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平成23年６月10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22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28号 平成23年度輪之内町一般会計補正予算（第１号） 

日程第８ 議第29号 平成23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30号 平成22年度輪之内町水道事業の決算の認定について 

日程第10 議第31号 平成22年度輪之内町水道事業の剰余金処分について 

日程第11 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

（追加日程） 

日程第１ 議案上程 

日程第２ 町長提案説明 

日程第３ 議第32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 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第11までの各事件 

追加日程第１から追加日程第３までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    浅 野 常 夫 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    小 寺   強 

   ５番    浅 野 利 通       ６番    田 中 政 治 

   ７番    北 島   登       ８番    森 島 光 明 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 
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○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 兼 
 会計管理者  中 島   修     調 整 監  尾 崎 敏 美 

 税 務 課 長  田 中   実     経営戦略課長  荒 川   浩 

 福 祉 課 長  加 藤 智 治     住 民 課 長  兒 玉   隆 

 産 業 課 長  岩 津 英 雄     建 設 課 長  加 納 孝 和 

 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  足 利 恵 信     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時01分 開会）  

○議長（北島 登君） 

 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23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（北島 登君） 

 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条の規定によって議長に

おいて、３番 髙橋愛子君、６番 田中政治君を指名します。 

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

○議長（北島 登君） 

 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。 

 今定例会の会期は、本日から６月17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（北島 登君） 

 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17日までの８日間と決定いたしました。 

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

○議長（北島 登君） 

 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22年度３月分、４月分及

び平成23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22年度事業報告書及び平成23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（北島 登君） 

 日程第４、報第１号 繰越計算書（平成22年度輪之内町一般会計）についての行政報

告を行います。 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 
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 それでは、お手元に配付の繰越計算書をごらんください。 

 報第１号 繰越計算書の報告について。平成22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23年６月10日

提出、輪之内町長。 

 以下の平成22年度輪之内町一般会計繰越明許費繰越計算書については、平成22年度国

の補正予算で交付されました地域活性化・きめ細かな交付金事業並びに地域活性化・住

民生活に光をそそぐ交付金事業を受けて、平成22年３月議会において議決をいただき、

執行したところでございます。その事業内訳として、きめ細かな交付金事業については、

３事業のうち２事業を今年度に繰り越しさせていただきました。その２事業がここに掲

載のあります上二つでございます。 

 まず一つ目は、款7.土木費、項2.道路橋りょう費、事業名、道路維持事業、金額は

1,050万円、翌年度繰越額は1,050万円、財源として国庫支出金812万3,000円、一般財源

237万7,000円でございます。この事業につきましては、北部農免道、旧いわなかから本

戸、西条境までの舗装工事に係る事業費でございます。 

 次に、同じく土木費、項2.道路橋りょう費、事業名、町道改良推進事業、金額1,600

万円、翌年度繰越額、同じく1,600万円、財源として国庫支出金1,237万8,000円、一般

財源362万2,000円でございます。この事業は、栄寿司さんから南へ伸びる旧県道におけ

る道路拡幅工事に係る事業費でございます。 

 さらに、住民生活に光をそそぐ交付金事業については、４事業のうち１事業を今年度

に繰り越しをさせていただきました。その事業がここに記載のあります、款9.教育費、

項2.小学校費、事業名、学校施設設備管理事業、金額480万円、翌年度繰越額が同じく

480万円、財源として国庫支出金が455万6,000円、一般財源24万4,000円でございます。

この事業は、３小学校の図書室に空調設備を設置するものでございます。 

 以上３事業で合計金額が3,130万円、翌年度繰越額が同じく3,130万円、その財源内訳

として、国庫支出金が2,505万7,000円、一般財源が624万3,000円でございます。 

 以上で、報第１号 繰越計算書の報告を終わらせていただきます。 

○議長（北島 登君） 

 これで行政報告を終わります。 

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

○議長（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 日程第６、町長提案説明。 
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 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） 

 改めて、おはようございます。 

 ６月に入り、アジサイの花が目にも鮮やかに映る季節になってまいりました。議員各

位には、ますます御健勝のこととお喜びを申し上げます。 

 さて、過日、臨時議会が開催され、議会の構成等が決定されたところでございます。

本日、ここに平成23年第２回輪之内町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には、何かと御多用の中を第２回定例輪之内町議会に御出席を賜り、ありがとうござい

ます。 

 今議会開会に際し、輪之内町の町政２期目を担うに当たり、私の所信と提案をいたし

ております議案の概略を御説明申し上げたいと思います。 

 それでは、提出議案の説明に先立ちまして、私の輪之内町政運営の基本的政策の一端

を述べ、議員各位の御理解をお願いしたいと思います。 

 さて、私は、町民の皆様がもっと誇りの持てる輪之内にするために、八つの政策を柱

として、今後、積極的に実施してまいります。 

 １点目は、安全・安心・快適な輪之内にするために、防災機能強化のため計画的なま

ちづくりの推進、水害予防のため福束排水機場第４号ポンプの早期設置、ふるさとの自

然保護と良好な生活環境保全を鋭意図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目は、地域情報化の推進のため、輪之内光ケーブルを中心に、防災情報の伝達系

の整備を含めて情報環境のさらなる整備を実施してまいりたいと考えます。 

 ３点目は、みんなが働きやすいまちを実現するため、企業誘致を積極的に推進するこ

とにより、地域の働く場の確保に努力をしてまいりたいと考えます。 

 ４点目は、暮らしやすいまちづくりのために、子育て環境の充実、乳幼児医療費無料

化の継続、介護の必要なお年寄り、独居老人支援の拡充・強化を図ってまいります。 

 ５点目は、ふるさとを愛する人づくりのため、小・中学校の施設整備の促進、特色あ

る小・中学校づくりへの支援の拡充を図ってまいります。 

 ６点目、さらなる行政改革を推し進めます。時代の要請に応じた行政運営と財政基盤

強化を推進し、さらには無駄のない行政執行により、次世代の負担の軽減を図ってまい

ります。 

 第７点目、効率的な広域行政のため、国・県の施策動向を見極めつつ、広域基幹バス

の機能強化、スマートインター設置の支援、（仮称）新養老大橋架橋の構想推進と道路

網の整備等々を進め、近隣市町との連携を今まで以上に緊密に進めてまいりたいと考え

ております。 

 ８点目、住民本位の町政実現のため、役場窓口の時間の延長、住民と行政の協働によ
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る住みよいまちづくりを推進いたします。 

 以上が進めようとする政策の一端であります。輪之内町を「日本一のまち」にするた

めに鋭意努力をしてまいりますので、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を申

し上げるところでございます。 

 さて、我が国の政治・経済は、３月に発生いたしました東日本大震災に伴う影響によ

り、政治運営のあり方、日本経済状況の悪化など、多くの懸案・課題に直面いたしてお

ります。 

 輪之内町においても、国の政策動向により特に財源措置等に変更を余儀なくされるこ

ともあろうかと思いますが、どうしてもやらなければならないこと、今実施した方が確

実に我が町の将来にとってよいこと等、政策の選択と集中を図り、地に足をつけ、着実

な政策の進行に努めてまいりますので、どうか御支援をお願いいたします。 

 それでは、本日提出させていただきます議案の内訳説明を申し上げます。補正予算２

件、決算認定関係２件の、合計４件でございます。 

 議案の概要を順次御説明申し上げます。 

 議第28号 平成23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１億9,674万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ35億5,174万2,000円と定めるものであります。 

 まず初めに、平成23年度の当初予算は、御案内のとおり、政策的・投資的なものを外

した骨格予算として編成をし、さきの３月議会で議決をいただいたところでございます

が、今回の補正予算は、この政策的・投資的経費を追加し、今年度の本格的な行政執行

に向けて予算計上をしたものでございます。 

 それでは、先に歳出の補正予算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300万円は、カナダ派遣等の海外研修に係る負担金を計

上しております。カナダにつきましては、アルバータ州・ヒントンと姉妹都市提携を結

んでから、間もなく13年が経過しようとしております。私も町長に就任し、２期目に入

りましたが、この間、行政間の直接的交流がなかったことから、今年度、私と議長等が

訪問し、姉妹都市関係を再確認するとともに、現地で行政間の交流を行うことで今後も

より良好な関係を築いてまいりたいと考えております。 

 財産管理費の1,232万1,000円は、平成22年度中に土地開発基金で取得したプラネット

プラザ等の土地を一般会計に買い戻すものでございます。 

 企画費の336万円は、町ホームページの充実と魅力あるものとするために、町の主要

行事を町のホームページ上で映像配信を行うこととしております。なお、町ホームペー

ジについては、皆様方からいろいろな御意見をちょうだいしながら、よりよいものとし

ていくと同時に、戦略的な情報発信に努めてまいります。 

 民生費の児童福祉施設費の283万6,000円は、保育園施設修繕工事費を補正し、保育園
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の保育室に空調設備を設置するものであります。園児が健康かつ快適に保育園生活が送

られるよう、保育環境を整備し、これからも質の高い保育サービスを提供してまいりま

す。 

 農林水産業費のうち、耕種農業費については、戸別所得補償制度に係る事務費の執行

に当たり予算を組み替えるものであります。 

 農地総務費の460万6,000円の減額は、今年度から５年間の継続事業として取り組むこ

ととしております農地・水保全管理事業について、対象面積の精査に加え、これに係る

県補助金の事務処理方法の変更があったことから、支出科目を補助金から負担金に変更

するとともに、町の負担割合についても、２分の１から４分の１に変更をするものであ

ります。 

 商工費のうち、観光推進費の167万6,000円は、輪之内町の歴史的家屋の保存などの観

光戦略プロジェクト（第２期）の推進と、地場産業の振興を図るための研修に係るもの

であります。 

 土木費のうち、土木総務費の150万円は、耐震性の向上、下水道整備促進等、快適か

つ安全・安心な居住環境の整備を推進するため、自己が所有する住宅について改修等を

行った際の費用の一部を助成するものであります。 

 次に、道路維持費の4,169万3,000円、道路新設改良費の1,355万9,000円、用悪水路費

の1,040万4,000円は、いずれも町内のインフラ整備を行うもので、快適で安全な生活環

境を整備するものでございます。 

 消防費については、御承知のとおり、本年３月11日に発生した東日本大震災では未曾

有の大災害となり、いまだ復旧・復興のめどが確立できていないのが現状であります。

私たちはこの大災害から多くの災害対策を突きつけられており、その課題を克服すべく、

防災対策を中心とした「安全・安心なまちづくり」の実現を、さらなるスピード感を持

って対応しなければなりません。これまで当町は、災害に備えるため、ハード面では防

災資機材の整備や公共施設の耐震対策など、ソフト面では非常食の備蓄や防災マニュア

ルの整備と訓練を行うなど、防災体制の強化について計画的に取り組んでまいりました。 

 防災費の1,629万8,000円は、防災備蓄倉庫を１ヵ所と防災保管庫を３ヵ所（３保育

園）に配備するほか、平成３年に購入し、約20年が経過した防災行政無線（移動系）を

更新するとともに、現在予測可能な唯一の地震とされております東海・東南海地震等に

対応するため、防災対策本部や避難所等への配備をするなど、移動系無線の台数をふや

すものであります。 

 教育費のうち、プラネットプラザ管理費の3,440万7,000円は、文化会館のトイレの機

能強化のほか、アポロンスタジアムの施設改修、図書館の屋上防水改修を行うものであ

ります。 

 文化会館については、県補助金の子育て支援対策臨時特例基金（安心こども基金）の
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補助金を活用し、トイレにベビーシートやベビーキープを設置いたしてまいります。 

 アポロンスタジアムについては、平成24年度に岐阜県で開催される第67回国民体育大

会の際、当町が軟式野球競技の開催地となることから、競技会場に適した施設とするた

め、昨年度に引き続き施設改修を実施いたします。 

 図書館については、屋上防水シートの経年劣化等を原因として雨漏りが発生している

ことから、施設の長寿命化と適切な維持管理のためシートの張りかえを行うものであり

ます。 

 次に小学校管理費の660万5,000円は、児童が増加傾向にあります大藪小学校について、

近い将来、普通教室が不足することが見込まれていることから校舎の増築設計と、これ

に関連して地質調査等の事前事務を行うこととしております。なお、増築工事につきま

しては、平成24年度以降に実施することとしております。 

 保健体育総務費の428万7,000円は、国民体育大会の開催に向けて地域一体となったイ

ベントの盛り上がりを図るため、カウントダウンイベントを実施するものであります。

イベントの詳細については、現在、実行委員会等と調整中でありますが、地域住民のほ

か、議員の皆様方におかれましても、積極的な御参加をお願いするものでございます。 

 歳出の最後になりますが、公債費のうち、元金の4,259万5,000円は、平成11年度に町

内道路水路整備事業の財源として発行した町債を繰り上げ償還するものであります。引

き続き、持続可能で健全な財政を維持するため、財政諸指標の推移を注視しつつ、適切

にコントロールをしてまいります。 

 続きまして、歳入の補正予算について御説明いたします。 

 県支出金のうち、民生費県補助金の55万9,000円は、教育費で御説明いたしました文

化会館のトイレの整備に係るものでございます。 

 農林水産業費県補助金の535万2,000円についても、農林水産業費で御説明をいたしま

した農地・水保全管理支払い補助金の減額に係るもので、２分の１相当分を減額するも

のであります。 

 歳入の最後になりますが、繰越金につきましては、歳入補正予算全体を調整するため、

２億153万5,000円を計上いたしたところでございます。 

 続きまして、議第29号 平成23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529万1,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億6,429万1,000円と定めるものであ

ります。 

 歳出補正の主な内容は、後期高齢者支援金等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きましては927万1,000円を増額し、介護納付金につきましては、

403万7,000円を減額するものでございます。 

 なお、保険給付費につきましては、財源内訳の補正を行うものでございます。 
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 次に、歳入について御説明いたします。 

 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1,348万7,000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、交付の対象となる経費の補正に伴い、療養給付費等負担

金を537万4,000円減額いたします。 

 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129万9,000円増額し、前期高齢者交付金につきましては、交付額の確定により

2,274万6,000円増額いたします。 

 以上が歳入補正の主な内容でございます。 

 以上で、平成23年度輪之内町一般会計補正予算及び特別会計補正予算の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、議第30号 平成22年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第

31号 平成22年度輪之内町水道事業の剰余金処分については、平成22年度において水源

地の機器の整備、給排水施設の維持修繕などの工事を行うとともに、清廉な水の安定供

給と経費節減などの健全経営に努めてまいりました結果、事業収益１億450万1,000円、

事業費用9,638万1,000円となり、損益計算による当年度純利益は642万8,000円となりま

した。 

 一方、資本的収支につきましては、収入が2,255万2,000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7,664万2,000円となり、

5,409万円の不足が生じましたので、収支調整額、減債積立金と過年度損益勘定留保資

金で補てんをいたしました。 

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

利益剰余金642万8,441円を減債積立金に積み立て処分をしようとするものであります。 

 以上をもちまして提案説明を終わらせていただきますが、よろしく御審議の上、適切

なる御議決を賜りますようにお願いいたします。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第７、議第28号 平成23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。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第28号、一般会計補正予算について説明を申し上げます。お手元に配付

の議案１ページをお開きください。 

 議第28号 平成23年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）。平成23年度輪之内町の
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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１億

9,674万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億5,174万2,000円

と定める。 

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。平成23年６月

10日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ２ページの第１表は、先ほどの第１条にございました今回の補正額を款項別にまとめ

たものでございます。 

 続きまして、５ページの第２表でございますが、去る５月26日に輪之内町カワバタモ

ロコ保全推進協議会が発足したところでございますが、その運営資金については国庫補

助金を予定いたしておりますが、交付時期が年度末の予定でございます。その間の活動

資金を調達するため、民間資金を借り入れる予定でございますが、その返済事故が生じ

た場合における損失について町が補てんをすべく、今回、債務負担行為として追加する

ものでございます。 

 それでは、今回の補正予算の内容について事項別明細書で説明をさせていただきます。 

 先ほどの町長提案説明にもございましたとおり、今回の補正予算につきましては、骨

格予算に政策的・投資的経費を付加したものでございます。 

 それでは、歳出から説明をいたします。事項別明細書の５ページをお開きください。 

 款2.項1.目1.一般管理費、節19の研修会等負担金300万円については、カナダ派遣や

職員の海外研修に係る負担金を計上するものでございます。 

 次に、目7.財産管理費、節17の土地購入費1,232万1,000円については、平成22年度中

に土地開発基金会計で取得しました土地1,425平方メートル分、1,232万1,000円を基金

会計から買い戻すものでございます。なお、購入した土地は、塩喰川東区内にある消防

団第２分団第２班の消防器具庫用地126平方メートル、プラネットプラザ施設用地1,299

平方メートルの二つであります。 

 続きまして、目9.企画費、節13の動画コンテンツ作成委託料336万円については、町

のイベント映像を町のホームページ上で動画配信し、町内外に発信することで町のＰＲ、

またこの動画の撮影、編集を町民の方、もしくは町内団体に委託することにより、町民

参加型の情報配信の仕組みを構築し、地域コミュニティーの形成を図ろうとするもので

ございます。 

 続きまして、目10.生活安全対策費、節15の交通安全施設設置及び修繕工事費168万円

については、楡俣北部地内の松原道路の開通に伴いまして安全対策を講ずるため、当該

道路の交差点の北側、南側にそれぞれキャッチングフラッシャー（電光表示機）を設置
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しようとするものでございます。 

 続きまして、６ページをお開きください。款3.項3.目4.児童福祉施設費、節15の保育

園施設修繕工事費264万8,000円については、各保育園の園児室の空調設備の設置を行う

ものであります。快適な保育環境へと整備することによりまして、保育サービスの充実

を図ろうとするものでございます。 

 続きまして、７ページでございます。款5.項1.目4.耕種農業費については、県からの

指示によりまして、戸別所得補償制度に係る事務費を一般会計からではなく、水田農業

推進協議会から支払うこととなりましたため、予算を組み替えるものでございます。し

たがいまして、節８の報償費52万円、11.需用費22万3,000円、13.委託料14万2,000円、

合計した88万5,000円を19の補助金に組み替え、水田農業推進協議会に支出するもので

ございます。 

 次に、目8.農地総務費、節19の1.負担金、農地・水・環境保全向上対策事業負担金

605万円については、県補助金のスキームの変更に伴いまして、補助金から負担金へ組

み替えを行ったのと、あわせて対象面積の精査、そして負担割合が２分の１から４分の

１へ変更されたことによるものでございます。次に、2.補助金、農地・水保全管理支払

い補助金については、上記の負担金への組み替えによる事業費の減額でございます。要

するに、1,070万6,000円と605万円の差、465万6,000円が先ほど説明いたしました農

地・水・環境保全向上対策事業負担金における負担割合等の精査分ということになろう

かと思います。次に、同じく補助金のカワバタモロコ保全推進協議会補助金５万円でご

ざいますが、当推進協議会の運営経費については、先ほど第２表で債務負担の追加につ

いて説明させていただきましたとおり、国庫補助金を充当する予定、現在、この補助金

については申請中でございますが、運営資金については、一たん借入金で運営する計画

でおります。その借入金に伴う利子相当額は国庫補助金の対象外であるということから、

利息相当分を補助しようとするものでございます。なお、歳入につきましては、国庫補

助金については、まだ決定ではございませんので、全額一般財源を充てる補正予算にな

っておりますが、決定があり次第、歳入についても財源の組み替え補正を行うものであ

ります。 

 続きまして、８ページをお開きください。款6.項1.目3.観光推進費、節4.共済費の社

会保険料13万円並びに節７の賃金の臨時職員賃金97万5,000円については、昨年度から

推進している観光戦略プロジェクトで今年度と来年度はその第２期分として、当町の観

光資源の発掘、事業化に向けて推進をしているところでございます。今年度は、さらに

スタッフを増員、強化し、分野別マップとか地域別マップを作成する予定でございます。

そのスタッフとして県の緊急雇用補助金を、これも現在申請中でございますが、その補

助金を活用いたしまして臨時職員を雇用するため、８ヵ月分の賃金、社会保険料を計上

するものでございます。なお、これについても県補助金についてはまだ決定ではないた
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め、全額一般財源を充てる補正予算となっておりますが、決定があり次第、歳入につい

ても財源の組み替え補正を行う予定でございます。次に、節13.委託料の高屋敷住宅削

り出し委託料40万円につきましては、水防文化の象徴であります高屋敷住宅をアルミを

材料に削り出して、高屋敷住宅の模型として作製する委託業務を計上するものでござい

ます。 

 続きまして、９ページをお開きください。款7.項1.目1.土木総務費、節19の補助金、

住まいる住宅助成金150万円については、快適な居住空間を創出する工事等を実施する

住宅の改修等に要する費用の一部を助成するものでございます。これにより、安全で快

適な住まいづくりや、居住環境の向上に資することを目的として助成制度を設けたもの

でございます。なお、事業ボリュームとしましては、20件分を計上いたしております。 

 続きまして、10ページをお開きください。同じく土木費、項2.目2.道路維持費4,169

万3,000円については、町単独事業で道路舗装工事４本、側溝改良工事２本、それに伴

う測量設計委託料でございます。 

 次に、目3.道路新設改良費1,355万9,000円については、町単独事業で町道改良、拡幅

工事２本、それに伴う調査設計委託料、土地購入費、物件移転補償費でございます。 

 次に、目5.用悪水路費1,040万4,000円については、町単独事業で排水路改良工事３本、

それに伴う調査設計委託料でございます。 

 続きまして、11ページをお開きください。款8.項1.目2.消防施設費、節18.備品購入

費の152万2,000円については、第２分団第３班の可搬消防ポンプが購入してから14年が

経過しておりますので、これを更新しようとするものでございます。 

 次に、目3.防災費、節18.備品購入費の防災備品購入費1,629万8,000円につきまして

は、防災備蓄倉庫及び防災資機材を１ヵ所、また避難所用防災資機材及び保管庫を３ヵ

所配置するもので345万4,000円、また防災行政無線の移動系の無線の子機を更新しよう

とするもので1,284万4,000円を計上してございます。 

 続きまして、12ページをお開きください。款9.項1.目2.事務局費、節14のパソコン借

上料200万円については、各小学校の教室用パソコンにおいて耐用年数による更新を控

え、使えるだけ使うという方向で使用してまいりましたが、ここ数年間、修繕費が増加

傾向にあるため、今回はリースを更新しようとするものでございます。 

 次に、目3.プラネットプラザ管理費、節13.委託料の131万5,000円については、アポ

ロンスタジアム第２期改修工事に係る設計監理と図書館の修繕工事に係る設計監理委託

料でございます。次に節15.工事請負費の3,309万2,000円については、アポロンスタジ

アム第２期改修工事1,888万2,000円、図書館の改修工事1,365万円、リトルホールにベ

ビーキープ、ベビーシートを設置する工事56万円を計上するものでございます。 

 続きまして、13ページをごらんください。同じく教育費の項2.小学校費、目1.小学校

管理費、13の委託料の大藪小学校増築工事設計委託料660万5,000円については、近い将
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来、普通教室が不足することが予想されることから、校舎の増築設計と地質調査を実施

するためのものでございます。 

 続きまして、14ページをお開きください。同じく教育費、項6.保健体育費、目１の保

健体育総務費の428万7,000円については、国民体育大会の開催に向けて各種委員会組織

を立ち上げ、イベントや野球競技の運営について協議をされているところでございます

が、その協議の中で計画されましたカウントダウンイベントを実施するための経費を計

上したものでございます。 

 次に、目3.学校給食費、節13.委託料の給食センター改修工事設計委託料157万5,000

円については、昨年度実施された学校給食衛生管理基準に基づく施設検査でＣ判定を受

けたところでございます。この結果を踏まえて、特に指摘を受けましたトイレ施設の改

修に主眼を置くと同時に、各学校、クラスや児童数の増加に伴うキャパシティーが不足

することから、施設全体の改修を実施すべく設計費を計上するものでございます。 

 続きまして、15ページをお開きください。款10.項1.目1.元金、節23の償還金4,259万

5,000円については、今後の財政指標の推移を適切にコントロールし、引き続き健全な

財政を推進するため、平成11年度に町内道路水路整備事業の財源として発行した町債を

繰り上げ償還するものでございます。 

 続きまして、歳入の説明に入ります。３ページをお開きください。 

 款14.項2.目2.民生費県補助金の子育て支援対策臨時特例基金補助金55万9,000円につ

きましては、教育費で説明いたしましたとおり、リトルホールにベビーキープ、ベビー

シートを設置する工事に充当するものでございます。 

 同じく目4.農林水産業費県補助金、農地・水保全管理支払い交付金535万2,000円の減

額については、農林水産業費で説明したとおり、農地・水保全管理支払い補助金の減額

に伴うものでございまして、２分の１相当額を減額するものでございます。 

 最後に、４ページをお開きください。款18.項1.目1.繰越金の２億153万5,000円につ

きましては、歳入歳出予算全体を調整するため計上しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、十分この制度を把握しているわけじゃないので、その分の御説明になることに

なるかもしれませんけれども、債務負担行為の問題ですけれども、今の説明では国庫補
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助金で将来的には充てていくもんだということでした。それまでの間のつなぎとして民

間の金融機関から借り入れるというようなことだったと思いますが、この国庫補助金が

確実に認められるかどうか、その点を一つと、それから、もしこれが認められるもので

あるなら、金融機関から借りなくても、町の一般会計から繰り出しておいて、そして国

庫補助金が確定した後に減額するという方法もあるんではないか。そうすれば金融機関

に支払う金利の負担はなくなると思うわけですけれども、それがなぜそういうふうにや

らずに債務負担行為としてやらなければならないのか、その辺のところを御説明願いた

いと思います。 

 それから繰越金ですけれども、今回、トータルで２億8,153万5,000円とかなり大きい

金額になるわけですけれども、決算見込みは出ていると思うんですけれども、決算見込

みでは剰余金はどのくらいになっているのかといったことをお伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 産業課長 岩津君。 

○産業課長（岩津英雄君） 

 この国庫補助金を受けるのは、輪之内町カワバタモロコ保全推進協議会が国庫補助金

を受けるものでございます。それで、この国庫補助金を受けるための申請をただいまし

ておりまして、内示が来ましたので交付申請書を出したところでございます。見込みと

しては、確実に来るというふうに踏んでおります。 

 また、なぜ債務負担行為になるのかというようなことでございますが、輪之内町カワ

バタモロコ保全推進協議会というのは民間の団体だというふうに御理解願えれば、そこ

が市中銀行から借りる250万円について町が損失補償をするというふうに考えていただ

きたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 先ほどの繰越金に係る決算見込み、剰余金等のお尋ねでございますが、平成22年度一

般会計におきましては、歳入歳出差し引きいたしまして４億4,609万円の見込みとなっ

ております。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 カワバタモロコ保全推進協議会というのは民間団体ということはわかりますけれども、

民間団体であったとしても町が全面的に支援している組織だと思いますけれども、そこ

に町が補助金を出しても、そういう規則なり何なりがあれば何ら問題はないと思うわけ
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ですけれども、それとどっちみち、この債務負担でやれば町が全面的に負担することに

なるわけですから、債務負担行為というのは形を変えた肩がわり負担になるということ

ですので、これは明確に補助金にした方がわかりやすいんではないかと。債務負担行為

という名前で、借り入れは民間団体、そしてその返済は町が行うというようなやり方で

なくて、明確に補助金として支給すれば金融機関への利息の支払いというのはなくなっ

てくるんではないかというふうに思うわけですけれども、そのカワバタモロコ推進協議

会へ補助金として交付できないというような規定があるのかどうか、その辺のところを

ちょっとお伺いします。 

○議長（北島 登君） 

 産業課長 岩津英雄君。 

○産業課長（岩津英雄君） 

 この補助金は、町が250万円を補助すれば国庫補助金はつかないものであります。よ

って、これを町からその250万円を出してしまえば、この国からいただけるお金が消え

てしまいます。よって、このような方法にさせていただいております。 

 返済は、カワバタモロコ保全推進協議会が借りて、そして市中銀行へ返すというお金

の流れになっております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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28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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号 平成23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いたしました。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第８、議第29号 平成23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。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 
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 それでは、御説明させていただきます。お手元の議案集の６ページをごらんいただき

たいと存じます。 

 議第29号 平成23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）。平成

23年度輪之内町の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。 

 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529万

1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億6,429万1,000円と定め

る。 

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

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成23年６月10日

提出、岐阜県安八郡輪之内町長 木野隆之。 

 それでは、中身について御説明をさせていただきます。 

 ７ページ、８ページにつきましては、歳入歳出予算の補正の額が書いてございますが、

こちらにつきましては記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

 御承知のとおり、国民健康保険の特別会計は、先に歳出を決定して、それに見合う歳

入を確保する、そういった会計になってございますので、まず歳出から御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 事項別明細書の方で御説明をさせていただきます。９ページをごらんいただきたいと

存じます。 

 款2.保険給付費、項1.療養諸費、それから10ページの項2.高額療養費につきましては、

後ほど説明いたします歳入の補正に伴いまして財源を補正するものでございます。 

 11ページをお願いいたします。款３の後期高齢者支援金につきましては、本年度の決

定額に合わせまして927万1,000円の増額を行うものでございます。 

 12ページをお願いいたします。款4.前期高齢者納付金につきましては、こちらも本年

度の決定額に合わせまして15万3,000円の増額を行うものでございます。 

 13ページをお願いいたします。款5.老人保健拠出金の老人保健医療費拠出金につきま

しては、こちらも本年度の決定額に合わせまして９万6,000円の減額を行うものでござ

います。 

 14ページをお願いいたします。款6.介護納付金につきましては、本年度の決定額に合

わせまして403万7,000円の減額を行うものでございます。 

 以上、歳出といたしましては、529万1,000円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入の御説明をさせていただきます。事項別明細書の３ページをごらん

いただきたいと存じます。 

 款1.国民健康保険税の補正額について御説明をいたします。先ほど御説明申し上げま

したとおり、本特別会計においては先に歳出を計算し、それに見合う歳入を確保する、
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そういった会計の仕組みでございます。そして歳出の金額から保険税以外の歳入を引い

た残りの部分を保険税として徴収する、そういった仕組みになってございます。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、医療費分の現年課税分を一般

被保険者分1,515万4,000円、退職被保険者等分120万9,000円、介護納付金の現年分につ

きましては、一般被保険者分183万1,000円、退職被保険者等分については39万円を減額

いたしまして、後期高齢者支援分につきましては、現年課税分、その中で一般被保険者

分は472万円、退職被保険者等分については37万7,000円をそれぞれ増額するものでござ

います。 

 ４ページをお願いいたします。款３の国庫支出金の療養給付費等負担金について御説

明をいたします。療養給付費等負担金につきましては、国保に対します国庫助成の中枢

的な制度でございますが、こちらの方は保険給付費分、それから老人保健医療拠出金、

それから後期高齢者支援金、介護納付金の費用等に対しまして、基本的に100分の34と

いう割合で交付されるものでございます。なお、保険給付費につきましては、前期高齢

者交付金がある場合は、保険給付費等負担金の算定上、これを控除するという仕組みに

なっておりますので、後ほど説明をさせていただきますが、前期高齢者交付金の増額補

正を今回行いますので、先ほど説明いたしましたように、この分が控除されるというこ

とから、712万1,000円を減額するというものでございます。また、先ほど歳出の部で説

明を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相当分として

は３万3,000円を減額、後期高齢者支援金の補正相当分については315万2,000円を増額、

介護納付金の補正額の相当分については137万2,000円を減額ということで、合計いたし

ますと、そちらに記載してございますように537万4,000円を減額補正するものでござい

ます。 

 続きまして、財政調整交付金につきましては、その算定におきまして対象となる老人

保健医療費拠出金の補正額に相当する分として6,000円、後期高齢者支援金の補正額に

相当する部分として54万3,000円を増額し、介護納付金の補正額相当分として23万6,000

円を減額して、合計といたしましては30万1,000円を増額する内容でございます。 

 ５ページをごらんいただきたいと存じます。款4.療養給付費等交付金につきましては、

こちらの方は退職者の医療制度に対して社会保険診療報酬支払基金から保険税で賄うこ

とができない部分が交付されるという制度でございますが、今回、先ほど説明いたしま

したように、退職者の方の保険税を120万9,000円減額するということでございますので、

それに相当する分を交付金の方でふやすということでございます。 

 ６ページをごらんください。款５の前期高齢者交付金につきましては、こちらの方は

社会保険診療報酬支払基金の方から今年度の交付額の決定通知が参っておりますので、

その決定額に合わせまして2,274万6,000円を増額補正させていただくものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。款６の県支出金の普通財政調整交付金につきましては、
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国の財政調整交付金と若干想定される交付率は違いますけれども、同じような考え方で

26万5,000円の増額を行うということでございます。 

 ８ページをお願いいたします。繰越金につきましては、決算見込みによりまして当初

予定した予算額を下回る見込みになったため、36万9,000円を減額させていただくもの

でございます。 

 歳入合計といたしましては、歳出の合計と同じく529万1,000円の増額補正をお願いす

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回提案されておる議案は、国保会計の補正予算だけだということで、保険税条例の

改正はないというわけですけれども、先日の国保運営協議会で説明がありましたけれど

も、決算見込みは２億2,570万ほどです。それに対して今回の補正後の税収見込みは２

億6,100万円ですけれども、税率を改正しなくてもこれが確保できるという予算なんで

しょうか、その辺をちょっとお伺いします。 

○議長（北島 登君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいま提案させていただいておりますのは補正予算でございまして、この補正予算

につきましては、保険税としてこれだけの歳入を必要とする、そういった額をお示しす

るのが補正予算かと考えております。 

 今回、いろいろな交付金、あるいは負担金等の確定額を精査いたしまして、今年度、

保険税として幾ら予算として計上するべきなのか、それを検討して今回上程をさせてい

ただいたものでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、税率改正はやるのか、やらないのか。やるとすれば、当然今議会に同時

に出すのが筋なんですけれども、なぜ今議会に税率改正の提案をなされないのか、理由
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をお聞かせください。 

○議長（北島 登君） 

 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、本年度の予算額を見ていただければ昨年度

の予算額を上回るということでございますので、そういたしますと、当然に保険税にお

きます所得割率、あるいは１人当たりの均等割額、そういったものは変更せざるを得な

いということでございますが、そちらの方、まずその税率改正等をする前に、その税率

改正、あるいは均等割の額を決定する根拠として、今回、先に補正予算を提出させてい

ただいておるところでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 いつ出す予定なのか。税率改正は、今の段階でやる必要があるのか、ないのか。ある

とすれば、いつ出すつもりなのか、その辺のことが一切答弁がないわけですけれども、

この間の国保運営協議会では税率改正を検討していたのに、なぜこの提案をしないのか。 

 そして、財源の確保ができる見込みがないのに、一方的にこの予算だけを通すという

のは、やはりこれは予算審議にもかなりの影響が出てくると。そんな確保できないもの

に、この予算は認められないということも出てくるわけですから、このようなやり方と

いうのは普通のやり方ではないというふうに思いますけれども、まず税率改正をやらな

くてもいいのかどうかということと、やるとするなら、なぜ今出さないのかということ

をお聞かせください。 

○議長（北島 登君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 先ほど申しましたように、今回の補正後の保険税によりますと、税率、あるいは１人

当たりの額は改正する必要が当然出てくると思います。そちらの方の税率改正につきま

しては、今議会開催中に提案をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

○９番（森島正司君） 

 ちょっと議長、休憩してくださいよ、今の提案がないのかどうかということを。今議

会中に提案、きょう出すのが当然でしょう、委員会付託ができないでしょう。 

 ちょっと休憩して、調整してくださいよ。 
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○議長（北島 登君） 

 暫時休憩します。 

（午前10時09分 休憩）  

（午前10時09分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程で上げるそうです。 

○９番（森島正司君） 

 それはいつ上げるの、追加日程っていつ追加するの。 

○議長（北島 登君） 

 いつ……。 

○９番（森島正司君） 

 いつ追加日程を上げるの。 

○議長（北島 登君） 

 きょうやないかね。 

○９番（森島正司君） 

 きょう上げるの。 

○議長（北島 登君） 

 はい。 

○９番（森島正司君） 

 それなら、すぐ上げやあええ。 

○議長（北島 登君） 

 きょう上げるのでよろしいですか、その答弁で。 

○９番（森島正司君） 

 今、出してくださいよ。 

○議長（北島 登君） 

 暫時休憩します。 

（午前10時10分 休憩）  

（午前10時10分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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29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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第29号 平成23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しました。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第９、議第30号 平成22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

10、議第31号 平成22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。 

 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22年度輪之内町水道事業会計決算書に

より説明させていただきます。１ページをお開きください。 

 議第30号 平成22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項の規定により町議会の認定を付するということでございます。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 議第31号につきましては、平成22年度輪之内町水道事業の剰余金処分でございます。

地方公営企業法第32条第２項の規定により別紙のとおり処分するというものでございま

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。よろしくお願いを申し上

げます。 

 ３ページの平成22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。決算額のみ報告をさせていただきます。 

 収益的収入及び支出の収入の部ですが、第１款の水道事業収益は、総額で１億450万

1,665円でございます。 

 その内訳は、第１項の営業収益として１億431万4,800円でございまして、主なものに

つきましては、水道の料金等でございます。 

 第２項の営業外収益といたしましては18万6,865円でございます。主なものは受取利

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9,638万664円でございます。

その内訳としまして、第１項の営業費用といたしまして8,422万7,269円でございます。 
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 第２項の営業外費用につきましては1,215万3,395円でございます。これは支払利息等

でございます。 

 続きまして、４ページをお願いします。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では2,255万2,308円でございます。その内訳としまして、第

１項の工事負担金としまして255万2,308円でございます。 

 第２項の補償金につきましては、下水道会計より2,000万円の補償金でございます。 

 支出につきましては、第１款の資本的支出の総額は7,664万1,670円でございます。そ

の内訳としましては、第１項の建設改良費で5,907万2,600円でございます。改良工事及

び管路設計等の委託費でございます。 

 それから、第２項の企業債償還金では1,756万9,070円でございます。 

 資本的収入が資本的支出に不足する額5,408万9,362円は、消費税資本的収支調整額

173万5,281円、平成22年度減債積立金614万6,860円、過年度損益勘定留保資金4,620万

7,221円でそれぞれ補てんをいたしました。 

 ５ページに移ります。水道事業の損益計算書でございます。これは消費税は入ってお

りません。 

 １の営業収益につきましては、給水収益とその他の営業収益とで9,941万1,557円でご

ざいます。 

 ２の営業費用につきましては、(1)から(6)までの合計で8,317万3,286円でございます。 

 差し引きをいたしますと、営業利益は1,623万8,271円でございます。 

 ３の営業外収益は、受取利息及び配当金と雑収益とで18万6,865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で999万6,695円となりまして、

差し引きをしますと980万9,830円の損失となります。 

 経常利益につきましては642万8,441円となります。当年度の純利益については同額で

ございます。当年度未処分利益剰余金につきましては642万8,441円でございます。 

 続きまして、６ページをお願いします。剰余金計算書につきましては、これについて

も消費税は抜きでございますが、利益剰余金の部でⅠの減債積立金は、前年度繰入額が

614万6,860円でございまして、当年度処分額は同じ金額でございます。当年度末残高は

ゼロ円となります。 

 Ⅱの建設改良積立金でございますが、ございません。 

 Ⅲの未処分利益剰余金につきましては、前年度未処分利益剰余金は614万6,860円、前

年度利益剰余金処分額も同額でございます。当年度純利益は、先ほども申しましたが

642万8,441円ですので、当年度未処分利益剰余金は、同じ金額の642万8,441円となりま

す。 

 次に、７ページの資本剰余金の部に入りますが、Ⅰの受贈財産評価額は、前年度末の

残高が5,649万2,000円でございまして、当年度の発生額は280万2,000円でございます。
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当年度末の残高として5,929万4,000円となっております。 

 Ⅱの工事負担金については、前年度末の残高が１億726万2,107円でございまして、当

年度発生額は、加入負担金、工事負担金等をプラスしますと247万8,558円となるという

ことでございます。当年度末の残高は１億974万665円でございます。 

 Ⅲの補償金ですが、前年度末の残高が４億6,367万7,748円、当年度の発生額は、下水

道会計から2,000万円をいただいております。それで、当年度処分額は100万169円でご

ざいまして、当年度末残高は４億8,267万7,579円でございます。 

 ８ページに移ります。剰余金処分計算書（案）につきましては、当年度未処分利益剰

余金は、先ほど申しました642万8,441円で、２の利益剰余金処分額は、減債基金へ同じ

く642万8,441円を積み立てるということでございます。３の翌年度繰越利益剰余金はご

ざいません。 

 ９ページでございます。平成22年度輪之内町水道事業貸借対照表でございますが、資

産の部といたしまして、固定資産につきましては、有形固定資産と無形固定資産を合わ

せまして13億9,983万1,115円でございます。 

 流動資産につきましては、現金、未収金、貯蔵品、合わせまして３億1,497万2,037円

でございます。 

 資産の合計は17億1,480万3,152円でございます。 

 続きまして、10ページに移ります。負債の部でございますが、３の流動負債は、未払

金といたしまして3,395万1,000円でございます。 

 資本の部でございますが、資本金につきましては、合計で10億2,271万1,467円でござ

います。 

 剰余金は、資本剰余金と利益剰余金等を合わせますと６億5,814万685円で、この中に

は22年度の剰余金642万8,441円も含まれております。 

 資本の合計につきましては16億8,085万2,152円となります。 

 負債資本合計といたしましては17億1,480万3,152円となっております。 

 11ページにつきましては目次で、事業報告書、添付書類の明細でございます。 

 12ページに移ります。附属資料で水道事業報告書でございます。概況といたしまして、

平成22年度の輪之内町上水道事業につきましては、営業内容といたしましては、事業収

益が１億450万1,000円で、前年度と比較すると329万6,000円の増額、事業費用は9,638

万1,000円で、前年と比較すると342万6,000円の増額となります。損益計算書による純

利益は642万8,000円となりました。資本的収支につきましては、収入2,255万2,000円に

対し、支出は7,664万2,000円となり、不足額は5,409万円で、留保資金にて補てんをい

たしました。 

 ２の議会議決事項、３の職員に関する事項については、記載のとおりでございます。 

 13ページに移ります。２の工事、建設改良設備工事の概況でございますが、22年度は
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９ヵ所、5,504万4,150円の金額でございます。 

 続きまして、14ページをお開きください。保存工事の概況ということで、配水管の修

理から水源地の点検整備まで701ヵ所で503万7,599円となってございます。 

 (3)の給水新設工事は、給水新設が33戸、廃止が１戸でございます。 

 15ページに移ります。業務の業務量についてでございますが、有収率は、平成21年度、

22年度とも88％でございます。 

 事業収入に関する事項と16ページの事業費用につきましては、後ほど説明をさせてい

ただきます。 

 17ページをお開きください。４のその他、経営分析及び財務分析でございますが、３

の供給単価につきましては88円、給水単価については84円でございます。 

 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22年度給水

人口は9,575人、給水戸数は32戸増の2,839戸、年間給水量につきましては111万1,904立

方メートルで、年間事業収益は9,959万8,000円でございます。年間事業費用につきまし

ては9,317万円でございます。 

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

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

益を合わせまして9,959万8,422円でございます。 

 項１の営業収益は9,941万1,557円でございます。目１の給水収益は、水道料金として

9,797万2,734円でございます。 

 ２のその他営業収益は、一般会計負担金で100万円、手数料として４万円、それから

雑入で39万8,823円でございます。 

 ２の営業外収益は、預金利息と雑収益を合わせまして18万6,865円でございます。 

 21ページでございますが、収益的支出につきましては、款１の水道事業費は9,316万

9,981円でございます。 

 項１の営業費用は8,317万3,286円でございます。 

 目１の原水及び浄水費につきましては1,079万4,216円でございまして、主なものは、

委託料の55万円、水源地の保守業務の手数料、それから動力費につきましては911万

4,993円で、水源地の電気代でございます。 

 目２の配水及び給水費につきましては789万4,148円で、主なものは委託料としまして

326万5,829円で、検針業務の委託料でございます。修繕費につきましては436万2,819円

でございます。 

 目３の総係費は878万5,769円で、給料、手当、それから法定福利費につきましては、

職員１名分の手当等でございます。続きまして、22ページをお開きください。委託料に

つきましては162万1,899円で、電算処理等の委託料でございます。 

 目４の減価償却費につきましては5,345万3,472円でございます。 
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 ５の資産減耗費につきましては223万141円でございますが、これは石綿管の除去損分

でございます。 

 目２の営業外費用につきましては999万6,695円でございます。 

 次に、23ページに移ります。資本的収支明細書ということで、消費税は含んでおりま

せんが、資本的収入ですが、款１の資本的収入は2,247万8,558円でございます。 

 目１の工事負担金につきましては、加入負担金147万5,000円、工事負担金ということ

で100万3,558円でございます。 

 目１の補償金としまして、下水道会計より2,000万円ということでございます。 

 次に資本的支出でございますが、款１の資本的支出は7,383万2,470円で、項１の建設

改良費につきましては5,626万3,400円でございます。 

 目１の配水施設拡張費は5,618万4,000円でございます。内訳としまして、工事請負費

が5,242万3,000円、委託料につきましては376万1,000円でございます。 

 項２の企業債償還金は1,756万9,070円でございます。 

 24ページに移ります。水道事業の企業債明細書ということで、未償還の残高につきま

しては４億9,360万1,260円でございます。 

 下段の固定資産明細書でございますが、最後になりますけど、年度末償却未済高につ

きましては13億9,983万1,115円となっております。 

 25ページに移ります。平成22年度輪之内町水道事業会計審査意見書ということで、過

日、５月30日に監査を受けておりますので、あわせ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。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（北島 登君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の給水能力は余裕があるのかどうか。年々この給水量がふえているわけですけれど

も、その余力というのは、あとどのくらい、十分あるのかどうかというようなことがわ

かれば、わからなければ、また後日でも結構ですけれども、お願いしたいです。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 加納君。 

○建設課長（加納孝和君） 

 今の御質問でいただきました給水能力につきましては、実はきのう調べておりました

が、今、数字を忘れてしまいました。余力的には、今の給水量の倍あっても可能です。
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数字はちょっとつかんでおりません。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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30号及び議第31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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第30号 平成22年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第

31号 平成22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34分 休憩）  

（午前11時01分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第11、岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを行います。 

 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。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 県の後期高齢者医療広域連合議会議員に輪之内町長を推薦いたします。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 やっぱり町長は執行部の立場であって……。 
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○議長（北島 登君） 

 だれも意見を求めておりません。 

○９番（森島正司君） 

 適当ではないと私は思いますので、退席したいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 退席を認めます。 

（９番 森島正司君退場） 

○議長（北島 登君） 

 ただいま森島光明君から、選挙の方法については指名推選によるとの発言がありまし

た。この発言のとおり御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名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（北島 登君） 

 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。 

 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員に、町長 木野隆之君を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました木野隆之君を岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の

当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました木野隆之君が岐阜県後期高齢者医療広域連合議会

議員に当選されました。 

 森島正司君の入場を認めます。 

（９番 森島正司君入場） 

○議長（北島 登君） 

 暫時休憩します。 

（午前11時04分 休憩）  
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（午前11時05分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま町長から、議第32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

ついての議案が提出されました。本日の日程に、議第32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追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第32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

を日程に追加し、直ちに議題とすることは可決されました。 

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

○議長（北島 登君） 

 追加日程第１、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりであります。 

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

○議長（北島 登君） 

 追加日程第２、町長提案説明。 

 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） 

 それでは、追加で条例改正議案を提出させていただきます。 

 議第32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

23年度の国民健康保険税を賦課するに当たり、保険事業の必要額を確保するため、所得

割額、均等割額及び負担軽減額を改正するものであります。 

 以上をもちまして提案説明を終わります。よろしく御審議の上、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（北島 登君） 

 追加日程第３、議第32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。 

 税務課長から議案説明を求めます。 

 田中実君。 
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○税務課長（田中 実君） 

 それでは、追加で配付しました議案書の１ページをお開きください。 

 議第32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23年６月

10日提出、輪之内町長。 

 それでは、御説明をさせていただきます。 

 本議案は、議案提出に際しまして、６月８日開催されました国保運営協議会におきま

して慎重なる御審議をいただきまして、提出させていただきました。 

 今回の輪之内町国民健康保険税条例の改正につきましては、医療費が高騰する中、そ

の財源を確保するため、保険税率等を見直すための改正でございます。所得割額、均等

割額、減額の額の改正となっております。 

 それでは、お手元に配付しました新旧対照表で主な改正部分について御説明させてい

ただきたいと思います。 

 新旧対照表の１ページをお開きください。 

 第３条、国民健康保険の被保険者に係る所得割額でございますが、率の引き上げを行

っております。従来の「100分の5.67」が「100分の7.85」ということで、100分2.18の

アップとなっております。 

 次に第４条、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額でございますが、これ

につきましても従来の「３万1,200円」が「３万7,800円」ということで、6,600円のア

ップとなっております。 

 第６条、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額でござ

いますが、従来の「100分の2.47」が「100分の2.97」ということで、100分の0.5アップ

となっております。 

 次に７条、国民健康保険の被保険者に係る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、従来は「１万2,000円」が「１万3,200円」ということで、1,200

円のアップとなっております。 

 次に、２ページをお開きください。８条、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、従来の「100分の2.26」が「100分の2.54」ということで、100分の0.28

のアップとなっております。 

 次に第９条、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額でございますが、従来

の「１万3,800円」が「１万5,000円」ということで、1,200円のアップとなっておりま

す。 

 以上、御説明をいたしました全体として、均等割額をいたしますと「５万7,000円」

が「６万6,000円」ということで9,000円のアップと、所得割の合計につきましては、

「100分の10.4」が「100分の13.36」ということで、100分の2.96のアップとなっており
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ます。 

 今回の改正では、保険税における応益・応能の割合は、48と52という割合になってお

ります。応益と応能につきましては、応益と申しますのは、所得の多少にかかわらず、

同じ利益、同じサービスを受ける者が同じ金額を出すという考え方でございまして、今

回の場合は均等割という考えでございます。応能とは、その人の支払う能力を考慮して

課税するという考え方でございまして、今回では所得割というのがそれに当たります。

その全体を100といたしますと、今回は応益48対応能52ということでございます。 

 次に第23条、国民健康保険税の減額でございます。減額、軽減につきましては３通り

ございまして、７割軽減、５割軽減、２割軽減でございます。７割軽減は、所得が33万

円を超えない世帯が該当すると。それが先ほど申しました、均等割の７割を減額される

というものであります。５割軽減につきましては、24万5,000円掛ける世帯主を含めな

い被保険者プラス33万円を超えない世帯が該当し、均等割の５割を減額するものであり

ます。２割軽減につきましては、35万円掛ける世帯主を含めた被保険者数プラス33万円

を超えない世帯が該当し、均等割額を２割軽減するものでございます。７割、５割、２

割軽減ともども、この条例の中にはイ、ロ、ハとありまして、イは医療分のこと、ロは

後期高齢者支援金のこと、ハは介護納付金のことでございまして、それぞれ三つずつつ

いておるということでございます。 

 それでは、説明に入りますと、まず一号は７割軽減のことを指しておりまして、先ほ

ど均等割を申しました、イの医療分につきましては「２万1,840円」を「２万6,460円」

に、ロの後期高齢者支援金分につきましては、均等割「8,400円」を「9,240円」に、同

じくハの介護納付金についても、均等割「9,660円」を「１万500円」に変更するものと

なっております。 

 二号は５割軽減のことでございまして、均等割額の中でイの医療分につきましては

「１万5,600円」を「１万8,900円」に、ロの後期高齢者支援金については均等割

「6,000円」を「6,600円」に、ハの介護納付金についても、均等割「6,900円」を

「7,500円」と変更になっております。 

 三号につきましては２割軽減のことでございまして、均等割をイ、医療分「6,240

円」を「7,560円」に、ロの後期高齢者支援金についても、均等割「2,400円」を

「2,640円」にと、同じくハの介護納付金分についても、均等割「2,760円」を「3,000

円」に変更となっております。 

 最後に、附則としまして、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23年度以降の年度分

の国民健康保険税について適用いたしまして、平成22年度までの国民健康保険税につき

ましては、従前の例によるということでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 
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○議長（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ３月31日に専決処分された最高額の改定、これの承認が去る臨時議会で行われたわけ

ですけれども、そのときの説明で中間所得層の負担軽減を図るというような説明があっ

たわけですけれども、今回の税率改正によって中間所得層はどのようになるのかという

ことを、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 税務課長 田中実君。 

○税務課長（田中 実君） 

 お尋ねの、中間所得者層の影響ということで御質問があったかと思います。現在の国

保の加入者世帯の中で、軽減のかかった世帯と限度額に達した世帯を除いた世帯を中間

所得者層という位置づけでございます。まず、これをお話しさせていただいて、平成23

年度の国保の加入世帯は、1,288世帯でございます。そのうち、７割軽減世帯が今の見

込みでは310世帯、５割軽減世帯は70世帯、２割軽減世帯は137世帯で、軽減世帯の合計

は517世帯というふうに承知をしております。 

 最高限度額に達します世帯につきましては、先ほどお話ししたようにイ、ロ、ハがあ

りまして、医療分は47世帯、介護分は40世帯、支援分は96世帯が見込まれるのではない

かというふうに承知をしております。 

 全世帯の1,288世帯から軽減世帯の517世帯を引いて、最高限度額に達した最高96世帯

を引きますと、675世帯が中間所得者層ではないかというふうに思っております。あく

まで試算でございますので、申し上げますと、森島議員にもお願いして、臨時議会で73

万円から77万円に４万円のアップをさせていただきました。その内訳は、医療分につい

ては１万円のアップで、介護分については２万円のアップで、支援分については１万円

のアップであったと思います。先ほど申しました47世帯掛ける１万円で47万円、40世帯

に２万円を掛けると80万円、支援分は96世帯で１万円で96万円ぐらいは出るのではない

かということで、合計しますと223万円ぐらいはこの限度額の影響によって従来よりふ

えるのではないかという影響分を見込んでおります。 

 223万円を中間所得世帯675で割りますと、１世帯当たり3,300円ほど中間所得者層の

軽減が図られるのではないかというふうに承知をしてございます。以上です。 

（挙手する者あり） 
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○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、限度額を引き上げたことによって、それを中間世帯数で割ると中間層が減るとい

うような説明でした。けれども、今回、この均等割額を大幅にアップさせるというよう

なことで、この均等割額の引き上げによってこの中間所得者層は大幅な増税になるわけ

ですね。 

 私が試算したところですと、私の試算が正しいのかどうかわかりませんけれども、65

歳未満の２人世帯で計算してみました。65歳未満というのは、結局、医療分、介護分、

後期支援分、すべてに該当する階層だということで、40歳以上65歳未満の２人世帯で計

算してみますと、最も高いのが年間所得約600万ぐらいの世帯で、２人家族で15万6,000

円の値上げになるというふうに出てまいりました。それから、それが今の最高税額の方

は４万円しか上がっていない。だから、800万円以上クラス、1,000万の人も2,000万の

人も４万円しか上がらない、にもかかわらず、600万ぐらいでは15万6,000円の値上げに

なるということであります。 

 それから軽減世帯、２割軽減でも、年間所得100万円の人はこの２割軽減に該当する

わけですけれども、その人でも４万円近くの値上げになる。 

 だから、今回の税率改正というのは、高額所得者に有利になっているというふうな結

果になったわけですけれども、その辺を具体的に計算して、今この場では出ないと思い

ますけれども、委員会付託されるということですので、委員会の場で具体的な事例を出

して、平成22年度と23年度、改正後の税額を算出していただきたい、そして示していた

だきたいというふうに思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 税務課長 田中実君。 

○税務課長（田中 実君） 

 御質問の中で１点お答えをしたいことがございまして、金持ち優遇ということで、上

限なくというお話が中にあったかと思います。国保という制度は、国保税の納めておる

少ない多いにかかわらず、医者に行けば同じ給付が受けられるという制度でございます。

つまり、社会保障制度でございます。しかしながら、所得があるから上限なしにいただ

いていいのかという一つのことがございまして、それは地方税法で限度額の上限を決め

ておる一つの根拠でございまして、国の法律でございますので、国民合意のもとにでき

たルールであるというふうに承知をしております。 

 森島議員の今提案されました試算につきましては、後でお話を聞いて、できる限り沿

いたいと思います。以上でございます。 

○議長（北島 登君） 
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 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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32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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第32号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（北島 登君） 

 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16日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号から議第32号までについては、６月16日までに審査を終了する

よう期限をつけることに決定しました。各常任委員長は、６月17日に委員長報告をお願

いします。 

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

○議長（北島 登君） 

 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時までに御参集をお願いします。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

（午前11時25分 散会）  
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平成23年６月17日 午前９時 開議  

 

○議事日程（第２号） 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

日程第３ 議案上程 

日程第４ 町長提案説明 

日程第５ 議第28号 平成23年度輪之内町一般会計補正予算（第１号） 

     議第29号 平成23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） 

     議第30号 平成22年度輪之内町水道事業の決算の認定について 

     議第31号 平成22年度輪之内町水道事業の剰余金処分について 

     議第32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 

           ◎各常任委員会委員長報告（総務産業建設・文教厚生） 

                     （平成23年第２回定例議会付託事件） 

日程第６ 議第33号 輪之内町監査委員の選任について 

日程第７ 推第１号 輪之内町農業委員会委員の推薦について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第７までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    浅 野 常 夫 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    小 寺   強 

   ５番    浅 野 利 通       ６番    田 中 政 治 

   ７番    北 島   登       ８番    森 島 光 明 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○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 
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（午前９時00分 開議）  

○議長（北島 登君） 

 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23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（北島 登君） 

 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28号、議第30号から議第32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28号及び議第29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（北島 登君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までといたします。 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 おはようございます。 

 ブランド米「ハツシモ」の品質確立についてお尋ねをいたします。 

 輪之内町の水稲普通植えは、例年６月初めの用水を待って田植えが行われますが、今

年は梅雨入りが早く、また５月末の雨で用水を待たずに田植えをされた方々が多かった

かと思われます。おいしい米はきれいな水から、輪之内町の活力ある産業のまちづくり

の中に輪農地産ブランド「ハツシモ」の品質を確立するためにも、町内全域が井戸水や

揖斐川のきれいな水を田に入れることが望まれます。しかし、一部の地域では、汚れた

川の水をくみ上げて水田用水として使われております。町長は土地改良区の理事長でも

あります。 

 そこで、町内で川の水を水田用水としている面積はどれくらいあるのか、またそれら

の地域に本用水を接続、導入することは不可能なのか、お尋ねをいたします。以上でご

ざいます。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 
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○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島光明議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 ブランド米「ハツシモ」の品質確立についてでございますけれども、当町では昨年か

ら一斉に縞葉枯病抵抗性の「ハツシモ岐阜ＳＬ」が作付されるようになりました。収量、

食味もよくなったと、そんな評判があるようであります。 

 この新ハツシモは、株数のふえ方がゆっくりで、出穂期ごろの生育が衰えにくいとい

う特徴がございます。また、平均気温の上昇に伴い、収穫期が11月上旬から、早植えの

場合は10月上旬にまで、約１ヵ月早まってきております。したがって、よりよい品質の

確保のためには、新ハツシモに適したつくり方を、元肥や追い肥の量及び時期などにつ

いて今後検証していく必要があるのではないかと、そんなふうに考えられます。 

 先ほど議員御指摘の、一部の地域では汚れた川の水をくみ上げて用水として使われて

いるということにつきましては、町では十数年前から大榑川の汚れを監視するため、年

１回、水質検査を行っております。今年１月の検査では、ｐＨ、ＢＯＤ（生物化学的酸

素要求量）、ＳＳ（浮遊物質量）、それからＤＯ（溶存酸素量）、そのいずれも環境基

準をクリアしております。 

 汚れた川の水をどうとらえるかですが、大榑川の濁りの原因は、大部分が土砂による

ものであり、水田にくみ上げて用水として使っても水質的には何ら問題がなく、品質に

影響するものではないと考えられます。 

 また、町内で川の水を水田用水としている面積はどれくらいあるのかというお尋ねで

ございますが、約37ヘクタールほどとカウントしております。 

 それらの地域について、本用水を接続、導入することは不可能かというお尋ねでござ

いますが、37ヘクタールの土地に用水として引くことは、想定されるその土地、現在、

近くまで用水路があろうかと思いますが、要するにないところへ仮に引くということに

なれば、上流のところから改修する必要が生ずることもありますし、また用水路をつく

るのであれば、これは今後、土地改良区で協議することになろうかと思います。 

 いずれにしても、具体の位置関係、事例の中で今後検討を要する場合には、その対象

とするということになろうかと思います。 

 汚れた川の水という御心配はもっともでございますけれども、水質的には見た目とは

違って特段の異常がないと、そういうものだというふうに理解をしておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 以上で森島光明議員の御質問の答弁とさせていただきます。 

（８番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 
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 米だけではございませんが、生産者は、常に消費者、使用者の立場に立ってものづく

りをすることが大切であると、言うまでもございません。きれいな水と汚れた水、でき

た米、味は変わらないかもしれませんが、消費者が現地を見たら、どちらの米を選ばれ

るか、やはりきれいな水の方が、我々もそうですが、きれいな水でできた米を選ぶわけ

でございます。 

 また、最近、素足で田んぼへ入られる方はほとんどないと思います。今、用水とか井

戸水でくみ上げられておりますが、今はほとんど長靴を履かれます。それはなぜかとい

うと、経験された方もございますが、発疹ができてかゆくなる。井戸水とかきれいな川

の水ではなりません。それは仁木の小学校が田植えをしておりますが、子供は素足で入

っております。これはきれいな井戸水であるから、そういうことが言えるんです。川の

水ですと、鳥のふんとか、いろんなものがありまして、足に発疹ができる、これは１週

間も10日もかゆくてたまらないという状況でございます。 

 そこで、輪農地産ブランド米「ハツシモ」の定義というのは何なのか、産業課長にお

尋ねいたします。 

 工夫をすれば川の水をくみ上げなくても用水で入ると思うんですが、そうすればポン

プも必要ない、維持管理費も少なくて済むということでございます。きれいな水で米が

つくられ、品質の管理ができると思うわけですが、ぜひその努力をしていただきたいと

思います。いかがでしょうか。 

○議長（北島 登君） 

 産業課長 岩津英雄君。 

○産業課長（岩津英雄君） 

 新ハツシモの定義とはという御質問でございますけれども、この新ハツシモの一番大

きな特徴は、縞葉枯病に対してかかりにくいと、抵抗性を持った品種であるというのが

大きな特徴でございます。従来のハツシモとは食味もよくなって、そして増収にもつな

がるという特徴があると、このように聞いております。以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 縞葉枯病というのは、この地域では発生しません、山の方だけでございます。その点

もよくわかっておるんですが、そのブランド米の定義をお尋ねしておるわけでございま

す。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 
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 先ほどの御質問の趣旨、そういうことだろうと思って聞いておりました。新ハツシモ

の定義については、先ほど産業課長が申し上げたとおりでございますが、要は同じハツ

シモを輪農地産として、輪之内ブランドとして売っていくという意味はどういう意味か

というお尋ねであったかと思いますが、そういうことでよろしいですね。 

 したがって、今、地域特産のいろんなことをやっておるわけですが、その中で材料と

して、食材そのものとしてのハツシモ、それから地域特産品材料としてのハツシモとい

うものも含めて売っていこうとすると、どうしても輪之内でとれたイメージのいいお米

という意味で、輪農地産のブランドで売っていこうということでございます。 

 そういう意味で、先ほど議員御指摘のございましたきれいな水、汚れた水という、そ

の定義は幾つか私どもとちょっと見解を異にする部分もございますけれども、いずれに

しても、輪之内ブランドとしてほかの産地のハツシモよりもその付加価値を相手に認め

てもらえるような、そういうつくり方といいますか、そういう皆さんの認識も含めて輪

之内ブランドというものを確立していく必要があると。そういう意味で、輪之内ブラン

ドという言い方といいますか、表現をさせていただいておるということでございます。 

 それらのイメージアップのためには、今後とも、当然のことながら、関係の皆さんと

ともに努力をしてまいらないとブランドとしての確立はしないと考えております。どう

か関係各位の御協力を、よろしくお願いしたいと考えております。以上でございます。 

○議長（北島 登君） 

 次に、６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 議長さんの許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 まず、町政一般ということで、５月に行われました町長、議会議員選挙におきまして、

町長さんにおかれましては無投票当選、誠におめでとうございました。町民の期待の大

きさがあらわれた結果であると思っております。 

 さて、私も議員に立候補させていただきました。運動期間中に私の事務所にお見えに

なった方々の声を代弁し、質問をさせていただきたいと思います。 

 第１点目、留守家庭児童の料金設定ということでございますけれども、他の市町より

高いのはなぜか、また７月から８月の子育て支援においても日割り計算はできないもの

かということで伺います。 

 ２点目は、下水道の利用料金についてでございます。設置しておるんですけれども、

車とか庭への散水について、料金をなぜ必要とするのか、二重メーターの設置はできな

いものかということでございました。 

 ３点目ですけれども、特別職、議員の報酬についてお話がございました。時期がよい

悪いはともかく、よその町との比較もしながら、適正と思われる額を増減を含めて検討

したらどうかということでございました。 
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 以上３点ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、田中政治議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 ３点御質問がございました。まず第１点目の、留守家庭児童の料金の設定についてで

ございます。 

 これは共稼ぎなどの世帯の支援として、平成12年度から大藪小学校において留守家庭

児童教室を開設し、現在は三つの小学校において開設をいたしております。留守家庭の

負担につきましては、これは受益者にも応分の負担をしていただくということで、保護

者の所得に応じた区分により設定をさせていただいております。 

 当町の留守家庭の負担金は、月額平均約9,700円ほどになります。この中は、おやつ

代でありますとか保険料等も含まれた数字でございます。 

 周辺各市町の料金は、設定の方法が一様ではございませんので、同じ条件で試算をい

たしますと、安いところでは、お隣の海津市が月額3,000円、安八町が月額約6,500円、

養老町が月額7,000円、大垣市が月額8,000円ほどになろうかと思います。他方で当町よ

り高いところは、神戸町が月額約１万円、垂井も１万円、関ヶ原も約１万円ほどという

ことで、輪之内町が突出して高いわけではございません。 

 御質問の中に、７・８月の負担金の日割り計算ができないのかということでございま

すが、現在のところ、輪之内町留守家庭児童教室の負担金に関する規則に、月の途中に

おける入室及び退室の場合であっても負担金額の日割りは行わないというふうに定めら

れておりますし、近隣市町を念のため調べましたが、そのようなことを実施していると

ころはないというのが現状であるということだけお知らせをしておきたいと思います。 

 もちろん、次の世代を担う児童の健全育成というのは輪之内町にとって重要課題であ

りますし、多くの市町村と異なって当町においては、特別支援学級の児童さんも留守家

庭教室で預かる等の特色も出しながら対応しておるところでございます。御意見も踏ま

えながら、できる限り、町民の皆さんのニーズにおこたえできるように今後も検討を重

ねてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 それから２点目の、下水道の利用料金についてお答えをいたします。 

 洗車とか庭への散水について、料金をなぜ必要とするのかということであろうかと思

いますが、現行の下水道条例において水道水を使用した場合は、その水道の使用量によ

るという旨の規定がございます。一方で、例えば製氷業等の営業に伴って、その使用量

が下水道へ流す量と明らかに異なる場合には、その使用者は、毎月、下水道への排除量

とその算出の根拠を記載した申告書を提出していただいて料金を算定することになって

おります。したがって、原則的には、車、庭への散水分も含んだものが利用料金という
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ことに、現状はそうなっておるということでございます。 

 一般家庭の場合、水道使用量と下水道排除量が大きく異なることはないのではないか

と、そんなふうには思われます。 

 先ほど二重メーターといいますか、第２メーターといいますか、計量装置についての

お尋ねもございました。先ほどの例のように営業形態から明らかに水道使用量と下水道

排除量が異なる場合に、その使用水量の認定のために必要がある場合に町は取りつける

ことができるというできる規定になっております。したがって、原則的に、一般家庭で

の第２メーターの取りつけを予定しているものではないということは御理解をいただき

たいと思います。 

 以前に御質問をいただいておりました夏期の料金について、水道の使用量をデータか

ら調査してみましたけれども、夏期の水道使用量が平均の使用量に比べ約１割程度多く

なっております。この夏期増嵩の水道使用量と下水道使用料との関係を考慮する余地が

全くないというわけではなかろうかと思いますので、それらを含めた料金設定について

の提案を今後の下水道推進協議会等に諮って、さらに合理的な料金設定について議論を

進めてまいりたいと思いますので、御理解をお願いします。 

 次に３点目の、特別職、議員の報酬についてのお答えを申し上げます。 

 御質問の趣旨は、議員報酬並びに町長等常勤特別職の給料の適切な見直しをしてはど

うかと、その検討をしてはどうかということだと思います。見直しに関しましては、町

長は、議員の報酬の額及び町長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとすると

きは、あらかじめ報酬審議会の意見を聞くことになっております。現在の特別職の給料

及び議員報酬の額は、平成17年の審議会において審議され、平成18年４月１日より既に

約７％の減額となって現在に至っております。私といたしましては、県下の類似規模町

村における報酬等の現状でありますとか、社会経済情勢の変化、また当該団体の個別事

情等、諸般の状況を総合的に勘案して改定の判断をすべきものと理解はしておりますが、

現在の状況からすると見直しを行う時期にはないと、そんなふうに考えております。 

 なお、町民の理解が得られると判断した折には、その見直しに取り組むこともやぶさ

かではございません。 

 以上で田中議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 まず、最初の料金の日割りの問題ですけれども、これは決め事であるということであ

るならば、よそがやっていなくてもうちがやってなぜ悪いのか。要するに、これはあく

までもそれを利用したい人の気持ちになったものの中からできた制度であるということ
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であるならば、利用する人がそのように、要するに途中でやめたりという形の中に入っ

たりということで、１ヵ月分の積算だというのがあれば、それは日割りが行われても何

ら不思議ではないではないかなと。なぜそれがだめなのかという決定的な理由があれば、

これはまた別ですけれども、利用する人のために、利用者がこういう時期、今、共稼ぎ

とか、いろんな中で、皆さん頑張ってやっていただいておるという中でできているもの

であるならば、それに見合った、よそがやっていないからという理由では、これはうち

としてできないのなら、国の法律であるとか、上位法があるというのであれば、これは

また話は少し違うと思うんですが、それは輪之内町として対応ができるものであれば、

それは少し考える余地もあるのではないかなあと。ただ、よそがやっていないから、う

ちもやらないという考え方はいかがなもんかと、それを私は思っておりますので、そこ

ら辺の御答弁も、こうだからこうだよと、だからできないんですと、きちっとした言葉

を使っていただきたいと思います。ただ、決めてあるからであるならば、それはみんな

が利用しやすいように変えることも可能であるという意味にとらえたいと思います。 

 それからもう一つ、下水道の関係もですが、この夏期どき、町長さん、ちょっと触れ

ていただきましたけれども、これは私がいつも言っておるようなことでございますので、

それは夏期どきについては、多分メーターにそういうのは反映しないんだという意味合

いのことだと理解しておるんですが、メーターに反映するのと現実に水を庭とか車洗い

とか、要するに生活に供するものという範囲の中で使っておるときに、そんなに反映し

ない、いや、全く反映しないわけじゃないと思うんですよね、使うということは。でも、

その中にそういう言葉で必要がないとかという意味合いでは、その上水イコール下水と

いうイメージの中でとらえたときには、それは納得できる言葉じゃないと思うんですよ

ね。イメージとしても相当、それは執行部の方の考え方、思いであって、受益しておる

側としては、それもやっぱりお金になっておるんやろうなあと。たとえ10円でも100円

でも1,000円でも、金額は違うかもしれませんけれども、それはどこかでは反映されて

おると思うんですよ。 

 だから、そういうイメージ的にも、接続という大きな目標に向かってでも、それはイ

メージアップにつながることもやっていかないと、それはだめやないのかなと。ただ、

そんなに反映されへん、わずかですよ、１割程度ですよ、だから別にというのは、やっ

ぱりいつまでたっても何で何でという言葉が消えない。それで、接続についても、今の

うち、やれるうちはこうやってやっておった方がええとかといって前向きになっていか

ないという気持ちの中には、そういったものも絶対あると思うんですよ。それを避けて

通ろうとするのは、それだけの大きな意味があるのかなあと。僕もこれだけのことを言

うのに、なら、田中、おまえそれだけ言うておるのに意味があるのかと、そんなに反映

しておらへんよというのと裏返しかもしれませんけれども、受益する側というのは一円

でも安くというのが多分皆さんの思いだと、私もそうですけれども、そういったイメー
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ジをアップする意味においても、そういう取り組みが、ある意味目に見えないところで

後押しをする意味でも大きいのではないかなあと、私はいつも思っておりますので。 

 今回の質問については、たまたま選挙のときにおいでになった方が、この子育てにつ

いては35から40ぐらいの世代の方でしたし、車と散水の件もそうでした。議員報酬とか、

ここの提出には書きませんでしたけれども、そういう関係のことは60代後半の方、70前

後の方だったと思いますけれども、その方のグループからの意見でございました。つけ

加えて御答弁を、その辺のところ、わかりやすく、決め事だということで一言で抑えな

いように、そこら辺に含みがあるのかないのか。金額なら、変えられるものは変えて使

いよいものにしていくという意味を込めてお答えをいただけたらありがたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 非常に懇切丁寧に質問の意図を解説していただいて、ありがとうございます。 

 まず、端的にお話しさせていただきますと、留守家庭児童の料金設定について、料金

のレベルについては御理解いただけたかと思いますけれども、まず留守家庭児童の状況

というものが、スポット的に留守家庭児童教室に入って、都合の悪いときだけ来るとか、

そういうもんじゃないということだけは御理解いただきたいなと、そんなふうに思って

おります。 

 そういう前提からすると、日割りで細かくする必要があるんかという議論につながっ

てくるかと思いますけれども、それは先ほどおっしゃったとおりの部分もございます。

別に私ども、よそがやっていないからやらないよというつもりは全くございませんので、

その辺については、当然そのあり方、それと趣旨についての御理解をいただくと同時に、

その料金の設定、徴収のあり方についても議論をしてまいりたいと、そんなふうに考え

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、下水道の利用料金でありますけれども、ちょっと私のニュアンスと違う受け

取り方をされたかと思いますけれども、私はこの夏期料金の例に対して申し上げました

けれども、むしろそういうものもきめ細かく料金設定に反映させる方法は、それは絶対

排除していないというつもりで申し上げておりますので、その辺はちょっと御理解が反

対方向の理解になってしまったかなと、そんなふうに思っております。 

 今までその料金の設定については、水道料金と下水道料金は、その割合についてある

一定割合を決めた、イコールだよということの中で公職的な運営をしてきておりますけ

れども、それにこだわらずに、きめの細かい部分も下水道審議会等を通じて議論を深め

た中でやっていきたいということを申し上げたつもりでございます。 

 それと、もう一つお願いでございますけれども、下水道の料金は、すべて特別会計の

中で賄われる話でございますので、当然のことながら、収支見合いのために料金をいた
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だく必要があるわけでございます。そのためには、残念ながら、今、接続率があまり高

くない状況でございますので、その接続率向上とあわせていろんな事務の処理をしてま

いりたいと思っておりますので、どうかその辺につきましても、今後の事業運営にでき

るだけ御協力をいただけたらと、そんなふうに思っております。どうかよろしくお願い

いたします。 

（６番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 私の少し考え違いだったというふうで、その分については申しわけなかったと思って

おりますけれども、今の料金についても、考え方についても、下水の接続についても、

輪之内12チャンネルが今動いておりますので、その中でいろんな形で公開をしながら、

その子育てについても、料金についても、よそはこんなふうですよという町民に対して

のアピールもしながら、そういった事業がますます皆さんに利用がしやすくしていただ

けるようにアピールしていく方法も踏まえてお願いをし、質問を終わりたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 次に、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、町長２期目の基本姿勢と特別職並びに議員報酬の見直しについてお伺いしたい

と思います。 

 ４年前の町長選挙で私たちの考えをお示しし、基本的に同意を得たこともありました。

今回はそのような動きは一切ありませんでした。私の考えとしましては、４年前と基本

的には変わりありませんが、町長の考えはいかがでしょうか。 

 町長は、今回の選挙で無投票当選されたこともあってか、町長がどういう公約を掲げ

ておられたのか、私は知ることができませんでしたが、今議会初日の所信表明で町長は、

２期目の町政運営に当たり、八つの基本政策を述べられました。 

 この中で、６番目の柱でさらなる行政改革推進を言っておられますが、この項目には

町長の給与や議員報酬に関する事項も含まれると思いますのでお伺いいたします。 

 議員報酬につきましては、この６月から議員年金制度が廃止され、これまで差し引か

れていた月３万円余の掛金がなくなり、その分、議員の受け取る報酬はふえることにな

ります。私は、議員諸氏の賛同を得て議員報酬を引き下げてはどうかと思っているとこ

ろであります。同時に、町長など特別職給与についても、さらに引き下げてはどうかと

思っております。町長はどのようにお考えでしょうか、見解をお伺いいたします。 

 特に町長の４年任期ごとに支払われている退職金には、町民からも批判の声が上がっ
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ております。木野町長も、間もなく任期満了となります。木野町長に支払われる退職金

は幾らになるのか、明らかにしてください。町長は、これを辞退する意思はないのかど

うか、お尋ねいたします。 

 次に、液状化を想定した防災対策の検討についてお伺いいたします。 

 東日本大震災ではマグニチュード９という、まさに想定外の巨大地震と大津波によっ

て甚大な被害を受けました。東海地震や南海・東南海地震が近い将来必ず来ると言われ

ている現在、当町では液状化による被害を想定した防災対策が求められていると思いま

す。町内で幾つかの公共用地等で地質調査を実施し、輪之内町の液状化ハザードマップ

をつくり、液状化対策を検討すべきではないでしょうか。 

 なお、液状化による下水道機能の喪失なども考えられ、現在各家庭で使用されている

合併浄化槽は、できる限り保存しておいた方がいいのではないかと思っているところで

あります。町長の見解をお聞かせください。 

 続いて、ＴＰＰに対する町長の姿勢についてお伺いします。 

 当町は町内全域を農業振興地域に指定し、莫大な経費を投入してほ場整備を進めてお

ります。しかし、町長の八つの基本政策には農業に関する事項が入っておりません。３

月議会で私のＴＰＰの影響についての質問に、町長は、「高いレベルの経済連携の推進

と農業・農村の振興との両立を図るための議論が進められている」と、第三者的に述べ

られました。町長は、高いレベルの経済連携の推進と農業・農村の振興との両立は可能

だと思っておられるのでしょうか。 

 日本がＴＰＰに参加した場合、輪之内町の農業はどういう形態になれば生き残れると

思っておられるのか、お聞かせください。 

 また、町長は、輸出関連産業においては、関税の撤廃、貿易制度の透明化等によりプ

ラスの影響が生ずるとも言われました。町長はこのことが輪之内町にどういうプラスに

なると思っておられるのか、具体的に述べてください。 

 さらに町長は、「一方に偏することなく、考え方の多様性を排除せず、十分な時間を

かけて冷静に議論していくことが求められている」と述べられました。町長は農家の立

場に偏することなく、財界の立場も考慮しながら冷静に議論していくべきだと言われる

のでしょうか。 

 今、私のところへ、ＴＰＰに参加したらとんでもないことになってしまうと、危機感

を持って何回も何回も訴えてきておられる方がおられます。町長は町民本位の町政を進

めると言われましたが、こういう町民の声をどのように受けとめられるのか、お伺いい

たします。よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 
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 それでは、森島正司議員の御質問にお答えをいたします。 

 １点目の、町長２期目の基本姿勢と特別職給、議員報酬の見直しについてでございま

すが、私の町政に対する考え方は、基本的には１期目と何も変わっていない。ただ、

日々的確にこの政治・経済、状況を把握しながら、日々の課題をきちっと整理して、ま

すます積極的、果敢に推進していくということをまずもって申し上げておきたいと思い

ます。 

 次に、特別職の給与、それから議員報酬の見直しについてでございますが、これにつ

いては、先ほど田中議員の質問に対し、考え方をお話をさせていただいたところであり

ます。 

 また、町長の退職金については、担当課長より後ほど答弁をさせます。 

 それから退職金の扱いについてでありますが、これは県下の大部分の町村で構成され

ております岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定に基づき支払われるもの

でございます。辞退することは考えておりません。 

 ２点目の液状化を想定した防災対策の検討についてでありますが、御承知のとおり、

さきの東日本大震災では、震源地から離れた千葉県浦安市等でも液状化の被害が発生し、

復旧・復興の大きな妨げになっていることは御承知のとおりであります。 

 液状化につきましては、輪之内町においても沖積層の堆積が厚い地盤のため、軟弱な

地盤の地域とされております。予想される唯一の地震とも言われております東海・東南

海地震及びその複合型の地震による大規模な液状化の被害が危惧されるところでござい

ます。 

 なお、実際の液状化の危険度につきましては、岐阜大学の地震工学研究室の調査によ

りまして、東海地震、東南海地震及び複合型東海地震の、それぞれの部分について岐阜

県内の液状化マップが作成されておりまして、ホームページで閲覧できるようになって

おります。このマップによりますと、輪之内町のＰＬ値（液状化可能性指数）は、大部

分の区域が10から15に区分されており、液状化の危険度がやや高い地域ということにな

っておるようであります。一部区域はＰＬ値が15以上に区分されて、液状化の危険度が

高いのではないかという状況であります。 

 これに対する対応につきましては、現在、住民の皆さんに配付いたしました「地震に

おける地域の危険度マップ」というのがございますが、これの改定時に液状化マップに

ついても記載して衆知を図ってまいりたいと思います。 

 また、国において液状化対策技術検討会議というものを発足させましたので、今後、

何らかの基本的な対策が方向性も含めて示されるものと、そんなふうに思っております。 

 したがって、今後は住宅の耐震化等とあわせて地盤改良についても具体的な対応が要

請される場合もあると考えられますが、まずは住民の液状化の危険性に対する意識を高

めていくことが重要でありますので、適切な方法で住民の皆様に周知を図ってまいりた
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いと思います。 

 なお、つけ加えられております合併浄化槽の活用でございますけれども、これは大震

災になりますと、下水道施設のみならず、合併浄化槽等においても同様に液状化の被害

を受けることも予想されますので、それらも含めて、その本来のあるべき対応策につい

て、さらなる検討を重ねて結論を得たいと、そんなふうに思っております。 

 いずれにしても、危険なものは危険ときちっと理解することが大事、そこが第一歩だ

ろうと、そんなふうに考えます。 

 それから３点目の、ＴＰＰに関する町長の姿勢についてというお尋ねがございました。 

 これはＴＰＰ交渉に参加するか否かを今年６月には結論を出すと政府の方で言ってお

ったわけですが、どうも３月11日の東日本大震災の発生以来、日本じゅうがそちらの方

に目が向いている、当然のことでありますけれども、目が向いてしまって、この重要課

題、最近のニュースとしてはあまり取り上げられなくなっているんじゃないかと、そん

な危惧を持っております。ただ、この重要性というのは、震災とは別にこれも取り組む

べき課題であることは当然のことでありますので、避けて通ることはできないんだろう

と、そんなふうに思っております。 

 それで、ＴＰＰに参加した場合、輪之内町の農業はどういう形態になれば生き残れる

んだと、そんなお尋ねがございました。これにつきましては、３月議会でも申し上げま

したように、町の主要農産物である米については、付加価値や品質などの面で差別化す

るのは、努力はしなきゃいけないんですけれども、なかなか差別化は難しいものであり

ます。したがって、安価な外国産との競合による影響というのが当然想定されます。米

の価格が大幅に低下することになれば、なればというよりも、かなりもう既に下がって

しまっているという方が多いわけでありますけれども、そういうことがさらに一層進む

ということになれば、それに伴う離農によって水田の耕作放棄地が増加して、農村の社

会自体を維持できなくなるというような、そういう農村の荒廃につながる懸念というの

も当然あるわけであります。そういうことから考えると、困難な道ではありますけれど

も、やはり営農組織のより一層の強化、米の産地ブランド確立等を今以上に努力して取

り組まなければ、未来がなかなか描けないというふうに思われます。これは関係する皆

さん方の英知を結集しながら、今後も変わらぬ努力をしていく必要があると、そんなふ

うに思っております。 

 ちなみに、当町の平成22年度産の水稲の収穫量は2,740トン、粗生産額は５億4,800万

円ほどになろうかと思いますが、これに対して補助金は、戸別所得補償モデル事業で１

億3,600万円という多額の金が交付されております。粗生産額に対する補助金の割合は、

もう既に約25％にもなっております。既に農業は、国や地方自治体の厚い保護のもとに

置かれているのが現状ということであろうと思います。そういう意味からすると、農業

はＴＰＰを導入するか否かを論ずる以前に、既に国際競争力の観点からすると重大な構
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造上の課題を抱えてしまっているという認識が大事だろうと思っています。 

 繰り返しになりますが、国・地方公共団体が補助、育成していかなければ自立が難し

い状態になっているということであります。したがって、ＴＰＰを論ずる際には、一方

では政策的な財政援助にも限界が出てくるだろうということが想定されますので、そう

いう限度論が声高に叫ばれる前に、国際競争力というのをどう確保すべきなのか、農業

の持続的な発展にそれは欠かせない論点だろうと、そんなふうに考えております。 

 他方、国内的に申しますと、これは農業は農業として、いわゆるその生産としての農

業だけじゃなくして、環境としての農業・農村のあり方にもかかわってくる話でありま

すから、当然これは他産業との所得再配分機能を議論する中で、それを構築して農業振

興にとって役立てていくという視点も大切だろうと、そんなふうに思っております。 

 ＴＰＰについていろんな御意見があるところでありますが、単に拒絶するだけでは未

来の展望は開けないと思っております。それを第三者的と言われますと、私は第三者的

に語っているつもりはない。農業・農村を真剣に考えれば考えるほど、グローバル化す

る世界経済の中での日本というものの生き方を考えない限りは、それは到底鎖国主義で

もとらない限りはあり得ない話だと思っていますので、その部分についての理解を深め

ながら議論をしてまいりたいと思っております。 

 簡単に申し上げれば、世界経済の中で活路を見出すのは、日本経済の宿命であり、そ

の意味において農業も例外ではないと、そんなふうに思っております。 

 それから、輸出関連産業において関税の撤廃、貿易制度の透明化によって自動車・工

作機械などの輸出が伸び、当町にとっても法人町民税などにはプラス効果は出てくるも

のと、そんな可能性を考えておりますけれども、ただ、これは現実に具体化しておるわ

けではありませんので、その部分が今財政効果というものを、どの程度の効果があるの

か、数値をもって語れる段階にはまだなっていないんじゃないかと、そんな認識を持っ

ております。 

 今後も、今、何か御質問の中では農業と財界のとる方向等を対立概念の中で唱えて

云々というお話がございました。もちろん、今の無防備のままでＴＰＰに参加するとい

うことには、かなりというか、相当程度の問題があるんだろうと思います。それは事実

でありますし、その部分について見解を異にするものではありませんけれども、その先

にあるもの、現象面としてのＴＰＰの課題を大変だ大変だというとらえ方ではなくて、

もっとその先における経済の構造変化、そういったものの中で、先ほど来申し上げてお

ります生き残る道を探るという前提がない限り、ＴＰＰを論ずることは表面的な問題に

なってしまいますので、その辺はちゃんとした議論、これは現場を抱える農村からしか

発信できない、農業の抱える問題点を当然アピールするという行動は必要です。それを

踏まえた上の議論ということであれば十分価値があるものになると、私も思っておりま

す。そういう意味で前回も申し上げましたし、今後も一方に偏することなく、考え方の
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多様性を排除せずに、十分な時間をかけて冷静に議論していくということが必要だとい

うことを申し上げております。 

 １万人の町の中で、この町政をどういうふうに運営していくか、冒頭の町長の基本姿

勢についてのお尋ねの中でも少し触れましたけれども、いずれにしても、今の課題を逃

げずにとらえて、必死になって持続ある成長というものをもっともっと真剣に考えない

と、これは輪之内だけではありませんけれども、農業・農村の荒廃につながることは論

をまたないと思います。そうしないための仕掛けづくりをどうしていくかの中で、ＴＰ

Ｐに反対だけを唱えるんじゃなくて、ＴＰＰという経済連携協定の先に見えてくる経済

の実態というものについて、議論を先にしておかないと間に合わなくなるよということ

を申し上げておるわけでありますので、単純にステレオ概念でこっちとこっちと対立さ

せれば、それで済むんだという意味で申し上げておるわけではございませんので、その

辺だけは、もう少し私の思いを御理解いただけたら大変幸せに思うわけであります。よ

ろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 参事 中島修君。 

○参事兼会計管理者（中島 修君） 

 それでは、森島議員の任期満了に伴う退職金は幾らかということでございますが、任

期満了に伴います退職手当は1,300万円でございます。 

（９番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、退職金の問題ですけれども、町長はこの退職金を辞退しないというふうに言わ

れました。条例で決められておるものだということでした。 

 ４月28日の朝日新聞の記事によりますと、県下の首長さんに対するアンケートが行わ

れて、「退職金の金額が適当か」の質問に対して、20人の首長さんが「適当」と答えて

いると、そして「その他」と答えたのは18人だったというようなことがあります。町長

は、これに対してどのように答えられたのでしょうか。この辺もちょっと明らかにして

おいていただきたいと思います。 

 それで、町長は退職金を今回辞退しないと言われたので、恐らく適当だというふうに

思われていると思いますけれども、この４年に１度の1,300万円の退職金という金額、

町民感覚としてどのように受けとめておられるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 それと議員報酬、あるいは特別職の給与については、先ほどの田中議員の質問にもお

答えになっておられましたので、そのときには報酬審議会を開催して検討していくとい

うようなことでしたけれども、これも今はその時期ではないというふうな答弁でしたけ
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れども、町長はいつも財政が厳しい折、その財政運営に神経を使っているというような

趣旨の話もありますので、これも私にとっては今はその時期になったというふうに思っ

ておりますけれども、改めて今はやる必要ないというふうに言われる、その根拠という

ものを明らかにしていただきたいと思います。 

 それから、液状化については非常に難しい問題だと私も思っております。それで、今、

いろんな専門家の方でも検討され、そして国においても審議されるというようなことで

ありますけれども、この地震というのはいつ起こるかわからない、あす起こるかもしれ

ない、こういうようなときに、この必要性といいますか、それは緊急性があるというふ

うに思っております。 

 その中で、今、合併槽についてですけれども、やはり地震に一番弱いのは、液状化に

よって被害を受けると想定されるのは、管路が非常に被害を受けるのではないかと。そ

ういうことを思うと、各家庭でもう既に設置されております合併槽というものは、いざ

というときの対応で非常に重要な対策になるんではないかというようなことも考えてお

るわけですけれども、そういった意味で液状化対策を想定した、今なすことができる対

策として、そういう合併浄化槽の問題なども検討すべきではないか。専門家、あるいは

国の指針を待つのでなくて、現在の状況において当町でとり得る液状化対策といったこ

とを考えると、合併浄化槽の問題も一つの検討課題になるのではないかというようなこ

とを思って提案させていただきましたけれども、そういった観点での早急な検討もお願

いしたいと思っております。 

 それから、ＴＰＰに関しましていろいろと御答弁がありましたけれども、３月議会と

基本的には同じことなんですけれども、ＴＰＰを導入すれば、してもいいようなことを

言われていますけれども、導入してしまったら、輪之内町がどういう形態になっておっ

たらそれに対応できるのか。今、営農組織のさらなる推進ということを言われましたけ

れども、営農組織ができれば、ＴＰＰが導入されても生き残れるというふうに思われる

のかどうか。 

 今、町長の話を聞いておりましても、そういったことに対する展望というのは一切見

えてこなかったというふうに思っております。輪之内町がどういう形態の農業になった

らＴＰＰに対応できるか。ＴＰＰに対しては、要は外国の安い農産物に対して対抗でき

るということが大前提でありますので、そういうことはできないんではないかというふ

うに思っておりますが、そのようなときに、今、町としても農業に対して莫大な経費を

投資しているわけですけれども、これが無駄になってしまうというふうに思うわけです

けれども、今やるべきことは、どういしたらいいかということでなくて、ＴＰＰに対す

る、輪之内町の現状から考えた場合、ＴＰＰに明確に反対していくということが今求め

られていると。 

 ＴＰＰが導入されたら、今の町長の話を聞いておりましても、展望が全くない。だか
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ら、ＴＰＰに反対することこそが、参加しないことこそが輪之内の農業を守っていく唯

一の道だというふうに思いますので、その辺のところ、何回言っても同じことになるの

かもしれませんけれども、もし何か補足することがあったら言っていただきたいと思い

ます。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つかの再質問がございました。細かくというよりも、基本的な議論としてどうある

べきかということだろうと思います。 

 まず特別職の、具体的には私の給料に対してのお尋ねでございますのでお答えをする

立場にあろうかと思います。結論から言えば、幾つかのアンケート等についての具体の

御質問がありましたけれども、私の立場としては、現在の給与が報酬審議会の議を経て

決められたものである以上、現段階でそれが適切であるということしか申し上げかねる

状況であるということです。 

 ただ、先ほどから申し上げておるように、時期を失せずに適切な報酬のあり方につい

ては議論をしなければならないということは当然のことでございます。 

 それと、退職金につきましては、最近、選挙のたびに退職金の辞退を云々とか、報酬

のカット何％というのを公約に掲げておられる方もおありになるようであります。それ

は雰囲気を敏感にとらえたといえばそのとおりでございますが、少しそういったものと

離れて、きちっとしたあり方の議論というものも進めるべきではないのかなというふう

に考えているということを申し上げます。 

 それから、液状化の関係でございます。確かに地震は、今これからすぐ起きるかもし

れないわけでありますので、何日もというか、何年もかけてやっていいなんて全然思っ

ておりませんし、できることからすぐに手をつけるべきだろうと思っております。 

 先ほど千葉県浦安の例もありましたが、同じ土質のところでも、地盤対策をきちっと

やったところはほとんど被害を受けていないというような、そういうところもあります。

先にそこでどんな対策がとられたかということも含めて研究をしてまいりたいと、そん

なふうに思っております。 

 それから、先ほど合併浄化槽の話がございました。幾つかのやり方というのは当然あ

るでしょうし、つながっていない合併浄化槽だから、何か全体的に起きてもその部分だ

けは生き残りの可能性があるんじゃないかと、そんな議論だったろうと思いますが、さ

りながら、今、私どもが進めている下水道整備という考え方と、そこは相反しないよう

に問題を整理しながら先へ進めないといけないのかなと、そんなふうに思っておりまし

た。御提案として承っておきたいと思います。 

 なお、管渠につきましては、災害対応という意味で、例えばジョイント部分の補強で



－５３－ 

ありますとか、いろんなやり方があると思いますけれども、そういったものも取り上げ

てやっていけたらなと、そんなふうに思っております。 

 それからＴＰＰの関連でございますけれども、まさしく先ほど再質問のときにおっし

ゃられたように、展望が開けないから、逆に国でも方向が定め切れていないという部分

はございます。答弁の行間を読んでいただくことが必要かなあとは思いますけれども、

やはりその中でいろんな意見を開示するタイミングとか、そのときにやるべきこととい

うのを複合的に組み合わせてやっていかないと、大変お言葉を返すようで申しわけない

んですが、反対反対と言っているだけでは先の展望が深まらんのかなあと、そんな思い

で言っておるわけでございまして、農業・農村を疲弊させていいなんて一言も私は言っ

ておりませんので、その辺だけは御理解をいただいて、今後の議論に参加していただけ

れば幸いでございます。以上です。 

（９番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ＴＰＰにつきましては、やはりこれは日本の財界が望んでいることなんです、農家が

望んでいることではない。国の方針を決めているのは今の政府なんですけれども、政府

のバックにいるのは、主に財界が中心になっているというのは政治献金の実態などから

見ても明確であると私は思っております。そういうところから出てきた方針なんです。

したがって、農家の要望でＴＰＰに参加するかしないかということを議論しているわけ

ではない。国の方針と言いながら、実はこの日本を支配している今の政権、それのバッ

クにいる財界の要望になっている。 

 そういうことで、この９月にもＴＰＰ参加の方針を打ち出そうとしているということ

も言われている。そういうような状況の中で時間をかけてじっくりと議論していくとい

うような、農業の町であるなら、そのような立場に立っておったんでは農業の町の政策

としては不適切だというふうに私は思います。 

 そういうことを申し上げまして、もし何かありましたらお聞かせ願えればいいですけ

れども、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 どう申し上げていいのかということでありますけれども、私の今までの答弁の全体像

を見ていただければ、その行間をきちっと読んでいただければ、今考えていることとい

うのは御理解いただけると私は信じています。 

 それと、今の政権云々という話がございましたが、私はとてもその国政を語る立場に
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はございませんけれども、今の政権も前の政権も国民の選択の結果であります。その事

実は重いということだけは申し上げておかねばいけないと思っています。 

○議長（北島 登君） 

 次に、２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 お許しをいただきましたので、発言させていただきます。 

 緊急時の防災対策についてお尋ねします。 

 さきの東北大震災は、テレビ・新聞等で報道されています。今や国難と言っても過言

ではありません。その中で、東海・東南海地震が80％から90％の確率で起こると言われ

ています。揖斐・長良と大きな川に挟まれた当町は、橋の崩落や道路の寸断等で避難経

路の確保など、さまざまな問題が想定されます。今回の大震災で不安を強く感じます。 

 以前にも質問しましたが、２点ほどお聞きしたいと思います。 

 大震災のとき、飲料水の確保が一番望んでみえたのをテレビ等の報道で見ました。そ

こで、水の貯水タンクの件ですが、前の答えでは役場付近にあるとのことですが、役場

まで来れない想定の中で、安八町のように各地区に貯水タンクの設置はどのようにお考

えですか。 

 二つ目に、橋の崩落を想定した場合、医療機関、入院施設の不足、重傷を負われた方

の搬送先など、どのように考えてみえるかをお尋ねします。よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、浅野常夫議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、緊急時の防災対策ということでございます。 

 さきの東日本大震災からもわかるとおり、災害時における飲料水の確保、これは最も

優先すべき重要な課題だろうと思います。災害時に必要となる水の量でありますが、飲

料水だけで１人１日３リッターは要るというふうに言われております。輪之内町の地域

防災計画の給水計画では、被災当初に確保すべき量として、それを一つの目安としてお

るところでございます。 

 当然のことながら、地震や災害直後は交通手段の途絶や渋滞によって、行政による応

急給水活動の開始までにはやはり時間がかかってしまうと予想されます。おのおのの御

家庭において最低限の飲料水の確保をしていただくことも、また大切なことではないか

と考えております。 

 飲料水の確保については、繰り返しになりますけれども、１人１日最低３リットルの

水が必要だと言われていることから、町民の皆さんには、できれば必要水量の人数の３

日分というぐらいを目安に、水道水、飲料水を確保して供えていただけたらと願うとこ
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ろでございます。 

 さて、議員御質問の第１点目についてでありますが、平成21年第４回の定例議会にお

いて浅野議員から同様の御質問がございました。そのときにお答えしたのは、役場、コ

ミュニティ防災センターと第２水源地に1.5リッター入りのペットボトルの飲料水、計

5,979リッターを備蓄している。それから、第２水源地本体の飲料水1,500トンを非常時

に供給することは可能ということをお答えいたしました。さらに、この役場庁舎を初め、

文化会館、３小学校、３保育園、そして中学校の計９ヵ所に貯水設備の受水槽が設置さ

れております。それら９基の合計で、およそ100トンが常時保存されている状態でござ

います。単純計算でいきますと、約１万人の町民の皆様が必要とする飲用水の確保につ

いては十分な量であるということであります。 

 しかしながら、災害の規模・態様によりましては、議員御指摘のとおり、これらの施

設に貯水されている水をすべて供給可能か否か、それは絶対に確実だとは言える状況で

はない。したがって、町といたしましても、各拠点における飲用水の確保について、喫

緊の課題として対応していく必要があろうかと思います。 

 いずれにしても、命にかかわることでありますので、早急にさらなる検討をして、具

体の結論を出したいと、そんなふうに思っております。 

 次に２点目の、橋の崩落を想定した場合の重症者の搬送先等についてのお尋ねでござ

います。私どもの町は揖斐・長良両河川に挟まれておりますので、長大橋が落ちたりい

たしますと、特に拠点病院の搬送等々が問題になってクローズアップしてくるというこ

とでございます。 

 災害時における重症者の搬送先等につきましては、輪之内町においては平成18年７月

に「災害時の救急病院指定に関する協定」というのを大垣市民病院と締結をしておりま

す。重症患者への処置や、そこからの広域救護病院等への患者の移送手配については、

この協定に基づいて行われることになります。 

 また、そこまでの搬送方法につきましては、当然幾つかの搬送手段を考える必要があ

りますが、橋が落ちている場合の搬送方法等については、「岐阜県防災ヘリコプター応

援協定」によって防災ヘリコプターの派遣を依頼し、重症者の搬送について対応するこ

とにしております。 

 なお、災害が大規模であった場合、これは当然に自衛隊への出動要請、あるいは県、

日本赤十字社に対し、医療班の出動を要請することになるわけであります。それら、い

ろんなあらゆる手段を通じて医療救護には適切に対応をし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。以上であります。 

（２番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ２番 浅野常夫君。 
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○２番（浅野常夫君） 

 飲料水の確保は、町９ヵ所の貯水槽が設置されていると、わかりました。でも、町民

の多くの方は、それを多分御存じなかろうかと思います。町民に対してもっと細かく教

えていただくということが大切かなと思いますが、いかがでしょうか。 

 それから２点目の、今、防災ヘリコプターとか、日本赤十字社の医療班の出動要請を

するという答弁でしたが、輪之内町だけじゃないと思うんです。だから、そのときにす

ぐ来てくれるとは考えられませんので、町単独の体制をつくっておくのも必要かと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再度の質問でございます。今、どこまで答弁できるかは別として、お答えできる範囲

でお答えさせていただきます。 

 まず、飲料水等の確保についての住民への衆知ということでございますが、これは大

変大切な御指摘でございます。知っていなければ、あってもなくても同じことというこ

とになってしまいますので、当然その周知につきましては、最近の輪之内12チャンネル

等も通じまして、幾つかの周知を図る手段も持ち合わせておりますので、そういったこ

とを通じてやってまいりたいと思っております。 

 それから、次の災害はうちだけじゃないんじゃないのと、輪之内だけの局地災じゃな

くて広域災にどう対応するのかと、非常に防災上、重要な御指摘でございます。よく言

われることですが、大きな災害になればなるほど行政の手が届くのが遅くなると。で、

状況が判明したときには、かなり重大な状況になっている例が多い。これは阪神・淡路

大震災のとき、それから今回の東日本大震災でも当然で、同じようなことが結果として

起きております。そういう意味で、今はその広域防災体制のあり方というのは、特に周

辺自治体との協定でありますとか、せいぜいと言ってはなんですけれども、圏域、岐阜

県域ぐらいの範囲の中での応援ということが地域防災計画の基本的な骨子になっておる

ことは現実でございますので、特に県境をまたぐような、東日本大震災の類似の事例、

多分東海・東南海・南海の３連発の複合型地震ということになりますと、相当の広域で

対応しないと、当然対応できなくなってしまいます。まずは、そういう意味では、一義

的には近隣の助け合いというものが多分大事になりますが、その後につきましては、機

動力を発揮した国土交通省の地域防災に対するテック・フォースという専門組織がござ

いますが、そういったものでありますとか、災害救助に非常に評価を高めております自

衛隊さん等々への連携を深めていく必要があると。定期的に防災会議等においてはそう

いった方の御参加もいただいておるわけでありますが、そういった各関係機関との連携、

特に最終的な命にかかわるような問題について、もう少し詰める必要があると、そんな
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ふうに思っております。 

 今後、地域防災計画等を固める中で、それらについてもより緊張感を持って対応して

まいりたいと、そんなふうに思っております。どうか御理解をお願いします。 

（２番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 １点目の飲料水のことは、町が細かく発信していただけるということで安心しました。 

 ２点目も、安心なまちづくりということの中で一番大事なことかと思います。一生懸

命取り組んでいただくことを希望しながら、終わります。 

○議長（北島 登君） 

 これで一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時25分 休憩）  

（午前10時35分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第３、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第４、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から提案説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、本日提出いたしております議案の御説明を申し上げます。 

 議第33号 輪之内町監査委員の選任につきましては、監査委員２名のうち、識見を有

する者から選任する監査委員に、輪之内町中郷新田に在住の兒玉俊雄氏を引き続き選任

いたしたく、地方自治法第196条の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 以上で提出議案の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御議決を賜り

ますようお願いを申し上げまして、提案説明といたします。 

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

○議長（北島 登君） 
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 日程第５、議第28号から議第32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、各常任委員会に審査が付託してありますので、ただいまから各常任委員会委員

長に審査の経過並びに結果の報告をしていただきます。 

 総務産業建設常任委員長 髙橋愛子君。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 それでは、これより総務産業建設常任委員会委員長報告を行います。 

 平成23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９時30分より、協議会室において全委員出席のもと、執行部側より町

長、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28号 平成23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、総務課所管分について参事から説明を受けました。 

 説明の後、質疑に入り、主なものは、海外研修の具体的な内容は決定しているのかに

対し、中学生のカナダ派遣に同行し、ヒントン町と行政交流するため、町長、議長、職

員１名分の費用及び国等外郭団体の主催する海外研修に３名分を見込んであるが、行き

先等は未定であるとのことでした。 

 消防ポンプは、購入するに当たり古いポンプの下取りがあるのか、なければ有効利用

すべきではないかとの意見に対し、使用可能であれば有効利用するよう検討していくと

のことでした。 

 防災行政無線機の単価は幾らかに対し、１台約21万9,000円とのことでした。 

 防災備蓄倉庫の設置場所は決まっているのかに対し、役場車庫の西にアルミ製で約

14.5平方メートルのものを設置する予定であるとのことでした。 

 松原道路に信号機は設置しないのかに対し、大垣警察署との協議の結果、交通量が少

ないため、信号機は設置しないことになり、安全対策としてキャッチングフラッシャー

を設置するとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、総務課所管分については質疑を終結しました。 

 続いて、経営戦略課所管分について経営戦略課長に説明を求めました。 

 説明の後、質疑に入り、主な質疑は、今回、繰り上げ償還をする地方債の利率につい

ては2.785％との説明であったが、これが一番高利率なのかに対しては、そのとおりで、

ほかの縁故債における最近の借入利率については、おおむね1.0％前後であるとのこと

でした。 

 債務負担行為に係るものも繰り上げ償還できるのかに対し、債務負担行為については、

農地や土地改良施設の整備に当たり、地元負担分として西美濃農業協同組合を通じて農

林中央金庫から借り入れたものを町が元利補給しているものである。これらの繰り上げ
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償還については、基本的に縁故資金であることから、補償金の必要もなく繰上償還がで

きると考えられるので、今後は債務負担行為についても高利率のものについて考えてい

くとのことでした。 

 総務費の動画コンテンツの作成については、町コミュニティチャンネルでも放映する

のかに対し、テレビではなくインターネットによる動画配信を行うもので、町ホームペ

ージの内容充実を図るものということでした。 

 委託内容は、ホームビデオカメラ等の機材で学校や保育園、そのほか各種行事の撮影、

編集等を一般町民や団体等に委託し、納品を受けたものを町ホームページに掲載してい

く。これにより、住民参加型のコミュニティーの構築を目指し、同時に、今後もよりよ

い情報発信に努めていくとのことでした。 

 ほかのケーブルテレビ会社のようにビデオ映像を放映できないのかについては、設備

的にイニシャルコストで１億円弱が必要となるため、自主財源的のみでの整備は非常に

厳しい状況である。しかしながら、最終的に町コミュニティチャンネルでも動画配信ま

でを考えながら、国の交付金などの外部資金を模索しつつ準備を進めていく中で、今回

のホームページでの動画配信を初めとして、できることから、やれることから情報発信

に取り組んで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。 

 次に、産業課所管分について産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、農地・水保全管理支払い交付金の県補助金が全額カットさ

れているが、補助金の流れはどうなるのかの質問に対し、当初は県の４分の１が町に入

り、町の４分の１と合わせた２分の１を各資源保全会に直接支払う予定でしたが、４月

になり県の指示が変わり、県の４分の１と町の４分の１は県推進協議会に入り、同協議

会から各資源保全会に交付されるということでした。 

 高屋敷住宅の削り出しを展示する場所はどこで、モデルとなる住宅はあるのかの質問

に対し、ふれあいフェスタの会場でお披露目をした後は役場の玄関ロビーにて展示をす

る予定であり、まとまった具体的なモデルはないが、長屋門、母屋、離れ、水屋、土蔵、

マキの垣根、石垣を組み合わせた住宅にする予定ですとのことでした。 

 高屋敷の削り出しをつくることだけではなく、高屋敷、水屋等を文化財として保全す

ることも大事ではないかとの質問に対し、歴史的・文化的価値は検討するに値するが、

今すぐ何かの施策を言われると考えが及ばないが、この削り出しで終わりで何もしない

わけではないということでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 次に、建設課所管分について建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、住まいる住宅助成金は新築家屋でもよいのか、町内業者の

施工に限るのかに対し、改装が対象で、新築は対象外であり、施工業者は町外でもよい
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とのことでした。 

 道路の新設を行う場合の敷地は、買い上げるのか、提供するのかに対し、すべて買い

上げて進めているとのことでした。 

 地元の除草後に町の除草工事が重複する場合があり、除草の範囲も少ないことに対し、

発注時期と現地の確認方法については検討することとし、除草範囲については、道路の

視界を広くする目的での除草範囲としているとのことでした。 

 ほ場整備区域内道路の舗装について、既設舗装道を優先的に行えないのかについては、

毎年、各地区ごとに県の補助を得ながら行うようにしたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了し、討論に入り、討論はなく、採決した結果、全委員

異議なく、議第28号 平成23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30号 平成22年度輪之内町水道事業の決算の認定について及び議第31号 

平成22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、加入負担金の件数はに対し、新規で33件であるとのことでした。 

 受贈財産とはに対しては、自費工事後に町へ帰属していただいた水道管であるとのこ

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30号 平成22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31号 平成22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31号 平成22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。 

 次に、議第32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、税務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、今回の改正に伴う試算した結果はどうかに対し、それぞれ

の所得階層による税額の変更について説明がありました。 

 高額所得者層ほど優遇されているのではないか、収入が少ない世帯ほど負担がふえる

のではないかに対して、給付に見合う負担を被保険者にお願いするのが現在の保険制度

であり、今回、改正の趣旨であるとのことでした。 

 質疑を終了し、討論に入り、委員から、900万円以上については４万円のアップで済

んでいる。また、155万円では５万4,100円、所得がゼロでも5,400円のアップである。

このような負担では国民健康保険制度自体が崩壊するのではないかとの反対討論があり

ました。 

 また、委員からは、国民健康保険事業特別会計は独立採算制であり、国・県・交付金
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等を受け取った残りを国民健康保険税で賄うものであり、税率などの改正はやむを得な

い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32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、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 以上で総務産業建設常任委員会に審査付託されました案件について経過の概要と結果

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（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 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 浅野利通君。 

○文教厚生常任委員長（浅野利通君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告を行います。 

 平成23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13日午前９時30分より、協議会室において全委員出席のもと、執行部側より町

長、教育長、参事、調整監及び各関係課長、担当者出席のもと審査をいたしました。そ

の経過と結果を報告いたします。 

 初めに、議第28号 平成23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、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、保育園のエアコン設置状況はに対し、仁木保育園は、12部

屋中、設置済み７部屋、今回設置３部屋、未設置は２部屋で、大藪保育園は、10部屋中、

設置済み６部屋、今回設置２部屋、未設置は２部屋、福束保育園は、９部屋中、設置済

み８部屋、今回設置はなく、未設置は１部屋である。設置は、低年齢児室を優先し、未

設置は、年長児室のみになるとのことでした。 

 入札の結果、多額の請負差金が生じた場合の対応はに対し、過去の実績を踏まえて予

定価格を設定するが、入札結果によっては年長児室への設置を検討するとのことでした。 

 エアコンの能力は何カロリーかに対し、４馬力で、カロリー表示では約１万カロリー

であるとのことでした。 

 保育士の時間外勤務手当を増額する理由と内訳はに対し、新規採用や育児休暇からの

復帰により正規保育士がふえたため、土曜保育及び延長保育に係る時間外勤務手当を増

額する、土曜保育は16時間分の追加であるとのことでした。 
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 大藪小学校の増築が計画されているが、大藪保育園の保育室は不足しないのかに対し、

１人当たりの基準面積によって受け入れるため、平成20年度の増築により、面積的には

今後の園児数の増加にも対応できるとのことでした。 

 大藪保育園を移転する考えはあるのかに対し、小学校には補助金があるが、公立の保

育園にはなく、移転の費用が多過ぎるため、今のところ考えていないとのことでした。 

 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。 

 質疑に入り、主な質疑は、大藪小学校増築工事設計委託の内容と特色ある校舎にする

ようにコンペを考えてはに対し、校舎西南に２階建ての特別教室を考えており、コンペ

は検討するとのことでした。 

 特別教室の内訳はに対し、家庭科室、図工室、理科室とのことでした。 

 大藪小学校増築工事の実施時期はに対し、平成24年度で、年度末に完成したいとのこ

とでした。 

 プラネットプラザ整備工事費の内訳はに対し、平成24年開催の国民体育大会の際、当

町が軟式野球競技会場になることから、アポロンスタジアムの施設改修工事費として

1,888万2,000円、図書館の屋上防水シートの経年劣化による防水工事費として1,365万

円、文化会館トイレの機能強化で、ベビーシート、ベビーキープの設置工事費として56

万円とのことでした。 

 国体のカウントダウンイベントはどこが行うかに対し、ぎふ清流国体輪之内町実行委

員会が行う。軟式野球競技は、大垣市、輪之内町ほか４市町で行われ、節目節目にイベ

ントを開催し、町民に対する盛り上げを徐々に行っていきたいとのことでした。 

 給食センター施設がＣ判定の内容はに対し、厨房機器等は更新しているが、学校給食

衛生管理基準の改正に伴い、トイレ施設がＣ判定で、総合的にＣ判定となった。消毒等

を徹底し、安全・安心な給食を供給していきたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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28号 平成

23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と決定し

ました。 

 次に、議第29号 平成23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。 

 質疑に入り、平成22年度の１人当たりの保険税は幾らであったのかに対しては、決算

見込みから算出すると９万1,421円であるとのことでした。 

 税率を引き上げることによって予算額が確保できないのではないかに対しては、国民

健康保険は特別会計で運営しており、保険税で賄うべきを算出し、必要額の確保に努め

るとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 
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 討論に入り、保険税を上げるだけではなく、予算編成に一考を願いたいのでこの予算

には賛成できないとの反対討論がありました。 

 異議があるので挙手によって採決した結果、挙手多数で、議第29号 平成23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（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 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28号 平成23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。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第28号を採決します。 

 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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号 平成23年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから、議第29号 平成23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。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 
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 まず、この補正予算ですけれども、22年度の決算見込みに対して今回の補正後の予算

額ですけれども、保険給付費は2.9％の増加、そして経費全体で見ましても6.1％の増加

にすぎない。それに対して、保険税額の増収、22年度決算見込みに対して保険税の収納

計画は16％の増、経費が増大するから、その分、保険税で補わなければならないという

ような説明でしたけれども、実際は保険給付費はほとんど横ばいである。もちろん、そ

のほかの共同事業拠出金とか、そういうのがふえていますけれども、全体としても

6.1％しかふえていない。それにもかかわらず、被保険者が負担する保険税額は、今言

いましたように16％の大幅な負担増になっている、ここにこの今の予算の組み方に問題

があるんではないか。説明とは違う実態になっているというのが明らかだというふうに

私は思っています。予算の組み方によって、本当に医療費がふえた、そのために税金を

上げるというなら、それでも認めることは難しいかもしれませんけれども、にもかかわ

らず、このような状況では、とてもこの予算編成のあり方というのが私には納得できな

い、反対であります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 今回の補正は、歳出で後期高齢者の支援金がふえておりますが、歳入では前期高齢者

の交付金がふえております。そういったことで、それぞれの額が確定して保険税が減額

されるものでありますから、この補正予算には賛成いたします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第29号について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので、起立によって採決しま

す。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 

 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。 
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 これから、議第30号 平成22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。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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号について採決します。 

 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（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第30号 平成22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31号 平成22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。 

（発言する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 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号について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第31号 平成22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。 

 これから、議第32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（北島 登君） 
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 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回の条例改正によって低所得者ほど負担率が高いということであります。先ほど委

員長報告の中で表面的なことしか言われませんでしたけれども、所得ゼロの人でも

5,400円のアップ、これは率にすると15.8％、前年度に対して上がることになる。それ

に対して900万円以上、高額所得者については４万円のアップで済む、率にすれば5.5％

にすぎないということです。そして、この最も平均的なところというのは155万円の所

得の人、この人でも５万4,000円、22.4％のアップになる。このように、今でさえ苦し

い生活を強いられている比較的低所得の方々、そういう人たちに対して過酷な税金を取

り立てるということになる。その一方で、高額所得者に対しては優遇している。本当に

共同でやっていくというなら、高額所得者を優遇という制度をやっぱり根本的に改めな

いと、低所得者の負担がどんどん大きくなってしまう、このような条例改正には賛成で

きない、反対であります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 本条例改正については、委員会でも申し上げましたように、国保会計というものは独

立採算でありますから、支出の医療費が決まり、国や県の負担金やほかの交付金を受け

て、その残りを国保税で賄うものでありますから、残りを賄う金がなければ税率を変え

て集めなければならないということで、今回の条例改正もやむを得ないと思います。よ

って、条例改正に賛成をいたします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 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。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので、起立によって採決しま

す。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 
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 起立多数です。 

 したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第６、議第33号 輪之内町監査委員の選任についてを議題といたします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 中島修君。 

○参事兼会計管理者（中島 修君） 

 それでは、議案書の１ページをお願いしたいと思います。 

 議第33号 輪之内町監査委員の選任について。地方自治法第196条第１項の規定によ

り、左記の者を監査委員に選任したいので、議会の同意を求める。平成23年６月17日提

出、輪之内町長。 

 識見を有する監査委員の方で兒玉俊雄氏を選任するものでございます。住所は輪之内

町中郷新田1959番地、生年月日は昭和18年４月13日生まれ、任期は平成23年７月13日か

ら平成27年７月12日まででございます。 

 どうか御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより議第33号を採決します。 

 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第33号 輪之内町監査委員の選任については、同意することに決定し

ました。 

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

○議長（北島 登君） 

 日程第７、推第１号 輪之内町農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 議会推薦の農業委員は３人とし、髙橋愛子君、國島まき君、牧野啓一君、以上の方を
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推薦したいと思います。 

 地方自治法第117条の規定によって髙橋愛子君の退場を求めます。 

（３番 髙橋愛子君退場） 

○議長（北島 登君） 

 お諮りします。 

 ただいま申し上げました３人の方を推薦することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議会推薦の農業委員は３人とし、髙橋愛子君、國島まき君、牧野啓一君、

以上の方を推薦することに決定しました。 

 髙橋さん、入場をお願いします。 

（３番 髙橋愛子君入場） 

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

○議長（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 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所管の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（北島 登君） 

 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（北島 登君） 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 平成23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、無事閉会の運びになりまし
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たことに対して厚く御礼申し上げます。大変御苦労さまでした。 

（午前11時15分 閉会）  
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