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令和元年12月４日 午前９時 開会（開議）  

 

○議事日程（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案上程 

日程第５ 町長提案説明 

日程第６ 議 第 58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号） 

日程第７ 議 第 59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第８ 議 第 60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定について 

日程第９ 議 第 61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第10 議 第 62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

日程第11 議 第 63号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第12 議 第 64号 輪之内町常勤の特別職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13 議 第 65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14 議 第 66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正について 

日程第15 議 第 67号 災害弔慰金の支給等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 68号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協

議について 

日程第17 発議第１号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第17までの各事件 
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   ７番    髙 橋 愛 子       ８番    小 寺   強 

   ９番    田 中 政 治 

 

○欠席議員（なし） 
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○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  中 島 広 美     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時00分 開会）  

○議長（小寺 強君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから令和元年第４回定例輪之内町議会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 全員出席でありますので、令和元年第４回定例輪之内町議会第１日目は成立いたしま

した。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、輪之内町議会会議規則第125条の規定によって、議長

において、４番 浅野重行君、９番 田中政治君を指名いたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から12月12日までの９日間としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、この定例会の会期は本日から12月12日までの９日間と決定いたしました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定によって、監査委員から令和元年度８月分、９月分、

10月分に関する出納検査結果報告がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第４、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

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

 日程第５、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） 

 おはようございます。 

 本日、ここに令和元年第４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

位には御多用の中、御出席を賜り、誠に御苦労さまでございます。 

 早いもので令和元年も師走となりました。日ごとに寒さも厳しくなってまいりました

ので、どうか議員の皆様も時節柄、御自愛をいただきますようにお願いをいたします。 

 さて、本年もいろいろなことがございました。振り返ってみますと、国内では、何と

いっても台風災害が頻発したことではないでしょうか。 

 去る10月６日に発生した台風19号、これは同月の12日、関東に上陸し、その甚大な被

害は御案内のとおりであります。直近のデータによりますと、死者が93名、行方不明者

３名、71河川、140カ所が決壊ということになっておりまして、８万棟余りで住宅被害

が発生しております。今なお避難生活を余儀なくされている方は2,367名という数字が

出ております。この被害、考えてみますと、昨年の西日本豪雨災害を既に上回るものと

なっておりました。この災害により亡くなられた方々の御冥福、そして河川の決壊、土

砂災害等により住宅被害に遭われた方々に衷心よりお見舞いを申し上げますとともに、

今後、一日も早い復旧・復興を願うばかりでございます。 

 幸いにも、当町は、台風19号ではさしたる被害もございませんでした。いつも思うこ

とでありますが、このことは単に運がよかっただけ、どのようになるか想定もつかない

今後の状況を考えますと、いま一度これらの災害を、私自身はもちろんでありますが、

全職員、関係機関が検証を行って、安全・安心のまちづくりに向けて認識を新たにしな

ければならないと思っております。 

 また、国政では、10月下旬の残念なことでありますが、１週間に２閣僚が辞任すると

いうような事態に続き、昨今の話題でありますが、11月８日、総理主催の公式行事「桜

を見る会」への招待疑惑が飛び出した。これ自身は、参議院予算委員会での野党の方の

追及が発端であります。いろいろ言われておりますけれども、安倍総理の後援会への便

宜供与ではないかとか、そんなことが急浮上しまして、その後の経過を見ておりますと、

野党側による審議拒否等々も一時発生したことがあって混迷をきわめているものと、そ

んなふうに思っております。 

 今年７月の参議院選挙の後、９月の内閣改造を経て、10月半ばあたりまでは次期衆議

院議員選挙での連続勝利とか、2021年９月の自民党総裁４選もありかというような情勢

の中で、超長期政権を築いて悲願の憲法改正に挑戦するんじゃないかと、そんなシナリ
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オを模索しているようにも受けとめておりましたが、ここへ来ますと、やや先行き不透

明と申しますか、どうなっていくんだろうなあという感じがしております。 

 こういう混迷がいつまで続くのか、私たちには知る由もないんですけれども、一日も

早く収束させて、被災地への補正予算の成立、そして初年度に向けた予算編成の建設的、

真摯な議論を期待するばかりでございます。 

 そのような中ではありますけれども、一部には明るい話題もありました。９月から10

月にかけて行われましたラグビーワールドカップ、日本代表は堂々の８強入りの目標を

達成したことは、皆さん御案内のとおりでございます。 

 その日本代表の戦いの中で印象深かったのは、１次リーグ第２戦のアイルランド戦、

アイルランドは世界ランキング１位、優勝候補と言われた強豪でございました。その試

合の前に日本代表のジェイミー・ジョセフヘッドコーチがこんな言葉を選手に言ってお

ったと報道されています。「誰も勝つと思っていない。誰も接戦になるとも思っていな

い。誰も僕らがどれだけ犠牲にしてきたかもわかっていない。勝利を信じているのはチ

ームの我々だけ」、これはチームの内側にいる選手自身がどれだけやってきたことを信

じられるか、自分を信じてやっていくことの大切さがこの言葉にあらわれていると思っ

ています。 

 結果は、御案内のように19対12ということで勝利しました。歴史的勝利に、ＮＨＫア

ナウンサーによる「もう奇跡とは言わせない。必然の勝利です」と、そんな実況がござ

いまして、日本中を大いに沸かせました。その後、日本代表は、１次リーグ４戦全勝、

２次リーグで惜しくも敗退をしましたが、堂々の８強入りという成果を持っております。 

 これを振り返るときに、我々も自分たちが考えたこと、やってきたことを信じて前へ

前へ進むことの大切さを教えてくれた日本代表の戦いではなかったのかと思っておりま

す。 

 そして、今年の町政を振り返ってみますと、５月には町長・町議会議員選挙が執行さ

れ、私も引き続き町政のかじ取りを担うことを託されました。今までこの重責を果たす

べく、一歩一歩ではございますけれども、取り組んでまいりました。これからも前向き

に着実に歩みを進めてまいります。 

 議員の皆様の体制も、５人の議員の皆様が新たに就任をされ、活発で建設的な議論が

できること、執行部としても大いに歓迎をするものでございます。 

 今後も、議会とともに住民の皆様の幸せのために努力、邁進してまいる覚悟でござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 また、この西濃地域では、来る12月14日、もうすぐでありますが、東海環状自動車道

西回りルートの大野神戸インターから大垣西インター間が開通する予定になっています。 

 西回りルートが進捗していけば、名古屋方面や関西圏からのアクセスが劇的に変わり

ます。当町としても、着々と進む西回りルートのインフラ整備を見据え、最大限活用で
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きるよう当町のインフラ整備施策を鋭意進めてまいりたいと、そのように考えておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日提出させていただきます議案についての御説明に移らせていただきま

す。 

 提出議案の内訳は、補正予算２件、条例関係８件、その他１件の合計11件でございま

す。 

 それでは、議案の概要を順次御説明申し上げます。 

 まず、補正予算関係でございます。 

 議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,551万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ49億666万2,000円と定めるものでございます。 

 詳細な内容につきましては、後ほど担当課長より御説明をさせていただきます。私の

ほうからは概要についての御説明ということにさせていただきます。 

 歳出から御説明させていただきます。 

 総務費については、臨時職員３名を追加雇用しておりますので、その社会保険料と賃

金を計上するものでございます。 

 また、財産管理において、当町が下大榑新田地内の浄化センターの東側に普通財産の

土地を有しておりますが、当該土地に隣接する企業から、工場拡張計画に伴い、当該地

を取得したい旨の申し出がございました。つきましては、売却すべく協議を始めており

ますけれども、その売却に当たり、測量等の経費を計上するものでございます。 

 同じく財産管理において、プラネットプラザ内において賃借しております用地につい

て買い取りの申し出がございました。協議の上、当町としては買収する方向で考えてお

りますので、その土地購入費を計上するものでございます。 

 次に、税務関係ですが、法人町民税において過年度還付金が増加となる見込みである

ため、現計予算の不足見込み額を計上するものでございます。 

 次に、民生費では、児童発達支援及び放課後等デイサービス利用者の増による給付費

不足分を計上するものでございます。 

 次に、農林水産業費では、現農業委員、農地利用最適化推進委員の任期は、御案内の

とおり、来年、令和２年７月までとなっております。つきましては、次期委員の募集は、

年明け１月中旬からを予定しておりますが、その募集において定数を超過した場合の選

考は、輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例第４条第２項の規定により

選考を行う規定になっております。その委員報酬を計上するものであります。 

 また、耕種農業費では、元気な農業産地構造改革支援事業補助金を県より受け入れ、

その同額を補助するものでございます。 

 次に、消防費では、消防団員の損害補償費の不足分を計上するものとなっております。 
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 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 国庫支出金、県支出金につきましては、児童発達支援及び放課後等デイサービス利用

者の増による給付費不足分に係る国・県の給付費の負担分でございます。負担割合は、

歳出補正額に対し、国から２分の１、県から４分の１の負担金を受け入れるものとなっ

ております。 

 同じく県支出金では、農林水産業費県補助金を受け入れるものでございます。 

 最後に、地方交付税、繰越金については、歳出全体2,551万4,000円に対して歳入額の

不足する1,635万3,000円を調整するもので、交付税、繰越金ともに現在までの留保額を

調整額として計上するものでございます。 

 続いて、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

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60万4,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９億6,075万2,000円と定めるものであります。 

 その補正の内容でありますが、一般管理事業において国民健康保険システムのオンラ

インシステム資格確認等の実施に伴うシステム改修への対応となっております。財源と

いたしましては、国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備補助金で全額賄われ

ることとなっております。 

 次に、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

については、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員制度を創設

し、任用、服務規律の整備を図るものでございます。 

 その要旨としてでありますが、今般、地方公務員及び地方自治法の改正に伴い、全国

一斉に令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が施行されることに伴い、条例を整

備するもので、現在までの臨時職員、非常勤職員等については、法律上、任用制度が不

明確であることから、会計年度任用職員に関する規定を設け、その運用を明確化しよう

とするものでございます。 

 次に、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、これは地方公務員法及び地方

自治法の改正に基づき、関係条例の一括改正を行うもので、実質は各条例の一部の改正

となっております。今回の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、

都合12本の条例の一部改正が必要となったため、これを一括して改正すべく、この条例

を制定するもので、その具体的な内容については、後ほど担当課長のほうから御説明を

させていただきます。 

 議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法
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律、ちょっと長い法律になっておりますが、この法律の公布に基づいて、関係条例、町

条例にも関係する部分が出てまいりますので、それの改正を行うものでございます。今

回の法律の公布に伴って、都合５本の条例改正が必要となったもので、これを一括して

改正すべく、この条例を制定するものでございます。 

 改正の要旨でありますが、今回の改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被

後見人等であることを理由に不当に差別されないように、成年被後見人等を資格、職種、

業務等から一律に排除する規定等、これは欠格条項といいましてルール適用みたいな形

になっておりますが、これをそれぞれの制度の中で心身の故障等の状況を個別的、実質

的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、

所要の手続規定を整備するものとなっております。 

 次に、議第63号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について、議第64号 輪之内町常勤の特別職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、議第65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、それぞれ人事院勧告による職員の給与改定にあわせて期

末手当の支給割合を改正するもので、期末手当を0.05カ月分プラスとする内容となって

おります。 

 次に、議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正については、給食費

の公会計化に伴い、学校給食費に関する事項の追加、管理・運営等については改正内容

が広範囲にわたるため、全部改正をしようとするものでございます。次年度以降の公会

計化により、教員の業務負担の軽減、給食費の納付方法の多様化による保護者の利便性

向上等を目的に実施するものでございます。 

 次に、議第67号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例については、

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、その中で同法律を

引用する例規の整合性を図るものであります。償還等について、災害援護資金の貸し付

けを受けた者が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払い猶予、償還免除の対象拡大、

償還免除の特例等について定めるものでございます。 

 続いて、議第68号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議についてでありますが、

これは岐阜県市町村職員退職手当組合から中濃地域農業共済事務組合、東濃農業共済事

務組合及び飛騨農業共済事務組合が令和２年３月31日をもって脱退すること並びに岐阜

県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、議会に協議を求めるものでご

ざいます。 

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

うにお願いをいたします。 

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

 日程第６、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）を議題としま

す。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）について説明

を申し上げます。 

 お手元に配付の議案書１ページをお開きください。 

 議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）。令和元年度輪之内町の

一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,551

万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億666万2,000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。令和元年12月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 ２ページ、３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。 

 それでは、補正予算の内容について説明を申し上げます。説明につきましては、お手

元に別途配付の事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 歳出から説明をいたします。 

 ７ページをごらんください。 

 目1.一般管理費の379万6,000円は、今年度、臨時職員３名の追加雇用をしております

ので、その社会保険料52万円、賃金327万6,000円を計上するものでございます。 

 同じく目5.財産管理費の845万8,000円のうち、節13.委託料の80万円は、過日の全員

協議会でもお話しさせていただきましたが、当町が下大榑新田地内の浄化センター東側

に有する普通財産において、平成27年度から隣接する企業に駐車場として賃貸している

状況でございます。今回、その企業から、工場拡張計画に伴い、当該地、これは４筆で

1,100平米ありますが、これを取得したい旨、申し出がありました。つきましては、売

却すべく協議をし始めたところでございますが、その売却に当たり測量等が必要となり

ますので、その経費として80万円を計上するものでございます。次に、節17.公有財産

購入費は、プラネットプラザ内のちびっこ広場用地、これは２筆で1,094平米でござい

ますが、これについて買い取り申し出がありましたので、協議の上、当町といたしまし

ては買い取る方向で考えておりまして、平方メートル当たり7,000円で買い取る協議を
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しております。つきましては、土地購入費765万8,000円を計上するものでございます。 

 次に、８ページをお願いします。目1.税務総務費の95万円は、法人町民税において過

年度還付金が増となる見込みで、現計予算額54万8,000円に対して、今後、149万7,000

円の還付金が発生する見込みでありますので、差額95万円を計上するものでございます。 

 次に、９ページをお願いします。目1.児童福祉総務費の1,160万円は、児童発達支援

及び放課後等デイサービス利用者の増による給付費不足分を計上するものでございます。

具体的には、児童発達支援では、年度当初、利用者を25名、放課後等デイサービス利用

者を14名見込んでおりましたが、11月現在、児童発達支援では４名増の29名、放課後等

デイサービス利用者は６名増の20名となっており、都合10名分の給付費に不足が見込ま

れることから、1,160万円を計上するものでございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。目1.農業委員会費の２万円は、農業委員会委員

候補者等選考委員会の委員報酬でございます。御案内のように、現農業委員、農地利用

最適化推進委員の任期は、来年、令和２年７月となっております。次期委員の募集は、

年明け１月中旬からの募集となっておりますが、その募集において定数を超過した場合

の選考は、輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例第４条第２項の規定に

より選考を行う規定になっておりますので、その委員報酬２名の２回分を計上するもの

でございます。 

 続いて、目4.耕種農業費の46万2,000円は、元気な農業産地構造改革支援事業補助金

でございます。具体的には、西美濃農業協同組合カントリーエレベーター荷受け管理装

置のシステム更新に係るもので、総事業費184万5,000円の４分の１相当額を県から受け

入れ、そのまま対象者に補助するものでございます。したがいまして、町負担としては、

実質ゼロということでございます。 

 次に、11ページをごらんください。目1.非常備消防費の22万8,000円は、消防団員の

災害補償費の不足分を計上するものでございます。具体的には、去る平成31年３月に発

生しました工場火災の消火活動の際に、消防団員が足の指を骨折、通院に係る治療費で、

現在は完治しておりますが、それまでにかかった治療費が37万8,000円で、当初予算計

上15万円との差額22万8,000円を不足見込み額として計上するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明させていただきます。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 目1.民生費国庫負担金の580万円と５ページの目2.民生費県負担金の290万円、合わせ

て870万円は、歳出の９ページで計上しております児童発達支援及び放課後等デイサー

ビス利用者の増による給付費不足分1,160万円に対する国・県の給付費負担金でござい

ます。負担割合は、歳出補正額に対しまして、国から２分の１、県から４分の１相当額

を受け入れるものでございます。 

 次に、５ページの下欄の目4.農林水産業費県補助金の46万1,000円は、先ほど申し上
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げましたが、歳出で西美濃農業協同組合カントリーエレベーター荷受け管理装置のシス

テム更新に係るもので、それに対する県補助金でございます。 

 最後に、戻って恐縮ですが、３ページ、目1.地方交付税687万円、そして飛んで６ペ

ージ、目１の繰越金948万3,000円は、歳出全体の2,551万4,000円に対して歳入額の不足

する1,635万3,000円を調整するもので、それぞれ交付税、繰越金ともに現在までの留保

額を調整額として計上するものでございます。 

 以上で、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）についての説明

を終わります。御審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 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58号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

り、それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）については、

それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第７、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 野村みどり君。 

○住民課長（野村みどり君） 

 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）についてを御説明

申し上げます。 

 議案書の４ページをごらんください。 

 議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。令和

元年度輪之内町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 
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 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60万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億6,075万2,000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。令和元年12月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 ５ページ、６ページにつきましては、歳入歳出をそれぞれ款項別に示したものでござ

います。詳細につきましては、事項別明細書にて説明させていただきます。 

 事項別明細書の歳出、４ページをごらんください。 

 款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、節13.委託料の60万4,000円につきま

しては、国民健康保険システム改修の委託料でございます。令和３年３月１日から始ま

る医療機関でのオンライン資格確認の開始による準備段階として、国民健康保険システ

ムの改修を行います。内容は、保険証番号に枝番をつけるなど、個人ごとに資格確認を

行えるようにするための委託料を増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入でございますが、３ページをごらんください。 

 款8.国庫支出金、項2.国庫補助金、目2.システム開発費等補助金、節2.社会保障・税

番号制度システム整備費補助金60万4,000円につきましては、先ほど歳出で御説明申し

上げましたシステム改修委託料を国庫補助金として補正するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第59号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

り、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

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

 日程第８、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第60号を説明させていただきます。 

 議案書の７ページになります。 

 議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい

て。輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように定めるも

のとする。令和元年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 ８ページから20ページがその条文になります。 

 この条例の制定は、先ほど町長の提案説明でありましたとおり、地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を制定するものでございます。 

 これまでの臨時職員、非常勤職員の任用、勤務条件等の内容がわかりにくいという状

況であること、また各地方公共団体によりその取り扱いがさまざまであることを踏まえ

まして、今回、法律改正により統一的な取り扱いが定められたもので、それに基づき、

臨時職員等の適切な運用を確保すべく、会計年度任用職員制度を導入するに当たり必要

な事項を定める必要があることから提案させていただくものでございます。 

 それでは、本条例の内容につきまして説明をさせていただきます。 

 ８ページでございますが、本条例は、目次にありますとおり、５つの章で構成をして

おります。 

 第１章の総則では、第１条で本条例の趣旨を、第２条ではこの条例で定める会計年度

任用職員の用語を、第３条では、その給与に関することを定めております。 

 第２章では、フルタイム会計年度任用職員の給与に関することを定めております。第

４条から第６条までが給与、その職務の級、号給に関することを定め、第７条では給料

の支給について、第８条では通勤手当、第９条では時間外勤務手当、第10条では、休日

勤務手当を輪之内町職員の給与に関する条例をそれぞれ準用するものとして定めており

ます。第11条では、その給料等を支給する際の端数処理の方法を定め、第12条では期末

手当、第13条では勤務１時間当たりの給与額、第14条では、勤務しないときの減額に関

して定めております。 

 11ページの下のほうになりますが、第３章ではパートタイム会計年度任用職員の給与

に関することになります。パートタイム会計年度任用職員の給与は報酬ということにな

りますが、第15条から、フルタイムの会計年度任用職員と同様に、報酬の額、時間外勤

務、休日勤務、端数処理、期末手当、報酬の支給、また勤務１時間当たりの算出、減額
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に関する報酬額をそれぞれ定めておるものでございます。 

 15ページまで行きますが、15ページの第４章では、パートタイム会計年度任用職員の

費用弁償に関して、通勤と、それから公務で出張する場合のことを定めております。 

 16ページの第５章の雑則では、給与からの控除、それと特に必要と認める場合の対応、

そして規則への委任規定を定めております。 

 17ページからは第４条関係の別表ということで給料表、それから20ページが第５条関

係の別表として等級別の基準職務表になります。 

 16ページにちょっとまた戻りますが、附則で、この条例は令和２年４月１日から施行

するものとしております。 

 以上、議第60号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第60号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

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

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定については、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第９、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 議案書は21ページです。 

 議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法
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律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものとする。令和元年

12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 22ページから29ページまでがその条文になります。 

 この条例の制定につきましては、先ほどの議第60号と同様に、地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員制度を導入することに伴

い、関係条例の整備を行うほか、所要の改正を行う必要があることから、今回、提案を

させていただくものでございます。 

 この条例では、改正の対象となる条例が12条例ありますので、12条の条文で構成をさ

せていただいております。 

 それでは、改正の内容は、お手元の新旧対照表にて説明をさせていただきますので、

条例の改正に関する新旧対照表の１ページをお開きください。 

 まず、第１条関係は、輪之内町職員定数条例の一部改正を規定しております。 

 定義、第１条第２項で臨時の職員である場合でも緊急の場合など、その欠員が生じた

職が臨時的に任用される臨時の職員でない場合には定数条例の対象になることから、そ

の旨の改正でございます。 

 ２ページの第２条関係は、輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部改正の規定です。 

 報告事項、第３条で、同条では地方公務員法の第22条の２第１項第２号に掲げる職員

が人事行政の運営等の状況の公表の対象になることから、その趣旨の改正を行うもので

ございます。 

 ３ページ、第３条関係は、輪之内町職員の分限に関する条例の一部改正の規定です。 

 休職の効果、第３条で会計年度任用職員は、同条第１項に規定する休養の期間を適用

することから、第４項の規定を加えるものでございます。 

 ４ページの第４条関係は、輪之内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改

正の規定です。 

 減給の効果、第４条では、地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員の給与

が報酬であることから、これを適用する旨の規定を加えるものでございます。 

 ５ページの第５条関係は、輪之内町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の

一部改正の規定です。 

 職員の派遣、第２条第２項第３号で地方公務員法を引用しております条項及び文言を

同法の改正に伴う条項等との整合性を図るべく、改正するものでございます。 

 ６ページ、第６条関係です。輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正の規定です。 

 非常勤職員の勤務時間、休暇等、第19条で非常勤職員のうち、括弧内の再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く非常勤職員は、今回の会計年度任用職員にな
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ることに伴いまして、これを改正するものでございます。 

 ７ページからの第７条関係は、輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部改正を

規定しております。 

 会計年度任用職員制度の導入に伴いまして、これまで非常勤職員に係る育児休業等に

関する条例等を整備していない地方自治団体は、その整備を図ることが必要とされてい

ることから改正を行うものでございます。 

 主な改正内容は、育児休業及び部分休業をすることができない日、常勤職員の範囲を

定めること、それから育児休業の終期を定めることなどになります。そのため、その内

容を規定する７ページの第２条３項、次の８ページの第２条の３、以下必要な条項を加

えるとともに、それに必要な文言を改めるなど、所要の改正を行うものでございます。 

 少し飛びまして、16ページになります。16ページの第８条関係は、輪之内町非常勤の

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の規定です。 

 地方公務員法の改正に伴い、同法を引用しております第１条の条項の改正と、特別職

の非常勤職員として任用すべき職が規定されたことに伴いまして、別表中の社会教育指

導員の項を削除するものでございます。 

 17ページの第９条関係になります。輪之内町職員の給与に関する条例の一部改正の規

定です。 

 非常勤職員の給与等は、ここにあります第26条の２で規定をしているので、会計年度

任用職員の給与も同条例で定めるべきものであることから、同条により規定をするもの

でございます。 

 18ページ、19ページは、第10条関係、こちらは輪之内町職員等の旅費に関する条例の

一部改正の規定です。 

 会計年度任用職員も旅費を支給する必要があることから、用語の定義でございますが、

第２条第１項第１号の職員の範囲に会計年度任用職員と同条２項で給料表を規定する条

項を加えるとともに、所要の改正を行うものでございます。 

 20ページ、第11条関係でございますが、輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部改正の規定です。 

 会計年度任用職員は、その支給対象者であることから、補償基礎額、第５条に第５号

として支給対象となる職員の規定を加えるものでございます。 

 それから、21ページの最後、12条関係になりますが、輪之内町単純な労務に雇用され

る職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正の規定です。 

 非常勤職員の給与、第４条を会計年度任用職員の給与として改正するものでございま

す。 

 議案書29ページに戻りますが、一番最後になりますが、附則にて、この条例につきま

しては、令和２年４月１日から施行するものとしております。 
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 以上で議第61号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第61号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

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

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、総務産業建設常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第10、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 議案書の30ページです。 

 議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。成年被

後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものとする。令和元年12

月４日提出、輪之内町長でございます。 

 31ページ、32ページはその条文になりますが、この条例の制定につきましては、先ほ

ど町長の提案説明でありましたとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人等に関する欠

格条項の見直しによりまして成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等である
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ことを理由に不当な差別を受けないよう、それから成年被後見人の資格、職種、業務等

から一律に排除する規定等、そういった欠格条項を設けている関係条例につきまして、

この法律と同様に見直しをするため、所要の規定を整備するものでございます。 

 改正の内容につきましては、お手元の新旧対照表で説明をさせていただきますので、

22ページをお開きください。 

 まず、１条関係でございますが、輪之内町職員の給与に関する条例の一部改正を規定

しております。 

 右側の現行欄、期末手当、23条の４、下線部分の中で法第16条第１号に該当して同法

第28条第４項の規定によりというのがありますが、こちらが地方公務員法で欠格条項を

規定している条項でありますので、この部分を削除します。 

 こちらにつきましては、以下、その部分を準用する条文とありまして、次の23ページ

の23条の５、23条の７、それから24ページの25条につきましても、同様の内容でござい

ます。 

 25ページの２条関係は、輪之内町職員等の旅費に関する条例の一部改正の規定になり

ます。 

 こちらも右側の現行欄、旅費の支給の第３条、下線部分で第16条第２号から第５号ま

でとなっておりますが、こちらが地方公務員法で規定する欠格条項のうち、同条で１号

の成年被後見人等の規定が削除されたことによりまして、この号ずれが発生しますので、

この部分を各号という形で改正するとともに、所要の改正を行うものでございます。 

 27ページ、第３条関係は、輪之内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正の規定です。 

 右側が現行欄で、退職手当、17条の第２項第２号で下線部分で欠格条項を規定してい

る条項を削除するものでございます。 

 28ページの第４条関係は、輪之内町消防団条例の一部改正の規定です。 

 こちらも右側の現行欄、欠格条項にあります第６条第１号を削除し、号ずれ等の所要

の改正を行うものでございます。 

 29ページから第５条関係になります。輪之内町印鑑条例の一部改正の規定でございま

す。 

 こちらも右側の現行欄、登録資格の第２条第２項第２号の中に成年被後見人という文

言があります。こちらを改めますほか、所要の改正を行うものでございます。 

 また、議案書の32ページに戻りますが、附則にて、この条例につきましては、令和元

年12月14日から施行するものとしております。 

 以上で議第62号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 
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 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第62号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

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

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いてを総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時04分 休憩）  

（午前10時20分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第11、議第63号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 議案書は33ページになります。 

 議第63号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について。輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。令和元年12月４日提出、

輪之内町長でございます。 

 34ページが一部を改正する条例になります。 

 今回の条例は、町長の提案説明にもありましたとおり、令和元年の人事院勧告による

職員の給与改定にあわせ、町議会議員の皆様の期末手当の支給月数を4.45月分から4.50



－２０－ 

月分に、0.05月分引き上げるための改正でございます。 

 改正の内容は、新旧対照表にて説明させていただきますので、新旧対照表は31ページ

になります。 

 改正条例は２条で成っております。 

 まず、１条関係でございますが、期末手当、第５条第２項の下線部分でございますが、

支給月数を0.05カ月分引き上げまして、100分の222.5から、12月に支給する分を100分

の227.5に改正するものでございます。 

 附則にて、この１条の規定は、平成31年４月１日から適用するとしております。 

 それから、32ページになりますが、32ページは改正条例の２条関係になります。第５

条２項の下線部分、今回の支給月数の引き上げにあわせて、６月と12月の支給月数を同

じ100分の225.0に改正するものでございます。 

 この２条関係の規定は、附則にて令和２年４月１日から施行するものとしております。 

 なお、この条例は公布の日から施行いたします。 

 以上で議第63号の説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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63号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第63号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第63号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す
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る条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第12、議第64号 輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 議案書は35ページになります。 

 議第64号 輪之内町常勤の特別職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。輪之内町常勤の特別職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。令和元年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 36ページが一部を改正する条例になります。 

 この条例の改正も先ほどの議第63号と同様に、令和元年、人事院勧告による職員の給

与改定にあわせて常勤の特別職職員の期末手当の支給月数を0.05カ月分引き上げるもの

でございます。 

 それでは、新旧対照表にて御説明をさせていただきますので、こちらは33ページにな

ります。 

 こちらも１条、２条になりますが、まず１条関係でございますが、先ほどと同様に期

末手当の部分でございますが、12月に支給する部分を100分の227.5に改正するものでご

ざいます。 

 また、この１条関係は、平成31年４月１日から適用としております。 

 34ページも先ほどと同様でございます。２条関係でございます。下線部分でございま

すが、６月と12月の支給月数を同じ100分の225.0に改正するものでございます。 

 附則にて、この２条関係は、令和２年４月１日から施行するとし、この条例は公布の

日から施行いたします。 

 以上で議第64号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから議第64号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第64号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第64号 輪之内町常勤の特別職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（小寺 強君） 

 日程第13、議第65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

てを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 議案書は37ページになります。 

 議第65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。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。令和

元年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 38ページから44ページまでがこの一部を改正する条例になります。 

 今回の給与条例の改正につきましては、先ほど来と同じでございますが、令和元年８

月７日の人事院勧告を受けまして、10月に閣議決定、また11月に公布されました一般職

の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、こちらを踏まえまして輪之内町職

員の給与を改定するものでございます。 

 改正の内容は、新旧対照表にて説明させていただきますので、こちらは35ページにな

ります。 

 35ページの下線部分、６月に支給する支給月数を残し、12月に支給する支給月数を
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0.05カ月分引き上げるものでございます。 

 36ページから42ページまで、別表第１で職員の給料表を改定するものでございます。

こちらにつきましては、人事院勧告による民間給与との間に差があることを踏まえ、初

任給、または若年層の俸給月額の引き上げを基本に改正をされているものでございます。 

 43ページまで飛びます。43ページは改正条例の第２条関係です。 

 15条の２、住居手当でございますが、こちらは支給対象となる家賃額の下限を引き上

げまして、それから住居手当の月額の上限を引き上げるものでございます。 

 23条の７の勤勉手当は、先ほど来と同様に、今回の支給月数の引き上げにあわせまし

て６月と12月の支給月数を同じにするため、それぞれ改正するものでございます。 

 また、議案書の43ページに戻っていただきますが、附則にて、この条例改正は公布の

日から施行しまして、第１条の規定は平成31年４月１日から適用するものとし、第２条

関係は、令和２年４月１日から施行するとしております。 

 以上で議第65号の説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 ちょっとお尋ねしたいんですが、再任用の職員の方の改正も同時に全部行われるんで

すが、再任用は輪之内では、現行、私の認識の中では、例えば課長さんでやめられた方

が再任用された場合には何号給の対象、要するに級しかこれはないんですよね。細かく

は何の何というふうにはなっていませんので、全て同一の給料といった、そういう形に

なるのかなあというふうに思っておるんですが、これはどういう方がどういうふうに該

当してくるのか、ちょっとその辺のところを教えていただけませんか。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 再任用の方の職員の給与につきましては、退職されたときの級がございますね。そち

らを参考にしながら、基本的にはそれより下回る級で設定をさせていただいております。

ですので、例えば７級職員で退職されたときは６級とか、そういう形で、ということを

基本に決定をしております。以上です。 

（挙手する者あり） 
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○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 そういうことは多分そうであろうとは思ったんですが、今度何級の何号というふうに

ならないので、退職されたときに、例えば６級の何号という方と同じく６級で号数が違

う人では給料表は違うんですが、やめた再任の場合は同一、一律で給与が定まるのかど

うかということをちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 再任用職員に限らず職員の給与は、この給料表で決定しますので、退職時に同じ級で

も給料が違う方も再任用になられたときは、この一律の金額ということでございまして、

一つ違うのは、再任用の方はあくまで１年ごとにその更新をするものということで、こ

の金額で設定をさせていただいております。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 お互いに懐の中を眺めるのはよろしくないので言いにくいんですが、例えばどこのま

ちでも給与はおのずと違うんですよね、一律じゃありませんので、議員の報酬でもそう

です。そんな中で、この再任用の人の待遇ですね。例えば、最初の年は調整監だったか

な、それからいろいろかわってリーダーになられたり、いろんな中で、その中の雇用期

間といいますか、時間の関係も、いろいろ関係してくると思うんですが、これは再任用

の職員の方が、先ほどこの給与改正は、全て民間の中との整合性、要するに低いから上

げるということですが、一般、普通の会社をやめて再びそこで就職する場合に、再任と

して、再採用ですよね、これだけの給与が開いているのかどうか、そういうことは考え

られていますかね。 

 例えば、輪之内の再任用の方の給料がよそのまちに比べてどうなんだと、高いのか低

いのか。大体近隣のまちの課長級、もしくは補佐級、それから調整監、いろんな役の方

の給料を眺めたときに、輪之内はどの程度の、平均的に比べてみてどうなんだと、低い

のか高いのか。町民の方からも、やめてからそんなにもらえるのなんていう話はちょく

ちょく聞きますので、そこら辺のことを少しお尋ねしたいと思います。 

 お金のことは余り、本当は言いたくないんです。ですが、そこら辺のところを、やっ

ぱり総会シーズンですので行きますと、そういう話がやっぱりどこかかしかからちゃん

と言われる人は決まっておるんですが、聞こえてきますと、みんな、そうやなそうやな
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といってガヤガヤとなりますので、これは輪之内は決して高いわけじゃないと、そうい

うふうな位置づけの話をもう少し具体的にお聞かせいただけるといいかなあと思ってお

りますが、よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 まず、この給料表につきましては、国の表に準拠しておりますので、各自治体におい

て単独で給料表を設けるところは違いますが、この給料表は同じように利用してみえる

ところが多いというふうに、確認したわけではありませんが、そのように思っておりま

す。 

 高い安いという話になりますと、給料表を見ていただいたとおり、１から７級までこ

うやって設定されておりますので、その再任用された職員の方をどの級で採用するか、

それによって金額が変わってくるものだと思いますので、輪之内町としましては、現職

で退職されたよりも低い級で再任用させていただくというような、基本的な部分につい

てはそのように決まっておりますけれども、その後のどの級で該当するかということに

つきましては、運用の中で、再任用される職員の方でそれぞれ判断といいますか、決定

させていただきますので、よそに比べて高いか安いかというような御質問ですと、給料

表については変わりはないというふうに思っておりますが、もらってみえる金額がどう

かというと、またそれはそれぞれの状況によって違うというふうに考えております。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 43ページの議案書の中なんですけれども、第１条関係は平成31年４月１日から適用す

るというふうに書いてあります。ということは、３月は支給されるということになるん

でしょうか、お尋ねします。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 今、おっしゃったとおりでございまして、こちらは職員だけではなくて議員の皆様、

それから特別職職員の方、それから我々職員、こちらについて差額を12月中に支払われ

るように準備をさせていただきます。以上です。 

（「議長」の声あり） 
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○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 もう一点、お尋ねします。 

 先ほど田中議員が質問されておりましたけれども、ほかの自治体と比べて高いのか安

いのかという基準を考えれば、輪之内町の給与水準、ラスパイレス指数というのがある

んですけれども、それは国の基準からすると大体どれだけの数値になっておるんでしょ

うか。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 申しわけありません、正確な数字はお答えできませんが、輪之内町は92.幾つ、92か

93前後であったというふうに記憶しておりますので、それほど高い、普通よりもちょっ

と安いかなあというような感覚を持っております。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 町長にお尋ねします。 

 ほかの自治体と比べる必要はないんですけれども、ラスパイレス指数は、国が100だ

とすると輪之内町は92ということですから、８％低いということですね。国は、国より

も高く支給するのは問題があるということはよく指摘するんですけれども、国の基準ま

で上げても問題はないんだろうと思いますけれども、その辺はこれから努力されていく

んでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 ラスパイレス指数の算定方法についてはある特定の方法が、各団体共通でやっており

ます。これは主に、例えば同じ給与を支払っていても年齢・階層別でカウントしますの

で、年齢・階層が偏っておりますと低くなったり高くなったりするという部分がござい

ますので、必ずしも個々の給与が国家公務員の給与とどうなんだと言われると、単純な

比較はちょっと難しいと思います。 

 ただ、小規模自治体ですので職員構成に変化があるので、ちょっとなかなか比較は難

しいんですけれども、基本的に私の感覚でいうとですよ、同一の経歴を持った同一職種

の職員が同一年齢階層で平均的に国家公務員と同じようにされているのであれば、ほぼ
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100％になるような運用をしておるつもりです。 

 当然、同じ状況の中で比較したら、同じ給料表を使っている以上、同じにならないと

おかしい。もし、仮にラスパイレスが下回るということになれば、例えば昇給の扱いだ

とか、それからもしくは上げるばかりじゃなくて、何かあったときの昇給の延伸だとか

何かも含めて全体として、別にラスパイレス指数が100に近づくことは何もおかしくな

いんですけれども、今の状況を見ていますと、やっぱり大都市は100を上回る傾向、そ

して町村部に来るとラスパイレスは90、もしくは記憶に定かではないですが、何年か前

のあれでいうと80台というのもあったように記憶しておりますので、必ずしも皆さんが

思っておられるように、公務員はどこへ行っても一緒だという話にはなかなかならない

のかなあというふうには思っています。 

 ただ、給与の根本としては、同じ経歴で同じ職種をやっている人について国家公務員

と差をつける理由はないんじゃないのという、そういう形で運用はしておるつもりです。 

○５番（浅野 進君） 

 以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第65号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第65号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第65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（小寺 強君） 

 日程第14、議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についてを議題

とします。 

 教育課長から議案説明を求めます。 
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 中島良重君。 

○教育課長（中島良重君） 

 それでは、議第66号について御説明をさせていただきます。 

 議案書の45ページをお願いいたします。 

 議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正について。輪之内町学校給

食センターの設置及び管理運営等に関する条例を次のとおり定めるものとする。令和元

年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 この条例の全部改正の理由について御説明をいたします。 

 先ほど町長の提案説明にもありましたように、令和２年度より学校給食費が公会計化

となることから、現行の給食センター設置条例の内容に、管理機関の明確化、学校給食

費の事項、規則への委任事項を加え、題名についても改めるなど、改正が広範囲にわた

ることから全部改正をしようとするものでございます。 

 46ページが条例でございます。 

 では、新旧対照表のほうで御説明をいたします。新旧対照表の45ページをお願いしま

す。 

 まず、題名ですが、輪之内町学校給食センター設置条例から輪之内町学校給食センタ

ーの設置及び管理運営等に関する条例に改正しております。 

 第１条では、学校給食法第６条に基づく施設であることを明記し、これまでと同様、

小・中学校の学校給食業務を一括処理する施設である旨を定めております。 

 第２条では、名称と位置を定めております。 

 第３条は、管理機関を輪之内町教育委員会と定めております。 

 第４条、第５条は、現行の第３条、第４条と同じく、職員並びに職務を定めておりま

す。 

 次のページの第６条では、学校給食運営委員会の設置について、運営委員会は、教育

委員会の諮問に応じ、給食センターの運営等に関し調査、審議し、必要な意見を具申す

ること、そして委員は非常勤であることを定めております。 

 第７条は、学校給食法第11条第２項に規定する経費、つまり食材費でございますが、

この学校給食費について教育委員会が別途定める旨を定めております。 

 第８条は、規則への委任規定を設けたものでございます。 

 議案書に戻っていただきまして、46ページをごらんください。 

 附則について、施行期日は公布の日から施行、ただし第７条の学校給食費については、

令和２年４月１日から適用するというものでございます。 

 以上で、議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についての説明を

終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 
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 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 お尋ねします。46ページの中で運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員

会が委嘱するとなっております。私は、たまたま今年、これが適用されて運営委員にな

っておると思っておるんですけれども、これからはこの運営委員会の委員というのはど

んなふうになっていくんでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 教育課長 中島良重君。 

○教育課長（中島良重君） 

 これからですが、この条例改正可決後、規則のほうを改正していくわけですが、規則

のほうで明確に委員さんを明記していく予定でございます。 

 現在、給食運営委員でお世話になっている議員の方々にも、引き続き運営委員会のほ

うではお世話になっていく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

○５番（浅野 進君） 

 以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第66号は、お手元に配りました議案審査付託表のとお

り、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についてを文

教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第15、議第67号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 
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 危機管理課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第67号につきまして説明をさせていただきます。 

 議案書は47ページになります。 

 議第67号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について。災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。令和

元年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 48ページが一部を改正する条例でございます。 

 今回の条例改正は、こちらも町長の提案説明にありましたとおり、災害弔慰金の支給

等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。同法律の施行によりまして、

関係政令もまた改正がございましたので、それに伴い、災害弔慰金等に関する条例の一

部を改正するものでございます。 

 条例改正の内容は、同法律等の改正において災害援護資金の貸し付けを受けた者が置

かれている状況を鑑み、償還金の支払いを猶予すること、それから償還を免除すること、

猶予及び免除を判断するために報告等を求めること、また市町村に合議制の機関を設置

することなどが規定されたことに伴いまして、この条例につきましても、同法律を引用

する条項等の整合性を図るために所要の措置を講ずるべく改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表にて説明させていただきますが、48ページに

なります。 

 48ページの償還等で第15条関係の第３項を法律の改正に伴いまして、条項、また文言

等を改めるものでございます。内容を新たに改正しております。 

 それから、第16条では、支給決定の迅速化の観点から、市町村ごとに審議会、その他

合議制の機関を置くように努めるということとされたことによりまして支給審査委員会

に関する事項を規定しております。 

 議案書の48ページに戻りますが、附則にて、この改正条例は公布の日から施行すると

しております。 

 以上で議第67号の説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから議第67号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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67号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第67号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第16、議第68号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議についてを議題としま

す。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、説明させていただきます。 

 議案書の49ページになります。 

 議第68号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐

阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について。地方自治法第286条第

１項の規定により、令和２年３月31日をもって岐阜県市町村職員退職手当組合から中濃

地域農業共済事務組合、東濃農業共済事務組合及び飛騨農業共済事務組合が脱退するこ

と並びに岐阜県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更することについて、関係

地方公共団体が協議することにつき、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。

令和元年12月４日提出、輪之内町長でございます。 

 まず、この件につきましては、輪之内町を含みます15の市、21の町村、それから25の

一部事務組合、３つの広域連合をもって組織する岐阜県市町村職員退職手当組合が地方

自治法の規定によりまして、これを組織する構成団体の数の増減や規約を変更する場合
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には、構成団体に協議する必要があり、その協議については、構成団体の議会の議決を

経なければならないとなっているものでございます。 

 今回、協議させていただく内容は、この退職手当組合の構成団体である３つの事務組

合が令和２年３月31日をもって解散することになり、退職手当組合を脱退すること、ま

たこれに伴いまして退職手当組合の規約を変更する必要が生じましたので、議会に協議

を求めるものでございます。 

 規約の内容の変更は、新旧対照表にて説明をさせていただきます。49ページになりま

す。 

 右側の変更前で別表中、下線部分になりますが、中濃地域農業共済事務組合、それか

ら東濃農業共済事務組合、飛騨農業共済事務組合を削除するものでございます。 

 議案書、50ページに戻ります。 

 50ページは規約の改正の内容でございますが、この規約につきまして、附則にて令和

２年４月１日施行としております。 

 以上で議第68号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 ３つの事務組合さんが脱退されるということですが、これは農業共済の組合が１県１

組合に組織変更されるということに伴う脱退かなあというふうに思っておるんですが、

脱退理由について何か御存じのことがあればお願いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 ただいまの御質問で御指摘があったとおり、１県１組合になるということで、令和２

年４月１日から県内にある５つの農業共済組合と、それから県の連合会が合併しまして、

県内全域を対象とした一つの組合体制になるということで、本所のほかに今までと同様

に県内５支所を設け、より一層農家との接点強化、また農家サービスの向上を目指して

取り組むというふうには聞いております。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第68号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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68号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第68号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議については、原案の

とおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第17、発議第１号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを議題

とします。 

 提案者から趣旨説明を求めます。 

 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 発案書。 

 発議第１号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則について。輪之内町議会傍

聴規則の一部を改正する規則を別紙のとおり発案する。令和元年12月４日提出。提出者、

輪之内町議会議員 田中政治、賛成者、輪之内町議会議員 髙橋愛子、同じく賛成者、

輪之内町議会議員 上野賢二。輪之内町議会議長 小寺強様。 

 それでは、発議第１号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを提案

いたします。 

 議案書の52ページです。 

 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則。 

 輪之内町議会傍聴規則（昭和62年輪之内町議会規則第２号）の一部を次のように改正
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する。 

 第４条中「傍聴人受付簿」を「傍聴人受付票」に改める。 

 附則、この規則は公布の日から施行するというものでございます。 

 これは、岐阜県町村議会議長会のほうから町の議会議長宛てに通知文が出ておりまし

て、個人情報保護の観点から、現行の傍聴人受付簿ではなく、傍聴人受付票に改めるも

のでありまして、運用としましては、傍聴人が傍聴人受付票を受付箱に投函し、議会事

務局において傍聴人の個人情報を管理するというものでございます。それによって提案

をさせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから発議第１号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから発議第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則については、

原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 お諮りします。 

 ただいま各常任委員会に付託しました議案につきましては、輪之内町議会会議規則第

46条第１項の規定によって、12月11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。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第58号から議第62号及び議第66号については、12月11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。各常任委員長さんは、12月12日に委員

長報告をお願いします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 定例会最終日は午前９時までに御参集願います。 

 本日は大変御苦労さまでございました。 

（午前11時06分 散会）  
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令和元年12月12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 第 58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号） 

     議 第 59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議 第 60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定について 

     議 第 61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

     議 第 62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

     議 第 66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正について 

            ◎各常任委員会委員長報告（総務産業建設・文教厚生） 

                     （令和元年第４回定例町議会付託事件） 

日程第４ 発議第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第４までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    大 橋 慶 裕       ２番    林   日出雄 

   ３番    土井田 崇 夫       ４番    浅 野 重 行 

   ５番    浅 野   進       ６番    上 野 賢 二 

   ７番    髙 橋 愛 子       ８番    小 寺   強 

   ９番    田 中 政 治 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  箕 浦 靖 男 
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 参 事 兼              会計管理者兼 
 経営戦略課長  荒 川   浩     総務課長兼  田 中 久 晴 
                     危機管理課長 

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

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

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

 産 業 課 長  松 井 和 明 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  中 島 広 美     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時00分 開議）  

○議長（小寺 強君） 

 ただいまの出席議員は９名です。全員出席でありますので、令和元年第４回定例輪之

内町議会第９日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

 総務産業建設常任委員長から、議第58号、議第60号から議第62号についての審査報告

がありました。 

 次に、文教厚生常任委員長から、議第58号から議第59号、議第66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（小寺 強君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 輪之内町議会会議規則第55条の規定によって質問は３回までとします。 

 ２番 林日出雄君。 

○２番（林 日出雄君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので始めさせていただきます。 

 今年は何かと桜の話題で持ち切りでしたが、桜といえばラグビーワールドカップ日本

大会ではないでしょうか。当初の予想を上回る活躍で、１次リーグＡ組を４戦全勝のト

ップ通過で、大会前の目標だった初の決勝トーナメント進出を果たし、私たちに夢と感

動を与えてくれました。初の８強入りに向けて日本が目指したのが「ワンチーム」です。

選手とスタッフは、合宿や遠征をともに過ごす中であつれきを乗り越え、最高のワンチ

ームをつくり上げることができました。４強入りを目指して戦った南アフリカ戦では、

桜の誇りを胸に最後まで真っ向勝負をしましたが、緑の壁を崩すことができず、ノーサ

イドとなりました。 

 私は、日本チームがここまで活躍することができた勝因は、磨き上げたスクラムだと

思います。スクラムで優位に立つことで相手チームにプレッシャーを与え、試合の主導

権を握ることができました。私たち議会もワンチームとして、ともにスクラムを組んで

町行政の発展のために取り組んでいきたいと思います。 
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 それでは、一般質問に移ります。 

 地域医療の充実について。 

 医療制度改革で焦点となっている後期高齢者の窓口負担をめぐり、政府は11月27日に

現在の原則１割から２割に引き上げる方向で本格的な検討に入り、12月２日には方針を

固めました。 

 現在の高齢者の自己負担は、現役並みに所得の高い一部の人を除いて70から74歳は原

則２割で、75歳以上は原則１割となっています。75歳以上の医療費は、約16兆円に上り、

このうちの４割は、現役世代が支払う健康保険料からの支援金が占めています。この先、

団塊の世代が2022年から75歳以上になり始め、一層の膨張が見込まれるため、政府は75

歳以上の人の負担を2022年から原則２割に引き上げます。これが現実になると、所得の

低い人や交通の便が悪い地域にとっては生活に大きな影響を及ぼすおそれがあり、地域

医療の充実が必要不可欠となります。 

 そこで、輪之内町の医療機関を見てみますと、荒川医院、輪之内クリニック、西脇医

院、おたり歯科医院、いちはし歯科医院、野田歯科医院の６軒の医療機関があります。 

 隣の安八町では、安八診療所、山中ジェネラルクリニック、吉田医院、おおくま内科

クリニック、石田医院、岩田内科クリニック、にわ整形外科、いちはら皮フ科クリニッ

ク、かわせ歯科、あんどう歯科、しらき歯科クリニック、あべ歯科医院、いまい歯科、

川合歯科医院の14軒の医療機関があり、数だけ見れば輪之内町の倍以上になります。 

 病院の数だけで比較することはよくないと思いますが、特に大藪地区と福束地区は内

科がなく、地域の方から何とかしてもらえないかという要望が出ています。この先、医

療機関を確保していくことは非常に難しいことだと思いますが、2022年は待ったなしで

訪れます。今後の輪之内町はどのような地域医療の充実を図っていくのか、見解をお聞

かせください。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 改めまして、おはようございます。 

 一般質問ということで、順次お答えをさせていただきます。 

 まず、林議員の御質問、地域医療の充実についてということでございます。 

 御質問内容は、主として内科医療を行う医療機関の空白地区の解消というふうに受け

とめております。 

 この疾病対策につきましては、かねてから病気になったときとか健康に不安があると

きは、いきなり総合病院にかかるんじゃなくて、地域のかかりつけ医、いわゆるすぐに

相談ができる一番身近なお医者さんにかかるということが国・県においても推奨されて

おります。そのとおりだろうと思っています。 
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 国は高齢化対策として、医療や介護が必要な状態になっても住みなれた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けること、これが望むべき社会だというふうに言ってお

ります。多分そのとおりだろうと思いますし、そのための施策として在宅医療・介護と

いうのも鋭意推進をされておるところでございます。 

 そういう観点からすると、御質問のとおり、徒歩圏に医療機関があって、そこをかか

りつけ医というふうにすることが望ましいことであることは、皆さんと見解を異にする

ものではございません。 

 先ほどもお話があったとおり、当町の医療体制は、約10年ぐらい前までがピークとい

うことで、当時は内科診療を行う医療機関が各校区ごとに２つあって、合計で６医療機

関があって、こんなわずか22平方キロほどの町にとっては充実していた時期がございま

した。それが、たしかこれは平成22年ごろに２つの医療機関が閉院をするという状況、

さらには平成28年に１医療機関が休診という状況で、基本的に、今、３つの医院が活動

できなくなっております。 

 現在では、仁木地区に２つの医療機関、荒川医院と西脇医院、大藪地区に１医療機関、

輪之内クリニックが診療を行っていると、そんな状況になっております。 

 閉院、休診に際しましては、当然、その３つの医療機関は、治療が中断して患者が困

ることがないように、ほかの医療機関に紹介状を出されて治療の継続に配慮されており

ます。ありがたいことだと思っています。 

 また、じゃあなぜ閉院したのということになるわけですが、いずれも医師の高齢化と、

それとあとは医療機関を引き継ぐ者がいなかったと、そういう状況の中で今のような状

況になっております。御案内のとおり、その後においては、町内で新たに開業する医師、

医療機関というのがない状況でございます。 

 ただ、これらのことは全国的な傾向というものがありますし、特に地方では、ある意

味それほど珍しいことではない状況になってしまっております。地域医療における課題

としては、医師、医療機関の偏在、それから医師空白地域の増加、これが地域医療の崩

壊は、ちょっといささか刺激的な言葉だとは思いますけれども、深刻な社会問題となっ

ておることは議員と見解を異にするものではないです。 

 そのためには、いつでも、どこでも、誰でもいい医療を受けられる体制というのが、

これは当然のことながら第一に要望されるところでございます。 

 よく医療を扱うテレビドラマ等々がありまして、無医集落が時々クローズアップされ

て、そこには崇高な使命感を持ったお医者さんが縦横無尽に活躍して医療を守るという

ようなドラマがよくあるわけなんです。 

 当町においては全く医療機関がないわけではないので、そういう離島における医療対

策とか、そういったレベルの対応が行政としてなかなか打ちにくいということは御理解

いただきたいなと思っています。 
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 そこで、御質問の趣旨、何とかならないのという話なんですが、これは、いわゆる厚

生労働省等が定義する無医地区では実はないんですね。ただ、従前に医療機関があった

ところで医療機関がなくなるという、一種の意識の中では医療空白が生じている地域と

いうふうに皆さんは受け取られると思いますけれども、そういう状況があることは事実

です。 

 そういう意味で、この医療機関の空白区の解消ということがクローズアップされてく

るんですけれども、これについては、まずは林議員の御質問の趣旨、安八郡の医師会と

いうのがございますので、そこで、日ごろからいろいろな意味で医療の全体像について

御協力いただいている会でございますので、まずはそこで地域医療の充実について今ま

で以上の御協力をいただいて、その御意見を頂戴しながら、行政としてその議論の中で

我々ができることがあれば、それは積極的に取り組んでいきたいと、そんなふうに思っ

ております。 

 一方、じゃあそのお医者さんの確保以外の疾病予防をどうするのかという話になるん

ですが、今、町としては、今すぐできることとして、疾病予防のための早期発見・早期

治療につなげるための各種検診、いわゆる健康診断でありますとか、感染症の蔓延を予

防するための予防接種、それから体全体を健康につくり直すと言ったほうがいいのかも

しれませんが食育活動、その他いろんな、よく言われる脳の活動を活性化するための健

康教室の充実等を今図っておりますけれども、そういったことをより充実させていきた

いなと思っています。 

 あわせて、御案内のとおりですけれども、平成30年度からは検診の受診や、健康づく

りに役立つであろうという催しに参加していただいた方にはインセンティブを付与する

という意味で健康ポイントも、そういうポイント制度というのも実施しております。あ

らゆる手を注ぐ中でいろんなことをやっていきたいと思っております。 

 いずれにしても、まずは自分の健康というものをどれだけ皆さん自身が自覚していた

だけるかという話ですので、そのＰＲといいますか、健康づくりもＰＲしていきながら、

検診や健康教室の受診率や参加者の増加というものを図ってまいりたいなと、そんなふ

うに思っております。 

 そういう意味では、お医者さん、保健師さん、そして当然のことながら、先ほど申し

ましたように、医療の主たる任務を担うお医者さんの集まりである医師会さんの御協力

等も仰ぎながらやるという以外にないのかなというのが実情でございます。 

 いずれにしても、皆さんの御意向を踏まえながら、できることから取り組んでまいり

たいと、そんなふうに思っております。どうかよろしくお願いします。ありがとうござ

いました。 

（２番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 
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 ２番 林日出雄君。 

○２番（林 日出雄君） 

 御答弁ありがとうございました。 

 私もその答弁の中で、この医療機関を今からふやしたりするのは、到底かなり難しい

ことだと思うんですよ。私もこの地域医療の充実を図るために何が必要なのかと、ちょ

っと自分自身も考えたんですけど、やっぱりかかりつけ医を持つことが、まず一番大事

だと思っているんですよ。やっぱりかかりつけ医とは健康に関することを何でも相談で

き、必要なときは専門の医療機関を紹介してくれる、身近にいて頼りになる医師がかか

りつけ医になっておりますので、やっぱり輪之内町の高齢者の皆さんがかかりつけ医を

持つことができるように持っていくのが一番大事かなと思っております。 

 きょうの朝の新聞になるんですけど、病院の大きさなんですけど、400床以上の病院

から、今度200床までの病院へ直接かかると、医療費プラス5,000円がかかる、そういう

新聞記事がちょっと載っておりましたので、さらにこの地域医療の充実というのが大事

になってくるのかなと私も思っております。 

 また、健康寿命を延ばすフレイル予防、あとサルコペニア予防というのが町で推進さ

れていると思うんですけど、こちらも非常に大事かなと私は思っておりますので、ちょ

っと私、この医療関係は非常に弱いんですけど、これからしっかり勉強して、やっぱり

さらにちょっと定期的にこういう一般質問をやっていきたいと思いますので、今後もよ

ろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 ３番 土井田崇夫君。 

○３番（土井田崇夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 まずは一般質問に入る前にですが、10月に起きました台風19号による大災害、その後、

すぐ大雨による豪雨災害により、東北・関東地方、長野県の被災者、亡くなられた方々

の御冥福と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

 その教訓を忘れることのない、この今の時期に改めて防災対策を見直す必要があると

思い、質問させていただきます。 

 地震、台風、水災害による防災拠点の活用と運用についてですが、台風19号及び豪雨

災害では、死者99人、不明者３人、決壊71河川、住宅被害８万棟余りで、氾濫などによ

る浸水範囲は去年の西日本豪雨を超えたそうで、土砂災害も一つの台風によるものとし

ては最も多くなったとのことです。このことを機に、国全体で対策の見直しを迫られる

記録的な豪雨災害になりました。 

 当初、あの19号台風は、東海地方を直撃する進路であり、もしあの台風が直撃してい
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たらと思うと、今の自分たちは今ごろどうなっていたんだろう、想像を絶する思いしか

浮かびません。ですから、今こそ我々輪之内町も真剣に考えるときが来ているんです。 

 上野議員が６月の定例議会で質問されましたように、防災拠点の今後の防災機能を備

えた町のオアシス、憩いの魅力ある空間として有効に活用される施設機能を充実させる

ことが必要であると思います。 

 施設整備の実施は、令和３年以降が望ましいとのことですが、補正予算で計上された

計画の策定業務（インフラ整備計画）は、現在、どこまでの計画に至っているのか。 

 そのインフラ整備を計画するに当たっては、当然、先に上物を、当町にはどんな必要

な施設が要るのか、多目的に活用できるスペースは何か、そこのところを明確にある程

度しておかないといけないと思うのですが、私自身、今の段階で思い浮かべている提案

をあえて先に述べさせてもらいますが、当然、国土交通省との防災拠点構想もあるし、

予算規模等があるので、それを度外視して話をします。 

 まずは、避難場所であればたくさんの町民が集まります。そうすると、当然、何日も

の食事が必要です。そこで、輪之内町給食センターをこの機会に防災拠点に新設したら

どうかと。今現在の給食センターも昭和63年４月にできたそうで、築30年になるし、給

食センターと併設して、輪之内町の農業耕作の大半であるお米を貯蔵できる低温倉庫も

建設し、最悪食べる食材がなくても、お米さえあればおにぎりで何とかしのげます。 

 また、避難所では、本当にお風呂に入れないのが困るという話をよく聞きます。です

から、先日、岡山県和気町へ視察研修に行きましたが、公営で温泉施設を設けていて、

輪之内町も現在は温泉施設も使えない状況ですし、高齢化社会がますますふえていく中

で、高齢者が憩いの場として常日ごろ利用できる温泉施設を設けたらどうかと。避難場

所、施設として利用するのに、屋内ゲートボール場、屋内グラウンドゴルフ場として、

地面を土でも、人工芝を敷いても、ブルーシートさえ敷けば避難場所として使えますし、

屋内であるため、真夏の暑い日でも、真冬の伊吹おろしで風の強い日、雨の日でも関係

なくお年寄りには使用してもらい、帰る前に温泉に入ってから帰宅してもらえるといっ

た利便性があると思います。 

 同じ税金を使うにしても、町民が納得できる施設を設けるように考えるべきだと切に

思います。防災拠点の予算規模が全く把握できない状況なので、あくまで参考意見とし

て述べた次第です。まだ上物については、これからの課題でありますし、うかつにこれ

はどうかとは言えないと思いますが、町長の御意見をお伺いしたいと思います。以上で

す。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 土井田崇夫議員からの御質問にお答えいたします。 
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 まずは、いわゆる防災に対する熱い思いに心から敬意を表しておきたいと思います。

私も全く同じ思いの中で、どうすべきかを日々考えているということだけは冒頭に申し

上げておきたいなと、そんなふうに思っております。 

 まず、防災拠点の予定地とか現在の状況についてでありますが、御質問の中にありま

したように、今年第２回定例会の一般質問の議員にもお答えしましたとおりであります

が、令和３年以降の施設整備に向けて構想を練っているという状況については変わって

おりません。 

 そのため、現在は、予定地に計画すべき施設を念頭に置きつつ、必要となる道路、水

路、上下水道、電気等のインフラ計画を策定することとしておりますが、先ほど御質問

の中にもあったとおり、これはインフラの整備は上物整備と密接不可分の関係でござい

ますので、ある部分それを想定しながらインフラの計画をつくるという状況だと理解を

しております。 

 このインフラ計画を策定するに当たっては、町の担当課だけじゃなくて関係の行政機

関、そして地元の区長さん等々にも参加していただきながら、おのおのの考え方や意見、

それぞれのお立場での御意向等もあると思いますので、そういったものをお聞きしなが

ら、現在、検討しておるところでございます。 

 まず、防災拠点へのアクセス道路、これは何か起きたときにそこへ行けなきゃどうし

ようもない話ですので、そこへどうやって行くのという話になるんですが、これは道路

網の全体を俯瞰しつつ、避難する町民の皆さんが迅速かつ安全に移動できる動線という

ものを考慮しながら検討をしております。それから、上下水道、電気設備等につきまし

ても同様に、そのファンクションといいますか、機能面からあるべき姿を追求していく

必要があるということで、今、考えを深めているところでございます。 

 防災拠点として必要とされる役割と機能は、過去の一般質問でお答えしたとおり、水

災害に対する備えを有するものであることはもちろんでありますけれども、地震災害に

対する備えを考慮すると、その両方を備えるんだという、この考えはずうっと持ち続け

ておるところであります。 

 そのために、避難地や防災倉庫、救援物資の集積所、応急復旧活動の拠点にするとか、

防災活動の本部施設等々を包括する、まさしく広域的な避難拠点でありまして、防災活

動や応急復旧活動等の主たる拠点になるであろうという、そんな考えの中で機能を考え

ていく必要があるんだろうと、そんなふうに思っています。 

 また、議員の御質問の中にもございましたけれども、平常時に地域の皆さんのコミュ

ニティーの場、憩いの場として多目的に利用していただけるような、そんな必要性も念

頭に置いてございます。 

 前から申し上げておりますけれども、ふだん遣いしている施設でないと、いざという

ときになかなか完璧に機能を発揮できないというのは過去の公共施設や何かの例から見
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ても明らかですので、そういったふだん遣いとの考え方をどう整合させていくかという

のが一つの観点になるだろうと思っております。 

 そういう意味では、箱物施設を整備するということの意味を考えますと、設備は年々、

つくったときからだんだん劣化するということでありますし、維持管理や機器の更新に

はそれなりの費用がかかってまいります。そういう意味では、そういった施設を防災拠

点のみならず、公共施設配置の観点から見ても、どこへどのように配置するかという総

合的な検討の中で、防災拠点の中に整備すべきものかどうかということも含めて検討し

ていくということになろうかと、そんなふうに思っております。 

 ただいまの御質問の中にもありましたように、避難所を運営するための方策として、

食料の確保、入浴の施設とか、避難者の受け入れスペースとか、いろんなことを考える

必要があろうと思っております。いろんなアイデアも頂戴しました。そういったことも

踏まえて、今後、短い期間になりますけれども、早急にその成果を上げていかないと、

いつまでも待っている性格のものでもありませんので、早急に検討を重ねてまいりたい

と思っております。 

 そういうことを前提にしながら、当町の防災拠点として必要とするものがどうなのか、

そして予算的に維持管理を継続できるものなのか、そういう意味では、人の命はお金で

買えないんだから費用対効果じゃないよという方がいますけれども、そういうレベルの、

いわゆる皆さんの安心・安全を確保するための努力の中での費用対効果というのは、や

はり考えなきゃいけない。何物にも命はかえがたいけれども、そのレベルを維持しなが

ら、でもなおかつ費用対効果というのも考えていかないと、これは自治体財産が破綻し

てしまいますので、そのレベルでの均衡を図りながら取捨選択をしていくという作業が

必要になります。ある意味、非常に選択の幅としては難しい時期に来ておりますけれど

も、ここは手を抜かずにやっていこうと。言葉をかえれば、費用対効果と優先順位の検

証ということがいろんな計画の中へもう一枚の要素として加わるということだと思って

おります。 

 今後も、いろんな御意見、提案というものを頂戴しながら、この事業を完成に向けて

促進を図ってまいりたいと、そんなふうに考えております。どうか御協力もよろしくお

願いしたいと思いますし、御意見も頂戴したいと、そんなふうに思っております。どう

かよろしくお願いします。 

（３番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ３番 土井田崇夫君。 

○３番（土井田崇夫君） 

 御答弁ありがとうございました。 

 今回の台風19号は、進路がたまたま太平洋側にそれてくれただけで、本当にこれから
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は東海地方にあのような大災害が起きても何らおかしくない状況が迫ってきていると思

いますので、一日も早い早急な防災拠点構想を確立していただき、町民に安心をもたら

していただけるようにお願いしたいのと、一つだけちょっと心配な点があるんですが、

やはり盛り土したのがまだ何年もたっておりませんので、やっぱりこのあたりは、もし

震度６強の地震が参った場合、南海トラフ地震、このあたりでは養老断層が懸念されて

おりますので、液状化によって崩れてしまうんじゃないかという心配があるんですけれ

ども、心配したら切りがないんですけれども、そういうこともありますので、やっぱり

防災拠点構想には第三者的な有識者、そういった方々にもお世話になって考えていただ

けたらと思っております。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 今、いろんなお話をいただきまして、まさしくそのとおりであろうと、そんなふうに

思っております。 

 防災拠点の造成地につきましては、当然、国土交通省の防災拠点もあわせて整備され

ていくということになっておりますので、そういったところが機能を喪失しないように、

その部分だろうと思うんですね。災害が発生するのは、広域災害ですと、そこに何らか

の影響が及ぶというのは当然考えられますので、そのときに少なくとも機能を喪失しな

いような形でどのように整備していくかということだろうと思っております。 

 国交省もいろいろ防災拠点の整備については、いろんな時期、内容等について、過去

の防災拠点の整備等々から見て、いろんなお考えもお持ちだと思っておりますので、そ

れらも踏まえながら検討してまいりたいと、そんなふうに思っております。よろしくお

願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 ４番 浅野重行君。 

○４番（浅野重行君） 

 １点目ですけれども、通学路の安全対策について。 

 県道安八・海津線（里地区）にある横断歩道は、小・中学校の通学路となっていて、

道路沿いにはブロック塀に囲まれた民家が建ち、見通しが悪い場所であることから、安

全対策としてカーブミラーが設置されていますが、車が見えにくいことから、平成19年

ごろにこの横断歩道において小学生が大型車の下になり、骨折し、入院をしたが、九死

に一生を得られたと聞きました。 

 また、令和元年９月の早朝においても、中学生が通学するため自転車で横断歩道を渡

ろうとして小型車と衝突するという事故が発生しました。幸いにも軽傷で済んだと聞い

ております。 
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 なお、この道路は、地域住民からも危険な場所であるため、横断歩道用信号機の設置

をしてもらえないかという意見をいただいており、ぜひとも必要だと思い、進めていた

だきたいと思いますが、町長の御意見をお伺いいたします。 

 ２点目、自然災害について。 

 令和元年10月の台風19号により、12都県で甚大な被害に遭われ、91人の方が亡くなら

れ、御冥福をお祈りします。 

 さて、昭和51年９月の台風10号により安八町大森地内において長良川堤防が決壊した

ことは皆さんも御承知だと思います。昔から災害は忘れたころにやってくるといいます

が、今はすぐにやってきます。当町においても揖斐川と長良川に挟まれているため、大

型台風の接近に伴って、予想をはるかに上回る時間雨量何百ミリという豪雨により、大

榑川の氾濫や、堤防が決壊するかもわかりません。 

 また、町・消防団からは水害について各地域においての説明、訓練等もなく、町民の

方からは、水害になった場合、高齢者や足の悪い人はどうしたらよいのかという意見を

いただいております。訓練はもとより、町民が知っていなければならないのは、自分の

住んでいるところが最悪どれくらいの高さまで水が来るのか、安全な場所へ避難するの

はどこなのかということで、水害に対する認識を改め、最悪の状態を考慮したシミュレ

ーションを行う必要があるのではないかと思います。 

 なお、テレビで被害に遭った人のインタビューを見ていると、何十年と住んでいるが、

こういったことは初めてだということを言ってみえますが、町長は安心・安全のまちづ

くりを推進してみえることから、水害に対してどのように思ってみえるのか、御意見を

お願いします。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 浅野重行議員から主として２つの御質問をいただきました。順次お答えをいたします。 

 まず、通学路の安全対策についてでございます。 

 小・中学校で把握している交通事故件数、最近の状況を見てみますと、登下校以外も

含んで今年度が５件、昨年度は６件、一昨年度が４件ということでございました。幸い

大事には至らない事故でありますが、毎年同じほどの件数が発生している、これは可能

性から言えば、いつ何どき悲惨な事故に巻き込まれるかわからないということでありま

す。そういう意味で、児童・生徒が安全に安心して通学できるという、そういう状況を

何とか確保していくということは大変重要なことでございます。 

 最近の状況を話させていただきますが、学校、ＰＴＡ、教育委員会はもちろんのこと

でありますが、道路管理者である建設課と県の大垣土木事務所、そして交通管理者であ

る大垣警察署等の関係機関が共通した認識を持ちながら通学路の安全対策を推進すると
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いう、そういう目的のもとで輪之内町通学路安全推進会議というものを開催しておりま

す。今年９月の会議では、通学路の安全確保に向けた取り組み、これをより効果的・効

率的に推進するための輪之内町通学路交通安全プログラムというものがありますが、こ

れを改定する中で、通学路等の対策箇所を確認し、必要な箇所の現況確認、それから合

同点検を行ったところでございます。 

 この現況確認と合同点検ですが、各学校で保護者とともに把握している危険箇所を道

路管理者及び交通管理者とがともに情報の共有化を図り、安全に向けた対策の検討や、

対策を講じた箇所の効果の確認等々を行うもので、それをやることによって危険箇所を

解消していこうとするものでございます。また、実際に通学路を点検することによって、

各関係機関の専門的な御意見を頂戴できる機会だとも捉えております。 

 御質問の中にありました事故現場でありますが、今回の現状確認の危険箇所に上げら

れておりますし、その対策の一つとして信号機の設置というものも協議はされておりま

す。 

 ただ、この信号機の設置は、岐阜県の公安委員会が事前に交通量とか、交通事故の発

生状況とか、交差点の形状等を調査・分析するとともに、ほかの対策により代がえが可

能か否かを考慮した上で、その設置の条件に基づいて決定されるというものでございま

す。簡単に言えば、いろんな状況がありますので、ほかにかわり得るものがどうかと、

あるのかないのかという検討もしないと、即信号機の設置ということにはつながってい

かないという、それが状況だと思っております。 

 さあさりながら、地元の要望もそういうことでございますので、町のほうからは、こ

の協議を踏まえ、公安委員会へ信号機の設置を含めた交通安全施設の設置に関する要望

ということをしておるところでございます。 

 また、当該地でありますが、横断歩道があるけれども、危険箇所であるという認識の

中で、既に回転灯でありますとか、カーブミラーでありますとか、通学路の標識、いわ

ゆる飛び出し防止のための飛び出し坊やなるものの標識の設置とか、いろんな安全施設

を整備しておりますし、朝夕の下校時には、地域の見守り隊、スクールガードリーダー

の方にも交差点での安全指導というものもしていただいております。 

 また、先ほど申しました会議の中で協議されました、もう一つの対策であるカラー舗

装でありますが、協議結果を踏まえて、既に11月上旬に当該地での施工を終えていると

ころでございます。 

 今後も、でき得る交通安全対策、本当に大切なお子さんでありますので、その安全・

安心の確保が第一でございますので、そういったところに意を注いでまいりたいと、そ

んなふうに考えております。 

 それから、次に２点目の自然災害の関連でございます。 

 この地域の中では、第一に考えられる災害というのは水害、そして大規模地震、大体
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これが頭に浮かぶ想定される災害ということになってくると思っております。中でも直

接的な意味でいうと、水害に対する取り組みというのは、この地域の置かれた状況から

すると大変重要かなと、そんなふうに思っております。 

 最近の風水害、いろんな方から言われておりますように、なかなか想定しづらい規模

の風水害というものが起きてきております。地球温暖化現象の影響かなどという方もお

りますが、多分その部分もかなりあるんだろうと思いますが、記録的な豪雨というのが

頻発しておりまして、今までのいわゆる統計数値から見る専門家の予測というものを上

回るような状況が出てきております。 

 ただ、そうは言いながら、大規模地震のように突然起きるものではない。地震という

のはほとんど予測不可能な状況の中で対策をしなきゃいけない部分ですが、水害等に関

しては、前ぶれがないわけじゃなくて、雨が降り続いたり、河川が増水したりという前

ぶれの状況というのは当然出てくるわけですので、それを踏まえて、数日前からある予

測に対応する、いろんなことをやる必要があると。そういう意味では、早目の情報、早

目の避難というものが最近よく報道機関等からも、それが一番重要だよというようなこ

とも指摘もされておりまして、そういうことだろうと私も思っています。 

 そういう意味では、当町では平成30年５月に水害ハザードマップというのを改定して、

全世帯に配布しております。なかなかお気づきになっていない方が多いようなんですけ

れども、こういったものをもう既に配布しております。ここの中では、いわゆる単独の

気象予報による、例えば揖斐川水系だとか、長良川水系だとか、水系別に発生し得る被

害のほかに、それが複合して発生したときにどういう浸水想定になるのかということも、

ここの中に実は書いてあります。そういう意味では、各地域において、長良川が決壊し

たとき、揖斐川が決壊したとき、そしてそれ以上、両方一遍に何かが起きたときに浸水

想定位がどうなるのかということまで書いてございますので、それもいま一度見ていた

だくとよろしいかなと、そんなふうに思っております。 

 なかなか認識がされていない向きもあるようですが、これはＰＲ不足なんていう、そ

の人にとって人ごとみたいなことは言っておれませんので、ぜひともこれを見ていただ

くように、これからもＰＲをしっかりとしていきたいと思っております。 

 これを利用することによって、要は皆さんが御心配される浸水の状況を見える化する

と。その見える化することによって水害に対する危機意識を高め、避難所等をどうした

らいいのという、そういったことも当然出てくるわけですので、発生時に町民の皆さん

が迅速かつ的確に避難を行うということ等から、水害発生時における人的被害の低減に

役立つものだと、そんなふうに考えております。 

 いろんな課題がございます。こういう情報を提供すること自体が、かえって選択の幅

を狭めてしまって、どうにもならんわという話になってしまっても困りますので、やは

りどうすればどうなるんだということは、行政も含めてそうなんですけれども、あらか
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じめきちっと考えをめぐらしておく。よくマスコミなんかでは、災害が起きる前に家族

でよく話し合って、どこへ逃げるんだとか、連絡手段をどうするんだとか、そういった

ことをきちっと事前にやっていく必要があるんだろうと、そんなふうに思っております。 

 そういう意味ではいろんな課題があります。こういった浸水想定図を配ることにもい

ろんな御意見も頂戴しておりますけれども、でもでも、やっぱりハザードマップ自体は、

町民の一人一人の方に輪之内の洪水の危険性というものを御確認いただくと。自分が置

かれている状況を把握するということで、それぞれの場面で、いざというときにどこへ

どのように避難するかを考えるという意味では非常に有効なツールだと思っております。 

 そういう意味では、先ほど消防団の活動等々も踏まえて、何か情報のあり方とか、そ

の情報の利用の仕方とか、そういったことも考えるきっかけにしていただけたらいいの

かなと、そんなふうに思っております。 

 いろいろ申しましたけれども、要は水害を含めた災害というものを考えてみますと、

安全を確保するためになすべき行動というのは何だろうと考えたときに、やっぱりまず

は安全なところへ逃げること、まずそこからだろうと思います。 

 そういう意味では、刻々と変わる状況というのは当然出てまいります。行政が把握で

きる情報の中で客観的な情報については、遅滞なく出すつもりはしておりますし、そう

することが住民の安全・安心の確保につながるんだろうと、そんなふうに思っておりま

す。 

 いろんな意味で考えをめぐらしながら、今後もその判断を促す情報発信を怠ることも

なく、適切、確実に実施することによって町民の皆さんの被害を最小限にとどめる方策

というものを進めてまいりたいと思います。当然、これは行政だけじゃなくて関係者の

御協力を得なくしてはなし得ないことでございますので、そういった御協力を得るため

にも、行政は何を考え、どうしたらいいのかということについて、これからも施策を進

めてまいります。 

 こういったものも、もっともっと有効に活用していただければなと、そんなふうに思

っております。どうかよろしくお願いします。 

（４番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ４番 浅野重行君。 

○４番（浅野重行君） 

 御答弁をありがとうございました。 

 １点目ですけれども、一応あの横断歩道にカラー舗装と回転灯、飛び出し坊や、カー

ブミラー等々、設置してあるということですけれども、これだけ行ってあるんですけれ

ども、それに対しても、対してということではないですけれども、それでも事故が起き

ているということですので、横断歩道の手前に舗装、何か車が通ると音がするような、
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そういった舗装とか、また横断歩道の手前に、輪之内のビッグにもありますように、や

っぱりスピードが出ると危ないですので、半円といいますか、ちょっと段がありますわ

ね、そのような対策といったのも講じていただければありがたいなと思っております。 

 それと２点目ですけれども、先ほども町長さんのほうから平成30年５月に水害ハザー

ドマップが全世帯に配布してあると言われましたけれども、これも本来からいえば、配

布されているものですから住民の方も見ていなければならないんですけれども、なかな

かそこが見てみえるところと見てみえないところがあるんですけれども、それでこのよ

うな質問をさせていただいたわけですけれども、地震の訓練等はされているんですけれ

ども、水害に対する訓練といいますか、そういったのもできれば各地域でできるような

訓練を考えていただけるとありがたいなと思いますし、また水害発生時に、発生前、発

生してから発生後、そういった職員の対応マニュアル等については作成されているので

しょうか。 

 昔から「備えあれば憂いなし」といいますけれども、ボートとかジェットスキー等の

導入等についてはどのようにお考えでしょうか。 

 また、堤防が決壊した場合、今までは土のうをこしらえて輪中堤をせきとめていたわ

けですけれども、陸閘といって、海側に防波堤がありますけれども、防波堤の間に海側

のほうへ渡れるように幅がつくってあるんですけれども、そのあいているところを遮断

するという意味で陸閘の設置等はどのように考えてみえますか、御意見をいただきたい

と思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つかの御質問をいただきました。 

 まず、交通安全施設の関係でございますが、いろんな対策は講じております。おっし

ゃられた御提案の内容も一つの方策かと思いますけれども、関係機関の中で、特にかま

ぼこ形の、主要道路の道路そのものにそういうものを設置すること、ビッグの場合は構

内での対応ですので、それは管理者の意向によってできると思うんですが、主要道路の

中にそれをつくることについては、まだまだ検討が要ると思いますし、そもそもおっし

ゃられた場所は県道でございますので、最終的に管理者である県がどう考えるかという

こともあると思います。 

 いずれにしても、可能性の議論を省略することなく、いろんなことをやっていく必要

があると思っていますので、御意見も参考にしながら、伝えるべきところへはきちっと

伝えながらやっていきたいと、そんなふうに思っております。 

 それから、自然災害の関係ですが、これは例に出されました昭和51年の災害から、も

う既にかなりの時間が経過しまして、実はあの災害のときに現実に現場へ出動した方と
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いうのがほとんど、経験されておる方がだんだん少なくなっているという状況がありま

して、記憶の継承というのはだんだん難しくなっている。だからこそきちっと、何が課

題で何が問題であったかは記録にして残して、それを読むことによって再びそれを頭の

中に再現できるような状況をつくっていくことが今を生きている我々の大事な務めの一

つであろうと、そんなふうに思っております。 

 防災についてどうかと、先ほど行政側の対応として、いわゆる災害発生時のタイムラ

イン的に誰がどうなったらどうするんだということを考えよという御提案だと思います

が、これは実はもう既に行政側、役場の職員が何をするのかという意味では時系列的に

並べて、こういうことが起きたらどうするんだということについては、もう既にマニュ

アル化したものを持っております。あとは、そういったこととあわせて一つお願いして

おきたいのは、冒頭にも、いろんなところで申し上げておるわけですが、まずは自分で

命を守ってねというところからすると、逆に各御家庭だとか、そういったところでも行

政からどういう情報提供があったときにどう動くかということは、逆にそれぞれのセク

ションでなし得るタイムライン化というものを図っていただけたらうれしいなと、そん

なふうに思っておるところでございます。 

 それから、陸閘の話がございました。陸閘……、ちょっと陸閘の言葉そのものはわか

っておりますけれども、この輪之内町の状況を考えたときに、どこにそういうものを置

くとお考えなのか。多分51年災のときに一生懸命土のうで締めた経験がありますので、

そういったものと記憶を重ね合わせて設置の是非についてのお尋ねだと思いますけれど

も、ちょっとその辺のところは、また再度御意見を頂戴しながら、あるべき姿というも

のを検討させていただきたいと思っております。 

 いずれにしましても、災害対応ということになりますと、行政側の対応は、これは臆

することなくやるつもりですけれども、それに対応して被災者、もしくは被災者となる

可能性のある住民の皆さんの活動も減災対策にとっては重要だと思っておりますので、

その辺も踏まえてこれからの安全・安心対策を推進してまいりたいと、そんなふうに思

っております。 

○議長（小寺 強君） 

 １番 大橋慶裕君。 

○１番（大橋慶裕君） 

 議長の許可をいただきましたので、質問に入らせていただきます。 

 輪之内町の財政について。 

 私たちが健康で豊かな生活を送るためには、国や県・町にさまざまな公共サービスを

提供してもらう必要があります。学校教育、医療、福祉、道路整備、水道事業などです。

しかし、これらの公共サービスを提供するにはお金が必要です。そのため、税金を出し

合ってみんなの生活に役立つことに使っていく活動を財政といいます。 
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 時代の変化に伴い、これからの社会情勢は、人口減少社会・高齢化社会の到来、社会

資本の老朽化等の課題が出てきます。当町として行政サービスの水準が維持・向上でき

るように輪之内町行財政改革大綱を策定され、財政運営管理に努めていらっしゃること

と認識しております。 

 本年度は、平成26年度末に策定された平成27年度から31年度までの５カ年計画の最終

年度であります。まだ３カ月ほど残っておりますが、大綱に５年後の目指す姿として、

自主財源の確保に努めることで弾力的に運営できる財政体質に改善を進めますとありま

す。 

 １つ目の質問として、弾力的な財政体質の改善は進んだのでしょうか。財政指標であ

る経常収支比率、経常一般財源比率、実質公債費比率、将来負担比率でお答えください。 

 ２つ目の質問として、来年度、令和２年度からの５年間の大綱を作成するに当たって、

歳入の確保に向けて現在考えていらっしゃる政策があればお答えください。 

 生産年齢人口、15歳から64歳の人口が減少していく中で町税収入をでき得る限り得る

ためには、各人がしっかりとした所得を得られる社会的な仕組みを構築することが根本

だと思います。 

 以上、今年度末までの５カ年計画の報告と来年度からの５カ年計画の財政の見通しを

お聞かせください。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、大橋慶裕議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 議員が御質問の中で触れられましたとおり、現在、当町では継続的に行財政改革大綱

を策定し、その中で身の丈に合った財政運営というものを継続してまいりました。 

 そして、平成27年度から今年度までの第三次行財政改革大綱が間もなく終了しようと

しております。現在、第四次行財政改革大綱の策定に向けて準備をしているところでご

ざいます。 

 順次お答えいたしますが、まず第１点目の御質問にお答えをしたいと思います。 

 御質問の趣旨としては、自主財源の確保に努めることで弾力的な財政体質の改善の進

捗状況を各種財政指標で示されたいということだと理解しました。 

 まず、御質問の中でありました経常収支比率ですが、この指標は当該団体の財政構造

の弾力性を示すもので、この数値が低いほど臨時の財政需要に対して余裕を持つという

ことになっております。言ってみれば、何かあったときに生み出せる財源が多いか少な

いかということであります。 

 最近の当町の経常収支比率を見てみますと、過去、平成27年度においては74.2％、28

年度は76.1％、29年度は77.6％、30年度は74.6％、70台前半から後半を行き来している
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という状況になっております。 

 ちなみに、県における各市町村の指標を取りまとめた資料がございますけれども、こ

この中によりますと、29年度、実は30年度速報値が新聞に出ておりますが、あれは速報

値ですので確定値である29年度の数値で申し上げますけれども、この県下市町村の平均

値は89.7％、当町は77.6％で、県下42市町村のうちでは第３位という良好な状況という

ふうに理解しております。 

 次に、御質問にありました経常一般財源比率でございます。この比率は、簡単に言え

ば、経常一般財源というのは毎年度連続して経常的に入ってくるという、つまり言って

みればルールとしてきちっと入ってくる部分ですね、その数値というものをどう考える

かということなんです。この比率自体は、余り最近は重要視されていない状況でありま

す。というのは、この間に標準財政規模だとか、いろんな財政上のテクニックの数字が

入り込んできていまして、ちょっとわかりにくい数字になっちゃっているものですから

余り使われません。でも、御質問でございますので、どんな状況なのかなということに

なっておりますが、27年度は75.7％、28年度は73.2％、29年度は74.0％、30年度は

75.5％ということになっております。先ほど申しましたように、余り重要視されていな

いということから県下の順位については公表されておりませんので、ちょっと御理解を

いただきたいなと、そんなふうに思っています。 

 次に、実質公債費比率というものですが、この比率というのは数値が高いほど財政運

営が硬直化している、つまりやりたいことができない、それはそうですよね。借金がふ

えればやりたいことができなくなるという、そういう数字でございます。したがいまし

て、これのコントロールというのは国においてもかなり厳しくやられておりまして、地

方財政法という法律がありますけれども、ここでこの実質公債費比率が18％以上の団体

は、地方債の発行に際して総務大臣の許可が要るという状況になりまして、公債費負担

適正化計画なるものを策定する必要が出てまいります。これをまた通り越しちゃうと、

財政健全化法上、25％以上の団体になりますと、財政健全化計画を策定し、自主的な財

源の健全化を図る必要があると。35％になると、財政再生計画を策定し、国の関与のも

とで実質的に自発的には何もできなくなる状況というのが出てくると、完全に民間企業

でいうなら銀行管理になったような状況と考えればよろしいかと思います。 

 当町の実質公債費比率の推移を見ておりますと、27年度において4.3％、28年度も

4.3％、29年度は4.7％、30年度は5.1％、微増傾向にあるものの問題視する域にはない

というふうに考えております。 

 同じく県下の財政指標の取りまとめデータによれば、29年度の4.7％というのは、県

下42市町村のうちで第15位という状況です。 

 次に、将来負担比率、これは読んで字のごとく将来負担比率で、この数字が高いと、

将来的に財政の圧迫要因になるよという可能性があるという数字でありますけれども、
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これもちょっと現状からは、その危機というレベルとはほど遠い状況で何も問題ないん

ですけれども、これがどういうコントロールを受けるかというと、都道府県・政令市に

おいては400％以上、市町村においては350％以上の団体は財政健全化計画をつくれと。

その計画をつくるという意味は、自主的な財源の健全化を図るように道を示せというこ

となんであります。 

 当町の将来負担比率の推移を見てみますと、27年度は17％、28年度は16.6％、29年度

は15.5％、30年度は9.7％と、だんだん減ってくるという意味で、これは好ましい状況

でありますし、これも県下の財政指標上の取りまとめデータ、29年度の15.5％というの

は、42市町村のうちの28位という数字でございます。 

 また、御質問の中にはなかったんですが、財政の状況を推しはかる指標の一つによく

話題になるのは、「財政力指数」という言葉があります。よく新聞等でも話題になりま

す。これは、この値が高いほど財政力が強いことを示しております。 

 当町の財政力指数の推移を見てみますと、27年度は0.59、28年度は0.58、29年度は

0.60、30年度は0.61ということで、徐々に財政力指数は高くなってきております。 

 残念ながら、過去における財政力というものがかなり低かった部分もありまして、財

政力指数そのものは県下で中位のレベルまでようやく来たかなという感じでございます。

そういう意味では、少しずつでありますけれども、財政体質というのは改善に向かって

いるというふうに認識をしております。 

 御質問については以上のとおりなんですが、ただ、我が町のような小規模自治体、こ

ういうところでは統計上、各年度の指標の振れ幅が非常に大きい。したがって、やっぱ

り全体の指標の動向というものを関連づけながら注意深く見ていかないと本当の姿が見

えてこないという部分もありますので、ここはやはり気をつけて運営したいなと、そん

なふうに思っております。 

 次に、２点目の５年間の大綱策定に当たり、歳入確保に向けてどのような施策を考え

ているのかということについてでございます。 

 現在、第四次行財政改革大綱の策定に向けて準備作業をしております。その中におけ

る自主財源において、その自主財源の底上げを図るといいますか、できそうな各種の施

策をそこできちっと書き込もうと考えています。その財源としては、町税、寄附金、使

用料及び手数料、財産収入というものが俎上に上がってまいります。 

 まず、町税でありますが、固定資産税の増収、適正課税による増収ということで、こ

れはもともと税率が決められておりますので、課税客体があれば即決まってくるという

話になります。その中でありますが、増収の可能性の議論として言えば、現在進めてお

ります楡俣北部の県営ほ場整備事業、ここで創設非農用地設定型の企業誘致事業をしよ

うとしております。創設非農用地を約8.1ヘクタールほど考えておりますので、これも

実質宅地化されれば、当然のことながら農地よりも宅地のほうが高いわけですから税収
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増につながるんだろうと、そんなふうに考えております。 

 それから、寄附金等についてでございます。今、話題になっておりますふるさと納税

制度、これもちょっと本来の趣旨からずれた寄附金制度の運営をする自治体が複数あっ

たものですから、財務省とか総務省とか内閣府あたりでいろんな議論がされて、やっぱ

りそこまではやり過ぎだというようなことになって、制度自体が余り大幅な増収は期待

できないというか、むしろこれをこのまま当てはめると減少せざるを得ない。どこの団

体もなべてそうなんですけれども、減少せざるを得ない状況というのが出ております。

さはさりながら、事業がなくなったわけではありませんので、そこのところは町内の事

業所に再度幅広く、この制度の趣旨、それから返礼品のリストアップについて御協力を

いただきながら収入増を目指してまいりたいと思っております。 

 それから、次に使用料及び手数料でございますが、各種施設の使用料、こういったも

の、それからいわゆる役場の事務手数料ですね。いろんな証明書だとか何かの発行手数

料がありますけれども、いろんなものとの均衡を図りながら適正水準へ導いていくこと

も大事だろうと、そういったものでございます。 

 次に、財産収入については、行政財産は処分はできませんので、普通財産のうちで遊

休化しているものについては、きちっと適切に処分しながらやっていきたいなと、そん

なふうに思っております。公有財産、動産等々についての売却についてはいろんな、イ

ンターネット公有財産システム等の利用を図りながら適切に処置をしてまいりたいと思

っております。 

 以上で、現在までの財政状況を各種財政指標、それから向こう５年間の歳入確保の施

策の概要を申し述べたところでございます。 

 再度繰り返しになるかもしれませんが、当町のこれまでの財政運営は、身の丈予算を

基本として、持続可能な財政運営の実現を考えて、選択と集中によって各種計画により

諸施策を実施してまいりました。その結果、現在では健全化判断比率等の各種財政指標

は、特段の問題を抱えている状況にはございません。しかし、小さい公共団体、いろん

な国・県の各種要因によって財政指標が大きく変動する要素をはらんでいることは、こ

れは否めない事実でございます。そういう意味では、財政規模に応じた事業の推進、事

務合理化による経費の削減、不断の経費の見直し、そして将来に向けた、より確実性の

ある財政予測のもとで財政運営を図っていかなければなりません。 

 そういう意味合いからすれば、今回策定しようとしております向こう５年間の大綱、

これは財政運営を基軸とした将来の自治体経営の指針となるべきものと考えております。

それには、経営資源である人、物、金、そしてプラス情報といったものを最適に配分し

ながらやっていく必要があるんだろうと思っております。 

 また、令和４年度から向こう10年間の第六次総合計画をスタートさせる予定になって

おります。これもいろんな、もちろん総合計画ですから10年にやりたい夢も当然ここへ
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入ってくるわけでありますけれども、各種施策、事務事業の実施につきましては、財源

の裏打ちがないものにはできません。当然、総合計画であっても、ある部分の財源的裏

づけがないと、それは絵に描いた餅になってしまいます。そういうことにしたくない。

総花的な計画としていくつもりはございません。 

 そういう意味では、総合計画、行財政計画、全てにおいてそうでありますけれども、

きちっと検証しながら、実現可能性のあるものをこれからも策定してまいりたいと、そ

んなふうに思っております。どうかよろしくお願いします。 

（１番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 １番 大橋慶裕君。 

○１番（大橋慶裕君） 

 わかりやすい財政指標の説明をしていただきまして、ありがとうございました。 

 財政指標は、収支バランス、財政のゆとり、将来の負担など、財政構造を読み取るこ

とができる重要な指標だと思っております。 

 また、生産年齢人口が減少するのに伴い、税収の減少が予想されると思います。働く

人をふやす環境づくりの必要性が出てくると思っております。 

 現在、シルバー人材センター、高年齢者の方が働くことを通じて生きがいを得るとと

もに、地域社会の活性化に貢献する組織としてあります。女性の方や働きたい方、また

何らかの理由により現在働いていらっしゃらない方の人材登録サービスは考えていらっ

しゃるでしょうか。 

 新聞からの引用でございますが、政府は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱の一

つとして、地方銀行による地域企業への人材紹介事業の支援に2020年度から取り組みを

始めます。経営のノウハウや専門的な技術を持った人材を掘り起こし、地域企業とのネ

ットワークづくりを促すのが狙いです。 

 また、よりよい行政サービスを提供していくための意見交換の場を設けていただき、

多くの町民の皆様に広く情報共有をしていただいて、財政運営をしていく体制づくりに

取り組んでいっていただきたいと思います。御意見をお聞かせください。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 貴重な御意見、ありがとうございました。 

 いずれにしても、国全体が人口減少という中でありますので、何もしないでいると縮

小するパイの中で、その縮小するパイを奪い合うという悲惨な結果になってしまって、

将来が全く見えなくなってしまいますので、それに対する防止策として何が今施策とし

てできるかということが国・県・市町村を通じて問われている状況だと思っています。 
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 いろんな行政機関、そしていろんな企業の中で、そういった将来の対応策が当然とら

れておりますが、それはかなりの危機意識の中で行われている。私どももその渦の中か

ら逃れることはできないなと、そんなふうに思っております。 

 当然、私どもとしても、先ほど来申し上げておりますように、それらへの対応に手を

こまねくつもりはないんですけれども、なかなか特効薬が見つからないというのが現状

です。でも、大きく大きく網を広げると同時に、ミクロ的に、じゃあここで現場対応と

して何ができるかということも考えていかなきゃいけない。そういう意味でいえば、先

ほど御提案がありましたシルバーの将来をこれからどう考えて、どういうふうに役立て

ようとするのかということも大きな検討課題になってくると、そんなふうに思っており

ます。 

 今、新聞報道の中でもありましたように、出生数の予測が、もうほぼほぼ２年も前倒

しで減少傾向が明らかになってきている。我が町の状況を見ておりましても、特に出生

数ベースで見る人口というものが、将来余り楽観視ができない状況になっております。

そこにどんな手を打つのか。先ほど来言っております企業誘致も、企業誘致による税収

増はもちろんなんですけれども、そこでの雇用の場をふやすことによって、ここで定着

できる人口をどのように確保していくかと、そこから出発しているわけです。いろんな

そのアイデアが出てまいりますので、先ほどいただきました御意見もどこかの段階で生

かしながら、いろんな施策を考えてまいりたいと思っております。御協力をよろしくお

願いします。 

（１番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 １番 大橋慶裕君。 

○１番（大橋慶裕君） 

 財政運営なんですけれども、次の世代に負担がかからないように、現在の負担と将来

の負担のバランスを念頭に置いた、先を見通した財政運営管理に引き続き徹していただ

きたいと思います。 

 ３月の予算編成がございます。しっかりと議会の一員として審議していきたいと思い

ます。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 続いて、一般質問をさせていただきます。 

 お二人の議員から防災について質問がございましたので、重複する部分もあろうかと

思いますが、違った切り口から質問をさせていただきます。 
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 防災意識の向上について。 

 令和の新しい時代が幕あけした今年も、９月の驚異的な強風の台風15号に続き、10月

12日、強大な台風19号が関東に上陸し、記録的な豪雨となり、東日本を中心に100名近

い人が亡くなられ、71河川の140カ所が決壊するという甚大な被害をもたらしました。

まずは、とうとい命を犠牲にされた方々に心からお悔やみ申し上げますとともに、被災

された方々にお見舞い申し上げます。 

 2011年３月の東日本大震災以降、広島土砂災害、熊本地震、西日本豪雨など、毎年の

ようにこれまでに経験したことのないような尋常でない大災害が発生しております。私

たちは、今の日本列島がいかに自然災害に対して厳しい環境にあるのか、再々認識をし

なければなりません。 

 地震や台風、豪雨などの自然災害は、人類の力ではとめることができません。私たち

ができることは、災害を学び、備えることであると思います。被災地の皆さんには誠に

申しわけないことでございますが、この大きな災害をとうとい教訓として、今後起こり

得る自然災害に生かしていかなければなりません。 

 しかし、昨年の西日本豪雨災害において避難指示が出されたにもかかわらず、逃げお

くれて住宅内で亡くなられた人が多く、避難情報伝達と住民の防災危機意識の向上が課

題となりましたが、今回の台風19号災害においても、気象庁や自治体が命を守る行動を

してくださいと繰り返し呼びかけていたにもかかわらず、逃げおくれて住宅内で水や土

砂に襲われたり、車で避難中に冠水や道路崩落事故で多くの人が亡くなり、残念ながら

とうとい教訓が生かされたとは決して言えません。 

 改めて災害時に命を守るため、早期に安全な避難をすることの重要性が浮き彫りにな

りました。自分は大丈夫、被害に遭わないという根拠のない楽観は禁物として、河川整

備等、ハード面の対策とあわせて住民みずからが洪水の危険性を認識し、速やかな避難

を行うためのソフト対策を充実させる必要があり、その一環として、全国の市町村で洪

水ハザードマップの作成、普及が急速に進められています。 

 国交省は、昨年の西日本豪雨を受け、水防法による義務づけ対象自治体に、100年に

１度レベルから1,000年に１度レベルの最大雨量に合わせた洪水ハザードマップを作成、

公表するよう要請をしておりますが、３月末時点の集計では、全国の33％、県内では

14％にとどまっているようであります。大規模水害が多発する中、速やかな改定が求め

られております。 

 本町におきましては、輪之内町地域防災計画や水害ハザードマップに防災体制と情報

伝達、大雨・洪水に関する注意報、警報、避難情報の種類ととるべき行動などを明記し

て、情報伝達の周知や防災危機意識の向上に努めていただいておりますが、住民がどれ

だけ周知し、理解できているかは未知数です。 

 ある全国住民調査によりますと、ハザードマップを知らない、見たことがないとの回
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答が50％強を占めたという結果も出ております。せっかくのハザードマップが宝の持ち

腐れ状態になっており、専門的過ぎて内容がわかりにくいなどの意見もございます。 

 ハザードマップで危険地区・避難場所を公表済み、各種警報発令で危険を告知済み、

行政は危険をお知らせしました、あとは自己責任ですよで終わらせるのではなく、いか

に住民に十分に理解、活用され、防災意識を向上させる効果を発揮することができるの

かを考えていく必要があると思います。もちろん、行政と住民双方の努力が欠かせない

ことは言うまでもございません。 

 町長も、岐阜新聞掲載のコラム「素描」の中で、地域防災への対応力は住民の皆さん

の心構えにかかっており、防災意識をどう高めていくのか、頭の痛いところですと述べ

られております。 

 住民の防災意識向上策は、やはり繰り返し継続的に周知を図っていくことではないで

しょうか。ハザードマップも作成時の配布だけでなく、わかりやすいダイジェスト版な

どを定期的に配布するとか、ハザードマップを活用した講習会、学習会を開催し、活用

の機会を設けていくなどの施策を実施してはどうでしょうか。 

 それから、前述のような大災害が発生した後には、当地域で同様の災害が起こった場

合、どのような被害状況になるのか、どんな対策が必要になるのかを想定して住民に告

知することも危機意識向上には必要なことではないでしょうか。 

 また、近年、全国的に防災・減災対策の一つとして、アメリカ発祥の防災行動計画

「タイムライン」が注目されています。このタイムラインは、台風や豪雨など水害発生

前の前兆段階から、いつ、誰が、何をするのかをあらかじめ時系列で想定し、人的被害

を最小化するための防災行動計画で、2012年10月にアメリカ東海岸を襲ったハリケー

ン・サンディの影響による高潮でニュージャージー州の沿岸部の住民4,000世帯が被災

したものの、タイムラインに基づいた行動をとったことで犠牲者が出ることなく、その

効果が実証されました。 

 タイムラインは、先を見越して時間軸に沿って住民がみずから避難行動をとることが

できるため、自分が逃げおくれないための一つの方法で、防災行動を整理しておくこと

ができる大変有効な手段であり、防災意識の向上にも役立つと思います。 

 本町においても、このタイムラインを導入し、輪之内町マイ・タイムラインを作成し、

それをひな形として、地区性に即した自主防災会ごとの○○区自主防災会マイ・タイム

ライン作成の推進を図ってはどうでしょうか。住民みずからがより身近な防災行動計画、

マイ・タイムラインの作成にかかわることで防災・減災意識の向上が図られるのではな

いかと考えます。 

 以上、防災意識の向上対策について、町長及び危機管理課長の御見解をお伺いいたし

ます。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 
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 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、上野賢二議員からの御質問にお答えをいたします。 

 まず、地域防災力の強化には、言うまでもなくハード・ソフト両面の施策が必要であ

りますし、河川の堤体補強でありますとか、排水機場の整備、防災拠点の整備、防災行

政無線同報系のデジタル化整備工事等、現在、でき得るハード面の強化を進めていると

ころは御案内のとおりでございます。 

 近年の被災状況を目の当たりにすると、大災害を想定して耐えられるとしていた構造

物だけでは災害は防ぐことができなというのが実感であります。構造物で被害を防ぐこ

とも必要ではありますが、自然の猛威に直面したときに人命を最優先に守るためにはソ

フト面の強化もハードの整備と同じく重要なポジションにあると、そんなふうに考えて

おります。 

 防災意識の向上というのは、私が言うまでもないんですけれども、一朝一夕にできる

ものではございません。大変に難儀なことでありますけれども、地域防災力を強化する

ということを、よくよく我々自身も含めて考えないかんのかなということだと思ってお

ります。 

 先ほどの浅野議員の御質問でもお答えしたハザードマップにしても、これは初動とし

て各個人レベルでの行動を促すためのツールだと、そんなふうに考えています。当然、

それを利用して、組織としてどう動くかということを二段・三段構えで考えることは当

然のことでございます。 

 上野議員の御指摘のとおり、ハザードマップが十分に理解されているのか、そもそも

理解される以前に知っているのかという話になると、私自身の感覚からしても、まだま

だ十分とは言えないのかなあという感覚を持っております。それへの対応が喫緊の課題

として登場するわけでありますけれども、まずは各自治体単位等で自主防災組織、これ

で実施される講習会等にハザードマップを活用していただきたいなと、そんなふうに思

っておりますし、ハザードマップを一つのきっかけにして、そこに住む方々の状況だと

か、地理的条件だとか、その地域の持つ特性等についての御理解も得たいところでござ

いますし、そういうことを考慮していただきながら、町民の皆さん自身がどのように行

動すべきかという意味では利活用の促進というものを図っていただきたいなと、そんな

ふうに思っております。 

 また、次年度から各小学校で防災教育というのが予定されておりますけれども、地域

に即した学習教材としてハザードマップを活用することとしておりますし、若い世代も

含めて自分たちの地域の自然条件、その置かれた条件を理解することで防災意識を深め

ていただければいいのかなと、そんなふうに考えております。 

 危機意識の向上としてタイムライン、いわゆる災害の発生を前提にして事前に策定し



－６３－ 

ておく防災行動計画、これの御提案もいただいております。 

 このタイムラインの考え方が生まれましたのは、先ほど御質問の中でも触れられたと

おりでございます。その成果は、考えた以上に劇的な効果をおさめたと、うまくいった

典型的な例だとは思いますが、そういうこともあり得るということになっております。 

 その成功を受けた形で、2016年８月に国土交通省が「タイムライン（防災行動計画）

策定・活用指針（初版）」というのを出しております。これに基づいて、当町では国土

交通省と協議を進め、台風の接近、上陸に伴う洪水を対象とした町全体のタイムライン

というものを策定しております。 

 タイムラインの構成内容も、議員が述べられたように、風水害等は、災害発生時まで

の自然事象が長期にわたり、ある意味事前に被害規模が想定されるという状況の中で、

災害発生時に、もしくは災害発生前の事前の段階からとるべき防災行動というものをあ

らかじめ設定をしておくということでございます。台風の上陸や堤防の決壊という現象

が発生する時刻をゼロアワー（基準点）とするならば、それ以前に何をどのようにとい

う防災行動に必要な時間、リードタイムというものを定めて、ゼロアワーからさかのぼ

って、どのタイミングで個々の防災行動をとるのかを決めて、同時にその災害事象がど

のように進行していくか、それを総合的に整理する一つの、ある意味行動の下敷きにな

るようなものと考えてもらっていいかと思います。 

 ちょっとそれだけ言っているとわかりづらいんで、少し具体的に考えてみたいと思い

ます。例えば、台風の予報で５日後に東海地方に台風が上陸すると想定される場合、４

日から５日ぐらい前には町としてその体制を取り始めて、３日前には排水機等の防災施

設を点検、そして台風の情報を住民に周知する。この間に大雨警報が出たら、町民へ避

難の準備を呼びかけるとともに避難所の開設を準備すると。そして、当日になってさら

なる警戒情報が出たり、いつ川が氾濫してもおかしくない氾濫危険情報が出たら、避難

勧告を発表し、台風の上陸時刻には、消防団等も安全を確保するために待機するという

ような対策を実施する時期と、それを担当するセクションというものをあらかじめ決め

ておく。 

 また、このタイムラインというのは、発生する災害において必要であると同時に、被

害が去った後に、そのやるべきことができたかとか、こうやったほうがよかったかとか

という実際の防災行動を検証する一つのツールにもなるんだと、それが次の災害防止に

もつながるんだというふうに考えておるところでございます。 

 昨今の長期予報というのは比較的正確性の高いものであるということですので、台風

等を事前に認識しやすい環境が整っておりますが、ただ、もう一つ課題は、余り前から、

台風の進路予想というのはかなり広い幅で出てきまして、対応するときにはどこまで対

応していいんだという別の課題が出てきてしまっていますので、ちょっとそこら辺は整

理する必要があるのかなと、そんなふうに思っております。 
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 各自治会の自主防災組織の中で地域の防災活動の中核である防災士を中心として、地

域の方々とともに事前に水害時に備えた避難までのマイ・タイムラインを作成すること、

これは議員御指摘のとおり、地域が自立的に、また安全に避難行動をする地域づくりを

構築する上で大変に有効だろうと考えております。 

 また、そのマイ・タイムラインの策定に直接携わることによって、町民一人一人の皆

さんが台風の接近により河川の水位が上昇する等の情報を注視して、おのおのが取るべ

き基本的な防災行動を時系列に自分なりに整理すると。洪水発生時には、自分の行動を

確認しながら、何をなすべきかという判断材料にもなるのかなと。そういう意味でいえ

ば、先ほど議員の中でもございましたように、知っていたけど何も動かなかったために、

結局自分の命を落としてしまったというようなことは、こういうことの中で、いつ何を

するかという自分の意識を向上させてもらえば、それは逃げおくれの防止によるみずか

らの命を確保ということにも直結してくるだろうと、そんなふうに考えております。 

 改めて、自然の猛威の中で人間がいかに無力な存在であるかということは感じますけ

れども、でもでも、そうであるからこそ自助・共助・公助の大切さが感じられます。自

助・共助・公助、それは全て人の行動そのものでありますので、そこを大事にしたいな

と。 

 自主防災への対応力というものが住民の皆さんの災害への心構えにかかっているとす

るならば、その普及啓蒙を図るために、行政側としても愚直と言われようとも、粘り強

くいちずに必要とされる施策を進める以外にないのかなと思います。 

 ハードは、お金をかけて整備すれば目に見える存在になりますが、ソフトの部分につ

いては、なかなか実態が見えてこないと思っております。見えてこないからこそやるべ

き部分があるのかなと、私自身はそんなふうに考えております。 

 粘り強く、いちずにこれから必要とされる施策を進めてまいりたいと考えております。

以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 危機管理課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、上野賢二議員さんからの質問にお答えさせていただきます。 

 町民の防災意識の向上に関する考え方は、ただいま町長からの答弁のとおりでありま

すが、本当に人の意識、考え方を劇的に変えるというのは簡単ではないと考えます。余

りいい言い方ではありませんが、何か大きな出来事がなければ多分だめかなあというよ

うな、そんな思いもあります。 

 先日、首都直下地震で想定される被害の全貌に関するテレビ番組が７日間のシリーズ

で放映されておりました。今、何もしなければという前提ではございましたが、本当に

こんな状況に陥ってしまうかというふうに思いまして、本当に見ていて恐ろしくなりま
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した。これを見られた方が、どうでしょう、一様に同じことを感じたとは思いませんが、

あれを見れば、誰でも何かの思いは抱かれたはずだと思います。 

 番組の最後に、すぐできること、今、災害が起きたらどうするのか、３分間想像して

みてください。それがいざというとき、とっさにできることであるというようなコメン

トで番組が締めくくられました。防災意識の向上というのは、そんな簡単にできること

から始まるものかなというふうにそのとき感じました。 

 避難行動に関して言えば、テレビ等の報道機関が何度も命を守る行動をしてください

と伝えても遅々として進まない。それでも繰り返し継続的に呼びかけること、それは上

野議員様が述べられたとおりだというふうに思っております。そのためには、自主防災

組織等を通して災害が起きたときにどうするのかということを考えてもらう、そういっ

た機会を今後も根気強く続けていくということ、それとともに、それをやらされている

ということではなく、自主防災組織が自主的に活動していただける、そういう意識を持

っていただくということを基本にしながら、さらにそういった地域での活動におきまし

ては、どうしても欠くことができない議員の皆様の御助言、御協力をこれまで以上に得

まして、町長答弁の趣旨が達成されるように取り組んでまいりたいと思います。 

 以上で上野議員さんへの答弁を終わらせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 前向きな答弁というふうに承っておきます。 

 先ほど町長も申されたように、ハード面はお金を出してやればすぐ済むのであります

ので、いわゆるソフト面、これもこうしたハザードマップとか、それを行政としてやる

ことはやりましたよと、もうあとは皆さんの自己責任ですよというふうで済めば一番い

いんですが、やはり減災といいますか、災害を少なくするということも、やはり行政と

して進めていかなければならない。それには、とにかく住民の皆様も強い防災意識を持

ってもらうということがまず一番ですから、先ほど来、粘り強くというお話がございま

した。これは、繰り返し繰り返しやっていく以外にないというふうに思っています。 

 ハザードマップも、これは何年に１度かわかりませんが、私もきょう持ってきました

が、こんな立派なものがつくってあるんですから、これを本当に皆さんに周知してもら

わないと全く意味がないですね。 

 なかなかそう言っていて、配っても、ああ来たかということで、ぱらぱらと見て、ど

こかへ行って、多分確認したらどこにあるのかわからんというような人が結構多いんじ

ゃないかなと思うんですね。それではせっかくのこのハザードマップが何にもなりませ

んので、定期的にこれを持ってきて勉強するような場をつくるとか、必ず手元に置いて
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いないと講習会にも勉強会にも出席できませんというぐらい、もうこれがぼろぼろにな

るぐらいやっていただきたいというふうに思っています。 

 それから、その後に書きましたが、大きな災害が起きた後に、我々の地域で同様の災

害が起きた場合、どんな状況になるんだろうということを、やはり住民に知らせること

も必要じゃないかなと思うんですね。ああ、大変やね、結局、人ごとなんですよ。ああ、

あれは大変やった、気の毒にという程度で終わっちゃって、せいぜいやれば義援金をち

ょっと送っておこうかという程度の認識だろうと思うんですね。 

 ですから、やはりこういった、例えばこの間の台風でこちらが同じ状況下に置かれた

ときにどんな被害になるのか、それを例えば町報でもいいですし、いろんなものの中に

そういったちょっとしたコラム、コラムと言葉はあれですが、そういった記事を載せら

れるようなこともやっていく必要があるのではないかなと思っていますね。あわせて言

えば、ぜひとも役場便りみたいなコーナーを町報の中に設けてもらって、今、町民の皆

さんにこういうことをお願いしたいとか、こういう状況ですよとか、各課は何かかんか

あると思うんですね。だから、ぜひともその一ページの中にそういったことも取り上げ

ていただくようなことを提案していきたいというふうに思います。 

 それから、このマイ・タイムライン、これはぜひとも進めていただきたい。まず、先

ほど質問しましたように、それぞれの地域防災会ですね、その防災会ごとのマイ・タイ

ムラインをまずつくるという、これはなかなか口で言っただけでは進まないと思います

ので、防災会、せっかく防災士もそれぞれの防災会の中に見えると思いますので、そう

いった方の集まりのときにでも、ぜひとも推進を図っていただきたい。 

 なお言えば、そこからまたそれぞれ個人の各家庭のマイ・タイムラインをつくってく

れと、そこまで推進していただければ一番いいのではないかなというふうに思っていま

すので、ぜひともこのマイ・タイムラインの導入についてはお願いしたいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 いろんな御意見を頂戴しておりますし、タイムラインの重要性については、先ほど私、

答弁の中で申し上げたとおりでございます。そういう意味では、今のが実効性があるよ

うに、行政側の策としてどんなことが考えられるのか、それは私どものほうで考える部

分があると思っていますので、それと紙ベースでハザードマップをつくっておりますけ

れども、これがまた電子媒体の中でも見られるようにするとか、いろんな方法はあると

思います。ただ、何で紙ベースでつくるのと、これは一つは、やはりどんなその状況に

なっても、紙は自分で持っておれば見えるんですけれども、電子媒体というやつは電気

が消えるとか、何か機械が壊れるとかになると見られなくなってしまうという、これは
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最低限、これは何年に１回の定期的なものとしてやっていきたいというのが、これは今

のところは、いつ、何年置きにやるとかというのは不定期ですので、再発行すべき事象

ができたときに遅滞なくやるとしか言えませんけれども、それは常に検証を重ねていき

たいなと、そんなふうに思っております。 

 いずれにしても、最終的に、まず命があってこそ何ぼということですから、まずそこ

を起点にして、誤りのない方向性を持ちながら進めてまいりたいと思っております。

個々への回答は、ここではいたしませんけれども、全て御意見として頂戴しながら進め

ていくことをお約束しておきます。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 ありがとうございました。 

 積極的にそれぞれの対策をとっていくということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 こういったいろんな犠牲者が出ることなく助かったと、この中に輪之内町がそういっ

た行動をとって、被害がなく、いい例になりますように、まずその前に災害がないこと

が一番でございますが、これからもよろしくお願いしたいと思います。終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩いたします。 

（午前11時00分 休憩）  

（午前11時15分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 一般質問を行います。 

 ２点についてお尋ねをいたします。 

 １点目は教育長に答弁をお願いいたしたいと思います。 

 １点目、アポロンスタジアムの遊歩道の安全対策についてお尋ねをいたします。 

 早急に防護ネットの施設改修を施し、硬式野球の試合中において遊歩道を利用する町

民の安全を十二分図ってほしいことを教育長に質問します。 

 ８月12日の11時ごろ、遊歩道を左回りでランニングしていた町民がバックネット裏に

差しかかった、その瞬間、右肩に硬式ボールが当たるという人身事故が発生しました。 

 硬式野球中の人身事故は、通常では考えることのできない低い確率で発生したもので、
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硬式ボールの軌道が数センチ、あるいは100分の１秒でもずれていたならば頭部への直

撃となり、失明、あるいは頭蓋骨骨折による重度障がいや死に至っていたと思われます。

今後の安全対策として、遊歩道内側全体に防護ネットの設置が必要と思います。 

 この人身事故直後に当面の暫定対策としてとった内容は、遊歩道入り口、階段付近、

スタジアムの入り口に置かれた注意喚起の表示板です。野球の試合中は、遊歩道の利用

を控えるようにとの看板内容です。これでは不十分であることは明白です。これまでど

おり硬式野球の試合が続けられたならば、再び人身事故が発生しても不思議ではありま

せん。 

 この話を聞いて、早速大垣市北公園野球場の安全対策を見てきました。上部の遊歩道

にボールが飛んでこないように全てネットが張られていました。 

 また、事故に遭った町民の方は、遊歩道上に硬式ボールが落ちていたと届けてもらい

ました。このことからも外野に飛んでくることがよくあることと思いました。事故防止

策として、当面は年内に遊歩道にネットを張り、その間は試合を中止してほしいと考え

ます。教育長はどのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 ２点目として、県道220号線の歩道と車道の分離について町長にお尋ねをいたします。 

 この道路は、安八町牧から里を通り、海松新田に至る県道です。当然のことながら、

県道ですから事業の主体は岐阜県になりますので、輪之内町から強く県に要望していた

だきたいと思います。 

 この道路は、県道でありながら歩道と車道が分離されておりません。高校生の通学路

として利用されており、輪之内町から大垣方面の学校に通学され、また輪之内町から海

津市方面に自転車で通学に利用されています。大型自動車が交差されるときには、通学

自転車は路肩いっぱいに待避せざるを得ない状況です。歩行者も同じです。県道を改良

し、歩道と車道を分離して、安心して県道を利用できるように県に働きかけていただく

ようお願いします。町長の考えをお聞かせください。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、浅野進議員の質問、２点ほどございましたが、私のほうからは２点目の県

道220号線の歩道と車道の分離について、この件についてお答えをさせていただきます。 

 輪之内町を通る県道220号線でありますけれども、質問の中にもございましたように、

県道整備を担当しておりますのは岐阜県県土整備部の大垣土木事務所というところでご

ざいます。 

 本件につきましては、毎年、県道に関する整備要望をしておるところでございます。

今年度の県道整備要望事項、幾つかあるわけですけれども、新養老大橋の架橋促進を初

め、福束大橋の渋滞解消、県道安八・海津線の歩道設置並びに道路照明灯の設置、県道
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安八・平田線の両側歩道の設置、主要地方道北方・多度線、これはどこのことだという

んですが、これは要は長良川の堤防道路なんですけれども、この交差点改良等を要望し

ております。あくまで要望ということなんで、要望したから翌年で施工されるという状

況にはなかなかならんので、私どもも粘り強く要望してまいりたいと、そんなことを思

っております。 

 御質問のありました県道安八・海津線の歩道についてでありますが、これも全然手を

つけていないということではなくて、平成23年度に南波地内の歩道設置、平成24年度に

は南波・里地内における歩道設置のための土地買収、平成26年度には繰越予算による県

道安八・海津線の里・南波地内で歩道の設置工事が行われまして、今、里までは来てお

ると。そこの里地内の信号交差点から南へ約3.2キロありますけれども、この区間が歩

道未整備区間となっております。 

 今年度は例年の要望活動に加えまして輪之内町通学路安全推進会議というものを、先

ほどちょっと触れた部分がありますけれども、これをやっておりまして、役場の関係課

のほかに大垣土木事務所、それから大垣警察署にも参加をいただいて、町内の通学路、

危険箇所の現地視察と対策の検討もしておるところでございます。その対策箇所の中に

県道安八・海津線の歩道設置に加えまして、強く要望をしておるところでございます。 

 安八・海津線の歩道未整備区間につきましては、過去の道路整備における手法が幾つ

か混在していまして、南のほうは、いわゆる道路事業でやっておりまして、今、ちょう

ど歩道未設置の区間につきましては、広域農道の整備をして、後で県道移管した部分が

ありまして、設置当初の道路規格に多少の差がありまして、その後、県道移管して以降、

私どものほうとしては、あくまで県道移管した以上は県道としての安全性を確保してく

ださいということで、交通安全対策の対象事業として、この両側歩道の設置について強

く要望しておるところでございます。 

 状況につきましては、浅野議員が先ほどおっしゃられた部分も当然ございますので、

そういったことの解消に向けて、私どもとしてもできる限りの努力をしてまいりたいと

思っております。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 教育長 箕浦靖男君。 

○教育長（箕浦靖男君） 

 浅野進議員からアポロンスタジアム遊歩道の安全対策についての御質問をいただきま

したので、お答えさせていただきます。 

 御質問の中にありますように、８月12日にアポロンスタジアムのバックネット裏で遊

歩道を利用していた男性の右肩にボールが当たるという事故が発生しました。幸いにし

て大事故には至りませんでしたが、突然の災難に、この場をおかりして改めてお見舞い

申し上げます。 
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 これまでも硬式ボールが球場外に飛び、バックネット裏に駐車してあった車に当たっ

たり、近辺にある会社の窓ガラスに当たり割れるなどの事故が起きております。人身に

かかわる事故は、今まで起きておりませんでした。通常では考えることのできない確率

で発生したものですが、一つ間違えば大事故になりかねないということは言うまでもあ

りません。 

 これまで発生した事故については、使用団体の加入する保険で対応していただき、試

合中については監視する人をつけて、観覧席や場外へボールが飛ぶことが予想されると

きは笛で合図し、注意喚起するなどの対策をとってきている中で今回の事故は発生しま

した。 

 ８月以降ですが、早急にできる対策として、野球場の試合中は遊歩道の入り口とか階

段付近、スタジアムの入り口に歩道の歩行を禁止する表示板を設置しています。使用団

体につきましても、監視員の配置を再度依頼しました。 

 今後の安全対策として、遊歩道の内側全体に防球ネットを設置する方法もありますが、

これも相当高くしないと、ネットを越えてボールが飛んでくる可能性は十分あります。

また、ほかの課題も出てくるおそれがあります。また、費用も相当なものになることも

予想されます。利用者の安全を念頭に置いて、来年度に向けてハード面での安全対策を

検討してまいります。 

 西濃地区の野球場の状況を確認したところ、当町と同程度の施設で硬式野球の利用を

可としているのは３市町村あります。輪之内町を入れまして４市町村です。ただし、各

施設の周辺状況等を見ますと、当町同様の施設と言えるものではありません。 

 冬にかけて試合は少なくなるものと思います。安全対策につきましては、早急に考え

なくてはなりません。硬式野球の利用が過半である現状を踏まえて、試合中の遊歩道の

使用禁止、遊歩道のつけかえ等の検討も含め安全対策の強化を図っていきます。 

 プラネットプラザは、野球場、公園、パターゴルフ場、文化会館、図書館から構成さ

れている総合施設であります。幅広い年代層がそれぞれの目的や楽しみを持って訪れる

施設になっています。このことからも、施設の貸し出し、使用に当たっての注意事項を

再度見直し、関係者と協議し、使用者も利用者も安全に施設が利用できるよう施設管理

者として取り組んでまいります。 

 以上で浅野進議員の質問の答弁とさせていただきます。 

○５番（浅野 進君） 

 議長、以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 これで一般質問を終わります。 

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

○議長（小寺 強君） 
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 日程第３、議第58号から議第62号、議第66号を一括議題といたします。 

 ただいま議題としました議案は、今定例会の第１日目に町長から提案説明、各担当課

長から議案説明を受けた後、各常任委員会に審査が付託してあります。したがって、こ

れから各常任委員会委員長に審査の経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 田中政治君。 

○総務産業建設常任委員長（田中政治君） 

 総務産業建設常任委員会委員長報告をいたします。 

 令和元年第４回定例輪之内町議会の初日において本委員会に審査を付託されました案

件について、12月６日午前10時45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、会計管理者及び関係各課長のほか職員出席のもとに審査をい

たしました。 

 その主な経緯と結果を報告いたします。 

 最初に、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）について当委員

会所管分を議題とし、総務課所管分について総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、売却を予定している土地の当初の取得は土地開発公社かに

対し、平成９年に土地開発公社にて取得し、その後、町へ移管され、普通財産として管

理している。取得の目的は浄水公園の整備としていたが、その後に計画を見直し、公園

整備の必要性はないと判断した土地であるとのことでした。 

 売却予定地は幾らで貸しているのかに対し、平成27年度から賃貸しており、年額50万

円ほどであるとのことでした。 

 今回、プラネットプラザ内で購入する土地の地目は何かに対し、登記簿上は田、現況

は宅地であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、危機管理課所管分について危機管理課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、公務災害補償は全額補償されるのかに対し、個人負担分と

保険者分の全てが、全額補償されるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、繰越金について適正な金額の基準はあるのかに対し、繰越

金に基準額はなく、決算により結果として次年度に繰り越す性格のものとのことでした。 

 繰越金は多ければ多いほどよいのかに対し、繰越金額は予算執行の見通しによって変

更する、多ければよいというものではないとのことでした。 

 今年度の繰越金の見通しは４億円ぐらいかに対し、現時点では不明とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 
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 質疑に入り、主な質疑は、個人の住民税に対する還付金が生ずるのはどのような場合

かに対し、扶養控除の追加等、過年分の修正申告により税額が減額となり、納め過ぎた

額をさかのぼって還付する場合があるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、産業課所管分について産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、農業委員の選定方法は、昔は選挙によるものではなかった

かに対し、昔は選挙による選定であったが、選考委員会で候補者を選定するように変わ

ったとのことでした。 

 農業委員の報酬はどれだけかに対し、月額7,000円で、活動実績に基づいて加算され

るとのことでした。 

 農業委員に非農業者を選定する必要があるのかに対し、中立の立場の委員を１人以上

選定するよう法律で定められており、中立の立場とは農業経営をしていないということ

であるとのことでした。 

 なお、非農業者ではよしあしの判断ができないので、農業関係の仕事に携わっていた

方の中にも非農業者に該当する方は見えると思うので、そういう方を選任してはどうか

という意見がありました。 

 農業委員の選定基準に過半数以上が認定農業者という要件があるが、認定農業者でな

い農業者の選定基準は何かに対して、経歴や農業経営の状況等を参考に判断するとのこ

とでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 議第58号についての質疑を終結し、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、

全委員異議なく、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）のうち当

委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

についてを議題として、総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用

職員は何名いるのかに対し、フルタイム的勤務の職員は10名ほどいる、またパートタイ

ム勤務の職員は70名ほどである。多くの臨時職員を雇用しているが、勤務時間がフルタ

イムではないので、おのおのに仕事を分担しているためであるとのことでした。 

 職員定数に対して職員は何名不足しているのかに対し、現状では定数条例に対して12

名不足しているが、町としては職員適正化計画に基づき、計画的な採用に努めていると

のことでした。 

 臨時職員の処遇も一般職員並みに扱ってほしいに対し、同一労働同一賃金の考えのも

と、今回の会計年度任用職員制度を導入するものである。町としては、これまでと同様

にパートタイム職員が主流になると考えているとのことでした。 
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 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 議第60号についての質疑を終結し、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、

全委員異議なく、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として、総務課長から説明を受けまし

た。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終結しました。 

 議第61号についての質疑を終結し、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、

全委員異議なく、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを

議題として、総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、成年後見人とはどういう人かに対し、精神上の障がいによ

り判断能力が不十分であるため、法律行為における意思決定が困難な方々であるとのこ

とでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 議第62号についての質疑を終結し、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、

全委員異議なく、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました案件についての経緯の概要

と結果報告を申し上げ、総務産業建設常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員長 髙橋愛子君。 

○文教厚生常任委員長（髙橋愛子君） 

 続きまして、文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 
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 令和元年第４回定例輪之内町議会の初日において本委員会に審査付託されました案件

について、12月６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、会計管理者及び各関係課長、関係職員出席のもと審査をいたし

ました。 

 その経緯と結果を報告します。 

 最初に、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）について当委員

会所管分を議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終結しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第58号 令和

元年度輪之内町一般会計補正予算（第３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しました。 

 次に、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、システム整備で具体的にどうなるのか、枝番がつくとはど

のようなことなのか、また保険証はなくなるのかに対し、枝番がつくことで個人ごとに

資格管理ができるようになり、医療機関でもシステムで資格確認ができるようになる。

また、保険証はなくならないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第59号 令和

元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２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66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についてを議題とし、

教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、なぜ改正するのか、運営方法が変わるのかに対し、学校給

食費が私会計から公会計になるため、新たに第７条で給食費を定義づけた。また、教育

委員会の諮問に応じ、学校給食運営委員会を開催し、学校給食について審議していく。

運営委員については、これまでと変わることはないとのことでした。 

 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66号 輪之

内町学校給食センター設置条例の全部改正については、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会に審査付託されました案件についての経緯の概要と結果

報告を申し上げ、文教厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）についての討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第58号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第58号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）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（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第59号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第59号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
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制定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第60号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第60号 輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第61号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第61号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 これから、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

ての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



－７７－ 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第62号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第62号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

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66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についての討論

を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第66号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第66号 輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正については、

委員長報告のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第４、発議第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書を議題

とします。 

 提案者から趣旨説明を求めます。 

 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 発案書。 
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 発議第２号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書。地方議会議員の

厚生年金制度への加入を求める意見書を次のとおり発案する。令和元年12月12日提出。

提出者、輪之内町議会議員 田中政治、賛成者、輪之内町議会議員 髙橋愛子、同じく

賛成者、上野賢二、同じく賛成者、浅野重行。輪之内町議会議長 小寺強様。 

 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書。 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高

まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に

重くなっている。 

 このため、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求

められている。 

 しかしながら、本年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が

減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が

大きな問題となっている。 

 こうした中、地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等

が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配

することなく選挙に立候補できる環境が整うことになり、議員を志す新たな人材確保に

つながっていくと考える。 

 よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議

員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。令和元年12月12日、

岐阜県安八郡輪之内町議会。衆議院議長 大島理森様、参議院議長 山東昭子様、内閣

総理大臣 安倍晋三様、内閣官房長官 菅義偉様、財務大臣 麻生太郎様、総務大臣 

高市早苗様、厚生労働大臣 加藤勝信様。 

 以上でございます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 この意味がよく理解できないんですけれども、民間会社の社員が議員に転身しても切

れ目なく厚生年金の適用を受けるということですけれども、民間会社に勤めている人が

議員になった場合は、民間会社の厚生年金に入っているはずです。厚生年金をやめると

いうことにはなりません。 
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 それから、もし民間会社に勤めている人が議員になるということで会社をやめた場合

は、本当に年金がなくなるのかということです。それは年金はなくなりません。厚生年

金は残りますし、会社をやめたら国民年金に入るんです。ですから、議員年金がなくと

も一般の国民と一緒の年金制度が適用されますから、何も議員はなくても困ることはあ

りません。いかがでしょうか。 

○９番（田中政治君） 

 浅野議員がおっしゃるとおり、民間会社をやめた場合は国民年金に加入になるという

ことですが、おのずと国民年金は自分がかけた分を自分で、要するにもらうと。厚生年

金は、自分もかけますけれども、会社が半分持っていただけるということで、要するに

受給された場合には手厚くなるということで、会社へ勤めておみえになった方がやめた

ときも、それが同じような条件でいただけるように、一遍切れて国民年金に切りかえる

ことなく続けていったほうが、先ほど言いましたように、老後とかいろんな関係の中で

安心ができるのではないかと。それが議員のなり手不足の一助になるのではないかとい

うことで、今回、意見書を出すということですし、前は３期以上務めたら年金があった

ということですが、これも平成の大合併で町村が少なくなって、退職された議員さんが

多くなって、かける人が少なくなる、その反面、受給者が多くなったというような関係

で破綻して、一時金、もしくは両方選択ができたんですが、その金額たるやかなり減額

された金額になってしまったという経緯がございますので、私個人としてはいろんな思

いはありますが、後々の議員さんのなり手になられる若い方、要するに70以上の方では、

もうかけることは恐らくできないと思うんですが、若い方においてはやっぱり、現在、

国民年金であっても、議員になれば、その間は厚生年金に加入ができるということで、

要するに若干手厚くなるということが本来の目的ですので、それを思って、本来は議員

のなり手不足の解消の一助になればと、だけど、私もわかりません。何でかというと、

議員の報酬は生活給ではないと言われた時代もありましたが、やっぱり今では生活給と

いうことは否めませんので、それに見合った金額を議員にも報酬として出していただけ

ないと、基本的にはそのなり手不足の解消にはつながっていかんのではないかなと思い

ますが、さりとてやっぱり一つの方法として、この厚生年金の加入というのを求めてい

ったらどうかというようなことで、今回、意見書として提案させていただくということ

でありますし、これは県下の中で輪之内町と関ケ原町と岐南町のみがこの意見書を出し

ていないということで議長会でも御案内がありましたので、今回、提案させていただく

という経緯になりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 
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 もう一点、お尋ねします。 

 これは議員の厚生年金ということですか、それとも一般の民間会社に勤めている人が

会社をやめないでそのまま継続して議員をやった場合は、厚生年金がありますよね。 

○９番（田中政治君） 

 あります。 

○５番（浅野 進君） 

 その人が議員になったら、さらに議員の厚生年金があるということですか。 

○９番（田中政治君） 

 そういうふうに私は理解しております。 

○５番（浅野 進君） 

 二重に厚生年金がもらえるということですか。 

○９番（田中政治君） 

 はい、そういうふうに理解しておりますが。 

○５番（浅野 進君） 

 ああ、そうですか。 

 以前は厚生年金という言い方はしなかったんです。議員共済年金と言っていました、

もらっている人は、共済年金だと。ですから、役場から半額負担していただいて、個人

も半額負担して、掛金をしました。今度は二重にかけるということになるんですか。 

 議員の厚生年金というのは、役場の税金からも半額負担するというふうな仕組みをと

れということを言うんですか。 

○９番（田中政治君） 

 そういうふうに私は理解しております。 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから発議第２号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 私はよく理解できません。議員になったら厚生年金がある、会社に勤めておる人は厚

生年金がある、厚生年金を二重にもらうだなんて、そんなようなやり方は、私は納得で

きません。 

 しかも、年金がもらえるからとかというような思いで議員になられるということは、

私は甚だ迷惑です。議員の給料が安くとも、年金がなくとも、町のために働こうかとい
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うような思いの人がどんどん出てくることは、私は大歓迎です。ぜひともそういう意味

で、その議員だけが厚生年金を２つ受けられるようなやり方は、私は納得できません。

反対いたします。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 これで討論を終わります。 

 これから発議第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（小寺 強君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継

続調査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 お諮りします。 

 総務産業建設・文教厚生の各常任委員会所管事務の調査について、閉会中も継続調

査・研究することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 
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 これで本日の日程は全部終了しました。 

 令和元年第４回定例輪之内町議会を閉会いたします。 

 ９日間にわたり熱心に審議され、全議案を議了し、無事閉会の運びになりましたこと

に対し、厚くお礼を申し上げます。大変御苦労さまでございました。 

（午後０時01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。 

 

 令和元年12月12日 

 

 

   輪之内町議会 議 長    小 寺   強 

 

 

          署名議員    浅 野 重 行 

 

 

          署名議員    田 中 政 治 

 


