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平成22年12月９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 議案上程 

日程第４ 町長提案説明 

日程第５ 議 第 49号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第６ 議 第 50号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第３号） 

日程第７ 議 第 51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第８ 議 第 52号 町の字区域の変更について 

日程第９ 請願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願について 

日程第10 請願第２号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第10までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    浅 野 常 夫       ２番    小 川 春 男 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    浅 野 利 通 

   ５番    田 中 政 治       ６番    北 島   登 

   ７番    森 島 光 明       ８番    近 藤 勝 美 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  森 島 昭 道 

 参 事  中 島   修     調 整 監  尾 崎 敏 美 

                     会計管理者 
 調 整 監  中 島 桂一郎     兼 税 務 課 長  小 川 美代子 

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

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

 産 業 課 長  岩 津 英 雄     教 育 課 長  森 島 秀 彦 
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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  田 中   実     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時00分 開会）  

○議長（浅野利通君） 

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

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

いて、１番 浅野常夫君、９番 森島正司君を指名します。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から12月17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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、この定例会の会期は本日から12月17日までの９日間とすることに決定しまし

た。 

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

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 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。師走に入り、寒さも一段と増したきょうこのごろでございます。 

 本日、ここに平成22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

位には年末の何かと御多用の中、御出席を賜り開会できますことを厚く御礼申し上げま
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す。 

 さて、今年一年を振り返ってみますと、いろいろなことがございました。世情を揺る

がす重大な事件、中でも検察の証拠改ざん事件、参議院議員選挙では与党が敗北、尖閣

諸島での巡視船衝突事件での日中関係の悪化でありますとか、東京都足立区の男性ミイ

ラ化事件に端を発する所在不明高齢者の問題等々、国のレベルで社会の不安定を露呈す

るようなことが幾つかございました。また、身近なところでは、相撲界でも現役力士の

野球賭博問題等に揺れた一年でもございました。 

 一方、うれしい出来事では、小惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還、ノーベル化学賞

を根岸英一氏、鈴木章氏が受賞されたことであります。日本人としては17人目、18人目

の受賞ということであります。 

 経済面では、日本航空の会社更生法適用申請による倒産、またエコカー補助金交付に

よる自動車販売の一時的な増加と需要の先食いの反動による販売の減少等々、世間の注

目を集め、経済刺激策のあり方にも一石を投ずるようなこととなったと思います。 

 たばこ税増税に伴うたばこの価格が大幅に値上げになり、買いだめ、盗難事件等も発

生をいたしました。 

 また、国際的な関係においては、第22回のアジア太平洋経済協力首脳会議「ＡＰＥ

Ｃ」が横浜で開催をされました。 

 また、ちょっと目を転じますと、天候・天災では、日本の広範囲な地域を記録的な猛

暑が襲い、全国各地で大雨・豪雨等の被害が相次ぎました。岐阜県でも甚大な被害が発

生、死者まで出してしまったと、残念な事件でございます。 

 さて、次に輪之内町が実施いたしました主要事業を振り返ってみたいと思います。 

 町民の皆様が主体のまちづくりの指針、「輪之内町まちづくり基本条例」を制定、こ

れは県下町村では最初の制定でありました。 

 新養老大橋（仮称）架橋のため、期成同盟会を養老町、海津市とともに設立し、その

実現に向けた本格的な活動を開始しております。 

 また、やすらぎ苑の第２セレモニーホール「長良」が竣工し、御利用の皆さんの利便

性に資したものと考えております。 

 また、平成23年４月からの民設民営による光ケーブルテレビ事業の実施に向け、情報

インフラの整備をただいま実施中であります。 

 輪之内町転入者にハツシモの配付、地球温暖化防止を推進するため、太陽光発電シス

テムにも補助金の交付を実施したところであります。 

 また、よりよい公共交通を目指し、バス路線のリニューアル、そしてこれは他市町で

も同様でありますが、輪之内町でパスポートの申請・受け取りの窓口の開始もいたしま

した。 

 また、住民の安心のために「あんしん救急バトン」を配付する等々、幾つかの事業を
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実施してまいりました。 

 今後とも、町民の皆様の安全・安心確保のための施策に取り組んでまいる所存でござ

います。議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 さて、提案をいたしております議案の概要を御説明申し上げ、議員各位並びに町民の

皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 本日提出させていただきます議案は、人事関係１件、補正予算２件、その他１件、計

４件でございます。 

 それでは、提案理由の概要について順次御説明を申し上げます。 

 最初に、人事関係の御説明を申し上げます。 

 議第49号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつきましては、人権

擁護委員法第６条の規定により、人権擁護委員の候補者として浅野宗秋氏を推薦したい

ので議会の意見を求めるものであります。 

 続きまして、議第50号 平成22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2,571万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億1,368万4,000円と定めるものであります。 

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

 現在、株式会社アミックスコムを事業主体とし、輪之内光サービスを来年４月１日の

供用開始に向けて、町全域のハード整備の施工と本申し込みの受け付けを思っておりま

す。御承知のとおり、この輪之内光サービスは、町の情報施策の一つとして民設民営を

旨として推進しているものであり、町としても安価でハイクオリティーなこのサービス

を積極的に利用してまいりたいと考えております。 

 今回、役場庁舎及び出先機関を100メガ光ケーブル網で接続するための地域イントラ

ネット整備工事費562万6,000円及び各施設の電話を光ＩＰ電話に切りかえる光ＩＰ電話

整備工事費250万3,000円を各課にそれぞれ計上しております。この整備により、町内Ｉ

Ｐ電話同士は通話無料というメリットを十分に生かした「住民に近い役場」を実現し、

住民サービスの向上と充実を図ってまいります。あわせて、役場庁舎及び出先機関全体

の通信経費の節減も行ってまいります。 

 続いて、その他の増額補正をお願いするものについて御説明を申し上げます。 

 総務費のうち一般管理費の240万6,000円は、子ども手当等の人件費のほか、税務課休

職職員の代替として雇用している臨時職員に係る費用であります。 

 企画費の627万9,000円のうち賃金、役務費等は、輪之内光サービスの加入率向上を目

指し、夜間の戸別訪問等の加入勧誘を行っていくためのものであります。この事業の財

源には、県支出金の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金を活用する予定をいた

しております。 

 生活安全対策費の116万1,000円は、路線バス運行に要する人件費や燃料費等の経常費
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用の増加によりバス運行費補助金等を増額するものであります。 

 民生費のうち障がい者福祉費82万5,000円は、前年度の障害者自立支援に係る国・県

補助金の精算により交付額の返還が生じたので返還をするものであります。 

 衛生費のうち予防費426万8,000円は、平成22年10月８日に閣議決定をされました円

高・デフレ対応のための緊急総合経済対策の中で、子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌ワ

クチンの接種事業に対する支援が打ち出されたことに伴う増額であります。この支援方

針を受けて県が予防接種を促進するための基金を設置し、これを原資として市町村の予

防接種事業の経費の２分の１を補助することとされました。町としては現在実施してお

ります独自補助の体系に基金補助を組み入れることにより、これらの予防接種費用を無

料化しようとするものであります。これにより、子育て支援及び疾病予防の向上を図っ

てまいります。 

 農林水産業費のうち農地総務費562万2,000円は、東部ほ場整備事業の次年度工事の一

部を前倒し施工するものであります。これに係る町と地元の負担金を増額するというも

のであります。 

 消防費の防災費41万6,000円は、県防災無線のバッテリーと冷却ファンの交換に要す

る経費のほか、不慮の修繕に備えるものであります。 

 教育費のうち小学校管理費は、来年度、大藪小学校では児童増により２クラスの増加

が予測されており、これに伴う施設改修を行う費用であります。 

 教育振興費の28万1,000円は、留守家庭児童教室の入室児童の増加により今後予測さ

れる食料費の不足分を補うものであります。 

 中学校費の108万8,000円のうち光熱水費は、体育館やグラウンドの夜間開放等による

電気料金、水道料金の増加に伴うものであります。 

 学校給食費の42万9,000円は、修繕料等であります。 

 続いて、歳入補正予算について御説明を申し上げます。 

 分担金及び負担金の249万9,000円は、東部ほ場整備事業に係る地元分担金で事業費の

１割相当額であります。 

 県支出金のうち総務費県補助金は、市町村自主運行バスの運行経費のうち補助対象経

費に対して４分の１の補助を受けるもの110万7,000円と、先ほど総務費の歳出の方で御

説明申し上げましたが、輪之内光サービスの加入促進に対するものであります。 

 それから衛生費県補助金161万5,000円は、衛生費で御説明をした予防接種に対するも

のであります。 

 最後に繰越金は、歳入補正予算全体を調整するための1,984万5,000円を計上いたして

おります。 

 以上で、平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）の説明を終わります。 

 次に、議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
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について御説明をいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,671万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億1,696万7,000円と定めるものであります。 

 歳出については、退職被保険者等の療養給付費及び高額療養費について被保険者数の

増加等により予算不足が見込まれ、また一般被保険者の高額療養費についても同様に予

算に不足を生ずる見込みであるため増額補正をするものであります。 

 歳入につきましては、歳出の増額補正に関連する負担金等を増額補正しようとするも

のでございます。 

 以上で、平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の説明を

終わります。 

 続きまして、議第52号 町の字区域の変更につきましては、県営ほ場整備事業道下地

区における字区域の変更を必要とするため承認を求めるものでございます。 

 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す。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第５、議第49号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを

議題とします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 中島桂一郎君。 

○調整監（中島桂一郎君） 

 それでは、議案書の１ページをお開き願いたいと思います。 

 議第49号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。人権擁護委

員法第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいか

ら、議会の意見を求める。平成22年12月９日提出、輪之内町長。 

 住所につきましては、安八郡輪之内町楡俣新田41番地の１、氏名は浅野宗秋、生年月

日は、昭和24年９月12日生まれでございます。任期は３年間でございます。 

 簡単に履歴を申し上げます。浅野さんは、昭和43年３月31日に日本写真高等専門学校

を卒業されまして、昭和43年に田中印刷興業へ勤務され、後、昭和56年、あさの写真館

に勤務をされまして、昭和62年11月１日、有限会社あさのスタジオを設立され、代表取

締役で現在に至っておられます。 

 浅野さんのその他の経歴につきましては、平成５年４月から社会福祉協議会評議員、

平成６年７月１日から輪之内町公民館運営審議会委員、平成７年４月から大藪小学校Ｐ

ＴＡの会長、平成７年４月１日から給食センター運営委員等を行われ、貢献されており

ます。また、平成６年４月から少年補導員、今現在も行ってみえます。また、平成17年
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４月１日から少年指導委員を、現在も行っておられます。平成20年４月１日から輪之内

町人権擁護委員で１期目でございます。 

 簡単ではございますが、説明を終わりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第49号については人事に関するものでありますので、

質疑・討論を省略の上、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、直ちに採決すること

に決定しました。 

 これから議第49号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、適任者と認めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第49号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

は、適任者と認めることに決定いたしました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第６、議第50号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）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（中島 修君） 

 それでは、議案書の２ページをお開きいただきたいと思います。 

 議第50号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）。平成22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。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,571万6,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億1,368万4,000円と定める。平成22年12月９日

提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 それでは、事項別明細書により御説明を申し上げますので事項別明細書をお願いいた
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します。 

 まず、歳出の部から説明を申し上げますので、歳出のページをお願いいたします。 

 先ほど町長の提案理由にもございましたように、各歳出の各項目に共通する補正につ

きまして少し説明をさせていただきますが、現在、輪之内町光サービス事業をアミック

スコムにより推進されておる中で庁舎及び出先機関を光ケーブル網に接続するための整

備工事費、それから電話を光ＩＰ電話に切りかえる費用を計上いたしております。これ

らの費用は、ネット整備で562万6,000円、ＩＰ電話関係で250万3,000円を計上いたして

おります。これにより、庁内のＩＰ電話同士による通話は無料となります。 

 それでは、事項別明細書の６ページをお願いいたします。 

 款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費で240万6,000円を増額補正するもので

ございます。主なものは４の共済費で80万円、職員の共済組合負担金でございまして、

掛金率が1,000分の1.6ふえましたので増額補正をするものでございます。７の賃金100

万8,000円につきましては、税務課の臨時職員賃金でございます。 

 目９の企画費につきましては、627万9,000円を増額補正するものでございます。７の

賃金で47万9,000円、光サービスの加入促進のためということで県の補助金を活用させ

ていただく臨時職員賃金でございます。節15の工事請負費562万6,000円、地域イントラ

ネット整備工事費ということで庁舎、出先機関の施設関係の引き込み、それからワイド

ＬＡＮからの切りかえに伴う費用でございます。 

 目10の生活安全対策費で116万1,000円を増額補正させていただきます。19の負担金、

補助及び交付金、補助金で市町村自主運行バス運行費補助金で109万5,000円、以下、地

域乗合バス路線維持費補助金、生活交通路線維持費補助金でございます。 

 １枚めくっていただきまして、７ページをお願いいたします。款3.民生費、項1.社会

福祉費、目2.障がい者福祉費、補正額82万5,000円につきましては、障害者自立支援給

付費等負担金の精算還付金でございます。 

 続きまして、10ページをお願いします。款4.衛生費、項1.保健衛生費、目2.予防費で

426万8,000円を増額補正するものでございます。13の委託料323万2,000円、これにつき

ましては予防接種委託料ということで、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策の

中で子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌ワクチンの接種事業が打ち出されましたので、こ

れを実施していくものでございます。経費の２分の１を国、残りが町ということで、実

質接種費用が無料となるものでございます。予防接種の実施につきましては、医師会と

委託契約をとって行ってまいります。19の負担金、補助及び交付金でございますが、補

助金といたしまして50万2,000円の増額につきましては、現在、町が実施しております

補助につきましても、無料化という観点から、これに対応するため追加していきまして、

これらにつきましても実質無料ということで行っていくための補助金でございます。 

 続きまして、12ページをお願いいたします。款5.農林水産業費、項1．農業費、目8.
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農地総務費562万2,000円の増額補正につきましては、県営ほ場整備事業東部負担金とい

うことでございます。この事業の負担金につきましては、平成22年度において工事を一

部前倒しで実質していくため負担金を増額させていただくものでございます。 

 次に１枚めくっていただきまして、13ページ、款8.消防費、項1.消防費、目３の防災

費41万6,000円ということで修繕料でございます。県の防災無線の蓄電池及び冷却ファ

ンの交換等々の費用でございます。 

 それでは、また１枚めくっていただきまして、15ページをお願いいたします。款9.教

育費、項2.小学校費、目１の小学校管理費で103万1,000円を増額補正させていただくも

ので、内訳といたしまして、工事請負費で小学校の修繕工事費で44万9,000円につきま

しては、クラス増に対応するための工事でございます。 

 目２の教育振興費で11の需用費で28万1,000円につきましては留守家庭の間食代等と

いうことで、入室者の増により対応させていただくものでございます。 

 16ページでございますが、項３の中学校費、目1.中学校管理費108万8,000円でござい

ますが、11の需用費で95万9,000円、光熱水費ということで、体育館、あるいはグラウ

ンドの使用増によりまして電気料がアップということで、電気料金等に不足を来すため

増額補正をお願いするものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、17ページ、項６の保健体育費、目３の学校給食費で42

万9,000円でございますが、11の需用費で修繕料で35万円ということで、修繕がふえま

したのでこれに対応するため増額補正をさせていただくものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。３ページをお願いいたします。 

 款11.分担金及び負担金、項1.分担金、目１の農林水産業費分担金で249万9,000円、

これにつきましては県営事業費の分担金でございます。輪之内東部地区の土地改良事業

分担金でございます。 

 １枚めくっていただきまして、款14.県支出金、項2.県補助金、目１の総務費県補助

金で175万7,000円、これにつきましては市町村自主運行バス運行費の補助金で110万

7,000円、それから緊急雇用の関係で経営戦略課分で65万円。 

 目３の衛生費県補助金で161万5,000円ということで、子宮頸がん等のワクチンの特例

補助金でございます。 

 それから５ページ、款18の繰越金で1,984万5,000円を増額補正するものでございまし

て、これによりまして財源不足額をこの金額で調整をさせていただくものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 
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○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ＩＰ電話を出先機関と庁舎を結ぶということですけれども、これまでの通信料という

のは年間どのくらいかかっていたのか。そして、これでそれがすべてゼロになるのかど

うか知りませんけれども、この工事によるメリットというものを概算で結構ですけれど

も、教えていただきたいと思います。 

 それから、税務課の方で臨時職員がふえているということですけれども、どういう業

務をこの臨時職員の方が行われるのかといったことをちょっと明らかにしていただきた

いと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 経営戦略課長心得 荒川君。 

○経営戦略課長心得（荒川 浩君） 

 ＩＰ電話の関係でございますが、私どもの見込んでおる試算でございますが、今現在、

ＮＴＴへの通話料は、平成21年度実績でございますが、年間425万6,000円かかっており

ます。今回、ＩＰ電話に切りかえることにより試算で年間366万5,000円を見込んでおり

まして、年間59万1,000円の節減を見込んでおります。以上でございます。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 それでは、臨時職員の関係をお話しさせていただきますが、業務の内容につきまして

は、台帳の加除等の業務に従事していただいております。税務課で現在休職者がござい

ますので、その職員の代替ということで充てさせていただいております。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この臨時職員の雇用期間はどのくらい見込んでおられるわけですか。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 ６ヵ月ごとの更新で行っております。といいますのは、休職者は当初９月までの休職

期間でございましたので復帰できるかと思っておったんですが、復帰できない状況でご

ざいましたので、また６ヵ月の雇用延長をしたということでございます。休職者に合わ
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せて雇用延長をさせていただいたということでございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第50号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

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

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第50号 平成22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（浅野利通君） 

 日程第７、議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 中島桂一郎君。 

○調整監（中島桂一郎君） 

 議案書の５ページをお開き願いたいと思います。 

 議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,671

万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億1,696万7,000円と定

めるものでございます。平成22年12月９日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 事項別明細書の方で説明を申し上げますので、７ページをお開き願いたいと思います。 

 款２の保険給付費、項１の療養諸費、目２の退職被保険者等療養給付費につきまして

は、退職被保険者数が当初予算で見込んでおった数字よりも増加したこと等によりまし

て療養給付費を817万4,000円増額補正するものでございます。 

 ８ページをごらんください。款２の保険給付費、項2.高額療養費、目1.一般被保険者

高額療養費につきましては、当初予算で推定した額を上回るペースで推移しております

ので717万7,000円を増額補正するものでございます。 

 目２の退職被保険者等高額療養費につきましては、退職被保険者数の増加等によりま

して136万2,000円を増額補正するものでございます。 
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 歳出の合計といたしまして1,671万3,000円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入の方の説明を申し上げます。３ページをお開き願いたいと思います。 

 款3.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.療養給付費等負担金と項２の国庫補助金の目

1.財政調整交付金につきましては、歳出における一般被保険者高額療養費の増額補正に

対応する療養給付費等の国庫負担の現年度分を216万円増額し、財政調整交付金の普通

財政調整交付金37万1,000円を増額するものでございます。 

 ４ページをごらんいただきたいと思います。款４の療養給付費等交付金、項１の目１

の療養給付費等交付金につきましては、歳出の退職被保険者等療養給付費の増額分と退

職被保険者等高額療養費の予備費充用分を含む増額分に対応するための特定財源として

現年度分1,006万2,000円を増額するものでございます。 

 ５ページをごらんください。款６の県支出金、項２の県補助金、目１の財政調整交付

金につきましては、歳出における一般被保険者高額療養費の増額補正に対する特定財源

として普通財政調整交付金36万4,000円を増額するものでございます。 

 ６ページをごらんいただきたいと思います。款10の繰越金につきましては、歳出補正

額から歳入の特定財源補正分との差額375万6,000円をその他繰越金で増額するものでご

ざいます。 

 簡単ではございますが、説明を終わりますので、よろしく御審議をいただきたいと思

います。 

○議長（浅野利通君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これは療養給付費、あるいは高額療養費がふえているわけですけれども、今の疾病の

内容の傾向とか、この増加している要因というのも何かわかりましたらお願いしたいと

思いますけれども。 

○議長（浅野利通君） 

 住民課長 兒玉隆君。 

○住民課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問でございますけれども、退職者につきましては、先ほど調整監から

御説明申し上げましたように、退職者の被保険者が当初予算におきましては170人とい

うことで見込んでおりましたけれども、10月末現在で193人ということで20名ほど増加

をしております。したがいまして、被保険者がふえたことによって療養給付費、あるい
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は高額療養費がふえているものと考えております。 

 高額療養費につきましては、脳出血による入院患者さんが２名いらっしゃったという

こともありましたので、そこに起因して予算が不足してくる見込みということもござい

ます。 

 それから一般被保険者につきましては、特にこれが原因というようなものはございま

せんが、毎月、全般的に予算で見込んだ高額療養費の額を上回って支出しておりますの

で、今後において予算が不足する見込みであるということで補正をさせていただくもの

でございます。以上でございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第51号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第８、議第52号 町の字区域の変更についてを議題といたします。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、議案書の８ページをお開き願いたいと思います。 

 議第52号 町の字区域の変更について。地方自治法第260条第１項の規定により、別

紙のとおり字の区域を変更するものとする。平成22年12月９日提出、輪之内町長という

ことでございます。 

 次の９ページに変更理由書がございます。平成22年10月25日付の岐阜県指令農計第

350号の事業決定によりまして県営土地改良事業の施行により字区域の変更をすると、

このためこの議案を上程するものでございます。 

 議案書の12ページに字界の変更の大略図がございますが、字区域の変更箇所につきま

しては５ヵ所ございますが、大字中郷新田、藻池新田、海松新田及び下大榑新田におい
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て道水路のつけかえ、または変更等によりまして大字及び小字の区域変更を行うもので

ございます。 

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

○議長（浅野利通君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第52号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第52号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第52号 町の字区域の変更については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第９、請願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願についてを議題といたします。 

 本日までに受理した請願は、お手元に配りました請願文書表、請願書の写しのとおり

提出されております。 

 紹介議員の森島正司議員より説明があれば許可します。 

 説明がありますか。 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 おはようございます。 

 それでは、去る11月25日に請願の紹介議員となりましたので、この請願の内容につい

て御説明いたします。 
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 まず、ＴＰＰの参加に反対する請願ということで、請願団体は農民運動岐阜県連合会

という団体の代表、中島新吾氏、住所は下呂市金山町菅田桐洞160ということでありま

す。 

 請願の趣旨につきましては、ここに書いてございますので朗読させていただきます。 

 菅首相は、臨時国会冒頭の所信表明演説で「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）

交渉への参加を検討し、アジア太平洋貿易圏の構築を目指す」と表明し、そのための検

討を行っています。 

 ＴＰＰは、原則としてすべての品目の関税を撤廃する協定で、農水省の試算でも、我

が国の食料自給率は40％から14％に急落し、米の生産量は90％減、砂糖、小麦は、ほぼ

壊滅します。農業生産額４兆1,000億円、多面的機能3.7兆円喪失、実質ＧＤＰが7.9兆

円、雇用が340万人減少するとしています。北海道庁の試算でも、北海道経済への影響

額は２兆1,254億円に及び、農家戸数が３万3,000戸も減少するとしています。 

 このように、重要な農産品が例外なしに関税が撤廃されれば日本農業と地域経済、国

民生活に与える影響は極めて甚大であり、国民の圧倒的多数が願っている食料自給率向

上とＴＰＰ交渉への参加は絶対に両立しません。 

 今、求められていることは、食料をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻

な食料需給に正面から向き合い、40％程度にすぎない食料自給率を向上させる方向に大

きく踏み出すことと考えます。 

 以上の趣旨から、下記の事項について意見書を政府関係機関に提出することを請願し

ます。 

 請願項目、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）に参加しないことということで受

け付けております。 

 意見書の案が配付されていると思いますけれども、そのような内容の意見書を提出し

ていただきたいということで請願を受け付けましたので、ぜひとも請願を採択され、意

見書を提出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（浅野利通君） 

 ただいま議題となっております請願第１号については、会議規則第92条第１項の規定

に基づき、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ます。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第10、請願第２号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願についてを議題と

します。 

 本日までに受理した請願は、お手元に配りました請願文書表、請願書の写しのとおり

提出されております。 
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 紹介議員の森島正司議員より説明があれば許可します。 

 説明がありますか。 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 それでは、米価の大暴落に歯止めをかけるための請願といったのも農民運動岐阜県連

合会、中島新吾氏より請願されましたので、紹介議員となって提案させていただきまし

た。 

 請願趣旨、農水省は、米戸別所得補償モデル事業によって米の需給は均衡し、米価は

安定するとしてきましたが、相対価格は下落を続け、22年産の９月の相対価格は前年を

14％、2,000円も下落する事態に至っております。 

 ＪＡが示した概算金は１俵が１万円程度、中には7,000円台という驚くべき水準で、

岐阜県においても１万600円から8,500円であり、農家に衝撃を与えています。農水省が

発表する米生産費は、東海地域において１俵１万9,567円（2009年産）であり、農村で

は、農家が余りにも安い米価に失望し、無策で冷淡な政府の姿勢に憤りを募らせていま

す。こうした事態を生み出した最大の原因は、戸別所得補償を口実に「価格対策はとら

ない」と公言してきた政府の姿勢に憤りを募らせています。こうした事態を生み出した

最大の原因は、戸別所得補償を口実に「価格対策はとらない」と公言してきた政府の姿

勢にあることは明らかであります。 

 この数年来、生産費を大幅に下回る米価が続いている中で生産者の努力は限界を超え

ており、かつて経験したことのない米価の下落が日本農業の大黒柱である稲作存続の土

台を破壊し、それはまた国民への主食の安定供給を困難にし、政府が進める米戸別所得

補償モデル事業さえも台なしにするものと考えます。 

 私たちは米の需給を引き締めて価格を安定・回復させるためには、政府が年産にかか

わらず過剰米を40万トン程度緊急に買い入れることが最も効果的であると考えます。 

 以上の趣旨から、下記の事項についての意見書を政府関係機関に提出していただくこ

とを請願します。 

 請願項目、年産にかかわらず40万トン程度の買い入れを緊急に行うこと、米価の下落

対策を直ちに講ずることという趣旨で請願が出されました。 

 お手元の方に意見書の案が添付されておりますけれども、このような意見書をぜひと

も採択していただきたいということですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 ただいま議題となっております請願第２号については、会議規則第92条第１項の規定

に基づき、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ます。 

 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いては、会議規則第46条第１項の規定
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により12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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第50号、議第51号、請願第１号並びに請願第２号については、12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、12月

17日に委員長報告をお願いいたします。 

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

○議長（浅野利通君） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 定例会最終日は午前９時までに御参集をお願いいたします。 

 本日は大変御苦労さまでございました。 

（午前９時57分 散会）  
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（午前９時00分 開議）  

○議長（浅野利通君） 

 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、平成22年第４回定例輪之

内町議会第９日目は成立しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

 総務産業建設常任委員長から、議第50号、請願第１号及び請願第２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50号及び議第51号についての審査報告がありまし

た。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までとします。 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 おはようございます。 

 ただいまから、議長さんのお許しをいただきましたので一般質問をさせていただきま

す。 

 まず最初に、町政一般についてです。 

 12月に入り今年も残すところあとわずかとなり、記録的な暑い夏も終わり、伊吹の峰

にも雪がかかりそうな季節となり、一年たつのが本当に早く感じられます。 

 １期４年の任期も、私たち議員、町長さんも迎えようとしております。町長さんにお

かれましては、９月定例会一般質問において町政にかける考え、成果等、総括してお答

えをいただきました。来期にかける心意気をお聞かせいただきたいと思います。 

 ２番目に、庁舎の改修プラン等について。 

 私は、町職員の電話の対応のよさ、窓口対応のよさについては格段向上したと思いま

す。しかし、どこのまちへ行っても感じるのは、妙に張り詰めたような、またそうでな

いような冷たい雰囲気を感じます。積極的な声かけをもっと期待します。 

 また、庁舎というかたい空気をやわらかく、温かみのある空気にかえることはできな
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いかと思ったとき、一日じゅうでなくてもいいが軽い音楽を流してみたらどうか。来庁

者も職員も心が落ちつき、リラックスして事務能率が向上し、心も健康になるのでない

かと思い、提案いたします。 

 次に、交通安全施設の充実について。 

 町内各地で道路が広くなり、インフラ整備が進んでいます。同時に、事故も以前とは

変わってきたのではないかと思います。交通安全協会を中心に交通事故を減らす努力が

なされていますが、単純な問題で解決ができない。停止線等を入れようとしても幅がな

い、横断歩道においても幅員不足で効果的な対策ができないことが多い。町内の道路に

関する要望件数、内容を分析し、対策としてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 それでは、一般質問、田中政治議員の御質問にお答えいたします。 

 第１点目の町政一般についてでございます。 

 私が町民の皆様方の御支援を得て、ふるさと輪之内町の町長に就任し、３年と６ヵ月

がたとうとしています。その間、私なりにどうすれば町がよくなるのかを常に念頭に置

き、問題意識を持って行政経営に当たってまいりました。そして、この３年と６ヵ月の

間に実施してまいりましたことの一端をさきの定例議会においてお話をさせていただき

ました。また、現在、社会基盤整備のため、地域公共イントラネット整備事業、町の基

幹道路整備など、重要事業が進行中であります。就任時のお約束は果たしつつあるとは

考えておりますが、社会・経済状況の激変する中で、時代のニーズに応じた新規施策等、

輪之内町の持続ある発展を企図する必要が生じており、私に課せられるべき課題は尽き

ることがないのが現状認識であります。 

 こうした状況に対応すべく、現在、第５次総合計画の策定をしているところであり、

諸課題に果敢に挑戦していく気構えは、就任以来いささかも変わってはおりません。厳

しい財政状況の中、町民福祉向上のために何が必要かを熟考し、果断な信念と情熱を持

って推進していきたいと考えております。 

 残された任期中、輪之内町の町政運営のよりよい推進のため、常に改善と見直しを図

るのは当然のことでありますが、町民の皆様の御理解、御支援がいただけますならば、

この思いを来期につなげてまいりたいと考えております。議員各位におかれましても、

さらなる御指導、御協力をお願い申し上げます。 

 第２点目の庁舎の改修プラン等についてでございます。 

 住民の皆様への対応につきましては、議員のおっしゃるとおり、行政サービスの基本
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であろうと考えております。よりよい住民サービスの提供、住民との信頼関係は、まず

あいさつからであると常々指導はしております。行政にかかわる者が住民の皆様に心遣

いを見せていかなければ明るい笑顔の窓口はあり得ません。今後とも、課内研修、職場

研修を繰り返し実施して、よりよい職場環境づくりに努めてまいります。 

 ちなみに、庁舎は、昭和59年９月の竣工から約26年が経過し、設備の老朽化や防災・

危機管理上の問題から、次のような四つの課題解決に向け改修案を検討しているところ

であります。 

 １点目は、災害対策の強化として災害対策本部室の常設、２点目は、施設の利便性の

向上として、施設のバリアフリー化、町民にわかりやすい案内表示の設置、３点目は、

窓口サービスの向上として総合窓口係を新設し、ワンストップサービスの実現を図るこ

と、４点目は、事務スペースの改善で来庁者に適時・的確な対応ができるよう、課、事

務室内の配置を再編する予定であります。 

 また、御提案いただきました軽い音楽を流すこと等についても鋭意検討してまいりた

いと、そのように考えております。 

 それから、第３点目の交通安全施設の充実についてでありますが、現状を申し上げま

すと、平成22年度の交通安全施設等の要望件数といたしましては、14件でございました。

そのうち、交通規制として警察へ要望するものが５件となっております。その内訳は、

横断歩道の要望が４件、停止線の要望が１件であります。要望の結果、横断歩道要望に

ついて、設置または設置予定の回答をいただいたのが３件であります。 

 町での実施要望は９件であり、その内訳は、カーブミラーの設置要望が７件で、その

７件のうち、設置を計画しているのが現在５件でございます。また、道路標示が１件と

標識の修繕が１件であります。 

 横断歩道や停止線など規制のかかるものは警察へ要望することとなりますが、既存の

横断歩道と近接している場合の横断歩道の設置は難しいとか、見通しのよい交差点での

停止線規制は難しい等々、設置の基準は厳しく、申請したものがすべて設置されるわけ

ではございません。警察から設置が難しいとの回答を得た場合であっても交通事故防止

のため、町で対応できる範囲内での道路標示やカーブミラー設置等、代替えの安全対策

を可能な方法で行い、地元からの要望に少しでも添えるよう改善に努めているところで

あり、今後も交通安全対策に積極的に努めてまいります。 

 また、交通安全施設設置のハード面の対策も重要なことでありますが、今月11日から

20日まで展開されている年末の交通安全県民運動を初めとする四季の交通安全運動での

啓発活動、交通安全教室、街頭指導等のソフト面のさらなる充実を図り、ハード・ソフ

ト両面から交通安全施策に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で田中政治議員の御質問への答弁とさせていただきます。 

（５番議員挙手） 
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○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 来期にかける心意気は十分私どもの胸に伝わったということで、大いに期待をしてま

いりたいと、ますます輪之内の発展のために。 

 きょう、朝、テレビを見ておりましたら、菅直人さんが仮免許から本免許になったと

かいって、そんなようなニュースが少し流れておりましたけれども、町長は最初から本

免許でありますので、今度は免許皆伝というやつに向かって大いに力を振るっていただ

きたいと、できる限りの支援を私どももしたいと思いますし、提案もさせていただきた

いと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、次に庁舎の改修プランの件ですが、幾つかこの内容についてお答えいただ

きましたけれども、一つだけお尋ねしたいのは、その中でも災害対策の部分について、

もう少し具体的に、どういうような内容、お考えの中に防災対策を盛り込んだ改修プラ

ンがあるのかということをお聞かせいただきたいなというふうに思っておりますし、事

務スペース等につきましても、私がきょう言った、軽い音楽なんてちょっと小じゃれた

変なことを言っておりますけれども、ピントがずれておるかもしれませんけれども、こ

こ数年、私が議員にならせていただいてから、職員の方で体調不良といいますか、結構

重度な体調不良な方がお見えになって、その中では最悪の結果を迎えられた方もあった

かと思っておりますけれども、そんな中で職員の能力を十二分に発揮するには、少し息

を抜きたいとき、たばこを僕は吸いますので外へ行ってぽっと吸いますけれども、そう

でない方は、やっぱり何らかの形で心の緊張感を解いてやるというのが長い目で見たら、

何でもないことですが、そういうことはどこへ行ってもなされていないですね。 

 照明でよく見えるようにして効率を上げるとか、そういった科学的な部分では結構進

んでいるんですが、本当に職員の方が、来庁者もそうですが、その心の中をもう少しオ

ープンにしながら、そこに温かみが感じられないと僕は思っています。 

 あいさつをしていただくというのは、本当に町長さんがおっしゃった基本中の基本、

小学校へ行ってもどこへ行っても、「あいさつ運動」なんて大きなかけ声のもとに取り

組んでみえますし、私どもも、朝、小学校の子供が学校へ行くときに会いますと、「お

はよう」なんて言ってくれると、何かきょうは一日気分がいいなあなんてふうに思うこ

とと一緒で、庁舎の中でもあいさつは当然ですけれども、歓談中、懇談中、いろんな中

でも、休憩中を含め、やっぱり何か耳ざわりのいいものがないんかなあということをい

つも思っておりまして、時々僕は変なことを言いますので、いやあ、きょうは元気がな

いなあとか、変なことを大きな声で言うては中へ入っていきますけれども、やっぱり活

気というものも、当然その中には見られるわけで、それが見られないときもあるという

ことで、それは職員の皆さんの心が少し沈んでいるときかなあなんてなふうにちょっと
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思ったりもしましたので、やっぱり心のケアも含めた意味の中において軽音楽なんてな

ことをちょっと触れさせていただきました。 

 それから、次の交通安全施設の充実ということでございますけれども、今、件数とか、

いろんなお答えをいただきました。その中で警察の方で処理をするというか、警察の方

の力をかりなきゃできないものは、当然横断歩道とか、そういったものだと思うんです

が、町独自でできる、例えば停止線は引けないが、いつも事故がある場所には交通標識

の安全坊やがたくさん立っていたり、カーブミラーもある。要するに、やれることはや

ってある、にもかかわらず、しょっちゅう起きる。 

 これ、具体的に一例を挙げますと、私の家の裏の西へ行ったところなんですが、ここ

は１年に３回ぐらいはぶつかって、今年はうちの子供も一発やりまして、田んぼの中に

１台飛び込みまして、つい最近は、10日ばかり前に２台とも田んぼの中へどどっと入っ

ていってしまって、２台ともオシャカになってしまった。レッカー車でキャリーに乗せ

て持っていかれましたけれども、そういった中で、あそこはカーブミラーは当然ありま

すが、カーブミラーがあっても見えにくい位置につけてある。それが最後はどうなって

いくかというと、運転手にしてみると一つの風景に切りかわっていってしまって、危な

いということは知りつつも、危ないなと思いながら同じような行動パターンで何回でも

ぶつかる人が出る。そういうところには、警察官と話をしていたときに、ここはやっぱ

り停止線はちょっと無理やねえと、かといっていろんなものがついているね、どうした

らいいんでしょう。そうだね、僕はキャッツ・アイといいますかね、下に埋め込みの金

（かね）のようなやつ、ちょっとわかりませんけれども、そんなようなものは警察の方

にどうですかねと言ったら、これは町の方で危ないと認めたらできるよと。警察の方の

管理のものではないということで、ただ、それをつけるとどっちかに優先をつけるとい

うことになりますとおっしゃいました。大体幅員は両方とも５メーター、５メーターの

道ですので、これは両方につけてもらった方がええわなというアドバイスをいただきま

した。ですから、そういったものをある程度町の方でも調査をしながら、要望を聞きな

がら、そういう停止線が引けない部分についてはそういうもので少しでも対応したら、

罰則はないかもしれませんけれども、そういう注意を促す意味においてはカーブミラー

よりもっと有効かなあと。停止線には結構みんなシビアに反応しますので、事故はカー

ブミラー等ではなくならないといいますか、まだ危険だというところには積極的にそう

いうものをもう少し使っていったらどうかなあというふうに私は思いまして、そのこと

を今お尋ねさせていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つか御質問をいただきました。 
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 まず庁舎の改修、まだ、ただいま鋭意検討中の状況でありますが、一つには、こうい

う低湿地帯で災害が広範囲に起きる可能性がある地域であるということと、それと最近

の災害の発生頻度の問題、それから災害が発生する対応の変化というものが当然ござい

ますので、それらに対応すべく、現在ある災害対策本部の常設の施設というものはなく

て、適時適切に庁舎の中でやることになるわけですけれども、そういった意味でも、も

う少し高機能な災害対策本部、災害対策の指揮ができるような施設等をあわせて設置す

ることを検討中であるということを申し上げたいと思います。 

 それから一つ、職員の体調のお話がございました。大変私ども危機感を持っていると

いうか、やっぱり公務員の心の健康というのは、ひいては結果的には、住民の皆さんの

要望に的確におこたえする大前提として、その立場にある公務員の心の健康管理という

のは大変重要なことでございますので、私どもはそれに相当程度の関心を持って臨んで

おります。 

 一つには、現状、やっぱりこういう社会経済状況の中で、結果として公務の組織に対

する期待の大きさというのは格段に大きくなっておりますので、そういったところに対

応できるだけの、私も含めてでありますけれども、公務員の意識そのものがもう少しタ

フにならないとやっていけないのかなと、そんなことも思っております。言葉をかえて

言いますならば、いま一度自分たちの立ち位置を考えて、自分たちが何をなすべきかと

いう使命感をもう一度心に描き直して立ち向かうということも必要であろうかと思いま

す。 

 それともう一つは、個々人にその問題解決が向けられるのではなくて、やっぱり組織

全体としてどのようにその問題を解決に導くかという、そういう組織としてのありよう

もいま一度見詰め直していきたいと、そんなふうに思っております。それには、当然町

民の皆さんとのパイプ役になっていただきます町議会議員の皆様の御支援、御尽力も御

期待を申し上げているということをあわせてお願いいたしたいと思います。 

 それと交通安全施設の関係でございます。総括的にやるべくセクションで、できる範

囲のことをきちっとやりますということを先ほど申し上げましたが、具体的なお話もい

ただきましたので、そういった個々の事例等がある要望につきましては、その要望の真

意といいますか、本来本当はどうしてほしいのという部分も、もう一度きっちりとその

真意をはかった上で対応してまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、これは少し細かい部分に気配り、心配りをするということ

が大事な案件でありますので、今後ともできる限りの努力をしてまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（５番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 
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○５番（田中政治君） 

 輪之内町は低湿地帯にあるのでいろんな災害にはちょっと、地盤も軟弱地であります

ので難しい部分が結構あると思います。ですから、今度の庁舎の改修プランの中に、多

分２階にそういう基地的なものをつくって、対策として万全を期すという形になろうか

と思うんですが、その中に今の風水・地震等が考えられるわけなんですが、これ、もし

も災害と名のつくものが起きた場合、災害対策室が機能するもと、電気とか、そういっ

たものについて、この十分な備え、道具はばりばりでもそれを動かすもと、エネルギー

がどのくらいの日数、またどのくらいの使用に耐えるものができているんかなあと。 

 今のものに、またさらに補充されると思うんですが、多分今現在のやつでは、そんな

電気もフルに使う、パソコンとかいろんな機器も全部使うのをやったら、動力発電、デ

ィーゼル発電が何時間もってフル稼働できるか。要するに、災害になれば朝から晩まで

一昼夜電気がともりっ放しになりますでしょうし、その使う頻度は相当なものであろう

というふうに考えるわけなんですが、今現在あるものからお考えのものにシフトするの

であればどのくらいパワーがアップするような気持ちというか、お考えの中でこのプラ

ンが、災害に強いまちづくりの一翼を担う心臓部をどういうふうにお考えなのかなあと

いうことも少し気になっておりましたので、そこら辺を具体的にとは言いませんけれど

も、少しわかる範囲で、例えば燃料を補給、道路が陥没したので軽油も何も来ないよと

いっても２日や３日はこたえられるとか、わかりませんけれども、今の時代ですので２

日も３日も陸の孤島になるようなことはないと思うんですが、でも、少なかろうとも１

日は多分、全く通れんようになったら、どこからも入れん状況になったときにはそれに

耐え得るんかなあというようなことも思いまして、ちょっとそこら辺をしつこいようで

すがお尋ねしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 田中政治議員の質問にお答えしますが、まず町民の皆さん向けの災害情報につきまし

ては、現在無線がございまして、これにつきましてはバッテリーとか、そういうもので

稼働はするわけなんですけれども、商用電源でございますが、災害が起きた、地震等を

考えた場合ですけれども、48時間以内には復旧はしていただけるというふうに考えてお

るわけですけれども、現在庁舎が持っております自家発電では、田中政治議員の御指摘

のとおり、１日ももたないであろうと思っております。 

 それで、町といたしましても現状は認識しておりまして、隣の中学校の東にも発電設

備がございます。そういうものをまた有効活用、それから庁舎の発電ですけれども、燃

料は３階のところにタンクがございまして、どう運び込むとか、いろいろ課題も認識は

しておりますが、庁舎改修の中で少しでもそういうことで災害対策に備えていけるよう
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に設計、工夫をしていきたいと思っておりますので、今、この場でこういうふうにしま

すということは言えませんが、常に大切な部分だと認識しておりますので御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 続きまして、お尋ねいたします。 

 まず、企業誘致と地域経済活性化についてお尋ねいたします。 

 町長は、町の活性化、町財政安定化のために積極的に企業誘致に力を注いでおられま

す。その第１の成果として造成された南波の工業団地では、今、進出が決まったエフピ

コによる大規模な工場建設が進められております。大きなクレーンが設置され、工事用

車両が行き交い、多くの作業員が働いておられ、非常に活気に満ちているように思いま

す。 

 しかし、工事現場へ出入りしている車両や構内に駐車されている車両は他県ナンバー

が多く見られ、このように大規模な工場建設にもかかわらず、地元への経済効果はあま

りないのではないかと、やや不安に感じているところであります。 

 そこで、この工場建設事業の地元経済への波及効果についてお尋ねいたします。この

工場建設費用は総額で幾らぐらいなのか、そのうち町内業者の受注額はどれくらいか、

何社が受注しているか。また、町民の雇用状況はどうか。町長はこれらについてどのよ

うに把握しておられるんでしょうか。把握している範囲内で明らかにしていただきたい

と思います。 

 さらに、操業開始後の地域経済への波及効果について、年間売上高及び税収見込み、

総従業員数及び地元雇用者数、さらに地元業者への下請の発注などはあるのかどうか、

どのように見込んでおられるのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、住宅リフォーム助成制度の創設について見解をお伺いいたします。 

 厳しい経済状況が続いている中、国・県の方針に従って町においても幾つかの緊急経

済対策、緊急雇用創出事業が展開されてきました。しかし、これらの事業の多くは自動

車産業や電機メーカーなど大企業向けの経済対策であったように思われます。大企業は、

非正規雇用の増大などで順調に業績を回復しているものの、地域経済は依然として厳し

い状況に置かれています。大企業は、業績回復による利益は役員報酬や株主配当をふや

し、内部留保としてため込んでいるために、中小企業・業者まで回ってこないのではな

いでしょうか。 

 このような状況下で、今、全国に広がっているのが住宅リフォーム助成制度でありま

す。この制度は、潜在的な住宅のリフォーム需要を救い上げ、それを自治体の補助金を

活用して地元の中小業者の仕事に結びつけるというものです。住民にも業者にも喜ばれ、
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さらに自治体も税収入として還元されると各地で大好評であります。 

 いち早くこの制度を県段階で導入した秋田県のほか、10月31日現在の調査では、全国

で173自治体が導入しており、岐阜県では飛騨市と可児市が実施しております。 

 滋賀県近江八幡市では、工事費が10万円以上の住宅リフォーム工事に対し、工事費の

15％、上限30万円を助成する地域経済活性化住宅リフォーム促進事業が行われておりま

す。平成22年度分の住宅リフォーム促進事業補助金の申請受け付けは８月から始まった

そうですけれども、初日だけで当初予定を大幅に上回る282件の申請があったというこ

とであります。当初予算では150件分、4,500万円を見込んでいましたが、その後、補正

予算を組んで対応しているということであります。市の担当課の試算によると、この事

業の経済効果は、初日の申請分282件だけで約８億5,000万円が見込まれるということで

あります。 

 現在、当町においては下水道工事が進められており、リフォームにあわせて下水道に

接続を計画している人もおられると思います。当町でも町内業者への委託などを条件に

した住宅リフォーム助成制度を導入すれば、これらの人たちの住宅リフォームが進み、

下水道接続率も高くなり、さらに地元業者の仕事がふえ、町の税収増加にもつながるの

ではないでしょうか。新年度の新規事業として住宅リフォーム助成制度の導入を検討し

ていただきたいと思います。町長の見解をお聞かせください。 

 参考資料として飛騨市の緊急経済対策の案内を添付しておりますので、参考にしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島正司議員の御質問にお答えいたします。 

 １点目の企業誘致と地域経済活性化についてということでございます。 

 現在実施されております、当町南波地内における株式会社エフピコの社屋建設工事に

おける地元への経済波及効果についてのお尋ねであります。当方で現在把握している状

況をお答えいたします。 

 まず建設社屋については、御承知のとおり、企業誘致の当該地において新築のピッキ

ングセンターを、さらにその南側の土地には改築によってリサイクル工場を建設し、現

在、既にその一部が稼働中でございます。 

 当該建設工事等に係る総事業費、それから町内業者の請け負いをした業者数及びその

受注額、さらにこの工事における町民の雇用状況についてのお尋ねでありますけれども、

これは基本的にはエフピコさんという民間企業による事業でありまして、その詳細につ

いて第一義的に町が公表する立場にないということは、まずもって御承知おきいただき

たいと思います。 
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 ただ、本件については町の企業誘致施策によって町内に立地したものでございます。

当然のことながら、行政として多大な関心を持って見ておるところでございます。した

がいまして、その意味で同社に支障のない範囲で聞き取り調査等は当然のことながら行

っております。 

 それによりますと、工事の総事業費は約46億円、町内の業者の請負業者の数について

は、これは一括発注しておりますので、エフピコさんとして個別の業者数は把握してい

ないとの回答でございました。 

 また、当該ピッキングセンター及びリサイクル工場における創業開始後の年間売上高

についてでございますが、これは公表していないので差し控えたいということでござい

ますが、あれだけの大規模なピッキングセンターの出荷能力、あれだけのものをつくっ

ておりますので、出荷能力そのものは大幅な増強を計画しておりますということでござ

いました。 

 総従業員数は、完成後で約70名ほどを予定しており、うち町内の雇用者数は20人規模

を予定しているということ、それから地元業者への発注につきましては、トラックの輸

送業務、庫内荷役業務の委託、その他消耗品、燃料の購入等を現在計画しておるという

ことでございました。 

 次に、当町への税収見込みについてのお尋ねでございます。これは、まだピッキング

センター等を建設中で、それとあわせまして一部償却資産の把握が未済の状況でござい

ますので、税額は確定できる時期には到来しておりません、そのことを御了解いただき

たいと思います。 

 なお、参考までに企業誘致に係る計画段階のベースとして、土地建物合わせて年間約

2,000万円ほどの税収増を見込んで計画したところでございます。また、住民税につい

ては、雇用者数から勘案して約160万円ほどの税収増にはなるものと見込んでおります。 

 議員も御指摘のとおり、企業誘致施策の所期の目的は、町民の方々が地元で働ける場

をつくり出すということであります。また、それは結果として安定した財源確保にも資

するものと、そんなふうにも考えておりますが、地元輪之内町をふるさとに持って、将

来ふるさとに帰って働きたいと願っているＵターン希望者やＩターン希望者の方々が輪

之内へ帰っても働く場があると、また新卒の方々においても、就職活動において地元で

働く場が選択肢として多くあるという安定した雇用環境を整えることが地域振興策とし

て必要不可欠であると、そんなふうに確信をいたしております。 

 議員の御質問も同じ思いからされたものと受けとめておりますので、今後とも企業誘

致事業施策に一層の御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 第２点目の、住宅リフォーム助成制度の創設についてにお答えをいたします。 

 住宅リフォーム助成制度は、町民が居住する住宅等を地元業者を利用して修繕・補修

工事を行う際に工事費の一定割合に当たる助成金を支給するという制度の組み立てで、
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飛騨市、可児市の自治体が実施しておると聞いております。 

 また、この事業は、地元業者の仕事の確保、地域経済の活性化及び雇用の創出を図る

とともに、これは町民の皆さんの住宅環境の向上に役立つものと考えられますが、補助

事業云々という話でございますが、これについては建築物の所有者の資産形成に対して

直接給付を行うとか、ほかに幾つかの福祉施策としての制度等もある関係もあって、そ

ういった制度との整合性等においてこれを今後どのように取り扱うかについて、いま一

度詳しく検証する必要があるんだろうと、そんなふうに現在考えております。 

 いずれにいたしましても、現在実施しております市町の状況、それからその事業効果

等を慎重に見きわめた上で判断すべきものと、そんなふうに考えております。よろしく

御理解を賜りたいと思います。 

 以上で森島正司議員の御質問の答弁とさせていただきます。 

（９番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず企業誘致についてでございますけれども、基本的には民間の企業だということで

深く立ち入ることはできないというようなことでありました。しかし、行政としては町

の施策としてやっている以上、多大な関心を持っているというようなことでありました

けれども、基本的にはそういうことだと思います。やはり地元業者がいかに仕事がふえ

るか、これは最初にも述べたとおりでありますけれども、そういうことで基本的には当

初言われたようなことでありますけれども、今、企業連絡会というものも立ち上げてお

られますし、それの中でどのようなことを今後計画しているのかとか、将来的なこと、

あるいは雇用の問題、そういったことなども積極的に情報をつかみ、そして町民の中に

も働き場所、あるいは下請として入りたい、そういう業者の方もたくさんおられるわけ

ですので、そういう情報をどしどし町民の中に流していただいて、そしてハローワーク

のような仕事はできないというようなこともお聞きしましたけれども、ハローワークま

でいかなくてもそういう情報を積極的に流し、そしてまた町が窓口になって、企業に対

するあっせんとまではいかないかもしれませんけれども、町民のそういう要望を企業の

方に伝えていく、こういったことなんかももっともっと積極的にやっていただけたらと

いうふうに思うわけですけれども、今後、また東大藪の方にも工場用地の造成を検討し

ておられるわけですので、そういうことも含めて、そういう効果のある企業誘致にする

ように最大限の努力をしていただきたいと思いますので、その辺について何かあったら

お聞かせください。 

 それから住宅リフォームにつきまして、これは町にとっても、それからまた業者にと

っても、住民にとっても、本当にこれはよい制度というふうに聞いているわけでありま
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す。近江八幡市の例も出しましたけれども、初日だけで当初予定の倍以上の申し込みが

あった。市の広報によりますと、申し込みの初日、８月16日に受け付けたそうですけれ

ども、深夜から申し込み用紙を持った人が行列をつくって並んでいたと、そのくらいの

盛況ぶりで、初日だけで先着150件というところを282件の応募があったというようなこ

とを聞いているわけであります。そのくらい地元の人も助かるということでありますの

で、今、町長の方から個人の財産にかかわることであるから検討が必要だというような

お話もありましたけれども、そういうところを克服して、現在各地で行われていること

でありますのでぜひやっていただきたい。 

 それから、11月下旬に国の方で補正予算が通って、緊急経済対策で新たにそういう補

助金の枠が来ているということを聞きましたけれども、そういうのも活用しながらやっ

ていただきたい。そういう緊急経済対策、今どのようなことを考えておられるのか。補

正予算が通って、それが恐らく内示が来ていると思うんですけれども、どのようなこと

を考えておられるのか、概略だけでも教えていただけたらありがたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つか貴重な御意見もいただきました。まず、総括的にお話をさせていただきます。 

 企業誘致に係るお話でございます。御承知のとおりと申しますか、先ほど申し上げた

ことに尽きるわけでございますけれども、私ども町民の皆様から雇用の場についてのお

話とか、いろいろお話もいただいておりますので、そういう企業の情報収集に努めるこ

とと、もう一つは、その住民の要望を企業にお伝えしていくということは私どもの仕事

としても成り立ち得ると、そんなふうに考えております。 

 先ほどもちょっと話が出ましたように、企業連絡会等々も通じて地元企業の情報交換

の場としても活用できたらと、そんなふうに思っておりますので、そういった機会も最

大限に活用しながら思いを企業と共有してまいりたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 それから、今、住宅リフォーム助成制度についての幾つかの御意見も含めたお話がご

ざいました。これは国内で何ヵ所かの地方自治体が実施しておるという事実は、当然の

ことながら私ども把握しておるところでございますが、それがいかなる目的で、押しな

べて言えば、こういう現下の経済状況の中で地域振興策の一つということであろうと思

っておりますが、それだけでは施策の優先順位としてそのように高まってはまいらない。

ですから、それに幾つかの施策の確固とした到達目標というものが出てき得るのかどう

かという検討をこれからしてまいろうということでございます。現在、その成案を得る

には至っていないという意味で申し上げたところでございます。効果を、先発自治体が

真実何をねらってできた制度かということも含めてもう一度情報収集をしてまいりたい
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と、そんなふうに思っております。 

 最後の緊急経済対策については、確かにもう既に総枠の内示をいただいております。

その事務事業につきましては、幾つかございます。私どもがやっております事業の財源

に充てるということを考えておりますので、詳細につきましては、ちょっと担当課長の

方から、今出し得る状況についての御説明をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 地域活性化交付金についてでございますが、きめ細かな交付金と光のあたり交付金で

総枠で3,500億円ということでございますが、この事業につきましては、平成22年10月

８日以降に地方公共団体の予算に計上される事業に限るという縛りがございまして、現

在、交付対象の事業等を見きわめているという状況でございまして、これら事業の実施

につきましても、まだ説明会が開催されている状況でございますので、これに合わせて

町も事業内容を詰めていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 おはようございます。 

 続きまして、大榑川の環境整備について質問をさせていただきます。 

 大榑川環境整備については昨年も質問をいたしましたが、今、県道安八・平田線の下

流部で数ヵ所、護岸の崩落が起きております。中には残り３センチぐらいのところもあ

ります。大榑川は遊水池の働きもしており、梅雨時に水かさが増せば崩落がさらに進み、

護岸がなくなることも心配されます。 

 こうした危険箇所の改修について、県に対しどのような要望をされているのか。また、

大榑川の環境を守るためにも管理道路の整備は必要不可欠であると思います。このこと

についてもどのように考えてみえるのか、お伺いをいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島光明議員の大榑川の河川整備についての御質問にお答えいたします。 

 大榑川は長年準用河川でありましたが、平成６年７月に１級河川に指定され、知事管

理河川として、現在、県が管理をいたしております。 

 以前は大榑川の開発について大榑川流域開発協議会等で旧平田町と輪之内町の間で話
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し合いが行われた経過があるようでございますが、事業がなされることなく現在に至っ

ております。 

 御指摘の箇所は、下大榑新田地区の１級河川区間の右岸側だと思いますけれども、こ

の場所は行政区域としては海津市の部分に当たります。したがって、海津市とも協議が

必要だということになろうかと思います。 

 いずれにしても、御指摘の崩れた原因、それからその時期等々、現場をよく把握した

上で対応すべきものと思われます。 

 なお、県と協議する中で、現場が河川管理上必要な場所だということになれば、管理

者である県に対して護岸工をしていただけるように、これは行政のエリアである海津市

とともにやらないとできない話でございますので、その辺も踏まえて要望していくこと

も考えられるかと思います。 

 いずれにしても、現場の把握が一番大事だろうと、そんなふうに思っておりますので、

よろしく御理解をいただきますようお願いします。 

 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。 

（７番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 前回の質問のときにも、必要があれば海津市と協議をするというような答弁であった

と思います。それで、最近の状況について執行部はこの状況を把握してみえるのかどう

か。 

 夏ごろだったと思います。役場の方から写真を撮りに来たというようなことも聞いて

おりますので、今の状況を見ていただければはっきりわかるはずでございます。この護

岸がないと水面が保たれません。そんなことで、１級河川の大榑川を守るためにも護岸

の改修といいますか、整備が必要であると思います。進入道路がないと県は言われるか

もわかりませんが、もしそういう整備をされるときには県が言われる前にある程度その

準備をしておかないと、間際になってからではできませんので、そんなこともお願いし

ておきたいと思います。 

 また、この管理道路、これは県の管轄ですので勝手になぶれないということもござい

ますが、今、地元の人が年３回ぐらい草刈りをしてみえる。田んぼの方ののり面、上、

それから川の方と、非常に重労働でございます。そんなことで、ぜひこの管理も県の方

でお願いしたいと、そんなことを思っております。 

 管理道路も、ぜひこれは整備をしていただきたいと思っておるんですが、前回のとき

に、この管理道路は地番が入っていないから個人の管理だというような答弁を聞きまし

たけど、あれだけの道路を個人で管理するというよりも、やっぱり県の方で管理をして



－３５－ 

いただくのが当然であると思います。また、大榑川を整備するためには管理道路が必要

なわけで、ぜひ県の方に管理道路の整備をお願いしていただくように切に要望しておき

ます。また、その点について何かお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 建設課長 加納孝和君。 

○建設課長（加納孝和君） 

 まず、現場は把握しているかというお話でございますけれども、実はごく最近、写真

を撮らせていただきまして、県の方にも提出してございます。 

 それから管理道路につきましては、地番がないから個人の土地ではないかということ

じゃなくて、そういうところも地番が振ってあって個人名がついているところも、その

場所ではないですけど、ありますよというお話だったと思います。それにつきましても、

その管理道路と思われるところを調べましたら、所有者は、その場所かちょっとわかり

ませんけれども、その個人名の田んぼのふちに沿ってある幅数メーターぐらいのものだ

と思いますけれども、字絵図上で見ますと、そこは雑種地ということで、下大榑新田区

だと思いましたが、そういう名前でありました。特にこの安八・平田から西に関しては

そういう名前であります。所有者が下大榑新田区というふうになっておりました。 

 それで、そこに管理道路というふうになりますと、県に草刈りとか、それから管理道

路をつけてもらったらどうかということを言われましたけれども、そこら辺も所有者の

関係もありますので、県にそれを要望することでいいのかどうかということもちょっと

判断しかねますが、そういうことで所有者との絡みもありますので、またその管理道路

も護岸工事も一体でやらないと多分作業というか工事はできないと思いますので、そこ

ら辺もだれがやるんかという話に今度なってきますと思いますので、町がやるのか県が

やるのか、その付近は川の中にも個人名義の土地もあるように思いますので、そこら辺

もよく検討する必要があるんじゃないかということで、一応県とは、その所有者の絡み

でだれが工事をやるんやという話もただいましておるようなところでございます。以上

です。 

（７番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 ７番 森島光明君。 

○７番（森島光明君） 

 そう長く待っておれないわけですが、現在崩落しておるところ、これはどのように改

修というか手当てをされるのか、その点について伺っておきます。 

○議長（浅野利通君） 

 建設課長 加納孝和君。 

○建設課長（加納孝和君） 
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 ただいま崩れているところは、応急的に私どもで土で押さえようかというような話を

今しておりますので、その本格的な改修といいますか、護岸工事については、まだ県の

方からはそういう話はいただいておりませんので、私どもで応急的な処置はしようと今

思っております。以上です。 

○議長（浅野利通君） 

 １番 浅野常夫君。 

○１番（浅野常夫君） 

 お許しいただきましたので、発言させていただきます。 

 １点目ですが、今後の企業誘致についてお尋ねいたします。 

 南波地区の企業誘致が地元企業の進出で決まり、税の増収や地元雇用の機会もふえる

ことは非常に喜ばしいことだと思います。 

 また、東大藪地区の企業誘致においては地元地権者の理解と同意が得られ、現在、開

発に向けて進んでいると聞いていますが、どの程度進んでいるか、また今後ほかにも誘

致されるのか、町長は将来の企業誘致をどのように考えてみえるか、お尋ねします。 

 ２点目ですが、心のサポーターについて。 

 今、小・中学校で学校に登校できない生徒がいると聞いておりますが、小・中学校生

活というのは本当に大切な時間と思います。今、当町では、ほほえみ相談員が中学校に

１人、心のサポーターが３小学校で１人見えると聞きますが、一人でも多くの生徒に心

のサポートをしてほしいと思います。できれば心のサポーターの先生の増員ができない

でしょうか。町長のお考えをお尋ねします。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○議長（浅野利通君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、浅野常夫議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 １点目の今後の企業誘致についてということでございます。 

 現在進めております東大藪地区における進捗状況、また今後の誘致事業の見通しにつ

いてお答えをさせていただきます。 

 まず、東大藪地区内における企業誘致事業の進捗状況についてでありますが、去る平

成20年５月ごろだったと思いますが、地元の方から同地区高畑並びに新河原にまたがる

約3.5ヘクタールの敷地について、地権者の同意を前提に企業誘致事業地として採択し

てもらえたらというような申し出をいただきました。 

 その後、地元の方々の御尽力により大多数の同意を取りつけられております。また、

一部交渉を要する方に対しても、地元で共同して事業化に向けて話し合いを進めてまい

っております。 
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 去る平成21年５月に、正式に町から輪之内町土地開発公社へ公共用地等先行取得の業

務委託をしたところでございます。 

 さらに、同月末に、任意でありますけれども、地元地権者の方々から売買同意書等を

いただきました。ただ、一部に未同意者がお見えになりましたので継続して交渉をして

おります。 

 また、事務的には、農業振興地域の整備に関する法律に定める除外申請書の作成や、

同法施行規則第４条の４第１項第27号の規定に掲げる計画、これはいわゆる27号計画と

称する計画でございますが、そういった計画を策定する作業に取りかかり、県の農政部、

それから国の農業振興の所管であります東海農政局とその27号計画について下協議を重

ねてまいりました。 

 そして今年６月に除外申請書を町に申請したと同時に、27号計画も正式に提出し、現

在、その計画内容等について、県・国当局で御検討いただいているところでございます。 

 今後の予定でございますが、その案件について許可が出れば、開発申請手続とあわせ

て農地転用の申請をしていく予定であり、その両手続が終了すれば地権者の方々と当該

土地に係る売買契約を締結し、所有権移転登記手続を行うという、そんな手順でござい

ます。 

 以上が現在の東大藪地区における企業誘致事業の進捗状況でございます。 

 次に、将来の企業誘致事業についてというお尋ねでございます。 

 事業の推進につきましては、いずれも無理のない財源の確保が大前提でございます。

そういった意味からも、現在進めております東大藪での事業を見通して、そういった財

源の確保をしつつ、次の事業展開を図るのが適切と考えております。 

 事業展開においては、現在策定中の「都市計画区域マスタープラン」に掲載する予定

の工業ゾーンの中から適地を選定し、企業誘致事業を展開していく予定でございます。 

 先ほど森島正司議員の御質問にも答弁をさせていただきましたけれども、企業誘致施

策の所期の目的は、雇用の創出と定住化に伴う人口の増加、ひいては安定した町の財源

確保に資するものと、そういったものでございます。そういう意味から、議員各位の企

業誘致事業の施策の展開に一層の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げたい

と思います。 

 第２点目の心のサポーターについてお答えをいたしたいと思います。 

 教育委員会の施策ではございますが、財源問題も絡んでくるということで私の方から

答弁させていただきます。 

 近年、子供たちを取り巻く環境の変化、この変化という意味は複雑化・多様化してい

るという意味でございますが、そういうことが非常にあって、児童・生徒に対する心の

ケアの大切さが改めて認識をされているところでございます。ちょっとしたことに不安

を抱いたり無気力になってしまうといったことから、学びたいという気持ちがあっても
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学校を何日か続いて休んでしまうという長期欠席の児童・生徒がふえつつあるというの

が現状であります。 

 学校においては子供たちの抱える問題を一層きめ細かく受けとめ、相談に当たるとと

もに、子供たちが置かれている環境に積極的に働きかけていくために、あらゆる教育活

動の中で一人ひとりに声をかけ、教育相談の一層の充実を図っているところでございま

す。 

 本町でも小学校に心のサポーター１名、これは勤務の内容は週４日、１日７時間とい

うことでございます。中学校にほほえみ相談員１名、これは週４日、１日４時間という

勤務形態でございますが、そういった者を配置して、一人ひとりが抱える悩みを受けと

めて温かく見守る体制をとっております。 

 また、より専門的な資格を持った立場から、県費によるスクールカウンセラーの指

導・助言を得ることによりまして、学校と家庭がより連携して取り組むよう不断の努力

をしております。 

 現在では、こうした相談員への相談回数もふえつつございます。今後、一人ひとりに

対応した心のケアをさらに進めるために、県に対しましてはサポーターの増員を働きか

けたいと、そんなふうに思っておりますし、必要があれば町費単独でもそれら職員の配

置をいとうものではないということを申し上げておきます。 

 地域の次の世代を担う児童・生徒の健全育成、これは町にとりましても重要な課題で

あることは言をまちませんので、一層の教育相談体制の強化・充実を図ってまいりたい

と、そんなふうに考えております。 

 以上で浅野常夫議員の御質問の答弁とさせていただきます。 

（１番議員挙手） 

○議長（浅野利通君） 

 １番 浅野常夫君。 

○１番（浅野常夫君） 

 １点目の企業誘致ですが、南波の企業誘致は成功に終わり、本当に大変喜んでおると

ころでございます。南波の1.9ヘクタールに対し東大藪は3.5ヘクタールと聞きますが、

東大藪も南波同様、企業誘致が成功に終わることを望んでやみません。さらなる努力を

期待しております。 

 ２点目ですが、私の経験ですが、子供が何かを言おうとしたときに、つい忙しさにか

まけて見逃す、それがきっかけとなって私どももちょっと苦労したことがありますが、

そのだれかが心を開くきっかけをつくるということが一番大切かと思うんです。で、今

回、その増員ということをお願いしたんですが、温かい手を差し伸べていただきますよ

うということで、要望ということで終わります。ありがとうございました。 

○議長（浅野利通君） 
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 これで一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前10時14分 休憩）  

（午前10時30分 再開）  

○議長（浅野利通君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

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

○議長（浅野利通君） 

 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（浅野利通君） 

 日程第４、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 本日、提出させていただきます議案は、契約関係１件でございます。 

 それでは、提案理由の概要を御説明申し上げます。 

 議第53号 松原道路改良２期工事請負変更契約の締結につきましては、工法等の変更

により176万850円増額する変更契約が必要となりましたので、地方自治法第96条第１項

第５号に基づき議決を求めるものであります。 

 以上で提案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

ういお願いを申し上げます。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第５、議第50号から請願第２号までを一括議題とします。 

 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、参事、調

整監から議案説明、紹介議員から説明を受けた後、各常任会委員会に審査が付託してあ

ります。したがって、これから各常任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 浅野常夫君。 

○総務産業建設常任委員長（浅野常夫君） 

 総務産業建設常任委員会委員長報告を行います。 

 平成22年第４回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

ては、12月13日午前10時15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
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経過と結果を報告いたします。 

 議第50号 平成22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

分を議題として、初めに総務課所管分について参事から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、県防災行政無線とはに対し、県から災害等の情報を受信す

るシステムであると説明があり、冷却ファンは何かに対し、機器を冷却するものである

とのことでした。 

 また、長期経理費用の掛金率はもともとどれだけだったのかに対し、当初予算の算定

時は1,000分の52で見ており、それが1,000分の53.6になったとのことでした。 

 また、防災行政無線の屋外拡声子局が新築などで聞こえにくくなっているのではに対

し、全町どこでも聞こえる設計となっており、あわせて転入時に戸別受信機の無料配付

を説明しているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 続いて、経営戦略課所管分について経営戦略課長心得に説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、繰越金の留保額はどれだけかに対し、本補正予算の可決後

は8,240万8,000円になるとのことでした。 

 光ＩＰ電話整備工事で施設により工事費が異なるのはなぜかに対し、最少の機器構成

は給食センターやエコドームなどの７万9,000円で、その内容は、ボイプアダプタ１万

5,000円、現地据えつけ調整費５万円、その他工事費用１万4,000円とのことでした。光

ＩＰ電話導入のために設置する機器の構成は、各施設における電話の回線数や、これを

利用した緊急通報や防犯システム等の状況により異なってくるとの説明がありました。 

 その他、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金を活用した光サービスの加入促

進については、各家庭におけるパソコンやインターネットに精通した方の在宅率を勘案

し、平日夜間よりも、むしろ土曜日、日曜日に勧誘活動を行った方がより効果的なので

はないかという提案がありましたが、加入状況により検討していくとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、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、今回の負担金の補正は輪之内東部地区の来年度工事分の前

倒しとの説明だが、どこの工事を行うかに対し、補正予算成立後、直ちに県において施

工箇所を検討するとのことでした。 

 輪之内東部地区はいつ工事が終わるかに対し、来年度ですとのことでした。 

 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50号 平成

22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いたしました。 

 次に、請願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願についてを議題とし、紹介議員の森
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島正司議員から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、ＴＰＰ参加の影響はに対し、ＴＰＰ参加により農業の壊滅

は避けられず、多くの町民は参加を望んでいないとのことでした。 

 質疑終結し、討論に入り、委員より、今日、日本があるのは輸出のおかげである、輸

出ができないと国が立ち行かない日本経済のためＴＰＰ参加が必要である、ＴＰＰの全

容がわからないうちに結論を出すべきでないという反対討論と、ＴＰＰ参加により大企

業が潤うだけで、世論も反対しているし、全国町村会もＪＡも参加反対を表明している

という賛成討論があり、採決を行いました結果、挙手少数で、請願第１号 ＴＰＰの参

加に反対する請願については、不採択にすべきものと決定しました。 

 次に、請願第２号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願についてを議題とし、

紹介議員、森島正司議員から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、40万トンの根拠はに対し、政府によるもの、米の価格はど

こで決まるのかに対し、入札により毎年決まるとのことでした。 

 討論に入り、米価の安定が生活の安定につながらない、多くの人は米以外の収入で生

活しているとの反対討論と、米価が低いのは米作農家にとっては死活問題であるという

賛成討論があり、採決を行いました結果、挙手少数で、請願第２号 米価の大暴落に歯

止めをかけるための請願については、不採択に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（浅野利通君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員長 田中政治君。 

○文教厚生常任委員長（田中政治君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告を行います。 

 平成22年第４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、12月13日午前９時より、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50号 平成22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、住民課所管分について住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、自主運行バスの県補助金の補助率はどのように変わったの
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かに対し、従来の３分の１から４分の１になったとのことでした。 

 また、自主運行バスについては10月に見直しが行われているが、本年度の補助金は見

直し後の分は含んでいるのかについては、昨年の10月から今年の９月までの運行に係る

補助金であり、見直し後の分は含んでいないとのことでした。 

 自主運行バスに関する補助金の増額要因はに対して、乗降客調査の結果によると、利

用者が１日当たり2.59人減少したため経常収益が下がったことと、燃料費の高どまり等

によりキロ当たりの運行経費が増加したことが考えられるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、住民課所管分についての質疑を終結いたしました。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、予防接種委託料と補助金の支出先はに対し、国が実施する

新制度の予防接種については、県が設置した基金と町費により契約した郡内の医療機関

へ委託料から現物給付するものである。既に町単独で先行実施している予防接種を受け

られた方等については、新制度と同様の負担となるよう一定限度の範囲内で補助金から

償還払いするものであるとのことでした。 

 新制度の実施時期はに対し、国は体制の整ったところからとしているため、早く契約

できるように努力するとのことでした。 

 対象は郡内の医療機関のみなのかに対し、町が契約した相手のみ対象となるため任意

の予防接種を郡外の医療機関と契約することは難しい、法定予防接種とあわせて国にお

いても議論してほしいところであるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、福祉課所管分についての質疑を終結しました。 

 次に、教育課所管分について教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、大藪小学校の今後の児童数の見込みはに対し、平成22年は

234人、平成23年は252人、平成24年は249人、平成25年は258人、平成26年は277人と増

加傾向にありますとのことでした。 

 児童数が増加していきますが、今後どのように考えてみえますかに対し、35人・30人

学級の動向もありますので将来を見通しながら対応を検討していきたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、教育課所管分についての質疑を終結しました。 

 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50号 平成22年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）は、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51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第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、歳入のその他繰越金は前年度からの繰越金で、これで全額となったのか

に対し、前年度からの繰越金であるが、今後、前年度の国庫負担金の返還が生じる見込

みであるため留保分があるとのことでした。 
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 また、高額療養費が増加したのはどのような病状の方が何名あったのかに対して、退

職被保険者分については被保険者数の増加が主な要因と考えており、脳出血で入院され

た方も２名あったとのことでした。一方、一般被保険者分については、これという要因

はないが、当初予算を上回るペースで支出をしており、予算不足を生じる見込みである

とのことでした。 

 一般被保険者数は当初予算で何人見込んでいたのか、現状は何人かに対し、当初予算

では2,400人見込んでいたが、10月末現在で2,343人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、全委員異議がなく、

議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で文教厚生常任委員会に審査を付託されました案件について経過の概要と結果の

報告を申し上げ、文教厚生常任委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

○議長（浅野利通君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議第50号 平成22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。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第50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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第50号 平成22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51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第51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（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第51号 平成22年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、請願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 委員長報告では採択しないと、不採択という報告があったわけですけれども、このＴ

ＰＰにつきましては、県のＪＡグループ、あるいは全国のＪＡグループなどもこぞって

反対している。そして西美濃農協からも、代表理事組合長、後藤氏より、何とかＴＰＰ

を阻止してほしいというような要請も来ておる。このような状況の中で、先ほど委員長

報告の中で、日本は輸出により成り立っている、だからＴＰＰに参加すべきだというよ

うな意見があったとか、あるいはＴＰＰを導入した後の日本の農業の自立の方向がまだ

決まっていないということで、今の段階ではＴＰＰは認めるべきだというような賛成討

論があったということでしたけれども、やはり今の日本の農業、あるいは輪之内町の農

業の状況から見ても、このＴＰＰに参加すれば、もうほとんど壊滅的な状況になるとい

うことは明らかであります。このような状況にある中で、今の輪之内町の議員で農業委

員を務めておられるような人、あるいは営農組合で積極的にやっておられる人までがこ

のＴＰＰの阻止という、ＪＡ、あるいは全国の農業者の意向に反して賛成するというの

は、ＴＰＰ参加を促進するというのは全く理解ができないと思います。 

 そういうことで、ぜひともＴＰＰ阻止の請願を受け付けて反対の意見書を提出するよ

うにしていただきたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 
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○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 私がこの採択に反対したという、そのきちっとした反対理由というのは、農業者だか

ら賛成しなさいとか、そういった了見の狭いことでＴＰＰという問題をとらえておると

いうこと自体がおかしいと思います。それをまず最初に言っておきたいと思います。 

 先ほど農業者が何でこれに賛成できないかという賛成討論がなされましたので、この

件について、その本人でございますのであえて言わせていただきますが、私が反対した

のは、現状のままでは、このままＴＰＰが農業者を置き去りにして、国の食料自給率

50％を目標に掲げておる政府がこのまんまで参加を認めていくということはあり得ない

と、何らかの形で農業者の保護がもっと進みながら、日本経済の先行きも考えながらと

いう二つの方向性がきちっと示されるということがなされない場合については反対をし

たいと、この採択には賛成したい。だから、今においては時期尚早であると。農業問題

だけを取り上げてどうのこうのというＴＰＰではないという観点から、今はまだ時期尚

早ではないかと。 

 もう少しこれが議論が、議論の道を閉ざすのではなくて、今判断するには少し時間が、

もうちょっと要るんではないかということで反対したわけでありまして、必ずしも、私

個人としてみれば農業者ですので当然賛成に回る立場でございますけれども、そういう

農業者としての立場のみなら、議員である限りそういう方の代表者だけではないので、

やっぱりすべての意味を含んで時期が早いのではないかという結論を私は出し、反対を

したいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから請願第１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は不採択です。異議がありますので起立によって採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり採択することに賛成の方は起立を願います。 

（発言する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 採択に賛成の方は起立願います。 

（「採択に賛成か、原案に賛成か」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 
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 採択することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立２名） 

○議長（浅野利通君） 

 起立少数です。 

 したがって、本案は、委員長の報告のとおり原案を不採択とすることに決定しました。 

 これから請願第２号の討論を行います。 

 反対討論ありませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 不採択に反対の方。 

（発言する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから請願第２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は不採択です。本案は、原案のとおり採択することに御異

議ありませんか。 

（発言する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 暫時休憩します。 

（午前10時56分 休憩）  

（午前10時56分 再開）  

○議長（浅野利通君） 

 再開します。 

 請願第２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は不採択です。本案は、委員長報告のとおり不採択にする

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、原案のとおり採択することに賛成の方は起立願います。 

（発言する者あり） 
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（「議長」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 先ほど反対討論はありませんかということでしたので、だから賛成討論はやっていな

いわけですよ。反対討論は質疑を打ち切ったということを言われて、なぜ賛成討論はや

らないんですか。反対がないから賛成討論をやらないということかもしれませんけれど

も、それでもって結論がそれを否決されるようでは、これは議論の公平性に欠けると思

いますが、反対討論がなかったのは事実ですよ、けど、賛成討論はありませんかは言わ

れなかった。いきなりそういう議事運営というのはちょっと納得できないと思いますけ

れども。 

○議長（浅野利通君） 

 なら、９番 森島正司君の討論を許します。 

○９番（森島正司君） 

 反対の討論がないのに賛成討論というのもちょっと腑に落ちないわけですけれども、

なぜ反対しないのか、反対理由が言えないのか、全くこの自信のない農業者といいます

か、議員の方々だというふうに批判しなければならないというふうに思います。特に米

作農家、あるいは農業委員を務めておられる方までも含めてこの農業の発展について一

体何を考えているのかと、そういったことに対して何の意見を言うこともできない、そ

れでただ反対だという、全くそれは納得できません。 

 この今の米価対策は、委員会でも出ましたけれども、40万トンを買い上げる費用と、

それから今政府が言っておる価格補償、政府の方は米価対策をとらなくても米価が下が

れば価格補償をするからいいんだというような説明で今の買い上げを拒否しているわけ

ですけれども、仮に40万トンを今の実勢価格で、１俵当たり１万3,000円で買ったとし

ても867億円で済むわけです。価格補償ですると全体で800万トンが総需要といいますか、

そのうちの自家消費とか、あるいは実際に流通するのはどのくらいか、ちょっと正確に

はわかりませんけれども、仮に600万トンとすれば、この867億円をやると１俵当たり

867円の補てんにしかならないというわけであります。これでは、とてもじゃないけれ

ども、米価の安定には寄与しない。だから、1,000億円も今の40万トンの買い上げに投

資すれば、それでこの需給バランスがかなり均衡してきて米価の下落を防ぐこともでき

る、少ない費用で米価を安定させることができるわけであります。こういうことからも

緊急に考えてほしい。備蓄米は、今、少なくなっておるわけですから、備蓄米を政府が

買い上げるというのは当然の、農業を守っていく上での必要なことだというふうに思い

ます。 

 このような重要なことを反対討論もなく反対される輪之内町の議員の皆さんの認識を



－４８－ 

私は疑うものであります。 

○議長（浅野利通君） 

 賛成討論がありましたので、再度お聞きします。反対討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 はい。 

○２番（小川春男君） 

 この請願に関しては委員会で決めたことやで、今回の場合は、委員会で決まったこと

をどうされますかというような議題やったら一番根本的にいいんですよ。今回の場合、

普通の議案のあれとちょっと違う、請願のあれですから、ちょっとシステムが僕は違う

んやないかと思います。せっかく委員会で請願の審査をやったって、これは国とかに請

願することをまず委員会でやることさえも、やるなとは僕は思いませんけど、そこで不

採択と委員会で決めたことですから、今度はそれに対してどうされますかをこの場で決

めればいいと思うです。こんなところで、またあえて討論とかを入れたら、その委員会

でやったことを、こんなことを永遠とやっておったら、そんなもん一日でもやれるんじ

ゃないですか。議長も、もう少しきちっと議事がうまくいくようにしてほしいと思いま

すよ。 

 ここで今議員が反対せないかん、賛成せないかんと言っておって、そんなとろいこと

やれるかと僕らの中では思っておるんですけど、この請願に関しては、町に対しての請

願やないと思うんです。これはもう少しそこら辺のことを、僕はこれは議論する余地が

ないことと、せっかく委員会で決めたことなんやで。 

（発言する者あり） 

○２番（小川春男君） 

 そんなこと言っておらへんがや。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ５番 田中政治君。 

○５番（田中政治君） 

 議論の中で、請願の中に米価暴落の歯どめのために40万トン買い上げという部分がき

ちっと書いてありました。この40万トンを買ったから米価が下げどまりがするとか、し

ないとか、なら、これを前例として毎年こんなことをＴＰＰとしてやるんですかね。そ

んなつけ焼き刃みたいなことをやるよりも、今年は確かに、私も農業者なんでお米は安

いですよ、大体１万円ですね。なら、スーパーマーケットとか、そこらへ行ったときに、

その３割、４割、米価は下がっていないんですよね、はっきり言って。どこかでその分

が吸収されておるんだ。だから、流通とか、いろんなことをトータルに考えた中で、何
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でも下がったら国で補てんしてもらやあ一番簡単ですよ、確かに、私も農業者なんでそ

の部分についてはいいんだけど……。 

（発言する者あり） 

○５番（田中政治君） 

 いや、請願の中に40万トン買い上げよということが書いてあるから私は言うておる。

そんなもんは買い上げる必要はないんやて、やったところで、その金をどうやって戻す

かとか、いろんなことになりますので、それこそまた膨大な、それ以上の経費がまたか

かってくる。それがわかった時点でそれは考えるべきであって、なったからああしまし

ょう、とれたものにどうしましょうなんていうような議論は来年度の議論であって、今、

それを採択どうのこうのというのはちょっと次元が違う、だから反対です。 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから請願第２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、不採択です。異議がありますので起立によって採決し

ます。 

 本案は、原案のとおり不採択とすることに賛成の方は……。 

（「原案……」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 原案やないのか、請願の付託された原案やないのか。 

（「原案に賛成……」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 原案に対する……。 

（「原案やなくて請願を採択するか、しないかということなんで」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 では、請願を採択とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立１名） 

○議長（浅野利通君） 

 起立少数です。 

 したがって、本案は、委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 日程第６、議第53号 松原道路改良２期工事請負変更契約の締結についてを議題とし

ます。 

 調整監から議案説明を求めます。 

 尾崎敏美君。 
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○調整監（尾崎敏美君） 

 それでは、議案書の１ページをお開きください。 

 議第53号 松原道路改良２期工事請負変更契約の締結について。地方自治法第96条第

１項第５号及び輪之内町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定に基づきまして、松原道路改良２期工事について、左記のとおり工事請

負変更契約を締結するため議決を求めようというものでございます。平成22年12月17日

提出、輪之内町長でございます。 

 契約金額は、変更前が「8,190万円」、変更後は「8,366万850円」となりまして、差

額176万850円の増額になります。 

 増額の主なものは、現場の精査によりまして、盛り土用の購入土の減と、つけかえ自

転車道ののりどめブロックを追加したことによります増、それから構造物撤去費のうち、

取り壊し工として舗装取り壊し、コンクリートの処理及びアスファルトの処理等により

ます増額でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（浅野利通君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 前回、全協でお伺いしていますけれども、もう一度改めて、この今言われた工事項目

ごとの金額を明らかにしてもらいたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 調整監 尾崎敏美君。 

○調整監（尾崎敏美君） 

 まずもって、盛り土用の購入土の減ということでございますが、減額が114万5,500円

でございます。それから、のりどめブロックでございますが、これにつきましては86万

7,300円増でございます。あと、構造物の撤去費ということで一式で65万9,400円増でご

ざいます。以上でございます。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 
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 これから議第53号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第53号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第53号 松原道路改良２期工事請負変更契約の締結については、原案

のとおり可決されました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継

続調査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 お諮りします。 

 総務産業建設、文教厚生の各常任委員会の所管事務の調査については、閉会中も継続

調査・研究することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

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

○議長（浅野利通君） 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 平成22年第４回定例輪之内町議会を閉会します。 

 ９日間にわたり熱心に審議され、全議案を議了し、無事閉会の運びとなりましたこと



－５２－ 

に対し厚くお礼申し上げます。大変御苦労さまでした。 

（午前11時14分 閉会）  



－５３－ 

会議の経過を記録して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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