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第１号会議録 第１日目 

平成22年６月11日 



－１－ 

平成22年６月11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 報第１号 繰越計算書の報告について 

          （平成21年度輪之内町一般会計） 

日程第５ 議案上程 

日程第６ 町長提案説明 

日程第７ 議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号） 

日程第８ 議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第９ 議第24号 平成22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10 議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定について 

日程第11 議第26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分について 

日程第12 議第27号 輪之内町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例について 

日程第13 議第28号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第14 議第29号 輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第15 議第30号 輪之内町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第16 議第31号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第17 議第32号 輪之内町収入印紙等購買基金条例の制定について 

日程第18 議第33号 輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第19 議第34号 輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第20 議第35号 松原道路改良二期工事請負契約の締結について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第20までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    浅 野 常 夫       ２番    小 川 春 男 



－２－ 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    浅 野 利 通 

   ５番    田 中 政 治       ６番    北 島   登 

   ７番    森 島 光 明       ８番    近 藤 勝 美 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  森 島 昭 道 

 参 事  中 島   修     調 整 監  尾 崎 敏 美 

                     会計管理者 
 調 整 監  中 島 桂一郎     兼税務課長  小 川 美代子 

 経営戦略課長 
 心    得  荒 川   浩     住 民 課 長  兒 玉   隆 

 福 祉 課 長  加 藤 智 治     建 設 課 長  加 納 孝 和 

 産 業 課 長  岩 津 英 雄     教 育 課 長  森 島 秀 彦 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議会事務局長  田 中   実     議会事務局  西 脇 愛 美 



－３－ 

（午前９時00分 開会）  

○議長（浅野利通君） 

 ただいまの出席議員は９名で、全員出席でありますので、平成22年第２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（浅野利通君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

いて、２番 小川春男君、６番 北島登君を指名いたします。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 この定例会の会期は、本日から６月18日までの８日間といたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 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６月18日までの８日間と決定いたしました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定によって、監査委員から平成21年度３月分、４月分及

び平成22年度４月分に関する出納検査結果報告がありました。 

 次に、町長から地方自治法第243条の３第２項の規定により輪之内町土地開発公社の

平成21年度事業報告書及び平成22年度事業計画書の提出がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第４、報第１号 繰越計算書（平成21年度輪之内町一般会計）についての行政報

告を行います。 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 



－４－ 

 それでは、報第１号 繰越計算書の報告について（平成21年度輪之内町一般会計）に

ついて、地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、次のとおり報告する。平成

22年６月11日提出、輪之内町長。 

 今回の繰越計算書の関係でございますが、平成21年度一般会計補正予算（第６号）で

地方自治法第213条第１項の規定によりまして繰越明許費として平成22年度に繰り越す

ことをお願いしました財産維持管理事業を初めとする６事業、総額１億3,850万円につ

きまして、平成22年３月31日までの支出を精査し、未執行の歳出予算額とその財源がど

うなっているのかを御報告するものでございます。６事業、いずれも議決後から３月31

日までの間に支出はなく、繰り越し予算額全額を22年度に繰り越すことになりました。 

 また、これらの財源内訳といたしまして、平成21年度に収入済みの特定財源はなく、

22年度に収入する予定の国庫支出金及び県支出金のほか、一般財源をそれぞれ繰り越し

ております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（浅野利通君） 

 これで行政報告を終わります。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第５、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第６、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 梅雨の季節を迎えましたが、議員各位におかれては、輪之内町発展のため格別の御支

援を賜っており、心から厚く御礼を申し上げます。 

 本日は、平成22年第２回定例輪之内町議会の開会に当たり、公私御多用のところ御出

席を賜り、誠にありがとうございました。 

 さて、日本の国内政治の状況は、昨年の衆議院総選挙における民主党主導の鳩山政権

誕生により地域主権型政治への変革が期待をされておりましたが、理想と現実のはざま

で翻弄された同政権は８ヵ月の短命に終わり、つい先日、新たに菅総理により新内閣が

組閣をされました。政権の座にあぐらをかくことなく、真に地に着いた実行力を発揮し、

日本の持続ある成長への道筋を明確に示していただきたいと願うものであります。 



－５－ 

 どのような政権運営がなされようと、地方を重視する地方主権実現への時代のメガト

レンドは変わることはないと考えておりますが、その動向を注意深く見守ってまいりま

す。 

 また、県においても過去における積極的投資、景気浮揚等のための財政出動等により

財政状況が悪化し、平成22年から24年の３年間を財政再建期間と位置づけ、その改善に

努力をしております。 

 輪之内町におきましても、やるべきことは時期を逸しないように、たとえ苦しくても

歯を食いしばってでもやる、負担を求めるべきところには公平・公正な負担を求める、

そのような財政運営で財政規律を健全化しつつ、果敢な事業運営に努めてまいりたいと

思っております。 

 今後とも町民の皆様の思いを実現すべく、事業執行に邁進し、住みよいまちづくりに

努力をしてまいりたいと考えております。議員各位の御支援、御指導を切にお願いを申

し上げます。 

 さて、本日提出させていただきます議案は、補正予算３件、決算関係２件、条例関係

８件、契約関係１件の、計14件でございます。 

 それでは、提案理由の概要について順次御説明を申し上げます。 

 議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,291万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ35億8,291万2,000円と定めるものであります。 

 まず、歳出の補正予算のうち、各課に共通する主なものについて御説明を申し上げま

す。 

 現下の厳しい経済情勢において輪之内町としても、昨年度に引き続き、緊急的な就業

の機会を創出することを目的として、新規及び既存事業、合わせて八つの雇用対策事業

を実施してまいります。これらの事業は、総額2,774万円の全額について、県補助金、

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金を活用するものであります。 

 また、４月の人事異動に伴う各課人件費予算額の過不足額について、それぞれ予算計

上をいたしております。 

 続いて、他の増額をお願いする主なものについて御説明を申し上げます。 

 総務費のうち、一般管理費の155万4,000円は、岐阜県からの権限移譲事務の一つとし

て、また住民の利便性を図るため、西濃地域の他市町村と同様に、当町においても本年

10月１日からパスポートを発給することとし、システム及び機器等の整備をする費用で

ございます。なお、この事務を開始するに当たり、収入印紙等の円滑な購入のため、収

入印紙等購入基金を創設いたします。 

 民生費のうち、国民健康保険費の職員給与費等繰出金9,000円の減額は、国保会計に

おける人件費補正相当分であります。 
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 農林水産業費のうち、農業委員会費の補正は、国の補助金203万7,000円を活用し、農

地法及び農地制度の改正により農業委員会が新たに担うことになった事務の適正化等の

事務を円滑に処理していくため58万8,000円を増額し、あわせて一部財源補正をするも

のです。この事業を通じて適正な農用地の利用と保全を推進してまいります。 

 商工費のうち、商工振興費の商工振興対策事業補助金27万5,000円は、輪之内町商工

会50周年記念事業に要する経費の一部を助成するもので、関係者の活発な交流と商工業

の振興を願うものであります。観光推進費の観光資源調査委託料100万円は、当町に点

在、もしくは埋もれている未利用の観光資源を調査・発掘、データベース化を予定する

ものであります。 

 教育費のうち、教育振興費では、小学校費、中学校費の扶助費について、それぞれ18

万1,000円と12万6,000円を増額いたします。これは、要保護・準要保護援助対象者が小

学校では６名、中学校では２名の追加によるものであります。奨学金240万円の増額は、

国際調和クラブからの修学寄附金を原資として、申請者９名に対し修学費を扶助し、あ

わせて同基金に積み立てるものであります。 

 続いて、歳入補正予算の主なものを御説明申し上げます。 

 国庫支出金は、先ほど農林水産業費の農業委員会費で御説明をいたしたものでありま

す。 

 県支出金のうち、県負担金の県移譲事務交付金80万4,000円は、パスポート発給事務

の移譲に対する交付金であります。 

 県補助金2,774万円は、歳出の冒頭で御説明いたしました雇用対策事業に係る補助金

を各課予算区分ごとに計上しております。 

 財産収入の収入印紙等購買基金利子は、基金創設に伴い計上するものであります。 

 寄附金は、先ほど教育費の奨学金で御説明したものでございます。 

 最後に繰入金は、今回の補正における補正予算全体を調整するために、財政調整基金

の繰り入れ、これは取り崩しでございますが、これを1,007万円減額するものでであり

ます。 

 以上で、平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

 次に、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,674万6,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億25万4,000円と定めるものであります。 

 歳出については、主に後期高齢者支援金等の平成22年度の額の確定通知を受け補正を

行うもので、後期高齢者支援金については1,019万7,000円を減額し、老人保健拠出金に

ついては62万6,000円を増額、介護納付金については716万6,000円を減額するものでご

ざいます。 



－７－ 

 次に歳入の主なものについては、国民健康保険税につきましては、歳出予算の補正及

び国民健康保険税以外の歳入の補正に伴い、現年課税分を4,996万7,000円減額するもの

でございます。 

 国庫支出金につきましては、療養給付費等負担金を1,624万3,000円減額し、財政調整

交付金を86万7,000円減額するもので、いずれも交付の対象となる経費の補正に伴うも

のでございます。 

 療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者の医療給付費分の保険税の減額に

より261万8,000円増額、前期高齢者交付金は、交付額の確定により3,506万1,000円増額

するものであります。 

 県支出金につきましては、財政調整交付金を85万1,000円減額し、共同事業交付金に

ついては、高額医療費共同事業交付金と保険財政共同安定化事業交付金について1,838

万2,000円を減額するものであります。 

 繰入金については、人件費の補正に伴い、一般会計からの繰入金を減額し、繰越金に

ついては3,189万4,000円を増額するものでございます。 

 以上で、平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明を

終わります。 

 次に、議第24号 平成22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）について御説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37万3,000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６億1,237万3,000円と定めるものであります。 

 今回の補正予算につきましては、人事異動に伴う費用の増額補正であります。 

 次に、議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第26号 

平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分について御説明を申し上げます。 

 平成21年度においては水源地の機器の整備、給排水施設の維持補修などの工事を行う

とともに、清廉な水の安定供給と経費節減など、健全経営に努めてまいりました。その

結果、事業収益１億120万5,000円、事業費用9,295万5,000円となり、損益計算による当

年度純利益は614万7,000円となりました。一方、資本的収支につきましては、収入が

2,345万2,000円に対し、支出は、下水道工事に伴う配水管の布設がえなどの工事及び企

業債償還金で8,584万3,000円となり、6,239万1,000円の不足が生じましたので、収支調

整額、減債・建設改良積立金、過年度損益勘定留保金で補てんをいたしました。 

 剰余金処分につきましては、地方公営企業法の規定に基づき、当年度未処分利益剰余

金614万6,860円を減債積立金に積み立て処分しようとするものであります。 

 続きまして、条例関係の御説明をいたします。 

 議第27号 輪之内町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例につきましては、

今回、新たに公募委員の追加など、委員構成の変更により改正をするものであります。 
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 次に、議第28号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、さきに改正の御議決をいただきましたが、一部修正の必要及び地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正がなされ、これら改正内容を踏まえ一部改

正をするものでございます。 

 次に、議第29号 輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部改正及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が本年６月30日から施

行されることに伴い、これら改正内容を踏まえ一部改正をするものであります。 

 次に、議第30号 輪之内町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律の中で地方公務員法について一部改正が施行されたことに伴い、所要の改正を

行うものであります。 

 次に、議第31号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、地方公務員法の規定に基づくチェック・オフに係る根拠規定として条例を改正す

るものであります。 

 次に、議第32号 輪之内町収入印紙等購買基金条例の制定について御説明を申し上げ

ます。この条例は、本年10月からの旅券発給事務開始に伴い、町民の皆様の利便性向上

のため基金条例を制定するものであります。 

 次に、議第33号 輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、

国民健康保険法の一部改正が施行されましたので、これら改正内容を踏まえ一部改正を

するものであります。 

 次に、議第34号 輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

平成22年度の国民健康保険税を賦課するに当たり、賦課総額を踏まえ均等割額及び税率

を一部改正するものであります。 

 続きまして、議第35号 松原道路改良二期工事請負契約の締結につきましては、地方

自治法第96条及び輪之内町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例の規定により契約を締結したいので議会の議決を得ようとするものであります。契

約を締結する本工事は、平成22年６月７日に入札を行い、同年６月10日に仮契約を締結

いたしております。 

 以上をもちまして提出議案の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御

決議を賜りますようお願い申し上げます。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第７、議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 
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 参事から議案説明を求めます。 

○参事（中島 修君） 

 それでは、議案書１ページをお開きください。 

 議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）。 

 第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,291万2,000円を追加するも

のでございます。平成22年６月11日提出、輪之内町長。 

 それでは、事項別明細書により御説明を申し上げます。 

 歳出の８ページをお願いいたします。 

 款１の議会費でございますが、町長からの提案理由の説明にもございましたように、

今回の歳出補正につきましては、主に共通なものといたしまして人事異動に伴う人件費

関係、それと各区分ごとによります緊急雇用創出事業に伴う費用を計上いたしておりま

す。議会費につきましては、異動に伴う人件費を補正いたしております。 

 １枚めくっていただきまして、９ページ、款２の総務費、項1.総務管理費、目１の一

般管理費でございますが、節の11から28までにつきましては、旅券発給事務をこの10月

１日から実施いたします。これに伴う費用155万4,000円を計上いたしております。それ

と７の賃金でございますが、緊急雇用に係る費用で672万1,000円を追加いたしておりま

す。 

 次に目７の財産管理費、それから目９の企画費でございますが、これにつきましても

緊急雇用に係るものでございまして、財産管理費では委託料、それから企画費につきま

しても委託料ということで、それぞれこの事業を活用していくものでございます。 

 目10の生活安全対策費の需用費でございますが、10月からのバス路線変更等に伴いま

す、これらの時刻表、それから路線図等を印刷していく費用を計上させていただきまし

た。 

 次に、14ページをお願いしたいと思います。款３の民生費でございますが、項３の児

童福祉費、目４の児童福祉施設費につきましては301万9,000円でございますが、これに

つきましては緊急雇用で臨時職員２名分を追加するものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、15ページでございます。款４の衛生費、項1.保健衛生

費、目１の保健衛生総務費でございますが、これにつきましても緊急雇用で２名を雇用

しようとするものでございます。 

 16ページの款5.農林水産業費、項1.農業費、目１の農業委員会費でございますが、町

長からも説明がございましたが、新しい農地制度が実施されます。これにつきましては、

５年間この事業を継続していきますが、これらに係る費用を計上させていただいており

ます。それとあわせて財源の補正もしております。需用費から備品購入費まで、すべて

今回の補正で対応させていただくものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、17ページ、款６の商工費、項1.商工費、目２の商工振
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興費でございますが、商工会の50周年事業の関係で事業を実施されます。これに対しま

して一部補助をしていこうということで、27万5,000円を計上させていただきました。 

 目３の観光推進費でございますが、町長の提案の中にもございましたように、輪之内

町の観光資源を発掘していきまして、これらをデータベース化していきまして、輪之内

町の将来の観光事業の戦略立案を行っていきたいということで100万円計上させていた

だきました。 

 １枚めくっていただきまして、19ページでございますが、教育費、項２の小学校費、

目２の教育振興費でございますが、扶助費18万1,000円でございますが、６名増加いた

しましたので18万1,000円増額するものでございます。 

 20ページの項３の中学校費、目２の教育振興費でございますが、これの扶助費につき

ましても２名増加いたしましたので12万6,000円を追加するものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、21ページでございますが、款９の教育費、項４の奨学

金でございますが、国際調和クラブの240万円の寄附金を財源といたしまして、扶助費、

それから積立金に活用していくということで増額補正をさせていただきます。 

 それでは、続きまして歳入を御説明申し上げます。３ページをお願いいたします。 

 款13の国庫支出金、項２の国庫補助金でございます。目４の農林水産業費国庫補助金

で203万7,000円を計上させていただいております。農地制度実施円滑化事業費補助金と

いうことでございますが、これにつきましては農地法等の一部を改正する法律が施行さ

れまして、農業委員会が行う新たな事務も創設されました。これらの事務が円滑に執行

できるように新設された補助金でございます。５ヵ年間、平成22年度から平成26年度ま

での事業でございます。なお、事業の実施主体は農業委員会ということでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、款14の県支出金、項１の県負担金で目１の県移譲事務

交付金で80万4,000円でございますが、これにつきましては旅券発給事務に係る県移譲

事務交付金でございます。 

 それから項２の県補助金でございますが、緊急雇用の関係で総務費、民生費、衛生費

ということで2,774万円を増額補正させていただいております。 

 それから款15の財産収入、目２の利子及び配当金でございますが、基金の創設に伴う

利子1,000円を計上させていただきました。 

 １枚めくっていただきまして、款16の寄附金、項１の寄附金で目２の教育費寄附金で

ございますが、国際調和クラブより240万円御寄附いただきましたので計上させていた

だきました。 

 以上で一般会計の補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 これより質疑を行います。 
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（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、今回、緊急雇用対策事業というのが県の方から補助金が来て、それに伴って仕

事をするということですけれども、緊急雇用の本来的な意味というものはどういうこと

なのか、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。 

 そういうところから考えますと、例えば従来の総合計画委託業務、これは当初予算で

742万1,000円あって、これに追加して176万2,000円ですけれども、これはどのように雇

用創出につながるのかということをちょっとお伺いしたい。 

 それから、今回の雇用対策によって何人、どのくらいの雇用創出を見込んでいるのか。 

 それから、町民の雇用創出ということとはどのような関連があるのかというようなこ

とをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 雇用創出にどのようにつながるのかということなんですが、これは輪之内町だけの問

題ではなく、日本全体を考えていきまして、国民の正規な仕事にあふれて現在失業中で

ある方等を対象に雇用していこうと、先ほど町民との関連もございましたが、そういう

区域ごとのかかわりではなく、日本全体の雇用ということでございます。 

 それで、総合計画の策定の関係で少し御質問がございましたが、これの中で緊急雇用、

うち一部の業務を委託しようとするものでございまして、委託先に対しましては、この

事業の中に新たに何名の職員といいますか、採用していただくかというか、そういう条

件をつけまして発注していくものでございまして、すべてが今雇われている方で対応し

ていくものではなくて、必ず新規で雇用をしていただくということを条件につけ加えて

仕事を出していくものでございます。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 産業課長 岩津英雄君。 

○産業課長（岩津英雄君） 

 新たに何名の雇用創出が生まれるかということでございますが、10名を予定いたして

おります。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 
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 それともう１点ですけれども、パスポートの発給事務が県から移譲されてくるという

ことで県の方から80万4,000円の交付金があるわけですけれども、これは経費全額が交

付されるというわけではないのか、どのような基準で交付されるのか、ちょっとお伺い

したいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問でございますけれども、基本的には全額交付を受けるべきところで

ございますけれども、県におきまして一定の算出基準がございまして、それに基づいて

各市町、交付をされるということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 本来、県で行うべき業務を市町村に移譲して、それが各自治体の負担でやらなければ

ならないというようなことになるような状況ですけれども、結局、これでは国や県の財

政負担の肩がわりするだけになってしまうというように思うわけですけれども、これに

よる町民、もちろんパスポート発給が県庁まで行かなくてもできるというような便利さ

があるかもしれませんけれども、それほどこのメリットがあるのかどうかというような

ことを思うわけですけれども、その辺はどのようにお考えになるでしょうか。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問でございますけれども、西濃を見回してみますと、揖斐郡３町は昨

年の10月からこの事務を行っております。大垣市は今年の４月から行っております。そ

のほかの市町につきましては、すべて10月１日から行うというような状況でございまし

て、西濃地域でとらえますと、すべての市町がそれぞれの市町でこの発給事務を行うと

いうことがございますので、地域から考えてみても輪之内だけ行わないというのはいか

がなものかというふうに思っておりますし、先ほど御質問の中でもおっしゃいましたよ

うに、より身近なところで手続ができるのであれば、それは住民の方にとって非常に利

便性が向上されるという意味合いもございますので、他市町と同様、輪之内町も県から

事務の移譲を受けまして実施していきたいというふうに考えているところでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ６番。 
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○６番（北島 登君） 

 商工費のところで観光推進費の観光資源の発掘ということで100万円を上げてありま

すが、これ商工会に委託するのだと思いますが、その辺をちょっと教えていただきたい

のと、アバウトに100万円ということで、中身はどのようなものか、あわせてメンバー

的には町の職員が加わるのか加わらないのか、もう少しわかる範囲でいいですが具体的

に説明をいただけませんか、お願いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 産業課長 岩津英雄君。 

○産業課長（岩津英雄君） 

 先ほど北島議員から言われましたように商工会へ委託するものでありますが、本来、

町でこの観光戦略は立案すべきものと考えておりまして、町の職員もかかわっていく所

存でございます。 

 それで、この100万円の内訳でございますが、主に第１期から３期まで予定いたして

おりまして、今回の補正にかかわるものにつきましては、観光資源のデータベースの開

発というのが主なものでございます。そのほか、印刷費とか消耗品費、それらを含めて

100万円ということで計上してあります。 

 なお、この事業につきましては、平成24年にぎふ清流国体が開催されるに当たりまし

て、それまでに何とかこの輪之内をＰＲしたいというような目的も中にございます。そ

れで、今回、緊急に補正させていただくものであります。御理解のほど、よろしくお願

いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議第22号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

それぞれ所管の各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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）については、

それぞれ所管の各常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第８、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 中島桂一郎君。 
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○調整監（中島桂一郎君） 

 それでは、議案書の５ページをお開き願いたいと思います。 

 議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険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ということで、第１条で歳入歳出の補正が入っております。既定

の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,674万6,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億25万4,000円と定めるものでございます。平成22年６月11

日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 事項別明細書の方で説明をいたしますが、11ページをお開き願いたいと思います。 

 今回の国民健康保険事業特別会計は、先に歳出を決定し、それに見合う歳入を確保す

る会計となっておりますので、歳出から御説明を申し上げます。 

 款１の総務費、目１の一般管理費につきましては、本年度、４月１日付の人事異動が

ありました。それに伴いまして必要な人件費を補正いたしました。補正額は9,000円の

減額でございます。給料、職員手当等、共済費の増減でございます。 

 12ページをお開き願いたいと思います。款２の保険給付費、項１の療養諸費、13ペー

ジの項２の高額療養費につきましては、後ほど説明をいたします歳入の補正に伴い、財

源内訳を補正するものでございます。 

 14ページをごらんいただきたいと思います。款３の後期高齢者支援金、目１の後期高

齢者支援金につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの通知があった本年度の後

期高齢者支援金の決定額によりまして1,019万7,000円の減額を行うものでございます。 

 15ページをごらんいただきたいと思います。款５の老人保健拠出金、目１の老人保健

医療費拠出金につきましては、社会保険診療報酬基金からの通知があった本年度の老人

保健医療費拠出金の決定額により62万6,000円の増額を行うものでございます。 

 16ページをごらんいただきたいと思います。款６の介護納付金、目１の介護納付金に

つきましては、社会保険診療報酬支払基金から通知がありました本年度の介護納付金、

地域支援事業納付金の決定額により716万6,000円の減額を行うものでございます。 

 歳出合計といたしましては、1,674万6,000円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。３ページをごらんいただきたいと思います。 

 款１の国民健康保険税の補正額について御説明をいたします。先ほど説明いたしまし

たとおり、国民健康保険事業特別会計は、先に歳出を決定し、それに見合う歳入を確保

する会計でございます。そして歳出金額から国保税以外の歳入を差し引いた残りの部分

を国保税として徴収する仕組みになっております。したがいまして、今回の補正で国民

健康保険税につきましては、医療給付費分現年課税分を一般被保険者分3,696万6,000円、

退職被保険者等分261万8,000円、介護納付金分現年課税分につきましては、一般被保険

者分391万5,000円、退職被保険者等分78万3,000円、後期高齢者支援金分現年課税分に

つきましては、一般被保険者分530万8,000円、退職被保険者等分37万7,000円をそれぞ
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れ減額するものでございます。 

 ４ページをごらんいただきたいと思います。款３の国庫支出金の療養給付費等負担金

について御説明を申し上げます。目１の療養給付費等負担金につきましては、国保に対

する国庫助成の中枢をなすもので、保険給付費分、老人保健医療費拠出金、後期高齢者

支援金、介護納付金の費用等に対して基本的に100分の34の割合で交付されるものでご

ざいます。保険給付費分につきましては、前期高齢者交付金がある場合は、療養給付費

等負担金の算定上、これを控除することとされておりますので、後ほど説明します前期

高齢者交付金の増額補正相当分として1,055万3,000円を減額するものでございます。ま

た、先ほど歳出の部分で説明いたしました老人医療費拠出金の補正額に相当する療養給

付費等負担金相当分として21万2,000円を増額、後期高齢者支援金の補正に相当する分

として346万6,000円を減額、介護納付金の補正額相当分として243万6,000円を減額し、

合計1,624万3,000円を減額補正するものでございます。 

 次に目1.財政調整交付金につきましては、その算定において対象となる老人保健医療

費拠出金の補正額に相当する分として３万2,000円を増額し、後期高齢者支援金の補正

額に相当する分として52万8,000円を減額し、介護納付金の補正額相当分として37万

1,000円を減額し、合計86万7,000円を減額するものでございます。 

 ５ページをごらんください。款４の療養給付費等交付金、目1.療養給付費等交付金に

つきましては、退職者医療制度に対し社会保険診療報酬支払基金から退職被保険者に係

る経費として退職被保険者の保険税で補うことができない分が交付されますので、今回

の退職被保険者に係る保険税の減額に相当する261万8,000円の増額を行うものでござい

ます。 

 ６ページをごらんください。款５の前期高齢者交付金、目1.前期高齢者交付金につき

ましては、社会保険診療報酬支払基金から通知をされて決定されたことにより3,506万

1,000円を増額補正するものでございます。 

 ７ページをごらんください。款６の県支出金、目１の財政調整交付金につきましては、

国庫支出金の財政調整交付金と同様の考え方で85万1,000円の減額を行うものでござい

ます。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。款７の共同事業交付金、目１の高額医療

費共同事業交付金と目２の保険財政共同安定化事業交付金につきましては、国保連合会

において前期高齢者交付金部分を控除することとされておりまして、その調整額として

高額医療費共同事業交付金を425万3,000円、保険財政共同安定化事業交付金を1,412万

9,000円、それぞれ減額するものでございます。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。款９の繰入金、目１の一般会計繰入金に

つきましては、歳出の職員人件費を9,000円減額補正することにより一般会計繰入金を

同額減額するものでございます。 
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 10ページをごらんいただきたいと思います。款10.繰越金、目2.その他繰越金につき

ましては、平成21年度からの繰越金3,189万4,000円を増額するものでございます。 

 以上、歳入合計といたしましては1,674万6,000円を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議をお願いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の社会保険診療基金からの通知に基づいて減額されるということですけれども、こ

の減額になる理由というのは、恐らくその基金の方ではわかっているはずなんですけれ

ども、要はこの医療費の動向がどうなっているのか。医療費の動向によって保険料も当

然決まってくるわけですので、そのなぜどのように減額されるのか、減額されるその理

由というものをもう少し詳しく説明願えたらと思います。 

 今、つかんでおられれば結構ですけれども、もしつかんでおられなかったら、委員会

の方で明快に説明願いたいと思います。 

 それから、今、歳入の方でも詳しく説明していただいて大変ありがたいわけですけれ

ども、聞いているだけでなかなかわからないもんで、これもせっかくそういった資料が

あるんでしたら、委員会の方で、どういう根拠でこういう金額の減額、あるいは増額に

なるのかということも、今、説明していただいたことを書類で出していただけないかな

ということを思いますけれども、その辺の対応についてお願いしたいです。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいま御質問ございました件でございますけれども、いろんな交付金、拠出金等が

ございますけれども、詳しい数字は別といたしまして、これらの拠出金等の算定方法で

ございますけれども、社会保険診療報酬支払基金の方で算定の計算式を持っておりまし

て、それに基づいて当該年度の概算分として幾ら支払う、それから前々年度に概算支払

いをしておりましたものを翌年度に精算をいたしまして、その後に精算金を調整すると

いう仕組みでございますので、今回、歳出の方でそういった拠出金等が減額になってお

りますのは、前々年度、すなわち平成20年度において概算支払いした分と精算額と比較

すると、概算支払いした分が多かったというようなこともございまして、本年度減額す

ることができたというようなことでございます。 
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 歳入の交付金についても、２年前の精算を２年後に行うというような関係がございま

すので、そういった仕組みであるということをこの場で御説明をさせていただきまして、

もう少し詳しいことにつきましては、先ほどおっしゃいましたように、委員会の中でお

答えをしていきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 算出の仕方は、一言ではちょっと理解できないわけですけれども、医療費の動向とい

うのは、今回、この療養給付費などが減額になっているわけですけれども、減少傾向に

あるというふうに見てもいいのかどうか。２年ほど前、あるいは昨年と比べて減少傾向

にあるというふうに見てもいいのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 先ほどの拠出金等につきましては、当然医療費の動向を加味されて診療報酬支払基金

の方で決定されるわけですけれども、今回の補正で繰越金を3,000万ほど増額補正をさ

せていただいております。その繰越金の発生理由の一つとして、平成21年度に見込んで

おりました医療費の予算額よりも実際には医療費が少なく済んだというようなことは言

えるかと思います。といいますのは、去年の12月までは医療費は増加傾向にございまし

たけれども、年が明けまして、１月、２月、３月のあたりを見ておりますと、やや医療

費の方が下がってきております。これは一時的なものなのかどうなのかということは一

概に申し上げることはできませんけれども、たまたま21年度は12月までは上がり傾向で、

それから年が明けてからは下がり傾向であったということだけ、この場でお答えをさせ

ていただきます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 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23号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１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をしました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第９、議第24号 平成22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）についてを議題といたします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、議案書の８ページをお開き願いたいと思います。 

 議第24号 平成22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）。平成22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ということで、第１条といたしまして、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ37万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６億1,237万3,000円と定めるものでございます。平成22年６月11日提

出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 事項別明細書により説明させていただきますので、４ページをお開き願いたいと思い

ます。 

 款１の公共下水道費、目１の特定環境保全公共下水道建設費ということで37万3,000

円につきましては、４月１日の人事異動によります人件費を補正するものでございます。 

 次に３ページへ移りますが、歳入の方でございますが、款７の繰越金、目１の繰越金

37万3,000円につきましては、予算の総額を調整するものとして計上いたしております。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 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24号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第24号 平成22年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補
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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。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第10、議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び日程第

11、議第26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分についてを一括議題といたし

ます。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 調整監 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、お手元に配付してございます平成21年度輪之内町水道事業会計決算書によ

り説明をさせていただきます。 

 それでは、１ページをお開き願いたいと思います。 

 議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定につきましては、地方公営企業

法第30条第４項の規定によりまして町議会の認定に付するということでございます。 

 続きまして、２ページ目をお開き願いたいと思います。議第26号につきましては、平

成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分ということでございます。地方公営企業法第32

条第２項の規定によりまして別紙のとおり処分するということでございます。 

 それでは、３ページ以降、順次説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 ３ページの平成21年度輪之内町水道事業決算報告書、これにつきましては消費税を含

んでおります。決算額のみ報告させていただきます。 

 まず、(1)の収益的収入及び支出の収入ですが、款１の水道事業収益の総額は１億120

万5,475円でございまして、その内訳といたしまして、第１項の営業収益につきまして

は１億45万2,470円でございます。第２項の営業外収益につきましては75万3,005円とな

りまして、その主なものについては受取利息でございます。 

 次に支出でございますが、第１款の水道事業費用は総額で9,295万4,264円でございま

す。内訳につきましては、第１項の営業費用については8,085万4,339円でございます。

第２項の営業外費用については1,209万9,925円で、主なものにつきましては支払利息で

ございます。３項の予備費についてはございません。 

 続きまして、４ページに移らせていただきます。(2)の資本的収入及び支出の収入に

つきましては、第１款の資本的収入の総額は2,345万2,150円でございます。その内訳で

ございまして、第１項の工事負担金につきましては325万8,150円で、これは加入金216

万3,000円と工事負担金の109万5,150円が含まれております。第２項の補償金につきま

しては2,019万4,000円でございまして、これは下水道会計から2,000万円とほ場整備の

方から補償金として19万4,000円をいただいております。 
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 支出につきましては、第１款の資本的支出は総額で8,584万2,980円でございます。内

訳は、第１項の建設改良費で6,861万3,310円でございます。第２項の企業債償還金につ

きましては1,722万9,670円で元金でございます。 

 下段の資本的収入が資本的支出に不足する額6,239万830円は、消費税資本的収支調整

額214万3,081円、平成20年度の減債積立金1,007万5,515円、それから過年度損益勘定留

保資金といたしまして5,017万2,234円で補てんをいたしております。 

 ５ページでございますが、水道事業の損益計算書でございますが、消費税は入ってお

りません。期間は平成21年４月１日から平成22年３月31日まででございます。 

 １の営業収益は、給水収益とその他営業収益とで9,571万9,945円でございます。 

 ２の営業費用につきましては、(1)の原水及び浄水費から(6)のその他営業費用までで

7,990万6,265円でございます。差し引きをいたしますと、営業利益は1,581万3,680円で

ございます。 

 ３の営業外収益は、(1)の受取利息及び配当金、雑収益とで75万3,005円となります。 

 ４の営業外費用につきましては、企業債利息と雑支出とで1,041万9,825円になります。

差し引きをいたしますと、マイナス966万6,820円でございます。 

 それで、経常利益につきましては614万6,860円になります。当年度の純利益につきま

しても同額でございます。前年度利益剰余金についてはございません。当年度未処分利

益剰余金につきましては614万6,860円となります。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。水道事業の方の剰余金計算書ということ

で、消費税抜きでございますが、これも平成21年４月１日から平成22年３月31日までで

ございます。 

 利益剰余金の部でございますが、１の減債積立金は、２番の前年度繰入額が1,007万

5,515円と、それから３の当年度の処分額は、同じ金額の1,007万5,515円となります。

当年度末の残高は０ということでございます。 

 ２の建設改良積立金ですが、これは０でございます。 

 ３の未処分利益剰余金につきましては、前年度の未処分利益剰余金につきましては

1,007万5,515円、前年度の利益剰余金処分額も同額でございます。当年度の純利益は

614万6,860円ですので、当年度未処分利益剰余金も同額の614万6,860円でございます。 

 続きまして、７ページに移ります。資本剰余金の部でございますが、１の受贈財産評

価額ですが、前年度末の残高が5,386万7,000円と当年度の発生額は262万5,000円でござ

いますので、合わせて当年度末の残高は5,649万2,000円となります。 

 ２の工事負担金でございますが、前年度末の残高が１億410万6,957円、当年度の発生

額は315万5,150円となりまして、これは加入負担金206万円と工事負担金の109万5,150

円が含まれております。当年度末の残高といたしまして１億726万2,107円でございます。 

 ３の補償金ですが、前年度末の残高が４億4,449万7,517円、当年度発生額は2,019万
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4,000円です。これは先ほども申し上げましたが、下水道会計から2,000万円とほ場整備

から19万4,000円でございます。それで、３の当年度処分額は101万3,769円です。よっ

て、４の当年度末の残高は４億6,367万7,748円となります。 

 続きまして、８ページに移らせていただきます。剰余金処分計算書（案）でございま

す。 

 １の当年度未処分利益剰余金は、先ほども申しましたが614万6,860円、２の利益剰余

金処分額は、減債基金積み立てへ同額の614万6,860円を積み立てるということでござい

ます。２の建設改良積立金はございません。３の翌年度繰越利益剰余金もございません。 

 ９ページですが、貸借対照表でございますが、これは平成22年３月31日現在のもので

ございます。 

 資産の部といたしまして、固定資産につきましては有形固定資産並びに無形固定資産

でございまして、合わせて13億9,644万9,328円でございます。 

 ２の流動資産につきましては、現金、未収金、貯蔵品、流動資産合計で２億8,422万

8,544円でございます。資産合計といたしまして16億8,067万7,872円となります。 

 10ページに移ります。負債の部ですが、３の流動負債は、未払金で1,296万5,480円で

ございます。 

 資本の部では、資本金につきましては、合計で10億3,413万3,677円となります。 

 ５の剰余金についてでございますが、資本剰余金と利益剰余金とを合わせますと６億

3,357万8,715円となります。資本合計につきましては16億6,771万2,392円となってきま

す。負債資本合計といたしまして16億8,067万7,872円でございます。 

 11ページですが、「報告書・付属書類」ですが、簡単に説明をさせていただきます。 

 12ページをお開き願いたいと思います。平成21年度輪之内町水道事業報告書でござい

ます。総括事項といたしまして、営業内容といたしましては、事業収益１億120万5,000

円でございまして、前年度と比較しますと149万5,000円の減額、事業費用は9,295万

5,000円で、前年度と比較しますと225万3,000円の増額となります。損益計算による純

利益は614万7,000円となりました。 

 資本的収支については、収入2,345万2,000円に対しまして支出は8,584万3,000円とな

りまして、不足額の6,239万1,000円は、留保資金で補てんをいたいております。 

 それから、(2)の議会議決事項につきましては、提出が平成21年６月12日、議決が平

成21年６月19日でございます。 

 (3)の職員に関する事項につきましては、事務職員１名でございます。 

 13ページでございますけれども、工事の部でございますが、建設改良設備工事の概況

でございますが、21年度には９ヵ所で6,362万4,750円の工事費が支出されております。 

 続きまして、14ページ目をお開き願いたいと思います。(2)の保存工事の概況、税込

みでございますが、配水管の修理から水源地の点検整備までで、施行箇所が1,035ヵ所
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で582万3,538円でございます。 

 (3)の給水新設工事につきましては、給水新設が45戸、廃止が６戸でございます。 

 15ページに移ります。３の業務、(1)の業務量についてですが、有収率は、平成20年

度は87％、平成21年度は88％でございます。 

 (2)の事業収入に関する事項（税抜き）と16ページの(3)事業費用に関する事項につき

ましては、後ほど説明をさせていただきます。 

 17ページ目をお開き願いたいと思います。４のその他、経営分析及び財務分析でござ

いますが、その中の３の供給単価、平成21年度につきましては89円、20年度につきまし

ては88円、その下の４の給水単価につきましては、21年度が85円、20年度が81円という

ことでございます。 

 19ページをお開き願いたいと思います。事業の推移でございますが、平成21年度につ

きましては、給水人口は9,517人、給水戸数は2,807戸、年間給水量につきましては106

万5,600立米でございます。年間の事業収益、それから年間事業費用については、ここ

に書いてあるとおりでございます。 

 20ページをお開き願いたいと思います。収益費用明細書ということで、これは消費税

は含んでおりませんが、収益的収入で第１款の水道事業収益は、営業収益と営業外収益

を合わせますと9,647万2,950円でございます。項１の営業収益は9,571万9,945円で、内

訳といたしまして、給水収益が9,457万1,315円、その他営業収益として114万8,630円と

いうことです。この中には一般会計から100万円の消火栓維持費、あるいは指定店の新

規手数料ということで５万円、雑入ということで下水道料金の検針に係る委託料で９万

8,630円が含まれております。２の営業外収益は、預金利息と雑収益を合わせまして75

万3,005円でございます。 

 21ページでございますが、収益的支出ということで、款１の水道事業費につきまして

は9,032万6,090円でございます。項１の営業費用で7,990万6,265円でございます。目１

の原水及び浄水費につきましては1,002万6,621円でございまして、その主なものにつき

ましては、委託料55万円は、水源地の保守業務委託料でございます。それから、動力費

につきましては849万6,800円でございまして、これは水源地の電気代でございます。手

数料30万円につきましては、水道水の全項目の検査の手数料でございます。 

 目２の配水及び給水費につきましては653万3,303円で、主なものは委託料といたしま

して105万8,629円、これはメーター検針業務の委託料でございます。修繕費につきまし

ては521万6,674円でございます。 

 目３の総係費につきましては884万3,130円でございまして、この中には給料、手当、

それから法定福利費等の職員１名分の手当が含まれております。22ページに移らせてい

ただきます。委託料といたしまして164万6,128円がございますが、これは電算処理の委

託料でございます。 



－２３－ 

 目４の減価償却費につきましては5,221万6,746円でございます。 

 目５の資産減耗費でございますが226万6,065円につきましては、石綿管の除去損分で

ございます。 

 項２の営業外費用は、目１の支払利息として1,028万8,476円でございますが、その内

訳で企業債支払利息として1,028万8,476円と雑支出の13万1,349円が含まれております。 

 23ページに移らせていただきます。資本的収支明細書でございますが、これは消費税

は含んでおりません。 

 資本的収入ですが、款１の資本的収入は2,334万9,150円で、工事負担金と補償金から

成り立っております。 

 目１の工事負担金につきましては、内訳で加入負担金が206万円と工事負担金が109万

5,150円でございます。 

 補償金につきましては2,019万4,000円で、下水道より2,000万円とほ場整備の方から

19万4,000円でございます。 

 次に資本的支出でございますが、款１の資本的支出は8,258万3,130円でございます。

項１の建設改良費につきましては6,535万3,460円です。目１の配水施設拡張費について

は6,519万7,000円で、内訳として、工事請負費が6,059万5,000円、委託料については

460万2,000円でございます。 

 目２の営業設備費につきましては、量水器の購入費として15万6,460円でございます。 

 項２の企業債償還金につきましては1,722万9,670円で、元金の償還分でございます。 

 24ページに移ります。水道事業の企業債の明細書でございまして、真ん中辺の未償還

の残高につきましては、合計で５億1,117万330円でございます。21年度末残高でござい

ます。 

 次に固定資産の明細書でございまして、年度末償却未済高につきましては13億9,644

万9,328円でございます。 

 25ページに移らせていただきます。平成21年度の輪之内町水道事業会計審査意見書と

いうことで、５月27日に監査を受けておりますので、その御報告を含めて添付させてい

ただきました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく、御審議を賜りますようお願

いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっています議第25号及び議第26号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、総務産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第

26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分については、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10時30分 休憩）  

（午前10時45分 再開）  

○議長（浅野利通君） 

 会議を再開します。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第12、議第27号 輪之内町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 調整監 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、議案書の12ページをお開き願いたいと思います。 

 議第27号 輪之内町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例について。輪之内

町総合計画審議会設置条例の一部を次のように改める。平成22年６月11日、輪之内町長

提出ということでございます。 

 本年の３月定例議会におきまして住民自治の基本理念や原則、あるいは町民、議会、

行政等の三者の役割と責務などで町政運営の規範たる輪之内町のまちづくり基本条例が

制定されております。その中でまちづくりの活動の参画機会を確保するために、幅広く

意見を聴取し、その手段としまして審議会、あるいはその他の附属機関における委員の

公募枠を広げるというような規定がされております。今回、５次総合計画を作成するに

当たりまして、その条例の一部を改正しようとするものでございます。 

 それでは、新旧対照表の方でお願いをしたいと思います。 

 １ページをお開き願います。 

 第４条中の委員の見直しということでございまして、議会議員の人数を「７人」から

「４人」に、「公共団体等の代表者 11人」を「公募によるもの 16人」に改めるとい
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うことでございます。３号につきましては削除するということでございます。 

 以上で説明を終わりますので、御審議を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（浅野利通君） 

 これから質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 総合計画は、現在、第４次で進んでいるはずですけれども、これの終了年度、平成24

年度だったと思いますが、これを今後繰り上げて第５次を策定するという考えなのかど

うか、その辺の第４次の評価、それも含めてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 町長。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、今の御質問にお答えをしたいと思います。 

 第４次の総合計画、今、おっしゃられましたとおり、平成24年度が終期になっており

ますが、時代の流れというのは非常に早くて、４次総合計画の骨格だけでは対応し切れ

ない部分が出てきていると。要は、基本的にはもっとスピード感を持った計画の遂行が

必要ということで、この際、第５次総合計画、22年度の予算で総合計画の原案作成費を

計上させていただいております。その後、23年前半ぐらいにパブリックコメント等の手

続をさせていただきまして、第５次総の始期は24年４月、したがって、第４次総合計画

の最終年次を待たずに５次総に、１年前倒しをする予定で今作業を進めておるところで

ございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 議会の方の４人というのは別に異議はありませんけれども、公募による方が16名とい

うことで、改正前の公共団体11人、学識２名という形のことが16名の公募ということに

なりますが、この総合計画書をつくるのに公募の方というのは幅広く、その中に学識の

方も公募されてくるか、よくわかりませんけれども、町の基本的な計画を策定するに当

たって、公募の方にどれだけの知識とか、そういうのが、ただ応募してきたから定員が
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16名あるのでその委員になるということでは、中身がどこまで精通された方がいるかと

いうことにも大きな問題があるような気がします。といいますのも、学識の方にある程

度の専門的な見地からも参考意見がいただけるものであるならば、この学識というのを

外すべきではないんではないかなあというふうに私は思うんです。やっぱり大事な計画

なんで、公募といっても、信用しないわけではないんですが、公募の方に対する審査と

か、そういうものも当然あるのかないのかわかりませんけれども、どこまでのお考えで

公募で議員４名、公募の方16名という形で審議会を設置されるのかという、基本的なそ

の考え方、思いをちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 経営戦略課長心得 荒川浩君。 

○経営戦略課長心得（荒川 浩君） 

 先ほどの公募枠はどうあるべきかという御質問でございますが、その前に、公共団体

等の代表者の意見というのも今現在はあるわけでございますが、こういった方の意見を

反映はしないのかというようなことにもなってこようかと思いますが、決してそうでは

なくて、やっぱり公共団体等の代表者の方につきましては、当町の推進する各種施策の

一翼を担っていただいておるということは十分認識しております。そういった団体の

方々には、分野別に計画策定時においてヒアリング等を実施して意見を反映していこう

というふうに考えております。 

 また、学識経験者等でございますが、まちづくり基本条例の際にもアドバイザーとい

うのを設定させていただいて策定をさせていただいた経緯がございます。そういった手

法も用いながらやっていきたいと思います。 

 また、公募枠の16人でございますが、公募の方というのは、ある程度そういうことに

関心を持って、そして自分の意見、意思を持って参加していただけるということが前提

であろうかと思います。その中で総合計画を策定する上で建設的な意見を反映させてい

くということで、特に詳細な今現在では資格とか、そういったことは考えておりません

が、大前提として、やはりそういった町政に対して関心、そして協働のまちづくりに建

設的な意見をお持ちの方に審議会のメンバーに加わっていただきたいという思いで募集

を考えております。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 今の御説明ですと、ちょっとわかりにくいんですね。公共団体の関係はヒアリング等

で吸収すると、それは当然だと思うんですが、そういう方の意見をどういう形でヒアリ

ングをしながら、この審議会の中で反映できるんかと。その公募の方の中で、その中に
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そういう方がお見えになれば、そこの中でもまたきちっとさらなる反映ができると思う

んですが、それは執行部の中からそういういろんなノウハウといいいますか、意見をそ

の審議会の中で執行部の方から提案して、この計画書に盛り込んでいくという、それを

委員の方に審議をしていただいたりという形に、要するに執行部主導でやっていくとい

うのが基本なのか。 

 その計画書は、１次から４次まで今までやってきて、３次のときもそうでしたけれど

も、なかなか達成する、進捗状況においては非常に低いものがあるという中で総合計画

書が次から次へ、年度が来たのでつくり直すというような形で積み上がってきておると

思うんですが、その建設的な意見、自分の意思でなられるというのは当然なんで、私、

参加したいという方がなられるのは当たり前なんでいいんですが、その方に町の一つの

大きな目標に向かって、どこまでの知識、認識があるかというのが本当にわかるのかど

うか。 

 私、議員をやらせていただいておりますけれども、10年この方、まともなことをやっ

ておりませんけれども、本当に日常において身近なことはわかるんですが、町の中身の、

町の動きをある意味方向づけていくような内容のものについて、そういう形で公共団体

等の、例えば区長会や改良組合長会がどうかと思うんですが、やっぱり地域をまとめて

みえる方の意見というのが本当に反映されてくるのかなあと。いささかそこで公募とい

う形でぱかんと、前は団体の代表者という形できちっと入っていますけれども、そうい

うのも全部外してしまうということに何か一抹の不安があるような気がするんですが、

担当課として本当に将来ビジョンが描けるものができてくるかどうかというのは、その

間にはその内容の御説明も当然あろうかと思うんですが、やっぱり決めていただくのは

審議会の中で決定されていくということであろうかと思うんですが、そこら辺は本当に

それでいいんかなあと、これだけの大きな改正をしてもいいんかなあというのを、もう

一回、くどいようですけれども、大丈夫ですよというふうなお話をいただきたいと思い

ます。 

○議長（浅野利通君） 

 経営戦略課長心得 荒川浩君。 

○経営戦略課長心得（荒川 浩君） 

 先ほどの御質問でございますが、先ほどおっしゃったように、公共団体の代表者等を

いきなり外してしまって本当に大丈夫かというような御質問でございますが、審議会、

先ほど言いました意味は、公共団体等の代表者の意見等をヒアリングするというのは、

そういった意見を賜って総合計画の案として審議会に出させていただきますし、最後、

議会の議決を賜るわけなんですが、その策定の中の段階において取り入れていくという

段階でございまして、ということを考えております。 

 ほかに多く町民の方に意見をもらうという手段としては、町民アンケートの実施、そ
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してまた、最終案に対するパブリックコメントの聴取という段階を経て町民参画の形を

とりたいということでございます。そのつくった最終案に対して審議会で諮問をして、

答申をいただくという形になろうかと思います。 

 ですので、公共団体等に関しては計画策定時の中で意見を盛り込ませていただいてい

くという段階で進んでいきたいというふうに考えておりますので、その審議会の委員さ

んについては、その最終案に対する審議ということを担っていただきたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 ちょっと補足をさせていただきます。 

 先ほどの田中議員の御懸念については、いわゆる公募によるという、まちづくり基本

条例の中で町民の意見を幅広く吸い上げるという意味で公募をかなり重視するという方

向性については御理解をいただけておると思っております。公募委員については、田中

議員がおっしゃった部分が、当然ある種の懸念としてあるのかもしれません。それは十

分承知しておりますので、公募の段階で、この公募による、例えばこの総合計画審議会

委員が何を職責として担うんだということを十分に広報を周知徹底させた上で公募を受

け付けるという、その努力をするということをお約束しておきます。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の関連ですけれども、審議会にかけるのは最終案になってからだというようなこと

がありましたが、ちょっとそこに違和感を感じているわけですけれども、やはり最終案

をつくるまでに、この審議会で審議していただく必要があるんではないかというような

ことを思いますので、アンケートをとる、どういうアンケート項目をつくるか、こうい

ったことも本来はこうした審議会の中で審議して、そしてどういうふうな形で意向調査

をするかということも含めて審議会の任務にすべきではないかというふうに思うわけで

すけれども、その辺の考え方はどのように、見解をお伺いしたい。 

 それから、この審議会の任期を、先ほど町長の方から24年４月から開始するというこ

とでしたけれども、この審議会の任期はいつからいつまでを考えておられるのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 
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 経営戦略課長心得 荒川浩君。 

○経営戦略課長心得（荒川 浩君） 

 先ほど最終案を審議会にお諮りするということでは、もっと前の段階からそういった

アンケート調査の内容とかも審議に加えたらどうかという御質問と任期のことでござい

ますが、今考えておりますのは、最終、大体骨子が固まった時期から募集をさせていた

だきましてやるということで、任期につきましては、案ができ上がってから任命させて

いただいて、募集をかけて任命させていただいて答申までということを考えております。 

 ただ、最終案という段階ではなしにということでございますので、こういったアンケ

ートをやりますとか、こういった進捗状況ですといったことは、いろいろと住民の皆様

にも広報しながら御意見を賜っていくということを考えております。以上でございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第27号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第27号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第27号 輪之内町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第13、議第28号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について、日程第14、議第29号 輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について、日程第15、議第30号 輪之内町職員団体のための職員の行為

の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、日程第16、議第31号 輪之
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内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを一括議題とします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 それでは、議案書の14ページをお願いしたいと思います。 

 議第28号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。平成22年６月11日提出、輪之内町長。 

 皆様のお手元に今回の職員の条例関係の改正趣旨というものを配付させていただきま

した。御一読をいただきたと思います。 

 それでは、新旧対照表で御説明を申し上げます。２ページをお願いします。 

 今回の改正でございますが、一部修正、第８条の２と、それから第10条を行っており

ます。そのほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部改正及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う所要の改正

でございまして、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務

手当の制限について改正をさせていただくものでございます。 

 対照表の第８条の２、それから第２項でございますが、これにつきましては従前は第

９条の２で規定をしてあったものでございますが、これをそのまま第８条の２に修正を

させていただきました。 

 そのため、第８条の３、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務ということでござ

いますが、ここで職員の配偶者、括弧書きの部分でございますが、これにつきましては

早出遅出勤務の制限の請求の関係で、早出遅出勤務ができることになりましたのでここ

の部分を削っております。 

 次に３ページの第２項、これにつきましても前項と同様削っております。 

 次に第８条の４でございますが、従来は第８条の３ということでございますが、ここ

へ８条の２が入りましたので繰り下がっております。ここにつきましては新しく追加と

いうことでございまして、新規で規定をさせていただいておりますが、特別な場合を除

いて超過勤務をさせてはならないということでございます。いわゆる災害、その他避け

ることのできない事由に基づく場合はさせることができるということでございます。 

 次に３項でございますが、括弧書きでございますが、「災害その他避けることの…

…」ということでございますが、これが削られておりますが、新２項で規定をしており

ますので、読みかえ規定で整理をさせていただきました。 

 次に４項でございますが、従前は３項でございますが、第２項が新設されましたので

読みかえ規定ということで整理をさせていただきました。この第１項ということは、小

学校就学前の子のある職員については深夜勤務をさせてはならないという規定でござい
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ます。 

 次に１枚めくっていただきまして、５項につきましては、先ほどの１項が追加されま

したので整理をさせていただくものでございます。 

 それと前４項、前３項につきましては、読みかえ規定の整理をさせていただいており

ます。 

 第９条の２というのは、第８条の２に移行されましたのでこの分がなくなりました。 

 次に第10条でございます。休日の代休日でございますが、従来ですと第３条第２項と

いうふうに書いてございますが、これにつきましては勤務日につきましては８条の２で

規定をしておりますので、この部分を削除したものでございます。 

 それから途中に「第９条の２」と書いてございますが、これが変わりまして「第８条

の２第１項」というふうに規定をさせていただきました。 

 附則で、施行期日は公布の日から施行させていただきまして、第８条の３及び第８条

の４の改正規定につきましては、今年の６月30日から施行させていただきます。経過措

置も設けております。 

 続きまして、議第29号でございます。議案書17ページでございますが、輪之内町職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてということで、輪之内町職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成

22年６月11日提出、輪之内町長。 

 それでは、新旧対照表の６ページをお願いします。 

 今回の改正でございますが、先ほど申しましたように上位の法律が改正されました。

それに伴って改正をさせていただくものでございます。 

 主な要点を申しますと、まず育児休業等をすることができる職員の改正ということで

ございます。職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりな

く、職員は育児休業等をすることができるようになりました。従来、配偶者が育児休業

等をしている職員でも、職員は育児休業等をとることができます。また、職員の配偶者

が専業主婦である職員においても育児時間をとることができるようになりました。それ

と産後につきましても、職員が育休のとれるような新設も行っております。それから、

再度の育児休業等をすることができる特別の事情の改正、これらについても改正を行わ

せていただいております。 

 それでは、新旧対照表の６ページでございますが、第２条、ここにおきましては従来

の３号、それから第４号だけを残しましてすべて削っておるということは、これらの方

につきましては育児休業をすることができることになりましたので削っております。 

 それから第２条の２でございますが、新しく追加をさせていただくわけでございます

が、これにつきましては、育児休業法が11月に改正され、これを受け、条例で規定をす

ることとなったために設けるものでございます。なぜ57日間かということなんですが、
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出生の日から８週間を経過する日までということで、56日に１日を足して57日というこ

とでございます。 

 第３条でございますが、これにつきましては育児休業法第２条第１項ただし書きの条

例で定める特別の事情ということで法改正が行われておりますので、ここの文言を修正

しております。これにつきましては、３歳に達する日まで育児休業をすることができる

ということで、既に育児休業をしたときは、条例で定める事情以外は育児休業はできな

いということを定めるものでございます。 

 １項につきましては、次ページを見ていただきますと、第５条の改正に伴って第５条

というところを整理しております。７ページの初めに出てきておりますが、第５条に規

定する、従前は「第５条第２号に掲げる」というふうになっておりますが、このあたり

は第５条の改正によって改正させていただくものでございます。 

 次に４項でございますが、これにつきましては削っておりますが、最初の育児休業終

了後の三月以上経過した場合は、再度育児休業ができるということを規定するため削っ

ております。 

 それから５項でございますが、「再度の」というところを削っておりますが、これに

つきましては育児休業ができるということになりましたので削っております。 

 それから第５条でございますが、この部分につきましては、従前の１号につきまして

は育児休業ができますので、本文に規定をし、整理するものでございます。この本文に

規定したというのは、現在、育児休業を対象となる子がいて、新しく育児休業の対象の

子がいる場合は、従前の休業を取り消して新しい子を認めようというものでございます。 

 次に１ページめくっていただきまして、第８条の途中でございますが、追加になって

おります。これは先ほど言いました第５条に規定するということで、ここで除く規定を

整理させていただきました。 

 それから第10条でございますが、先ほど申し上げましたように、第２条の規定と同じ

く、本法の中に規定をされておりますので、この３号、４号だけを残してすべて削って

おります。 

 それから第11条でございますが、従前は「第14条第２号」となっておりますが、１号

になりましたので引用条文の改正で、「第14条第１号」とさせていただきました。 

 次に９ページの関係でございますが、同じく４項につきましても引用条文の整理をさ

せていただいております。 

 それから５項でございますが、ずうっと書いてあったものを削っておりますが、今回

は夫婦が交互に育児休業をしたかどうかにかかわりなく、三月以上経過した場合には勤

務することができることとする改正でございます。削っております。 

 それから第14条でございますが、これにつきましては１号を削っておりまして、今回

の取り消し事由に当たらないということで削っております。 
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 それから第18条でございますが、これにつきましては２号以外は部分休業をすること

ができるようになったことで削るものでございます。 

 附則でございますが、この条例は平成22年６月30日から施行いたしまして、経過措置

を設けております。 

 続きまして、議第30号ですが、議案書の20ページをお願いします。輪之内町職員団体

のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について。輪之内

町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。平成22年６月11日提出、輪之内町長。 

 新旧対照表の11ページをお願いします。 

 今回の改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正の中で地方

公務員法についての一部改正の施行に伴い、所要の改正をするものでございます。 

 第２号につきましては、時間外勤務代休時間の新設による規定の整理をさせていただ

きました。 

 それから第３号でございますが、字句の整理ということで「有給」というのが入りま

した。 

 この条例につきましては、公布の日から施行させていただきます。 

 続きまして、議第31号でございます。議案書の22ページをお願いいたします。輪之内

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

る条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとするということで、平成22年６

月11日提出、輪之内町長。 

 それでは、新旧対照表の12ページをお願いいたします。 

 今回の改正につきましては、主な内容としましては、地方公務員法の規定に基づくチ

ェック・オフに係る根拠規定を設けさせていただきました。 

 まず、第18条でございますが、「第９条の２」が「第８条の２第１項」というふうに

直させていただきました。これは先ほどの勤務時間条例の改正に伴い、引用条項等の整

理をさせていただきました。 

 次に途中の60時間をということで、第１項はそのままなんですが、「及び第３項」は

削られておりますが、これにつきましては短時間勤務職員についての規定でございます

ので、ここでは該当がないということで削らせていただきました。 

 それから、５項の勤務時間条例第８条の２第１項は、先ほどの修正に伴い、引用条例

の整理をさせていただきました。それから、ただし書きからずうっと追加になっており

ますが、これにつきましては先ほどの第８条の２の中で規定をいたしておりますので、

この中で規定をさせていただきます。この途中つけ加える中に第22条と書いてございま

したが、これにつきましては勤務１時間当たりの給与額の算出を行うことを定めておる

条例でございます。 
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 第27条につきましては給与からの控除ということで、これにつきましては、現在、規

定をいたしておりません。そのため委任のところが１条繰り下がりまして第28条になっ

ておりまして、これにつきましては地方公務員法に基づく控除については条例の定めな

しに、現在、職員の同意のもとに控除を行っておりましたが、今回、法的に整理を行わ

せていただくものでございます。給与から控除することができるものは、職員の共済組

合の貯金、それから貸付金に係る償還金、あるいは20人以上の職員が契約した保険料、

それから金融機関等と契約した勤労者財産形成住宅貯蓄と輪之内町職員組合の組合費で

ございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行させていただきます。 

 以上、長々と説明しましたが、よろしく御審議のほどお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 これから一括質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回の改正は育児休業に対する規制緩和といいますか、育児休業がとりやすくなった

というふうなことだと思いますけれども、これによって職員の配置に影響が出ないのか

どうか、あるいはその代替要員というものをどのように考えておられるのかというよう

なことをちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、給与からの控除の問題ですけれども、従来は何の条例の定めもなかったけ

れども、職員との合意の上で給与から控除されてきたと、これをきちんと条例で定める

というような趣旨だと思いますけれども、これは議員の報酬にも、当然これは該当して

くると思うんですけれども、例えば今、私たちのもらっている明細書を見ますと、いろ

んな項目がありますけれども、これが全部網羅されていない。給与明細書に書かれてい

る、例えば給食費、あるいは議員の互助会費、こういったものは今後は控除されないと、

別途徴収するということになるのかどうか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 参事。 

○参事（中島 修君） 

 森島議員の御質問のお答えします。 

 育児休業関係でございますから、やはり職員の中でも育児休業という取得が出てくれ

ば、やはり職員の人的配置ということで考慮していかなければなりませんし、急に職員

採用というわけにもならない分もありまして、臨時職員で対応できるものについては対

応していくというふうには考えております。 
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 現在、今回、一般会計の補正予算でも御説明申し上げましたが、職員の中で育児休業

を取得したいという旨の申し出等も聞いておりますので、今回、そういうふうに対応は

させていただいております。 

 それと職員の給料からのチェック・オフなんですけれども、これにつきましては、上

位法が地方公務員法でございまして、法律または条例に定めがない場合、職員に対して

は通貨でその全額を支払わなければならないと。それで、議員さんについては規定はい

たしておりません。それで、今回の改正は、職員だけの改正ということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の育児休業に対する職員の配置については臨時職員で対応するということでしたの

で、的確にやっていただきたいと思います。 

 それから給与の問題ですけれども、議員の報酬の支払いについては一般職給与に倣う

というふうに条例ではなっているわけですけれども、そのことは問題ないのかどうか。

議員の報酬についても、一般職給与に倣うのであれば同じ規定でやらなければならない

のではないかと思うわけですけれども、その辺はどんなようなことなのか。 

 それから、この給食費というのがあるわけですね。当然、今職員の皆さんも天引きさ

れていると思うわけですけれども、これが後で現金で払うとなると非常に煩雑になると

思うわけで、こういったものも含めるべきではないかと。要は職員との合意ができてお

れば、それを条例に書き込まなきゃいけないんだったら、そういったこともすべて条例

に書き込んで、もっと円滑なこの業務ができるようにしていくべきではないかというふ

うに思うわけですけれども、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 議員皆様の報酬についての控除については、ここに資料も持っておりませんけれども、

一度、できるということであれば、きっちり整理をさせていただいて、対応できるもの

なら、また皆さんの同意を得てやっていきたいとは思いますけれども、法整備上、そう

いうことを考慮していないということであれば、従前のとおり、議会の中の合意形成で

されていくべきものと思っておりますが、少しその辺は時間をいただいて検討をさせて

ください。 

（発言する者あり） 

○参事（中島 修君） 

 職員の給食費は引いておりません。 
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○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第28号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第28号を採決します。 

 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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例については、原案のとおり可決されました。 

 これから議第29号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第29号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第29号 輪之内町職員の育児休業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。 

 これから議第30号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
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○議長（浅野利通君） 

 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30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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第30号 輪之内町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する

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。 

 これから議第31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（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第31号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第31号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第17、議第32号 輪之内町収入印紙等購買基金条例の制定についてを議題としま

す。 

 参事から議案説明を求めます。 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 議案書の24ページをお願いいたします。 

 議第32号 輪之内町収入印紙等購買基金条例の制定について。輪之内町収入印紙等購

買基金条例を次のように定めるものとする。平成22年６月11日提出、輪之内町長。 
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 この条例制定につきましては、本年10月から旅券発給事務開始に伴い、住民の皆様の

利便性を図るため、地方自治法第241条の規定によりまして基金を設けるものでござい

ます。 

 それでは、25ページをお願いいたします。 

 設置、第１条でございますが、収入印紙、郵便切手類及び岐阜県収入証紙の購入及び

売りさばき事務を行い、もって町民の便宜を図るため、輪之内町収入印紙等購買基金を

設置する。 

 基金の額でございますが、第２条、基金の額は50万円とし、一般会計歳入歳出予算に

定めるところにより、追加して積み立て、または一部を処分することができるものとす

る。 

 運用益金の処理ということで第４条でございますが、基金の運用から生ずる収益は、

一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。 

 委任でございますが、第６条で、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必

要な事項は、町長が定めるということでございます。 

 附則で、この条例は、平成22年10月１日から施行させていただきます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第32号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（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第32号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議第32号 輪之内町収入印紙等購買基金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（浅野利通君） 

 日程第18、議第33号 輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 中島桂一郎君。 

○調整監（中島桂一郎君） 

 議案書の26ページをお開き願いたいと思います。 

 議第33号 輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。輪之内町国民

健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成22年６月11日

提出、輪之内町長。 

 今回の条例の一部改正につきましては、医療保険制度の安定的な運営を図るために国

民健康保険等の一部を改正する法律により、国民健康保険法の一部が改正され、輪之内

町の国民健康保険条例で引用する条数が改正されたことに伴い、当該条例の条数を改正

するものでございます。 

 新旧対照表の15ページをお開き願いたいと思います。上段が改正案、下段が現行でご

ざいます。 

 保健事業の第６条の中の条数でございますが、現行が法「第72条の５」を改正案では

法「第72条の４」に改正するものでございます。 

 附則につきましては、この条例は公布の日から施行するということでございますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 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33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（浅野利通君） 

 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33号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第33号 輪之内町国民健康保険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（浅野利通君） 

 日程第19、議第34号 輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 それでは、議案書の28ページをお願いいたします。 

 議第34号 輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。輪之内町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成22年６月

11日提出、安八郡輪之内町長。 

 本議案は、この議案提出に際しまして国保運営協議会におきまして御審議をいただき、

その結果を受けて提出させていただいております。 

 今回の条例改正につきましては、国保の財政状況等を踏まえ、保険税率等を見直すた

めの改正でございます。応能・応益割は、50対50の割合でございまして、所得割額、均

等割額、また減額の額が改正となっております。 

 以上を新旧対照表で御説明を申し上げますので、よろしくお願いします。16ページを

お願いいたします。 

 第３条でございますが、所得割額ということでございますが、所得割額につきまして

は、課税基準総所得が落ち込んでおります。このため、やむなく率の引き上げを行って

おります。「100分の4.54」から「100分の5.67」ということで、100分の1.13のアップ

となっております。 

 次に第４条でございますが、これにつきましては均等割でございます。従来「３万

1,800円」が「３万1,200円」ということで600円の引き下げとなっております。 

 第６条でございますが、後期高齢者支援金等課税額の所得割額でございますが、従来

は「100分の2.18」、改正後は「100分の2.47」ということで、100分の0.29アップをい
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たしております。 

 17ページでございますが、第７条は後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額で

ございますが、これにつきましては、従来は「１万2,600円」、今回につきましては

「１万2,000円」ということで600円の減となっております。 

 第８条につきましては、介護納付金課税被保険者に係る所得割額でございますが、

「100分の1.77」が「100分の2.26」ということで、100分の0.49アップしております。 

 それから第９条でございますが、同じく被保険者の均等割額でございますが、従来は

「１万5,000円」を今回は「１万3,800円」ということで1,200円の減額となっておりま

す。 

 第23条でございますが、第１号につきましては７割軽減ということでございます。先

ほど申し上げました均等割額に７割とか、そういうものを掛けていくわけでございます

が、１号につきまして、まず均等割額でございますが「２万1,840円」で、従来と比べ

て420円の減となっております。同じく後期高齢者につきましても「8,400円」で、420

円の減となっております。介護納付金の均等割額につきましては「9,660円」というこ

とで、840円の減となっております。 

 ２号につきましては５割軽減でございます。これにつきましても５割が軽減をされる

ということで、先ほどの７割軽減と同様になっております。 

 ３号につきましては２割軽減でございます。これにつきましても２割を軽減されると

いうことで、２割を掛けた金額がここに上がっております。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行させていただきまして、適用区分

ということで、改正後のこの条例の規定でございますが、平成22年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用いたしまして、平成21年度分までの国民健康保険税につきま

しては、従前の例によります。 

 以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回のこの改正によって増税になる人、あるいは減税になる人、いろいろあると思う

わけですけれども、どういう階層の人が増税になって、どの辺のところが増税になるか、

それから減税になるのはどの程度の人かというところをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 
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 それと、その減税になる人と増税になる人の被保険者の割合、あわせて増税になるの

か減税になるのか、その辺のところをわかりやすくしていただきたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問でございますけれども、今回、今参事が説明をいたしましたとおり、

所得税率は上げると、そのかわり１人当たりの額は下げるというような改正内容でござ

いますけれども、この改正で試算時において応益と応能の割合は50・50ということでご

ざいます。この50・50にしたというのは、昨年来の国保の運営協議会におきまして、そ

れまでは応益割が輪之内町は高うございましたので、応能割の方の割合をもう少し高め

るようにというような御意見が出ておりましたので、それを踏まえて50・50という案を

つくりまして、過日の運営協議会で御承認をしていただいたところでございますが、た

だいまの御質問につきましてですけれども、具体的に何名の方が増税になって、何名の

方が減税になるというところまでの分析はいたしておりませんけれども、言えますのは、

所得割の率が上がるということでございますので、所得のある方は、当然増税になる可

能性があるということでございます。 

 ただし、均等割の方が若干下がるというようなことになりますので、その所得の率が

上がることによる増額分と、それから均等割で１人当たりが下がる分との差し引きで増

税になる方、あるいは減税になる方というのが出てくるかと思いますが、全体を通じて

考えてみますと、昨年のこういった保険税の税率等を決める場合は、試算というのを行

いまして、それに基づいて率等を決定していくわけでございますが、昨年度の試算のと

きと今年度の試算のときを比較いたしますと、国保税には御承知のとおり、医療分と後

期高齢者支援分と介護納付金分がございますが、その三つを単純に計算をいたしますと、

１人当たり810円の減額になるということでございまして、増額になる方は何人、ある

いは減額になる方は何人ということは明確に御答弁はできませんけれども、全体的には

810円の試算時においては減額になるということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 １人当たり810円の減になるということは、国保の運営協議会でも御説明いただきま

して、それなりに理解しているつもりですけれども、この810円になるという、そのも

とには総所得が減っている。所得がいろんな経済状況の中で低下して、そのためにもと

の金額が減っているから、同じ従前の税率であったとしても１人当たりは減ってくると

いうことになるわけ、したがって、その減り方が所得の減り方よりもこの保険税額の減
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り方が少ないのであれば、実質増税ということになるわけなんです。ちょっと私、試算

してみたんですけれども、総所得の金額が13％ぐらい少なくなっている、それに対して

保険税額の方は二、三％しか減っていないということですので、総体としてはこれは増

税ではないかというふうに思うわけです。もちろん、所得が減ったから保険税収入が少

なくなってくる、その分をこの増税で補わなければならないというのが今の執行部の考

え方なんですけれども、その考え方でいけば、本来、13％アップの保険税にしなければ

ならないのかもしれませんけれども、それが２％におさまっているという意味で減税に

なったといえば言えるかもしれませんけれども、けど、生活している人は、現実にこの

収入が減っている、所得が低下している、そのような中で保険税が現状維持では所得に

対する保険税の占めるウエートが高くなってくる、これではまた払えなくて滞納がふえ

るということにもならざるを得ないというふうに思うわけです。 

 したがって、もっと払える能力のある人、要するに応能をもっともっと高くすべきじ

ゃないかと。52対48から50対50にしたから、一本前進といえば前進かもしれませんけれ

ども、まだ全県下の傾向から見ても、まだ輪之内は応益負担が高い、これが現実だと思

うんですけれども、それをさらに応益割を下げて応能を上げていくというような考え方

はないのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問でございますが、国民健康保険につきましては、御承知のとおり特

別会計という形態をとっておりまして、基本的にその特別会計の中で独立採算で運営を

していくということでございます。それの一番大きな歳出における要素といいますのは

医療費ということになるわけでございますけれども、医療費につきましては不慮の病気

とか事故とかに対して医療を受けてもらうものでございまして、この医療費というのは

制限することはできないということでございます。 

 その医療費が決まり、見込みとして決定いたしました、その後にいろいろ補助金とか、

そういうのを計算して、残りを国民健康保険税で徴収をさせていただくというものでご

ざいますので、その年々の医療費の見込みによって保険税が増減するということは、こ

れは十分考えられることでございまして、それをもって直ちに増税とか減税だというよ

うな判断にするのはいかがなものかというふうに思うところでございます。 

 それから応益と応能の割合でございますけれども、昨年度の試算時におきましては、

応能が48、応益が52ということで応益割の方が大きかったわけでございますが、それを

今回50・50というような形にさせていただいたところでございますが、この50・50にさ

せていただいた根拠につきましては、先ほども少し申し上げましたように、国保の運営

協議会におきましてそういった御意見がございましたということと、それでは、じゃあ
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どのくらいの割合に設定するのが最も妥当なのかというところを検討いたしましても、

明確に説明ができる根拠となるところもなかなか探し当てるのが難しいということでご

ざいますので、とりあえず地方税法で標準的な割合というのが決まっております。当町

は２方式を採用しておりますので、応益・応能は50・50というような標準割合が決めら

れておりますので、今回はその地方税法の標準割合を採用させていただきまして50・50

にさせていただくということでございます。 

 今後につきましては、今回、このような改正で昨年とは応能の割合を上げるというこ

とになりますので、今年の収納状況を検討いたしまして、どういった所得の方に滞納が

多いとか、そういったことを分析させていただいて、この応益・応能の割合について来

年度以降検討をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 来年度以降も続けて検討していただけるということですので、もちろんそれに期待は

したいと思いますけれども、今の応益・応能の割合の岐阜県の平均では、これは19年度

の実績があるわけですけれども、52対48なんですよね。法律を言われましたけれども、

法律は全国共通であるにもかかわらず、各自治体においてそれぞれの事情において応

益・応能の割合を決めているわけですから、別に法律どおりにやらなければならないと

いうものでもない。したがって、この輪之内町の実態に応じた応益・応能の割合を決め

ていただきたいというふうに思うわけです。 

 それから、先ほど、どの階層の方が減税になっていて増税になるかというところまで

は把握していないというようなことでしたけれども、私、試算してみたんですけれども、

基準総所得が年間10万円、この場合は33万の控除を引きますので43万となるわけですけ

れども、その人でも５割軽減なんですね、７割軽減にならない。所得割がゼロの人だけ

しかこの減税にならない、今回の改正で。所得割が基準総所得が10万円の人では、わず

か490円ほどの減税になる。しかし、20万円になると1,420円の増税になる。わずか年間

20万円の基準総所得で増税になってしまう、こういうような実態があるわけです。だか

ら、もっとこういったことを綿密に、私がやったわけですから執行部の方でできないは

ずがないわけです。 

 例えば1,000万円以上の所得がある人だと、限度額超過分が42万4,000円減額されてい

ると、今回の条例改正後の限度額の超過額ですけれども、1,000万円の人で42万4,000円

の減額になるというのが今の現実なんですね。今、町内で、今ここでつかんでないとい

うことですので、また委員会の方で報告してもらいたいと思うんですけれども、1,000

万以上の基準総所得がある人は何人くらいおるのか、あるいは基準総所得のゼロになる
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人は何人くらいおるのか、こういったのを一度データとして出してもらいたいと思いま

すけれども、委員会に国保会計の審査が付託されていますので、そちらの方でもぜひ示

していただきたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 先ほど御質問の中で増税、減税という話が出ておりますけれども、率とか１人当たり

の額を変えれば、当然それによってふえる人、あるいは少なくなる人は出てくるという

ことでございますが、あくまでも国保の根本的な考えというのは相互扶助という考えで

ございますので、言ってみればヒュ－マニズムに基づく崇高な制度ということも言える

かもわかりませんけれども、そういったことでございますので、年々によって、あると

きは増税になり、あるときは減税になるということもあろうかと思いますが、そこは相

互扶助という基本的な考えの中で御理解をいただいて進めていきたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 相互扶助ということを言われますけれども、相互扶助というなら、高額所得者からの

負担を求めるということも相互扶助になると思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第34号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回の改正、一部改善されるところはあるということで、その面においては評価でき

るかと思いますけれども、まだまだ不十分だと、低所得者に対する増税にもなっている

ということで、もっともっと完璧なものにしていただきたいということを思っています

けれども、先ほど言いましたように部分的な改善ということで、現行よりは改善される
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ということで賛成しておきます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第34号を採決いたします。 

 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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第34号 輪之内町国民健康保険税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（浅野利通君） 

 日程第20、議第35号 松原道路改良二期工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、議案書の30ページでございますが、議第35号 松原道路改良二期工事請負

契約の締結について。地方自治法第96条第１項第５号及び輪之内町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付

した松原道路改良二期工事について、左記のとおり工事請負契約を締結するため議決を

求めるものであります。平成22年６月11日提出、輪之内町長でございます。 

 工事名につきましては、松原道路改良二期工事でございまして、工事場所は輪之内町

楡俣地内、工期につきましては、着工が本契約の締結の日から、完成につきましては、

平成23年１月28日でございます。契約金額については8,190万円でございます。契約の

相手方につきましては、岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田698番地の１、株式会社藤幸

組、代表取締役 近藤幸男でございます。 

 この松原道路改良につきましては、今年度が完成の年度ということでございますので、

ひとつよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 これから質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回、8,190万円で契約ということですけれども、当初予算では１億1,215万円の道路

新設改良の予算が組まれておりました。この松原道路に対しては当初予算はどのくらい

見込まれておったのか、その辺をちょっと教えていただきたい。 

 それから１期工事、２期工事で、今回、完成ということですけれども、１期工事の場

合は3,680万で契約しておる、今回はその倍以上の8,190万円で契約ということですけれ

ども、8,000万円の工事になると資格、町内業者の受注の資格要件というのはかなり制

限されてくるのではないかというふうに思うわけですけれども、なぜ１期工事が3,600

万だったのに、今度は8,000万まで一気にやるのか。あるいは、どっちみちやるなら、

すべてを１期で完成させてしまえば、もうちょっと経費は安くなったかもしれん。地元

業者優先ということで分割発注するというなら、それも理由があるわけでいいと思うん

ですけれども、そうであるなら、今回も分割発注して地元業者に便宜を与えるというよ

うなことはできなかったのかどうかというようなことも考えるわけですけれども、その

辺のところをどのような考えで指名されたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 建設課長 加納孝和君。 

○建設課長（加納孝和君） 

 予算的には9,000万ほどでございます。 

 それから、町内の業者の方につきましては、資格と申しましても指名のランク的には

Ａランクの方でございますので、町内業者は４社指名してございます。 

 なぜ分割発注したかというふうな御質問でございますが、前年度につきましては建物

等も建ってございましたところもありますし、それから堤防のところの時期的なことも

ありまして、堤防の表土をめくる作業があります。今回は、このような早い時期に工事

を発注しておりますのは、ちょうど水が出ないころ、秋ごろになると思いますが、その

ころに堤防の表土をめくりたいということもございましたので、そのあたりで考えて発

注しております。以上でございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 
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 これから議第35号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 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35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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第35号 松原道路改良二期工事請負契約の締結については、原案のと

おり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 お諮りします。 

 ただいま各常任委員会に付託しました議案につきましては、会議規則第46条第１項の

規定によって６月17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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第22号から議第26号までについては、６月17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、６月18日に委員長報告をお願

いいたします。 

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

○議長（浅野利通君） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 定例会最終日は午前９時までに御参集願います。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

（午後０時15分 散会）  
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（午前８時59分 開議）  

○議長（浅野利通君） 

 ただいまの出席議員は９名で、全員出席でありますので、平成22年第２回定例輪之内

町議会第８日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（浅野利通君） 

 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22号、議第24号から議第26号までについての審査

報告がありました。 

 次に文教厚生常任委員長から、議第22号及び議第23号についての審査報告がありまし

た。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

（「何できょう一般質問が配っていないの」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 暫時休憩します。 

（午前９時01分 休憩）  

（午前９時06分 再開）  

○議長（浅野利通君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 大変申しわけありませんでした。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までとします。 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 おはようございます。 

 生活環境整備についてお尋ねをいたします。 

 住民の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を目的とし、輪之内町の下水道整備が

平成９年から総事業費約141億円で進められてきました。しかし、福束及び塩喰の川西

地区は、個別処理区として計画区域に入っていません。今までに個々で合併浄化槽を設
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置されたり、今後、計画してみえる方も見えます。 

 快適で文化的な生活環境を整えることはだれもの願いであり、計画区域で巨額の費用

を投ずることから見ても、川西の両地区に対し下水道にかわる共同浄化槽設備や合併浄

化槽設置への補助など、何らかの対応が必要であると思いますが、町長の見解をお伺い

いたします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島光明議員の生活環境整備についての御質問にお答えいたします。 

 輪之内町の下水道計画策定に当たり、福束川西、塩喰川西の両地区、これは当初計画

の段階から個別対象区域として取り扱い、下水道整備区域に入っていないということは

議員も既に御承知の通りであります。 

 平成15年第１回下水道特別委員会の中では、町村合併が進む中で、この地区の整備の

対応として継承する市に申し出るとの検討がなされた経過はございますが、このときに

も結果的には方向性が見出されず、その後についても具体の検討がなされていない状況

で進んでおりました。 

 快適で文化的な生活環境を整えるということは、住民のだれしもが願うところであり、

当町の下水道整備区域では、既に管渠の整備延長が平成21年度末において６万7,538.5

メートル、整備率61.4％まで工事が進んでおります。 

 御指摘の両地区においても、御提案の共同浄化施設の設置でありますとか合併浄化槽

設置への補助、これも選択肢の一つであろうと思いますが、個別対象区域としての実態

を踏まえた上で生活環境整備のあり方について、これは財源確保等もあわせて早急に結

論を得るべく検討を進めてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 以上で、森島光明議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（７番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 下水道については平成４年に基本構想ができて、平成６年にアンケートがとられたと

思うんですが、この中で塩喰の川西地区では、福束は南部が一緒でしたのでわかりませ

んけど、塩喰の川西地区においては、すぐ引きたいとか、５年以内に引きたいとか、あ

るいは10年以内に整備したいという方が73％あったわけですね。それで、平成８年に事

業の計画ができて、今より大分前ですけど、川西の方から、この地区はどうなるんやと、

そんなことを聞かれたことがあったと私は聞いておるんですが、下水道工事が始まって

13年になるわけで、もっと早い時期にこのことを考えるべきであったと思うんです。 
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 福束の川西は、上水が共同の井戸水でございますが、塩喰川西は、養老町から上水を

引いております。そんな関係で、町が負担金を出してでも養老町とつなぐことはできな

いのか、その点を１点、お伺いいたします。 

 それから、個別処理区というのは解釈の仕方でわかりませんけど、どういう意味なの

か。町は関知しないから個々でやりなさいよということなのか、公共下水道は引けない

から個々に処理施設を考えてあげますよということなのか、どちらが、私は後者ではな

いかと自分なりに理解するんですけど、その点、お伺いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 建設課長 加納孝和君。 

○建設課長（加納孝和君） 

 養老町との関係につきましては、過去に市町村合併のときに話も多分上がったような

ことも聞いておりますけれども、その当時は話の中では、養老町とつないでもいいんじ

ゃないかという話も出ておりましたが、その後、合併の話がなくなりましたので、今の

ところはそういう話は進んでおりません。養老町につなぐのも一つの方法かと思います

ので、そういう話がされたということは確認しております。 

 それから、その個別処理区域につきましては、個々個々にやるのか、それとも小さな

浄化槽的なもの、コミプラ、そんなようなものを設けてやるかという方法につきまして

は、この個別処理区域につきましては、解釈的にはその両方もとれるかと思いますし、

また小さな浄化槽を設けまして、その区域全体の処理ができるようなものをつくりあげ

るかということも一つの方法かと思いますので、その内容につきましては、ちょっと確

認できません。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 養老町から引けないということであれば、初めにも申し上げましたように、集約の処

理施設か、個々に合併浄化槽を設置され、そこへ補助金を出すしかないと思うんですが、

明るいところに街路灯は要りません。日の当たらないところとかへ手を差し伸べるのが

行政でないかと思います。できるだけ早く結論を出していただくようにお願いし、希望

の持てるようなお考えをいただきまして、早く整備をしていただきますようお願いしま

す。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 いろんなお話をいただいたわけですが、これって別に１年、２年の間に出てきた話で
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もなくて、今、ここで改めて申されますと、私の就任以前の話も含めて、一体それまで

何をやっておったんやと。むしろ、個別処理区と下水道処理区域と分けた段階でどんな

検討がなされたのか。今、実はいろんな経過を探ってみても、つまびらかになっていな

い部分があります。それは、ですから今言ってもしようがないことであります。先ほど

申しましたように、何も検討していないわけじゃないんです。ちゃんと私の答弁した行

間をきちっと読んでいただかないと、これは間違った発信をすることになりますので、

その辺はよく御理解いただきたいと思います。何も考えていないわけではない。 

 それから、先ほどあえて下水道処理区域の整備率を申し上げました。まだ、実は下水

道処理区域の中でも、今、下水道の恩恵を受けていない部分がまだあるんです。それと

同時、並行的にいろんな処理の方法を検討していくと、それはここでお約束をしておき

ます。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 １番 浅野常夫君。 

○１番（浅野常夫君） 

 お許しが出ましたので発言させていただきます。 

 住宅分譲地の造成について。 

 以前に町の将来についてということで質問させていただきましたが、その答弁の中で、

安心で安全なまちづくりのための住宅政策を講じ、さらなる人口増加を図っていきたい

とのことでしたが、その後、住宅分譲地の造成計画をされているか、お尋ねします。 

 例えば、住宅分譲地の造成計画はあるのか。 

 定住用地を取得したい若者に支援金の制度は考えられないのか。 

 定住を目的とした住宅の新築・増築に対する借入金の利子補てんは考えられないのか。 

 町のホームページに定住促進のことを載せてはどうか。 

 人口の増加が町の活性化につながると思います。町長の見解を聞かせてください。 

 もう１点、行政の一体化について。 

 よく町民の方から耳にするのが、役場は人事でかわってしまう、課がかわったら関係

がないような態度をとるとよく聞きますが、町民の大切な税金がよりよく使用されるこ

とが一番望ましい中、今、町では下水道に続き光ケーブルと、大きな事業を計画してい

ます。 

 そこで私が言いたいのは、課は関係なく、行政全体が一枚岩となり取り組んでいくこ

とが大切なことだと信じます。そこに行政全体のまとまり、町民の信頼が得られると思

いますが、町長のお考えをお聞かせください。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 
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 それでは、浅野常夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 第１点目の住宅分譲地の造成についてということで、今、住宅分譲地の造成計画をし

ているかと、そんな御質問だったと思いますが、昨年９月の定例議会において浅野議員

さんからの御質問に対して、当町の人口規模を早急に１万人規模に増加させるのが望ま

しいという答弁をさせていただいております。住宅分譲地の造成計画については、鋭意

事業化の検討中でもありますので、具体的な計画を策定次第、順次公表してまいりたい

と、そんなふうに思っております。 

 今、議員が御指摘のように、人口の増加が町の活性化につながるということは疑いの

余地はありません。我が国自体の人口が減少傾向にあり、また岐阜県下の人口も減少傾

向にある中で、最近の当町においては、一時の増加傾向からはやや鈍化はしております

けれども、微増の状態が続いております。その内訳については、大部分、やはり若者世

代が主な転入者となっております。 

 こういった現象については、民間企業による比較的安価なといいますか、リーズナブ

ルといいますか、そんな分譲住宅の開発販売等によるものが大きな要因であろうと思わ

れます。当町としても、いつまででもそういった外部要因に依存した人口増加ではなく

て、今後は行政として定住化促進施策というものをどう仕掛けていくか、これが大きな

課題であると認識をしております。そういった意味から、例えばその世代だけでなく、

次の世代も引き続き住めるような広さの分譲をするとか、議員が提案されるような制度

を取り入れて、民間だけではできないような魅力的な価値を付加した分譲住宅施策等を

積極的に推進してまいりたいと考えております。 

 また、企業誘致施策を継続的に推進することにより、従業員の定住、またはＵターン

の促進を今後も進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い

いたします。 

 続いて、第２点目の行政の一体化についてお答えをいたします。 

 まずもって、行政の執行者としては、浅野議員の御提言に何人も異論を差し挟む余地

はないだろうと、そんなふうに思っております。 

 御指摘のありましたことについては、これは公務の性格上、自己の業務以外について

は断定的な発言ができにくいといったことも一因であったのかなとも思いますけれども、

御指摘のような一体性を欠くかのごとき印象を与えたとしたら残念であります。いかな

る場合においても誤解を生じる言動のないように徹底をしてまいりたいと思います。 

 一般企業においても達成すべき目標を掲げ、その実現のため組織構成員が一丸となっ

てその目標に向かっていく努力をしております。行政機関においても住民福祉の実現の

ため、まちづくりの目標を掲げ、基本計画のもとに、その実現のため努力することは当

然のことであります。厳しい社会経済状況下において職員に求められている業務は、複

雑・多様化をしております。とりわけ、下水道事業、光サービス事業は、輪之内町の地
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域インフラ整備のため喫緊になすべき重要事業であると考えております。職員一人ひと

りが共通認識のもとに、事業達成に立ち向かうことが大切であります。今後とも、課長

会議等あらゆる機会を通じまして、改めて一体的認識の重要なことを再確認してまいり

たいと思います。 

 以上で、浅野常夫議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（１番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 １番 浅野常夫君。 

○１番（浅野常夫君） 

 前回の国勢調査では、輪之内は現実的には9,700人ほどが住んでいたということを聞

いております。いざ登録されたのは9,420人ぐらい、約300人ほど少ない登録ということ

で、今、当町では１万60人ほどいますが、うち外人が270名ほど、前回の例で言うと、

登録が9,700人ほどになりそうかな、そんな心配をするところですが、9,400人から、仮

に１万人に達すると、600人ほどの中で地方交付税が約8,000万円ほど多くいただける、

そこには当然支出も絡んできますが、その大きな金額がいただけるという中で、ぜひと

も１万人達成できるような具体策を設けてほしい、そんなふうに思います。 

 もうこれは質問じゃなくて要望ということで終わりたいと思いますが、２点目も、さ

っきも言いましたように、みんなが一枚岩で取り組んでいただけるよう望んで、終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 続いてお尋ねいたします。 

 まず、福束用水導入時期の繰り上げについてお尋ねいたします。 

 私は、これまでたびたび大榑川の水質浄化策等について、流れのある川にするために

提案をしてまいりました。同時に、用水導入時期の繰り上げについても国や県に対して

要望していただくようお願いしてまいりました。 

 平成16年６月議会での質問に対し、当時の町長は、平成２年度の水利権更新の協議に

おいて用水の導入について５月１目から９月末目までの協議をした結果、国より対応不

可という指摘を受けたことから現在のようになっているということでありました。 

 私は、引き続き用水導入時期の繰り上げを要望していくことをお願いしておきました

が、その後、どのような申し入れ、あるいは協議が行われてきたのでしょうか。その経

緯と結果及び平成２年度の水利権更新の協議において国がなぜ対応不可としたのか、な

ぜ繰り上げが実現してこなかったのか、その理由を明らかにしていただきたいと思いま

す。 
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 昨今、早いところでは４月から、多くのところでは５月には田植えが行われるように

なっているなど、農業形態も大きく変わってきていることから、また徳山ダムが完成し、

揖斐川の渇水のおそれもなくなった現在、福束用水水利権の更新時期を前にして、改め

て用水導入時期の繰り上げを強く要望していただきたいと思います。 

 なお、用水導入時期の繰り上げが実現するまでの間においても本用水は６月５日と決

めつけるのではなく、一日でも早く用水を導入するようにしていただきたい。このこと

についても前町長は、理事会、水利委員会で協議しながら進めていきたいと答弁してお

られましたが、これまでどのような協議が行われてきたのでしょうか。 

 以上、用水導入時期の繰り上げについて、福束輪中士地改良区理事長でもある町長に

お伺いいたします。 

 次に、低所得層に対する的確な支援についてお伺いします。 

 これまでの自公政権のもとで進められてきた構造改革、規制緩和政策のもとで所得格

差が拡大し、貧困層が増大しております。昨年10月、政府は、ＯＥＣＤ基準による日本

の相対的貧困率を公表しましたが、それによると日本の相対的貧困率は15.7％と、アメ

リカに次いで世界第２番目の高い値になっております。これは90年代半ばの11.9％と比

べても大幅に悪化しているのであります。庶民には増税、負担増を押しつけながら、高

額所得者には優遇税制、国際競争力強化の名目で法人税を減税しながら、財源がないと

いって庶民には消費税を増税、規制緩和による派遣労働の拡大で簡単に労働者の首を切

ることができるようにして、強いものはどんどん強く、弱いものはどんどん弱くなって

いくという弱肉強食の政治が続いてきました。 

 こうして貧困層がふえ、医者にかかりたくても病院にも行けない。生活苦で自殺する

者がふえ、自暴自棄になって窃盗や、極端な場合は無差別殺人など悲惨な事件まで起こ

っている。このように貧困問題は、社会問題として真剣に取り組んでいくことが行政に

求められています。当町においても的確に対応していかなければならないのではないで

しょうか。 

 当町においても貧困層がふえていると思いますが、現在、生活保護基準以下の収入し

かない世帯は、何世帯、何人くらいおられるのか。そのうち、現に生活保護を受給して

おられる世帯は、何世帯で何人おられるのか、明らかにしてください。 

 町長は、昨年12月議会での答弁で、職員は法に基づいて粛々と徴税業務や滞納処分を

行っていると述べられましたが、法には徴収猶予や減免、不能欠損処分などの規定もあ

ります。低所得者に対しては、これらの規定を最大限活用していくことも職員の業務で

あるはずであります。低所得者が増加している状況の中で町民の生活を圧迫するような

税体系を改めていくことも、また町長の責任でもあると思います。低所得者層に対する

支援策は、町税等の減免なども含めさまざまな施策がありますが、町長はこの貧困対策

についてどのように進めていこうとしておられるのか、お伺いいたします。 
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 続いて、国保税条例改正の低所得者への影響についてお伺いします。 

 昨年８月、自民党政権から民主党政権にかわってその政治の転換が期待されましたが、

大きく裏切られてしまいました。しかし、その中でも国保税の応益割と応能割の比率に

ついての制限が撤廃され、わずかの改善が期待されましたが、当町の国保税条例改正に

は生かされず、非常に残念であります。 

 今回の国保税条例改正は、私の試算では、２人家族の給与所得者の場合、年間収入

110万円、月約９万円程度以下でないと減税にならないことがわかりました。当地域に

おける生活保護基準は、60歳代の夫婦２人の世帯で９万3,200円ほどと思いますが、生

活保護基準以下の世帯でさえ増税になるというものであります。それ以下の人が減税に

なるといっても、所得ゼロの２人世帯の場合で35,640円から34,200円へと、わずか

1,440円の減税にすぎません。所得の少ない世帯への支援策として均等割額の軽減が行

われているにもかかわらず、今回減税になるのは７割軽減世帯のみであります。仮に５

割軽減世帯の人が増税にならないように均等割額を引き下げたらどれだけの財源不足に

なるのか、また２割軽減世帯の人が増税にならないようにしたら財源不足は幾らになる

んでしょうか。 

 応益割と応能割の比率についての制限が撤廃された現在、応益割と応能割の比率を50

対50に維持する必要は全くありません。所得の低い世帯の減税を厚くしていただきたい

と思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島正司議員の質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の福束用水導入時期の繰り上げについてでありますが、用水の導入時

期の繰り上げについては、議員もおっしゃられたように、稲作の作付体系の変化に伴う

水需要時期の変化というものを加味して、水利権で認められていた６月１日から９月30

日までの取水時期を５月１日から９月30日までに変更できないものか、国土交通省に対

して数回にわたり要望を行っておりますが、協議が調わないまま今日に至っております。 

 その繰り上げができない理由でありますけれども、これは渇水期、５月の揖斐川河川

流量を確保できないために新規の取水は不可能であると、そういう回答のようでありま

す。しかし、今年度は水利権の更新時期にも当たりますので、先ほど申しました稲作の

作付体系の変化、その他いろいろあると思いますけれども、その後の環境状況の変化等

を踏まえて、再度県並びに国土交通省に対して取水時期の繰り上げの要望を行ってまい

りたいと、そのように考えておりますので御理解を賜りたいと思います。 

 また、本用水は６月５日ではなく、一日でも早く用水を導入するようにしていただき
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たいと、このことにつきましては、今年度は本用水の導水を６月５日より二、三日早く

できないのかというようなことも役員会、水利委員会で検討いたしましたが、既に苗の

注文の時期もありますので、今年については、導水は例年通り６月５日でと決定をされ

た経緯がございます。これは福束輪中土地改良区の総代会等でお話しすべきことかと思

いますが、関連ということでお話しさせていただいておりますので御理解を賜りたいと

思います。 

 この件については、導水の時期の検討をできるだけ早くしてまいりたいと、そんなふ

うに考えております。 

 それから、第２点目の低所得層に対する的確な支援をということについてであります

が、御指摘のとおり、相対的貧困率、すなわち全国民の所得の中央値の半分に満たない

方の割合が昨年公表され、過去10年間でその貧困率が最高の15.7％であることが明らか

にされております。これはいろいろ原因があろうかと思いますが、高齢化による単身の

年金生活者の増でありますとか、非正規労働者の増による賃金格差の拡大が原因として

考えられます。 

 ただ、相対的貧困率には資産状況が考慮されておりませんので、生活保護に直接結び

つく指標ではないのではないかとも考えております。参考までに、当町における平成22

年度における個人町民税の賦課額は、平成21年度に比べ約14％の落ち込みになっており

まして、１人当たりの所得額も減少しておることは事実であります。 

 御質問の生活保護基準以下の世帯数云々につきましては、世帯の人数、年齢などによ

って生活保護にいう最低生活費が異なってまいることをまずは御理解いただきたいと思

います。 

 参考までに、国保税の試算から見てみますと、７割軽減世帯数が300世帯、２割軽減、

５割軽減世帯を含めますと500世帯、約800人が低所得者ということになろうかと思いま

す。 

 現在、当町の生活保護費受給者は８世帯、９名であります。生活保護を正しく受けて

いただけるように心配ごと相談や納税相談などを実施し、県関係機関や民生委員との連

携を強化して行っているところでありますので、御理解を賜りますようお願いします。 

 それから、昨年12月議会で税制運営について、議員も先ほどおっしゃられたとおり、

職員は法に基づいて粛々と徴税業務や滞納処分を行っていると申し上げました。法に基

づいて事務を執行しているんでありますから、当然のことながら、徴収猶予、減免、不

納欠損処分等も適切に行っております。 

 ただ、客観的に支払い能力があるにもかかわらず納税意欲の乏しい方、このような

方々に対しては厳しく対応することも税の公平を保つためには必要なことであります。

適切な納税確保に向けては、お互いの信頼関係が保たれるということが必要であること

をここで申し添えておきたいと思います。 
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 今さら私が申し上げることではないと思いますけれども、課税を前提としない社会保

障は成り立ち得ません。所得の一部を税金としていただき、必要な事業に再配分し、住

民の満足度の向上に資するのが税制の根幹であることを御理解いただきたいと、そんな

ふうに思っております。 

 次に第３点目の、国保税条例改正の低所得者への影響についての御質問にお答えいた

します。 

 まず、今回の御質問の中で、国保税の応益割と応能割の比率についての制限がすべて

撤廃されたかのように受けとられかねない御質問の表現がございました。この点につき

ましては、誤解を招くといけませんので改めて御説明させていただきます。 

 地方税法第703条の４で定める応益割と応能割の標準割合は、変更されておりません。

現在も100分比で50対50でございます。 

 本年度から改正になりましたのは、前年度までは応益割が45％から55％の範囲内にな

いと、７割、５割、２割の国保税の軽減措置がとれないという制度になっておりました。

それを応益・応能の割合にかかわらず、７割、５割、２割の軽減が可能になったと、そ

ういう改正でございました。この改正は、賦課限度額の引き上げに伴ってなされた改正

でありまして、均等割などの応益保険料の水準を据え置いたまま保険税の賦課限度額を

引き上げますと、そういう形で増収を図りますと、応益割合が45％を下回ってしまう、

そうすると７割、５割、２割の軽減措置がとれなくなるという、その制度の関連を断ち

切る、それを回避するために実施をされたものであるということを、まず御理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

 さて、御質問の中で、今回減税になるのは７割軽減世帯のみであると、仮に５割軽減

世帯の人が増税にならないように均等割額を引き下げたらどれだけの財源不足になるの

かということであります。これにつきましては、ある前提条件は多分あろうかと思いま

すが、試算をいたしますと、約445万円ほどの財源不足が生じてまいります。 

 もう１点、２割軽減世帯の人が増税にならないように均等割額を引き下げたらどれだ

けの財源不足になるのか、これにつきましては、先ほどと同様に試算をいたしますと、

約1,089万円ほどの財源不足という試算値が出ております。 

 また、今回の応能・応益の割合、50対50で試算をしたところでは、総数1,259世帯が

国保の世帯であるわけですが、そのうち７割軽減が300世帯、５割軽減が75世帯、２割

軽減が125世帯、軽減対象外が759世帯で、そのうち30世帯が限度額超過と、そんな状況

になっております。 

 なお、所得の低い世帯の減税を厚くしていただきたいとの御意見でございます。非常

に厳しい経済状況の中でありますので、ある意味もっともな御意見かとも思いますけれ

ども、そもそも国民健康保険は、構造的に保険税の負担能力の低い低所得者の方々の加

入割合が高くて、国民皆保険の最後の受け皿になっております。したがいまして、基本
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的に国民健康保険事業に係る経費の半分は公費で賄われ、さらに保険基盤安定制度等に

よって公費が投入されております。また、応能割の導入によって所得の再配分も行われ、

他の税では見られない軽減措置も制度として既に組み込まれております。これらの点に

おいて、既に低所得者の方の負担軽減に相当程度配慮した制度となっていることをここ

で改めて確認をさせていただきたいと思います。議員も御承知のこととは思いますが、

よろしく御理解を賜りますようにお願いいたします。 

 そして国民健康保険特別会計は、御承知のとおり、特別会計の独立採算性を基本とし、

必要な医療費等を先ほど申し上げました公費や保険税で賄う会計でございます。今年度

は、補正予算で精査いたしました結果、試算時における１人当たりの平均的な保険税を

昨年度と比較して下げることができましたけれども、医療費は最近の傾向として増加の

方向に振れておりますので、総医療費が増加すれば、会計の仕組み上、保険税も高くな

ってくると思われます。その場合、その負担増を中間所得者等にのみ求めること、これ

は国民健康保険制度のもとで、それぞれの被保険者の受診機会が均等であるということ

を考えますと、なお慎重にすべきものではないかと、そんなふうに考えております。 

 以上で、森島正司議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（９番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、用水の繰り上げ導入について、町長の方もその必要性というものについては認

識していただいているというふうに理解しました。そして国土交通省の方に申し入れた

けれども、５月は渇水時期だからというこれまでの国交省の答弁があったというような

ことでしたけれども、このことについては当初質問の中でも言っておきましたように、

徳山ダムが完成して、もう揖斐川の渇水ということはなくなっている、そういうことか

ら国交省の言う５月が渇水時期だというのは国交省の方の理由にはならないんではない

かということで、その辺はクリアできる条件があるんではないかと思いますので、そう

いう立場で国交省、県の方に対して強く要望していただきたい。また、議会の方からも

一緒に陳情とか、そんなことも考えていってもいいのではないかというようなことを思

っていますけれども、そういうふうに今後とも進めていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、当町の貧困の状況について、もう少し具体的に実態をつかんでいく必要が

あるんではないかというふうに思うわけであります。今、町長の方から国保の７割軽減

世帯が300世帯ある、こういう実態であるということで、国保加入以外の低所得者とい

うのはないのかもしれませんけれども、それはないというふうに断定してもいいのかど

うかということですね。 
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 ないとすれば、今、この７割軽減世帯というのが恐らく当町における貧困世帯と言っ

ていいのかどうかわかりませんけれども、比較的生活の苦しい世帯だろうというふうに

思うわけですが、それが700世帯ある。そのうちの現在生活保護を受けているのは８世

帯しかないということであります。もちろん、この７割軽減世帯がすべて国保の基準以

下になっているかどうかというのは、これもまた個々に検討しないとわからないかもし

れませんけれども、これは税務課の方で調べれば即わかることであります。したがって、

大ざっぱに700世帯が７割軽減だというだけにとどまらずに、やはり生活保護基準以下

の世帯、実際輪之内町には何世帯あって、何人くらいの人がそこに住んでいるのかとい

う実態を把握した上で、そして適切な生活保護の受給に向けた指導、今、行政の方では、

なるべく生活保護を受給しないように指導されているように思いますけれども、これは

逆であるというふうに思うわけです。いろんな先ほど当初申しましたように社会問題が

起きている、犯罪行為なども起こっている。それには生活苦から自暴自棄になってくる

ということも事実でありますので、そういうことを未然に防ぐためにも、やはりしっか

りとしたそういう低所得者対策というものをやっていただきたい。そのためには実態を

よく把握して、そして適切な対応をしていただきたいというふうに思うわけであります。

その辺についての改めて見解をお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、国保税の応益・応能割の話につきましては、町長の言われたことは私も理

解しているつもりですけれども、法的には50対50にするというふうになっていることは

承知しております。しかし、今の７割軽減を認めるか認めないか、これが認められるよ

うになったということであれば、それに向けて何ら、45対55以上の差にしても別にこの

７割軽減は認められるわけですから、それは町独自の施策としてやっていけばいいわけ

であります。別に50対50にしなければならないという遵守規定ではないはずであります。

したがって、そういう輪之内町の実態に応じた税制をしいていただきたいということで

ありますので、その辺の認識をお伺いしたいと思います。 

 それと、５割軽減世帯を増税にしないようにするためには445万円ほど、あるいは２

割軽減世帯を増税にならないようにするには1,089万の財源が不足するということであ

りましたけれども、やはりこれも行政の貧困対策の一環として、これは一般会計からの

補てんとか、そういうことも必要になってくるんではないかというふうに思うわけであ

ります。本来なら国がもっと補助すべきところを社会保障費の削減の、そういう政府の

思惑の中でどんどん国保会計に対する補助金が削減されてきた、そういう中で国保税が

非常に高い。一般の税制において収入がわずか100万そこそこなのに３万円も４万円も

取られるというような税体系というのは、ほかにはないと思います。そういうことから

も、この低所得者に対する税の軽減が実現できるように税制改正なども含めて考えてい

ただきたいというふうに思うわけであります。よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 
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 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 生活保護とか実態等の把握でございますが、これにつきましては町長の答弁の中でも

ございましたように、やはり民生委員等を通じまして地域の実態をよく掌握されている

方の意見を聞きながら、そして関係機関と連携を密にいたしまして適応していきたいと

思っております。 

 森島議員も御存じだと思いますが、生活保護世帯は19年度と20年度の資料によります

と、平均的に４％ぐらいずつ伸びておりますが、一番多いのが高齢者世帯ということは、

これは日本じゅうの実態でございますが、特に高齢者世帯につきましても、これは民生

委員等の方によって実情把握に努めていきたいと思います。 

 それと国保税の50対50、応能・応益のことでございますが、これにつきましては基本

原則として応能・応益はヒフティー・ヒフティーでいきたいと現在は考えております。 

 それから財源不足ということで、先ほど２割軽減ですと約1,000万ほどというお話な

んですけれども、これにつきましては保険料につきまして一般会計から繰り入れるとい

うことは、他の医療保険制度に加入しておみえになる方の二重負担ということになろう

かと思います。こういうことにつきましては、もっと時間をかけて慎重審議が必要であ

ると考えております。どうか御理解をいただきますようお願いします。 

 それと訂正でございますが、７割軽減世帯は「300世帯」でございましたので、町長

の答弁で答えておりますが、森島議員は「700世帯」と言われましたけど、試算から言

いますと、７割軽減世帯が300、２割、５割を含めますと500世帯ということで、約800

世帯の方が、いわゆるこれらの軽減を受けておられるということでございます。 

（９番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 以上のことにつきましてこれからも、今、参事が言われましたけれども、考え方を異

にするところもありますので、その辺については今後も議論していきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 これで一般質問を終わります。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第３、議第22号から議第26号までを一括議題といたします。 

 ただいま議題といたしました議案は、今定例会の第１日目に提案説明、議案説明を受

けた後、各常任会委員会に審査が付託してありますので、ただいまから各常任委員会委



－６４－ 

員長に審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 総務産業建設常任委員長 浅野常夫君。 

○総務産業建設常任委員長（浅野常夫君） 

 総務産業建設常任委員会委員長報告を行います。 

 平成22年第２回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

て、６月14日午前10時５分より協議会室において全委員出席のもと、執行部側より町長、

参事、調整監及び各関係課長ほか関係職員出席のもと審査をいたしました。その経過と

結果を報告いたします。 

 初めに、議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）について、当委

員会所管分を議題として、議会事務局所管分について議会事務局長から説明を受けまし

た。 

 質疑に入り、管理職手当はだれの分かに対して、議会事務局長の分とのことでした。 

 そのほかに質疑はなく終了しました。 

 続いて、総務課所管分について参事兼総務課長から説明を受けました。 

 歳出について総務費一般管理事業の主なものは、人事異動に伴う管理職手当29万円の

増額及び緊急雇用対策事業等の日々雇用職員の社会保険料84万7,000円、賃金672万

1,000円を増額するものでした。人事管理事業の退職手当組合負担金は、昇格者の給料

増額等に伴う負担金70万円の増額をするものでした。財産維持管理事業の委託料は、緊

急雇用創出事業で町内標識等清掃及び補修業務委託374万9,000円を増額するものでした。 

 歳入については、県移譲事務交付金で住民課で行う旅券発給事務に係る必要経費80万

4,000円及び県補助金の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金で当初申請分の３

事業の交付決定と今回追加の２事業、合わせて1,374万円を増額するものでした。また、

財産収入の利子及び配当金は、旅券発行事務に係る収入印紙等購買基金創設に伴う利子

1,000円を増額するものでした。 

 質疑に入り、主なものは、緊急雇用対策事業は永続的な事業か、また事業終了後、雇

用した職員等はどうするのかに対し、事業は３年間で終了するが、終了後も必要であれ

ば一般財源で補い、事業・雇用の継続はしていかなければならないとのことでした。 

 また、退職手当組合負担金の増額の理由はに対し、昇格者９名分の給料増額に伴うも

のとのことでした。 

 次に、日々雇用職員の雇用について身分が不安定であるがどのように検討しているか

に対し、労働基準法に基づき福利厚生の面や有給休暇の付与に配慮して雇用している。

また、採用についても面接や所属課長の意見を参考に、今後も必要人数を公平に雇用し

ていくとのことでした。 

 続いて、経営戦略課所管分について経営戦略課長心得に説明を求めました。 

 総務費のうち、企画費212万2,000円の増額は、４月の人事異動による人件費の増額と、
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本年度、第５次総合計画を策定するに当たり県補助金を活用し、雇用の創出を図りなが

らアンケート調査業務を別に委託するものでした。 

 歳入については、アンケート調査業務に係る県補助金のほか、今回の補正予算全体を

調整するため財政調整基金の繰り入れを減額するものでした。 

 質疑に入り、主な質疑は、総合計画アンケート調査業務の委託に対する県補助金の財

源充当については、単なる財源振りかえ措置ではなく、新たに雇用の創出を図るため新

規雇用を条件に委託していくとのことでした。 

 総合計画策定業務委託料の当初予算額742万1,000円の内容と策定（受注）業者につい

ては、742万1,000円は総合計画策定に係る全体予算であり、業者にあっては、先般、プ

ロポーザル方式により選定したところであるが、事務手続上、まだ契約には至っていな

い。また、アンケート調査業務は、これから業者を選定し、発注していくとのことでし

た。 

 ほかに質疑はなく、経営戦略課所管分については質疑を終結しました。 

 続いて、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、質疑はなく、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、街路灯台帳整備で１名緊急雇用されるが、仕事の内容は何

かに対し、昨年調査した502基のうち、各地区ごとの一月当たりの電気代が幾らになる

か試算し、街路灯整備計画の基礎資料とするものでした。 

 次に、観光資源調査委託料100万円の内訳は何かに対し、観光資源を掘り起こし、写

真をデータベース化する費用及び観光委員会開催費用などで、事業としては来年度も継

続する予定ですということでありました。 

 質疑を終了し、討論に入り、委員からは、今の厳しい経済状況において緊急雇用創出

は切実な問題で、本来正職員で行うものを緊急雇用の財源を使っているのは趣旨に反し

ているとの反対討論がありました。 

 また、委員からは、一般財源が違うところでいろんな事業に使われれば、どこかで違

う雇用の機会が生まれる、緊急雇用は雇用が目的で趣旨に合っているとの賛成討論があ

りました。 

 異議があるので挙手によって採決した結果、挙手多数で、議第22号 平成22年度輪之

内町一般会計補正予算（第１号）のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 

 次に、議第24号 平成22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、質疑はなく、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員

異議なく、議第24号 平成22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
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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25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第26号 

平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分についてを一括議題とし、建設課長から説明

を受けました。 

 質疑に入り、昨年度と比べ剰余金が減っているのはに対して、大藪地区の量水器の取

りかえ工事があったため少なくなったとのことでした。 

 質疑を終了し、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25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定については、原案のとおり認定す

べきものと決定しました。 

 続いて、議第26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分についての討論に入り、

討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第26号 平成21年度輪之内町

水道事業の剰余金処分については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、総務産業建設常任委員会に審議付託されました案件について、経過の概要と

結果報告を申し上げ、総務産業建設常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 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 田中政治君。 

○文教厚生常任委員長（田中政治君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告を行います。 

 平成22年第２回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

ては、６月14日午前８時30分より協議会室において全委員出席のもと、執行部側より町

長、教育長、参事、調整監及び関係課長、担当者出席のもと審査を審査をいたしました。

その経過と結果を報告いたします。 

 初めに、議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）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。 

 歳出の総務費の一般管理費の節11の需用費から節28の繰出金までの105万4,000円につ

いては、平成22年10月１日からパスポートの発給事務を県から権限移譲を受け、開始す

るための予算であるとの説明がありました。同じく総務費の生活安全対策費については、

見直しをするバス路線の運行系統図や時刻表等のパンフレット作成に係る経費である旨

説明を受けました。また、戸籍住民基本台帳費、民生費の国民健康保険費の繰出金、衛

生費の環境衛生費の補正については、職員の人事異動に伴うものである旨説明を受けま
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した。 

 質疑に入り、主なものは、パスポートの発給事務について県から交付金が80万4,000

交付されるが、交付の基準について質問があり、県が人件費、消耗品費、役務費、備品

購入費等について一定の算定式をもって各市町へ交付されるもので、輪之内町では半年

間に50件の取り扱いを想定しているとのことでした。 

 一般財源が25万円の持ち出しになることについては、備品購入費において県の交付基

準額と実際の購入費に差があるためであると説明を受けました。 

 また、パスポートの発給事務は県からの移譲事務であるが、町が受け入れを拒むこと

ができるのかに対し、事務の移譲を受ける場合には事前に打診があるので受け入れない

こともできるが、パスポートの発給事務については西濃地域ではすべての市町が受け入

れるため、住民の利便性を考慮して受け入れを決定したとのことでした。 

 バス路線について、以前に全員協議会で提示された案から変更になっているのか、パ

ンフレットの印刷製本費とは関連があるのかとの意見に対しては、補正予算は印刷製本

費の追加をお願いするものであるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、住民課所管分についての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、児童福祉費の臨時職員賃金の補正額より県補助金の交付額が多いのはに

対し、当初予算に計上していた町単独分については緊急雇用創出事業の交付対象に認め

られたので、今回の雇用分と合わせて財源補正をするとのことでした。 

 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。 

 歳出については総額72万1,000円の追加、歳入については240万円の追加であり、事項

別明細書に基づき説明がありました。 

 質疑に入り、要保護・準要保護児童生徒数は、当初何人見込んでいたのかに対し、小

学校16人、中学校８人であるとのことでした。 

 要保護・準要保護の児童生徒数の内訳はに対し、全員、準要保護であるとのことでし

た。 

 委員からは、いじめ等につながる可能性があるので、それに配慮した事務手続等を慎

重に行ってほしいとの意見がありました。 

 質疑を終了し、討論に入り、バス路線についてどのようになるのかわからない状態で

関連する予算を認めることついては納得できないと反対討論があったので、挙手による

採決を行いました結果、挙手多数で、議第22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決すべきもの決しました。 

 次に、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 補正予算（第１号）については、歳出において過不足を生じる職員の人件費の補正と
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老人保健医療費拠出金の増額補正をお願いするとともに、今年度の国民健康保険税の賦

課において必要な所得割率及び均等割額を決定するために、歳出において後期高齢者支

援金、老人保健医療費拠出金及び介護納付金について社会保険診療報酬支払基金からの

決定額をもとに補正し、歳入においては、前期高齢者交付金については社会保険診療報

酬支払基金からの決定額に補正するほか、歳出に関連する特定財源の補正、繰越金等の

補正を行い、保険税として徴収すべき額を確定させるものである旨の説明がありました。 

 なお、本会議において質問のあった国保加入者で所得が1,000万円以上の世帯につい

ては18世帯、また所得のない世帯については263世帯である旨報告がありました。 

 質疑に入り、国の補助金が少ないのが原因で国保税が高くなっているのではないかに

対し、国保には基本的に50％の公費が投入されており、他の社会保険と比較すればその

投入割合は高いシステムとなっていると説明がありました。 

 また、財政調整交付金は、保険税の収納率によってカットされるが、輪之内町ではカ

ットされていないのかに対し、１万人以下の場合、収納率が91％から93％の場合には

５％カットされるが、平成21年度においては特例で92％を下回った場合にカットされる

こととなり、収納率は92.39％であったためカットされていないとのことでした。 

 質疑を終了し、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、

議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、文教厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 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22号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）についての討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回の一般会計補正予算（第１号）について、反対の立場から討論を行います。 

 まず第１点は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助事業についてであります。こ
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の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の本来の目的というのは、離職を余儀なくされた

非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して次の雇用までの短期の雇用就業機会を創

出して提供するとされています。今回の一般会計の補正は、この目的に従って2,774万

円の県からの補助金がついたものと思っております。これに対して町では、財産管理費

において641万9,000円のうち267万円、それから児童福祉施設費では934万4,000円のう

ち632万5,000円を財源内訳の変更をしていると。ということは、今回の補正で新たに雇

用を創出することにはならないということであります。これについては委員会の中では、

当初の予算において既に雇用創出を見込んであったからということでありますけれども、

そのどういうような内容のものであったかというのが質疑で明らかにすることができま

せんでした。具体的にその短期の雇用が当初予算に何名分含まれていたのかといったこ

とが明確でないので的確なことは言うことができないかもしれませんけれども、今回の

補正において雇用創出につながるものではないということは事実であります。 

 それと、もう１点重大なのは、議会事務局のような本来正職員が永続的に行うべき業

務、これを正規の職員から離職を余儀なくされた非正規労働者の次の雇用までの短期雇

用の臨時職員に置きかえてしまった。議会事務局の業務というのを執行部はどのように

考えておるのかというのが非常に残念でなりません。このような業務というのは、恐ら

く議会事務局ばっかりでなくてほかのところでもあるんではないか、それが先ほど言っ

た財源の内訳変更でやっているんではないか。これは全く本来の緊急雇用創出事業とは、

目的には合致しないものであるというふうに私は思います。このようなことは私は認め

るわけにはいかない、したがって、これは反対であります。 

 それから、生活安全対策費の印刷製本費、10月からのバス路線変更に伴う印刷製本費

でありますけれども、どのようにバス路線を変更するか。きょう、全協の部屋にきょう

の資料として提出されていた。であるなら、なぜ委員会でそれを出せないのか。委員会

で議論して、じゃあこのことによってこの自主運行バス補助金がどういうふうになるの

かということも議論しないまま、このバス路線を変更していく。当初予算において

2,600万ほどの補助金が組まれていると思いますけれども、それがふえるのか減るのか、

そういったことも何も明らかにしないまま、印刷製本費だから本来のことは関係ないん

だというような姿勢で説明しようともしない、聞いても答えない。もちろん、これは委

員長の委員会の運営のあり方にも問題があったと私は思いますけれども、そのようなや

り方において十分な審議をすることもできなかった、私は非常に残念であります。結果

的に、ひょっとしたらこれはいいものであるかもしれない。しかし、それを明らかにし

ない、議会で審議しようとしない、これはやはり議会軽視の態度があらわれているんで

はないかというふうに思うわけであります。このようなやり方は、私は反対であります。 

 それから、もう一つ、これも十分に実態を委員会の中で明らかにすることはできませ

んでしたけれども、質疑が十分でなくてできませんでしたけれども、人事管理費の職員
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手当、職員の昇格による退職手当の負担金増加、これで70万円を増額するというもので

ありますけれども、一般職の職員の数を減らしている、そして臨時職員をふやし、そし

て一部においては昇格して、そういう財源不足を引き起こす、ということは職員の中で

も格差が広がっているんではないか。それは一般質問の中でも格差拡大による貧困層の

増大ということを言いましたけれども、この輪之内町の職員の中でもそういう格差の増

大につながっていくんではないか。新たな役付ポストをふやして、そして昇格させる、

そして一般の職員数を減らして臨時職員に置きかえていく、こういったやり方というの

は、やはり格差を拡大していくという流れに沿ったものだということで反対であります。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 緊急雇用基金、県の方ではこれ148億あるんです。21・22年で120億出てくる予定なん

です。輪之内町では今回2,700万ですが、昨年と合わせて5,000万ほど補助を受けるわけ

ですが、もっと活用してもいいんじゃないかと。このことによって財政調整基金も

1,000万使わなくて済むわけですから、この補助金を受けなければ一般財源に負担がか

かってくる、そんなことを思います。 

 それからバス路線の見直しによる増額補正ですが、時刻表とかパンフレットの費用で

ございます。いずれこれは補正をかけなければならない、９月補正では10月からのバス

路線の改正に間に合わないんじゃないか。よって、この補正に賛成いたします。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 緊急雇用対策については、委員会でも私賛成しましたが、趣旨が違っておるとか、何

かいろんな反対の方の御意見ですが、今、森島光明議員が賛成討論をされましたが、全

くそのとおりで、一般財源がその分違った形で、また町の中で仕事ができる。みんなに、

町職員のみならず、町民、地域全体にいろんな緊急雇用という、県の目的ということじ

ゃなくて、国が考えている緊急雇用の一端がみんなにチャンスがあるんではないかと。

少しでもチャンスがあることに、趣旨に反しておるとかという、その狭い部分だけをと

ってごたごた言うのはちょっと納得いきませんね、ああいう発言は特に。 
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 それからもう一つ、私の委員会の運営についても少し批判的な御意見がございました

が、この審議内容について、バス路線の時刻表とかいろいろなことについては、今、森

島議員がおっしゃったみたいに、９月の補正では間に合ってこないと。10月からの計画

実施についての印刷製本、パンフレット等の作成については、その間に中を詰めながら、

全協とか、いろんな中できちっと答弁、考えを反映させていただきますという趣旨の説

明があるにもかかわらず理解をされようとしない人に私は少し意見を言っただけであり

まして、それをあえて本会議の中で運営云々まで言われるのはどうも、今の賛成討論と

はちょっと違いますけれども、その中で言葉がありましたので賛成討論の中であえて言

いますけれども、このバス路線についても、そういうような考えの中で当然今回の補正

で認めるべきものと、これに賛成をいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第22号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

（賛成者起立７名） 

○議長（浅野利通君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険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。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 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号について採決をします。 

 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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議第23号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから、議第24号 平成22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。 

 討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（浅野利通君） 

 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号についてを採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第24号 平成22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、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから、議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定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（浅野利通君） 

 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号についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。本案は、委員長の報告のとおり認定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第25号 平成21年度輪之内町水道事業の決算の認定については、委員

長報告のとおり認定することに決定しました。 

 これから、議第26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分についての討論を行

います。 

 討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第26号についての採決をします。 

 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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第26号 平成21年度輪之内町水道事業の剰余金処分については、委員

長報告のとおり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 お諮りします。 

 総務産業建設、文教厚生の各常任委員会の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（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 平成22年第２回定例輪之内町議会を閉会します。 

 ８日間にわたり極めて熱心に審議され、全議案を議了し、無事閉会の運びとなりまし

たことに対し、厚くお礼申し上げます。大変御苦労さまでした。 
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（午前10時35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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