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平成 26 年度
補正予算

2,720万円を追加

２０14年
９月 定 例 議 会
８日～19日

平成26年第３回定例町議会が開かれ、初日に固定資産評価委員会
委員、補正予算、条例など合計12議案、議員提出の請願、意見書の
２議案が上程され、審議の結果、固定資産評価委員会の委員の選任を
可決し、補正予算、決算の認定、条例の合計11議案、請願、意見書
の２議案を各委員会に審議付託された。
最終日には、補正予算３件及び各会計の決算認定５件、条例の制定
３件、議員提出の請願、意見書をそれぞれ所管の各常任委員会の付託
審査を受け、慎重審議の結果、可決されました。
なお４名の議員により一般質問が行われました。 森島　正司　副議長

平成26年度
一般会計補正予算（第２号）
� 2,720万９千円を追加

◇歳出の主な補正

総 務 費

・文書費� 467万円
　　社会保障・税番号制度対応業務委託料

民　 生　 費

・障がい者福祉費� 530万円
　　障がい者自立支援給付費等負担金精算還付金

・児童福祉総務費� 180万円
　　子育て世帯臨時特例給付金の追加

・児童福祉施設費� 160万円
　　広域入所児童委託料の追加

衛 生 費

・予防費� 673万円
　　予防接種委託料の追加

農林水産業費

・町民センター管理費� 252万円
　　地下オイルタンク修理

教 育 費

・奨学金� 240万円
　　国際クラブ修学扶助費

◇歳入の主な補正

国庫支出金
・民生費国庫補助金� 180万円
寄付金
・教育費寄付金� 240万円
・繰越金� １,270万円
町債
・総務費債� １,030万円

一般会計
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平成26年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）� 2,720万９千円を追加

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
169 万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ９億 104 万円と定めるものであります。

◇主な補正内容

　■ 歳　出
　　・償還金� 169万円

　■ 歳　入
　　・療養給付費交付金繰越金� 169万円

平成26年度
後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）� ２万円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
２万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
7,002 万円と定めるものであります。

条　例

子ども・子育て支援法の規定に基づき、特
定教育・保育施設等の設備及び運営に関する
基準を町条例で定めるものです。
この基準は、特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業者が、良質かつ適切な内容及
び水準の教育・保育の提供を行うことにより、
全ての子どもが健やかに成長するために適切
な環境が等しく確保されることを目指すもの
です。

輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例の制定について

児童福祉法の規定に基づき、家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準を町条例で
定めるものです。
家庭的保育事業等に含まれるのは、４つの
事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、居
宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）です。
主に満３歳未満の児童の受け皿として、これ
らの事業の量的拡充を進めるものです。

輪之内町放課後児童健全育成事業の運営に関す
る基準を定める条例の制定について

児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健
全育成事業の設備及び運営に関する基準を町
条例で定めるものです。
この基準は、児童が、明るくて、衛生的な
環境において、素養があり、かつ、適切な訓
練を受けた職員の支援により、心身ともに健
やかに育成されることを保障するものです。

輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業運営に関する基準を定める条例の制定に
ついて

固定資産評価
審査委員会委員に

浅野 武彦 氏
　　　　　再任
３名の内１名が任期満了になり、再任さ
れました。浅野氏は、２期目です。

規制改革案に関する請願書
請願者 　西美濃農業協同組合　　代表理事組合長　坂　英臣

　住所　〒 503-0849　岐阜県大垣市東前町 955-1
　紹介議員　森島光明

採択されました。次頁の意見書が、修正可決されました。
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政府の規制改革会議は、自由民主党の改革案を

踏まえ平成 26 年６月 13 日に「規制改革案に関す

る第２次答申」を安倍総理に答申した。このうち

農業協同組合の見直しでは、単協が行う信用事業

に関して、農林中央金庫等に信用事業を譲渡し、

単協に農林中央金庫等の支店を置くか、又は単協

が代理店として報酬を得て金融サービスを提供す

る方式の活用の推進を図るとしている。

単協が現在行っている信用事業で窓口代理業務

による手数料だけになった場合、ＪＡの収益が低

下することは明らかで、資金運用のメリットがな

くなるため、地域の農業や暮らしを良くしようと

する手立てがなくなる。

また、営農の事業水準を維持（施設の改築・改

修・維持）するために、費用の不足分を購買・販

売手数料、さらにはカントリーなどの利用料を高

くして補てんするような動きがでたら本末転倒で

ある。

今後、この答申が政府の決定として断行されれ

ば、前述のほか各生産者部会や女性部活動の支援、

中山間地域で生活する老人への食糧供給支援等、

組合員はもちろんのこと、地域住民への営農や生

活に関するサービスの低下につながり、農業・農

村に多大な影響を与えることとなる。

また、組合員のあり方について、農業者の協同

組織としての性格を損なわないようにするため、

准組合員の事業利用については、一定のルールを

導入する方向で検討するとしている。

単協の経営は、減少する正組合員の利用を増加

する准組合員で補っていることから、准組合員の

利用を制限することは単協の経営規模縮小につな

がり、農業・農村に多大な影響を与えることとな

る。

よって、我々輪之内町議会は、農業振興並びに

農村社会を含めた地域の活性を維持するため、下

記事項の実現を強く求めます。

１．単協が営む信用事業の農林中央金庫等への移

行はしないこと。

１．准組合員の事業利用に制限を設けないこと。

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。

　　　　　　　　　平成 26 年９月 19 日

岐阜県安八郡輪之内町議会

内閣総理大臣　　安倍　晋三　様

農林水産大臣　　西川　公也　様

衆議院議長　　　伊吹　文明　様

参議院議長　　　山崎　正昭　様

❖ 規制改革案に関する意見書について

意 見 書 修正可決された意見書
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去る７月 22 日・７月 23 日・７月 24 日の三日

間にわたり、平成 25 年度一般会計、特別会計の

決算及び各基金の運用状況の審査を、北島登監査

委員と共に厳正かつ公平に実施しましたので、監

査委員を代表して、ご報告いたします。

平成 25 年度の町一般会計及び特別会計の決算

並び基金の運用状況の審査の意見を、お手元の決

算審査意見書により申し上げます。

地方自治法第 233 条第２項の規定により、平成

25 年度の各会計歳入歳出決算及び証書類並びに

同法第 241 条第５項の規定により各基金の運用状

況を示す書類について審査しました。

１．審査の対象は、

①平成25年度輪之内町一般会計歳入歳出決算

②平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算

③平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算

④平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別

会計歳入歳出決算

⑤平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算

⑥平成25年度各基金の運用状況を示す書類

であります。

２．審査の期間は、平成 26 年７月 22 日から 24

日の３日間実施しました。

３．審査の方法は、予算が適正かつ効率的に執行

されているかなどに主眼をおき、決算書、付属

書類などに基づきながら、併せて関係職員の説

明を聴取して審査しました。

４．審査の結果を申し上げます。

審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出

決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠

して作成されており、その内容を審査した結果、

決算計数は誤りの無いものと認められ、会計経理

は完全でありました。

また、各基金の運用状況を示す書類の計算につ

いても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、

誤りの無いものと認められました。

決算の概要と基金の運用状況の審査の意見につ

いては、この意見書に記載してあるとおりです。

最後に今後町の財政運営にあたっては、地方分

権の時代にふさわしい、「真の自立」を確立する

ため、すべての事務事業に最小の経費で最大の効

果を得るべく、行政改革の推進を図るとともに、

歳入においては、公租・公課等の収入未済額のさ

らなる減少に努め、企業誘致など推進され自主財

源の積極的な確保に努められ、足腰の強い財政基

盤を確立し、誰もが永住を願う町の実現に向けて

さらなる努力を期待するものであります。

以上で、決算審査の結果を申し述べましたが、

私ども監査委員は、その使命を重く受け止め、町

の行財政の公正かつ効率的な運営を確保し、町民

の信頼と期待に応えるべく、引き続き監査業務に

万全を期してまいる所存でございますので、議会、

町執行部の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し

上げまして、報告とさせていただきます。

監 査 報 告 平成 26 年９月８日

　監査委員　兒 玉  俊 雄
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町長答弁

輪之内町は、揖斐・長良の二大河川に挟まれた
肥沃な農地が広がり、自然が豊かで古来より稲作
を主要産業として発展してきた町であります。稲

作の現状を見てみますと、田畑の再ほ場整備の進
展に伴い早植えは４月下旬から５月初句に始まり、
６月には普通植え、７月にかけて飼料米の田植え
が行われ、豊かな田園地帯に変わっていきます。
一方では、作物の生育を妨げる雑草も気温の上

一般質問（原文掲載）

１．環境にもっとやさしく

今夏は７月が猛暑、８月は大雨、異常気象であ
ります。９月に入り、朝・夕は涼しく秋の気配を
感じ、過ごしやすい季節になって来ました。幸い
にも輪之内町は大きな災害もなく、土砂災害で甚
大な被害を受けられた広島市を始め多くの皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
さて昨年の９月定例議会一般質問において、町
の管理している道路にある植込みを始め、道路、
水路、河川、耕作放棄地のような農地、企業の所
有している荒れ放題の土地等に対し、適正に管理
して頂けるように指導をしやすくする為に環境
美化条例の制定について提案させて頂きました。
ちょうど１年様子を見守って来ましたが、一向に
改善する気配もなく、答弁にあった（仮称）「美
しい町づくり景観基本条例」的なものが考えられ
るが、その前に、住民の理解と協力が得られなけ
れば、制定した条例が形骸化してしまうおそれが
あり、住民の意識がそうゆう方向にきちっとまと
まる事が大事とのべられました。
では、輪之内町ポイ捨て等防止条例が平成 11
年４月より施行されました。第１条の（目的）か
ら第 16 条の（罰則）まで、きちっと決められて
いますが、住民の理解の元、守られていますか。

形骸化までとは言いませんが、必ずしも条例によ
りモラル向上が成し得られているとは言えないの
ではないですか。
清潔なまちづくり推進指導員さんには大変努力
を頂いている訳でありますが、空き缶、ゴミ袋、
犬のふん害等は多い現状だと思います。
以上のことから、
①条例はどの様に住民に理解されていると思われ
ますか。毎年７月の第４日曜日はゴミ０の日と
決め、環境美化運動が町内全域で実施されてい
ますが、継続的なモラル向上に結びついている
と思われますか。
②条例に基づき、指導及び助言、勧告及び命令は
された事がありますか。
③第５次総合計画第１章環境にもっとやさしいま
ちづくりの中で景観、環境、環境美化、環境保
全について現況と課題、今後の方向性が題集さ
れていますが、どの様にお考えですか。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員
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昇とともに生い茂ってきます。これは今も昔も変
わりません。この豊かな自然環境を維持したいた
め、当町は中江川、中西江川、輪中堤の草刈を、
また、農地に隣接する道路・水路の草刈を農業者
の手によって行われてまいりました。
他方、国勢調査によれば昭和 45 年の人ロは
7,469 人であったものが 40 年後の平成 22 年には
10,028 人にまで当町の人ロは増えてまいりました
が、それに反比例するように農業者人ロが激減し
たため、農村環境は農業者だけでは維持すること
が難しくなってまいりました。
このまま放置しておいては、自然豊かな農村の
環境や景観を維持することが難しいと、地域の現
状を深刻に受け止めた国は、平成 19 年度に「農地・
水保全環境向上対策」事業を全国に広めていった
経緯がございます。
当町でもこの事業を取り入れ、農業者ばかりで
はなく地域住民を巻き込んだ共同活動として農村
環境、景観の保全に積極的に取り組んでいるとこ
ろであります。今年より「多面的機能支払交付
金」と名称を変え、なおかつ今年６月に成立した
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する
法律」が平成 27 年４月から施行されることに伴
い、法律に基づく安定的な制度となります。農村
の環境、景観の保全はわが町、輪之内町だけでは
なく、中山間地をはじめとする農村地帯、日本全
国津々浦々にいたる課題となっているところであ
ります。
さて、ご質問の「ポイ捨て等防止条例はどのよ
うに往民に理解されているか」についてでありま

すが、平成 11 年４月に条例が施行され、はや 16
年目を迎えております。この中で例年７月の第４
日曜日をごみゼロの日と定め、環境美化並びにそ
の啓発及び推進に努めているところであります。
現状を見てみますとほとんどの地域では「多面的
機能支払交付金」の事業活動の一環として年間行
事化しており、町民の皆様には一定のご理解をい
ただいているものと考えています。
また、この条例に基づく指導助言はいくつかあ
ろうかと思いますが、勧告及び命令までに至って
はおりません。
次に、第５次総合計画に掲げる環境分野に対す
る見解についてのお尋ねがありました。
すでにご承知のとおり、第１章「環境にもっと
やさしいまちづくり」の中に「景観」「環境・環
境美化」「環境保全・公害」に関する現況と課題、
そして今後の方向性等を掲げております。
いわずもがなではありますが、この分野は、住
民の生活に密着している分野でありますので、そ
の重要性の認識については、田中議員と見解を異
にするものではございません。
そもそも総合計画というのは、政策的要素を盛
り込んだ行政が執行すべき政策の体系化であり、
自治体の行うことの全体を統括するいわゆる政策
全体の町民、議会、首長、職員間の「認識の共有」�
であると考えております。
更に、その認識の共有の下で、「協働」を実践
することによって、初めてその効果がでてくるも
のと認識しております。
そういった意味から申し上げますと、住民の生
活に密着している環境という分野は、住民の皆様
が、「きれいなまちにしよう」という意識と、「ご
みは決まった手続きによりきちんと処理しよう、
ごみが周りに落ちていたら拾おう」といった小さ
な実践の積み重ね、そして、行政側として行う「景
観」「環境・環境美化」「環境保全・公害」の各種
施策が一体となったときに、その効果が現れてく
ると認識しております。
ある意味基本的な部分であり「きれいごとを並
べているだけではないか」とおっしゃるかもしれ

木野町長 答弁
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ませんが、ことの真髄はそこにあると考えており
ます。
先程も述べましたが、私ども行政側も環境の諸
問題については、地域一丸となって環境並びに景
観の保全に真正面から取り組んで参りたいと考え
ております。

「継続はカなり」という諺もあります。議員に
おかれましても地域住民の指導者として、意識の
高揚と、地域の事業所をはじめ住民一人ひとりの
モラルの向上は言うに及ぱず、小さな実践が実現
できるよう舵取り役の一翼を担って頂きますよう
お願いいたします。

２．輪之内町防災訓練ついて

平成 26 年８月 31 日（日）朝７時 20 分、町長
から防災行政無線により非常時における心がまえ
等の話があり、訓練が開始された。
訓練想定、８月 30 日から西濃地区を中心に局
地的な大雨が降り、輪之内町においては時間雨量
100 ㎜、24 時間では 250 ㎜を記録し、大榑川では
内水被害が発生し、８月 31 日には南海トラフを
震源とした地震が発生し、当町では震度６弱を計
測し、死者・要救護者の発生、建物の倒壊、液状
化現象による道路の損壊、火災の発生、堤防の損
壊、さらに断続的に震度５強の余震、本当にこん
な事が同時期に発生したら今回の様な訓練で良い
のだろうか？
１次避難所へはどんな時？
２次避難所へはどんな時？
それを住民に確実に伝える方法は？

朝、昼、夜、時間帯もある。停電、暗闇、もう
パニックだろう。
輪之内町防災行政無線戸別受信機は、重要な確
実な情報伝達方法だろうと思います。また屋外に
ある拡声子局についても活用の方法があると聞い
ています。
緊急時は確実な情報の提供が第１に行われなけ
ればならないと思います。以上の事により質問し
ます。
①防災行政無線戸別受信機の普及状況は？故障等
の確認状況は？
②屋外拡声子局の使用による地区情報の発信の方
法は？誰がするのか、区長さんは知っているの
か？
③大吉新田で取得した防災用地の動向は？

町長答弁

ご承知のとおり、輪之内町の総合的な防災訓練
は、従前は３年に１度実施しておりましたが、住
民の方に常に防災意識を持っていただくために、
平成 24 年度から毎年度実施することとし、訓練
のメーン会場は仁木・福束・大藪地区の順で順次
実施して参りました。
本年度は大藪小学校をメーン会場として、地域
住民参加による防災訓練を実施いたしました。１
次避難訓練を含め、訓練に参加した住民は 2,182
人、関係者は約 430 人であり、多くの住民の方の

参加を得ることができ、災害に対する防災意識の
高揚につながったものと考えております。
また、内水被害を想定し、国土交通省と連携し、
リエゾンの派遣要請訓練、排水ポンプ車の操作訓
練も実施し、協力体制の確認ができたと考えてお
ります。
今回で、毎年行う各地区一巡しましたが、訓練
の反省点を踏まえ、具体のケースを想定し、より
実践的な訓練の在り方を検討していきたいと考え
ております。
尚、第１次避難所は、地区指定避難所で、緊急
時において、避難者の安全が確保されるよう、災
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害の恐れのない場所に位置した安全性に配慮され
た地区の施設などであり、第２次避難所は、町指
定避難場所で、被災者が避難生活を送るために、
災害が比較的少なく、災害救援物資の輸送が比較
的容易な場所にある町の施設です。なお、この避
難場所については、各戸に配布済であります。
では、１点目の防災行政無線、戸別受信機の普
及状況等に関するご質問にお答えいたします。
防災行政無線は、災害等緊急時の迅速かつ的確
な通信連絡と周知を円滑にするとともに、行政需
要の多様化に対応し、行政連絡と町民の生活に必
要な情報を伝達する目的で、平成３年度に導入し
ております。平成 20 年度には、全国瞬時警報シ
ステム（J-ALERT）に対応できるように機器更
新をし、緊急連絡体制の強化に努めてまいりまし
た。
広報がうまく聞き取れなかった場合の対処方
法として、「広報無線の電話応答サービス」を平
成 21 年４月から開始しております。電話番号 69-
4400 に電話をしていただければ、もう一度放送
を聞くことができます。
故障等の確認状況ですが、窓ロに故障等を申し
出のある方に対し、機器の修理や電波状況の調査
の対応を行っており、今後も、戸別受信機の故障
対応等について、広報を通し町民の皆様に周知し
てまいります。
２点目の屋外拡声子局の使用についてお答えい
たします。
現在、役場庁舎の統制台から各子局（38 局）
を通して放送を行っております。各子局毎に呼び
出しができ、限定した地区のみに情報を発進する
こともできます。
基本的に災害時であれば、緊急情報を発進する
のは、１箇所だけというのは考えにくく、町が責
任を持って行うものと考えております。
平常時、子局自体を使用してその子局のみ放送
することも可能です。屋外拡声子局ができた当初
は、区長さんに放送ができると言うことは伝わっ
ておりましたが、当初から子局を利用しての放送
はない状況にあります。

続きまして、第３点目の今年２月に、防災拠点
事業用地として取得しました用地の動向について
ご質問にお答えいたします。
現在、当該用地については、国土交通省木曽川
上流河川事務所と造成計画について協議を重ねて
いるところでございます。
今年度は、地質調査及び、地盤沈下等の解析デー
タをもとに、国土交通省と輪之内町分を併せての
造成工事における全体計画を木曽川上流河川事務
所側で策定する予定です。
なお、造成には、「約４年から５年かかる見込み」
との見解を木曽川上流河川事務所が明示している
ところでございます。
現在の進捗状況については、以上のとおりです
が、併せて、今後は輪之内町防災拠点として、ど
のような「上物」を整備していくか検討を進めな
ければなりません。
現在、具体の計画を策定するよう指示している
ところでございます。
また、施設整備計画においては、水防を始めと
する防災資機材を保管するための倉庫や、防災対
策現地本部機能を併せ持つ避難施設や駐車場、防
災関係車輌駐車場等の整備が必要と考えておりま
す。
加えて、国土交通省が近隣で建設した防災ス
テーションを見ますと、それらの内容を見てみま
すと、災害時には、防災拠点として防災機能を発
揮することは勿論のこと、平常時には、地域のコ
ミュニティ活動の場となるような利用がされてい
るところも見受けられます。
いずれにしましても、より付加価値の高い住民
の利便性の高い施設の建設計画を早急に策定すべ
く進めて参ります。



平成26年11月 1 日（　）輪之内町議会だより10

１．地球温暖化対策について

今日、大気中への二酸化炭素などの排出量の増
加が地球温暖化の原因となり、この数年来、世界
中で見られる突然の集中豪雨や豪雪、高温や猛暑
日の増加等の異常気象、水温の上昇、砂漠化、生
態系の変化が地球規模の問題になってきていま
す。
こうした環境問題は世界全体で取り組むべきで
あり、同時に社会経済活動や国民生活全般に深く
関わるもので、国、地方公共団体、事業者、そし
て国民一人ひとりが協力して取り組んでいかなけ
ればなりません。輪之内町という小さな町が地球
温暖化対策としてできることは、地球規模で見れ
ば極めて小さいかもしれませんが将来輪之内町を
担う子供たちの為、わたくしたちは今できること
を町民総ぐるみで実施していく責務があると思い
ます。
当町では平成 11 年４月に施行された「地球温
暖化対策推進法」においてすべての市町村の事務
及び事業に伴う温室効果ガスの排出抑制のための
実行計画の策定が義務付けられ、「輪之内町地球
温暖化対策推進実行計画」が策定され、現在平成
25 年度から 29 年度までの第二次同計画にて推進
実行中であります。又、第五次総合計画にて「自
然エネルギーの利活用の推進により、環境負荷の
低減をまち全体で進めます」とあり、積極的に推
進していただいているものと思います。
しかし、地球温暖化対策といっても町民は頭で
は分かっていても、どこから手を付ければよいの
か、何から先に取り組んだらよいのかが分からな
いのが現状ではないでしょうか。町民個々ができ
る大きな地球温暖化対策は家庭からの CO2 排出
を減らすことであり、町としては広く町民の省エ
ネ意識向上を啓発することであると思います。そ

の施策として今まで依存してきた化石燃料から自
然エネルギーへの転換を推進することであると考
えます。
現在当町では、太陽光発電装置の設置に対して

「太陽サンサン補助金」が施行されておりますが、
更なる施策として「木質ペレットストーブ」の普
及活動を推進してはいかがでしょうか。このス
トーブの燃料となる木質ペレットは間伐材や製材
クズを原料としており再生可能エネルギーです。
燃焼して発生する CO2 は木が成長時に吸収して
くれるため、大気中の CO2 を増やさない温暖化
防止につながる環境にやさしい燃料です。
当町の環境づくりを担っているNPO法人ピー
プルズコミュニティが木質ペレットストーブの普
及活動の取り組みを研究検討している旨、お聞き
しました。ぜひとも町としてもこの普及活動を応
援し、自然エネルギー推進のための支援を願うも
のであります。私が調べたところ、県下では高山
市・飛騨市・下呂市・郡上市・揖斐川町の５市町
が木質ペレットストーブの購入に対する助成制度
を実施しているようです。
今後ますます、原発停止による火力発電の増加、
家庭での家電の多様化、大型化が進み、CO2 排出
量が増えることが懸念されており、地球温暖化対
策は待ったなしの状況にあります。
町として今後の地球温暖化対策についてそして
木質ペレットストーブの普及活動について町長の
ご見解をお尋ねいたします。

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員
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町長答弁

近年、日本各地で異常気象による災害が多発し
ていることは事実であります。中でも去る８月
20 日未明、広島市で発生した大規模な土砂災害
で家屋は勿論多くの人命が失われたことは皆様の
記憶に新しいところであります。この災害も地球
温暖化による異常気象がもたらしたものであると
言われております。心よりご冥福を祈ります。
このような異常気象を始めとした環境問題に対
する認識については、上野議員がおっしゃってお
られるように世界全体で取り組むべきものであ
り、町民一人ひとりにいたるまで、それぞれの立
場で努カしていくべき課題であるということにつ
いて、全く同感であります。
さて、世界各地では地球温暖化防止対策の協議
が行われていますが、平成９年 12 月の京都議定
書では、日本を含めた先進国の温室効果ガス削減
の目標値を達成することが定められ、翌年には
「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行さ
れました。当町においては、平成 14 年にはエコ
ドームでのごみの徹底した分別による再資源化と
生ごみの回収・堆肥化が始まりました。また、町
組織として省エネ実現のため冷暖房の適正な温度
管理、コピー用紙の節約やリユースの推進に取り
組んでまいりました。平成 25 年４月から始めて
おります「第２次輪之内町地球温暖化対策推進計
画」では、平成 24 年度を基準年として計画の最
終年度であります平成 29 年度の二酸化炭素の排
出量を６%削減することを目指しています。また、
太陽光等の自然エネルギーの活用等多面的な環境
負荷低減への取組として太陽光発電装置を自宅屋
根に設置した場合に補助する「太陽サンサン補助
金」制度を平成 22 年度から始め、現在までに補
助金 152 件を支給しております。このように地球
温暖化防止対策をあらゆる方法で推進し、ライフ
スタイルを細部に渡って見直しを行うなど、エコ
意識の普及・啓発に努めているところであります。
さて、木質ペレットストーブの普及推進につい
ては、例えば飛騨地域の高山市では平成 21 年度

からペレットストーブ及び燃料となるペレットに
対し補助事業が行われており、年間 20 から 30 機
のストーブに上限 10 万円が補助され、また、燃
料となるペレットについても 10 キログラム当た
り 100 円が補助されているとのことであります。
地球温暖化対策と併せ、山場地帯における地元の
間伐材の利用促進等、地場産業振興の側面もある
ように思われます。森林のない水場地帯の平野部
の輪之内町とはその背景が異なるように受け止め
ております。
参考までに申しますと、樹木が生長するとき光
合成により大気中の二酸化炭素を取り込んで成長
しますが、その木材から作られるペレットを燃や
して二酸化炭素を発生させても、空気中に排出さ
れる二酸化炭素は樹木が光合成で取り込んだもの
と同量であることから、大気中の二酸化炭素の総
量の増減には影響を与えない、いわゆるカーボン
ニュートラルという考え方がございます。その意
味では化石燃料から植物由来の燃料への転換は温
暖化防止に向けた選択肢のひとつであろうと受け
止めております。ペレットストーブへの補助につ
いては、郡上市は平成 23 年度、下呂市と揖斐川
町は平成 24 年度、飛騨市は平成 25 年度から当該
補助事業を開始されましたが、いずれも林業が重
要な地場産業であり、先ほど申しましたとおり地
球温暖化と地域振興の両面から導入しているもの
と考えております。今のところ、それぞれ年間数
10 台程の補助に留まっているところから、化石
燃料から木質系燃料への転換の推進と普及に関す
る今後の状況を注視すべき段階にあると考えてお
ります。
今後、当町といたしましては、持続可能な社会、
低炭素社会作りのため、温暖化防止対策を徹底す
るとともに行政、事業者、住民、NPOなどによ
る官民協働の環境対策に鋭意取り組んでまいりま
す。その検証過程においては、環境に優しい町づ
くりの観点から、何をすべきかを慎重に見極めて
いくことが必要であると考えております。
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１．町有地について

現在町の不動産の中に、手に入れながら行政で
は利用が考えられない物件もあるかと思います。
たとえば、
浄化センター東　約 1,100 ㎡
松内地区　約 2,000 ㎡
大藪駐在跡　約 670 ㎡
楡俣神明神社近く　約 580 ㎡
仁木農協跡地　約 7,000 ㎡　等々
町民の税金で手に入れながら利用されておりま
せん。この様な物件は早期に売却処分して、地域
活性化や産業育成に当てるのが、得策ではないか

と考えます。不要な町有地の今後の取り扱いにつ
いてお尋ねします。
また、輪之内ビラ北側の現在農園に使われてい
る土地は農地です。町が農地を所有する事は禁止
されております。この事も合わせてお尋ねします。

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野 常夫 議員

町長答弁

町が土地を取得する場合には、当然、目的を持っ
て取得しております。しかしながら、取得後の事
情の変化により、当初の目的どおりに利用できて
いない土地や当初の利用目的を変更して利用して
いる土地も存在いたします。
議員ご指摘のように、町有地の利用及び活用に
ついては、十分検討し、その結果、処分をすべき
土地と判断したものについてはその処分の方法を
検討すべきという考え方について意見を異にする
ところはございません。なお、例示された土地の
なかには、仁木農協跡地などのように将来の利用
目的を既に検討しているものもございます。今後
とも他の公有財産を含めその在り方について検討
を続けてまいります。
また、貸し農園の用地につきましては、当初の
目的は、一般廃棄物の最終処分場用地として取得
したものですが、他の場所に最終処分場用地を確
保したこと等により当初の目的どおりの供用をし
ませんでした。その後、企業が当該土地を含むエ
リアに進出を希望する話が持ち上がり、町として

は企業に売却する予定としておりましたが、これ
も諸般の事情により、当該企業がその進出を取り
やめた経緯がございます。
このように町としては、その時々の情勢を踏ま
え判断をしてまいったところでありますが、計画
どおり進むことは困難でありました。
平成 13 年には、住民団体から貸し農園として
有効利用を図って欲しい旨の要望を受け、町が市
民農園を開設できる方法を検討し、特定農地貸付
けに関する農地法等の特例に関する法律の規定に
従って特定農地貸付けの承認を農業委員会より受
け、現在に至っているものであります。
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１．あすわ苑での
� 利用者拘束事件について

あすわ苑において、職員が認知症の入所者に対
し身体を拘束していたことが明らかになり、マス
コミが大きく取り上げました。私もあすわ苑議会
議員の１人として重大な関心を持っているところ
であります。本来ならあすわ苑議会において、管
理者に対して質問するのが本筋ですが、この場で
は副管理者としての町長の見解をお聞きします。
まず、町民が苦しい生活の中から支払っている
介護保険料や利用者負担等で成り立っている特別
養護老人ホームの中で、介護の専門家であるはず
の介護職員が、入所者の身体を拘束する、などと
いうことがなぜ行われたのでしょうか。身体拘束
を行った職員やそれを見て何も問題にしない職員
は介護職員としての資格はないというべきではな
いでしょうか。

この不祥事に対し、管理者からあすわ苑に対し
て厳重注意はあったが、それ以外には何の処分も
ないと聞いています。これで利用者始め多くの町
民の理解が得られるのでしょうか。失われたあす
わ苑の信頼を回復するためには、もっと厳しい対
応と、再発防止策の確立が欠かせないと思います
が、副管理者としての町長の見解をお聞かせくだ
さい。併せてそのことについて管理者とどのよう
に協議されているのかお伺いします。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員

町長答弁

このたびのあすわ苑老人福祉施設事務組合が設
置する特別養護老人ホーム「あすわ苑」における
利用者への身体拘束という、介護現場での不適切
な行為については、あすわ苑副管理者として、誠
に残念な出来事であると痛感しております。
今回の問題は、既に新聞報道等でご承知のとお
り、利用者が夜間に排泄したオムツの中に手を入
れ、かきむしる行為をしはじめ、その不潔行為を
防ぐために、職員がその利用者の下半身をバスタ
オルで巻き、更に腰回りやひざ上を紐で縛ってい
たというものであります。
この問題の発覚後は、全職員による会議の中で、
介護職員としての使命、あるべき姿を厳しく指導
し、個々の職員が、どのような心構えで介護業務
に取り組むべきかを、グループワークやレポート
の提出により、再認識させたところであります。

その上で、職員一人ひとりが、介護の原点に立ち
返り、利用者の目線に立った介護業務の実践と、
職員相互の情報共有を徹底していると言う状況で
あります。
しかしながら、不適切な介護業務をしたと言う
この事実は決して消えるものではなく、現在は、
地域の皆様方から信頼して、安心して利用してい
ただける施設「あすわ苑」を目指して、せっかく
一部事務組合として作った「あすわ苑」として、
改善を推し進めている所であります。今後も、こ
うした実践的な取り組みが継続されなければ、信
頼回復の途は、険しいものと考えております。
今後とも一生懸命、あすわ苑管理者である安八
町長との協議の中で、具体の案件についての関与
を強化し、職員に対する積極的な指導、管理を副
管理者として求めていくべきと考えております。
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２．町ホームヘルパー派遣事業の中止について

あすわ苑の不祥事発覚に先立ち、当町において
はこれまで実施されていた社会福祉協議会のホー
ムヘルパ一派遣事業が８月１日から中止されたと
聞きます。平成 26 年度当初予算で、町社会福祉
協議会への補助金は前年度並みの 910 万円が計上
されているのに、なぜ、今この段階で当町のヘル
パ一派遣事業が中止されたのでしょうか。
当町のホームヘルパー利用者は現在何人おられ
るのか、その推移はどのようになっているのか、
お聞かせください。

あすわ苑の不祥事、ホームヘルパー派遣事業の
中止等、この面を見る限り、当町の高齢者のおか
れている条件は、後退していると思います。老人
福祉法では、国及び地方公共団体に老人福祉増進
の責務を課しており、市町村は老人の福祉施策を
通じて、老人が健全で安らかな生活が保障される
ようにしなければならないと規定されています。
当町においては今後、更なる老人福祉の増進に、
どのような施策を進めていくのか、町長の見解を
お聞かせください。

町長答弁

この事業は、町社会福祉協議会が、独自に行っ
ている介護保険事業であり、事業の実施の判断は、
当該協議会が行っているものであります。
お尋ねのとおり、現在、この事業は休止してお
りますが、その背景として、他のホームヘルプサー
ビス提供事業所の増加による競争激化により、町
社会福祉協議会のホームヘルプサービス利用者が
減少し、残念なことではありますが、事業の運営
が困難になったものと聞いております。
休止直前において、当該協議会を利用されてい
た方は８名で、この８名の方については、支障の
生ずることなく、他の事業所に引き継ぎがなされ
ており、サービス提供の水準の低下とは、なって
おりません。
なお、本町では、介護保険事業において、ホー
ムヘルパーを利用して見える方は、５月現在 30
名で、昨年の９月提供は 28 名、一昨年の同月は
30 名と、横ばいとなっております。また、サー
ビス提供事業所は、町内外の 14 事業所となって
おります。
ちなみに、今年の９月１日現在における輪之
内町の 65 歳以上の人ロは 2,118 名で、高齢化率
が 21.3% であり、昨年９月の 65 歳以上の人ロは、
2,020 名、高齢化率が 20.2% で、比較しますと 1.1%

上昇しております。
国の昨年 10 月１日現在の高齢化率 25.1% より
下回っているとは言え、本町でも高齢化が進んで
いる状況であります。
そのような中で、高齢者の福祉増進については、
重要なテーマであると認識しております。
現在、介護保険による介護・支援認定を受ける
前の高齢者に対する介護支援事業として、ホーム
ヘルパーによる見守り、生活援助を支援する「軽
度生活援助事業」や「配食サービス」、「理容サー
ビス」等を行っております。併せて、介護予防事
業として「元気アップ転倒予防教室」、認知症予
防の「脳リフレッシュ教室」等も行い、高齢者福
祉の増進に努めているところであります。
また、参考までに保健事業の側面から申します
と、他の団体に先駆けまして、任意の予防接種も
積極的に行って来ております。今年の 10 月から、
定期の予防接種となる高齢者の肺炎球菌感染症の
接種率の向上に向けた一層の周知にも取り組み、
施策全体として、老人福祉法第４条の趣旨に基づ
き、積極的に各種施策を講じて、高齢者福祉の更
なる充実・進展に努めて参ります。
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３．庁舎改修の設計変更について

現在、庁舎改修工事が行われていますが、設計段
階における検討不足のためか、次々と追加工事が行
われ、工事請負契約の変更が余儀なくされ、12月
議会で契約変更が予定されているということです。
そもそもこの庁舎改修計画は、25 年度当初予算
で初めて設計委託料として出てきましたが、３億
5000 万円という大規模な事業であるにもかかわら
ず、町の第５次総合計画にも入っていません。
議会においても、当初予算審議においては設計
図も明らかにされないまま可決してしまい、その
後示された設計図で初めて、町長室にトイレ、洗
面室、更衣室が設置されることを知りました。こ

のことについては町民の間からも様々な批判的意
見が聞こえてきます。町長室にトイレ、洗面室、
更衣室がなぜ必要なのか、理解できません。この
際設計変更して町長室のトイレや洗面室、更衣室
を無くすことはできないでしょうか。もし変更で
きないのであればその以要性について町民が納得
できる説明をしてください。
なお、３階の追加工事で本会議場の音声が議会
事務局室で聞こえるようにしたとのことですがそ
の目的は何でしょうか。どうせやるなら、１階ロ
ビーで聞こえるようにし、広く町民に聞いてもら
えるようにしてはどうでしょうか。

町長答弁

輪之内町の庁舎は、併設するコミュニティ防災
センタ一部分は昭和 58 年度に、本体部分は昭和
59年度に竣工しております。以来、30年が経過し、
その間必要な修繕工事や１階の改装等を実施し、
今日に至っております。
庁舎の竣工当時から今日まで、事務事業は、新

制度の創設や権限委譲等により増加し、電子機器
の急速な進歩とも相まって昭和 59 年当時とは事
務室の様相も大きく変化しております。執務スペー
ス確保のために、竣工当時には通路であったス
ペースに事務室を配置することにより、来庁者の
動線を犠牲にしていることは否めない状況です。
輪之内町合併時に建設された木造の旧庁舎は、
約 30 年で改築をいたしました。現在の庁舎は耐
久性のあるRC構造の庁舎でありますので、30 年
経過しても改築の必要はありませんが、設備類の
経年劣化や来庁者の利便性の向上に資する改修が
必要として、すでに平成 22 年度に庁舎改修の基
本設計を実施し、平成 24 年３月に策定した輪之
内町第５次総合計画において平成 25 年度、平成
26年度の２カ年事業として盛り込んでおります。
この改修実施年度の設定は、町制施行 60 周年

という節目として実施することを想定したもので
ございました。
このように庁舎改修につきましては、計画的に
遂行している事業でありまして、平成 25 年度に
基本設計を基にした実施設計を行い、平成 26 年
度に工事に着手したところであります。尚この件
につきましては、森島議員が委員として参加され
ました輪之内第 5次総合計画審議会においても説
明いたしております。現在、改修工事は順調に進
んでおり、その進捗状況等については、議会の全
員協議会でも都度、報告を行っているところであ
ります。
さて、ご質問にあります町長室のトイレ、洗面
室、更衣室の件ですが、従前より、洗面台やロッ
カーは町長室にございました。当然私も出席する
行事等によっては、着替えも必要でありますし、
相手の方に失礼の無いように身だしなみを整える
必要もございますので、ご理解をお願い申し上げ
ます。トイレにつきましては来客にも配慮し、設
置するものでございます。改築は、毎年行うもの
ではありません。将来を見こし、その必要性を判
断したものでご理解を願います。
また、ご質問後半にございました本会議場の音
声を議会事務局で聞けるようにしたのは何故かに
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４．東富士演習場視察研修の町長の感想は

町長は８月に行われた区長会の自衛隊東富士演
習場視察研修に参加されたと聞きましたが、災害
復旧に実弾射撃は必要ありません。この研修会の

研修目的は何だったのか、その目的と併せ感想を
お聞かせください。

町長答弁

今年度の区長会研修は、集団的自衛権について
国会でも国民の間でも議論がなされ、また、中国
の海洋進出等日本を取り巻く情勢の変化の中で、
国防について考える機会として区長会が独自に企
画、実施されたものであります。区長会の研修に
つきましては、毎年同行させて頂いておりますの
で、例年のとおり同行させて頂きました。
議員からその感想を求められておりますが、普
段、自衛隊と言えば災害復旧での活動の場面をメ
ディア等で目にするところでありますが、防衛も
自衛隊の本来の任務であることを改めて認識した

次第であります。当然、我が国も紛争に巻き込ま
れる可能性は皆無ではありません。改めて自衛隊
の必要性を認識いたしました。
世界平和は、全人類共通の願いではありますが、
国家の思惑や宗教の違い等により世界各地で紛争
が生じているのは紛れもない事実であります。
町も自衛官募集事務を行っておりますが、輪之
内町では毎年自衛隊に入隊される方があります。
今年４月には、輪之内町の若者４名が自衛隊に入
隊しております。我が国をそして国民を守るため、
また、災害時等には国民を助けることに志しを抱
く若者の存在を心強く思っております。

さる、７月 28 日、輪之内町の協議会室
において輪之内町・安八町議会は、脇坂県
議会議員、堀正安八町長、木野隆之輪之内
町長を来賓に迎え、両町の抱える課題や取
り組みについて意見交換並びに交流会を開
催しました。安八町から「スマートIC建設」
の状況説明があり、輪之内町から「輪之内
ブランドの構築」について取り組みの方策
についての説明がありました。両町の議員
から活発な意見交換がされました。
今後も両町議会の交流をすすめていくこ
とになりました。

輪之内町・安八町
議員交流会開催

桜会が総会・懇談会を開催
さる、７月 29 日、役場庁舎に小寺�強議長を迎
え、桜会（加藤正昭会長）の総会が開かれました。
平成25年度事業報告・
収支決算報告と平成
26 年度事業計画・収
支予算を審議し、承
認されました。
総会後、平成 26 年
度予算の概要につい
て、加藤参事より説
明を受け意見交換が
行なわれました。

庁舎前にて

つきましては、提出議案や一般質問に関係する職
員が傍聴することにより、本会議の円滑な進行に
資するものとして改修したものでございます。な

お、庁舎１階ロビーにスピーカーを設置して放送
する予定はございません。
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総務産業建設

総務産業建設常任委員会委員長報告

平成 26 年度
一般会計補正予算（第２号）

【総務課】
Ｑ　個人番号はどのような分野で利用できるのか。
Ａ　番号法第９条の別表第１に掲げる事務と福
祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地
方税又は防災に関する事務で地方公共団体が
条例で定める事務に利用できる。

Ｑ　個人情報が委託業者に漏れることはないのか。
Ａ　委託業務は、個人情報取扱業務の洗い出しや
例規整備の支援業務等であるため、直接個人
情報を提供して行う業務ではない。

【経営戦略課】
Ｑ　普通交付税の交付額が確定し臨時財政対策債

の借入額も確定したとのことだが、普通交付
税の確定額はいくらか。

Ａ　７月 25 日付けで交付決定通知があり、その
金額は 872,906 千円。

Ｑ　特別交付税についてはどうか。
Ａ　まだ分からない。
Ｑ　臨時財政対策債は限度額いっぱい借入れるの

か。
Ａ　限度額いっぱい借入れる予定。
Ｑ　臨時財政対策債の元利償還金は、100% 交付

税算入されることから純粋な町の財源と考え
てよいのか。

Ａ　そう考えて差し支えない。
【産業課】
Ｑ　町民センターの旧地下タンクの廃止方法は。
Ａ　タンクはそのままで砂詰めを行う。
Ｑ　町民センターの旧地下タンクを掘り出して処

分するといくらかかるのか。
Ａ　消費税抜きで 150 万円。
Ｑ　町民センターの冷暖房機器本体が 30 年以上

経っているが更新するといくらかかるか。
Ａ　8000 万円。

常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

総務産業建設常任委員会

各常任委員会は、９月 12日開催され、平成 26年度一般会計補正予算、国民健康保険事業特別会計
補正予算、後期高齢者医療特別会計補正予算、輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運
営に関する基準を定める条例の制定について、輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定について、輪之内町放課後児童健全育成事業の運営に関する基準を定める条例の制
定についての６議案を審査し、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。



平成26年11月 1 日（　）輪之内町議会だより18

請願第 1 号　
規制改革案に関する請願ついて

Ｑ　政府の規制改革案とは別に、自由民主党も改
革案を出しているのか。

Ａ　別に出していて、それを踏まえた今回の答申
に対しての請願。
　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、請願第１号規制改
革案に関する請願については原案のとおり採
択すべきものと決定しました。

発議第 1 号　
規制改革案に関する意見書について

意見書の文面中で意見の「１. 単協が営む信用
事業の農林中央金庫等への移行については、単協
自ら判断できる制度とすること。」を「１. 単協が
営む信用事業の農林中央金庫等への移行について
は、しないこと。」にすべきとの修正案。
修正案を可決。

文 教 厚 生

文教厚生常任委員会委員長報告

平成 26 年度
一般会計補正予算（第２号）

【住民課】
Ｑ　南波最終処分場の修繕に係る見積の内容は。
Ａ　修繕は、外周のトタン 28 枚と胴縁の取替や

パイプの立ておこし、手間代等の経費です。
トタンは一枚、縦 1.8mで、単価は、1,200 円。

【福祉課】
Ｑ　安八郡障がい者自立支援協議会の構成につい

ては。
Ａ　定員は 15 名で輪之内町からは５名選出され
ている。

Ｑ　予防接種事業の委託料には自己負担を除いた
額が計上されているのか。

Ａ　自己負担額を除いた額で計上しており、水痘
は自己負担なし、高齢者肺炎球菌は自己負担
4,000 円。

Ｑ　高齢者肺炎球菌の免疫期間は。
Ａ　個人差があるので医師の判断による。

Ｑ　広域入所費用の積算については。
Ａ　当初予算の１名及び新規見込分から、現在の
利用者の年間見込額を計上しており、年齢及
び委託先によって費用は違う。

Ｑ　婚活サポートの内容については。
Ａ　社会福祉協議会ヘ委託し、商工会と連携して
会員を募集し、応募内容をデータ化して広域
で見られるようになる。その後は、婚活パー
ティーなどが計画される。

Ｑ　委託料の 489 千円は何か。
Ａ　主に人件費である。
【教育課】
Ｑ　部活動の指導者は先生か。
Ａ　先生は顧問として指導にあたり、そのほか社
会人コーチを１～２名迎えて指導を行ってい
る。

Ｑ　社会人コーチはボランティアか。
Ａ　ボランティア。
Ｑ　補助金の使途は。
Ａ　大会に参加する移動費用と参加料。

文教厚生常任委員会
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Ｑ　部活動補助金と県大会補助金の違いは。
Ａ　西濃大会までが部活動補助金、県大会以上が

県大会補助金である。

平成 26 年度　輪之内町後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

【福祉課】
Ｑ　すこやか健診の負担金の精算の流れは。
Ａ　年度当初に概算の負担金を支払い、翌年度に

精算する。

輪之内町特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業運営に関する基準を定める
条例の制定について

【福祉課】
Ｑ　保育料は事業者が独自に定めるのか。
Ａ　国の基準以下で町が定める。
Ｑ　町外の保育所を利用した場合についても同様

か。
Ａ　町民であれば同じ基準表を適用するため同様
である。

Ｑ　民間の事業所が町内で保育所を運営した場合
の保育料は。

Ａ　町が定めた保育料となり、同じ基準の額とな
る。

Ｑ　その根拠条文はどこか。
Ａ　第 13 条に記載のとおり。
Ｑ　新しい基準は現行の保育所施設の面積基準や

保育者の資格要件とどう違うのか。
Ａ　現行と同様である。
Ｑ　現在の保育料は何に定められているのか。
Ａ　輪之内町保育料徴収規則である。
Ｑ　大きな変更点として認定制度があるが、どの

ような内容か。
Ａ　年齢に応じて、また保育の必要性に応じて１
号から３号の区分認定がされる。

Ｑ　保育園の広域入所はどうなるのか。
Ａ　現行と同様である。

輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の制定につ
いて

【福祉課】
Ｑ　第４条の向上させるように努めるものとは、

町に対して記載してあるものか。
Ａ　町として向上に努める必要があるもの。

輪之内町放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準を定める条例の制
定について

【福祉課】
Ｑ　現在の指導員は指導員としての資格はあるの

か。
Ａ　保育士や教員の資格があり、基準の資格に該
当している。

Ｑ　指導員に年齢制限はあるのか。
Ａ　年齢制限はない。
Ｑ　留守家庭教室は今後も教育課で実施するの

か。
Ａ　１事業所として教育課で実施する。
Ｑ　指導員の資格の中で知事が行う研修を受ける

必要があるのか。
Ａ　今後受ける必要がある。
Ｑ　対象学年はどうなるのか。
Ａ　１年生から６年生まで。
Ｑ　現在の留守家庭教室の実施場所はどこか。
Ａ　福束小と大藪小は、体育館の２階、仁木小は、
いなほホールで実施している。

Ｑ　指導員の賃金額については、どうなるのか。
Ａ　基準で定めるものではなく、事業者ごとに設
定するものである。

Ｑ　現在の留守家庭教室の利用人数は何名か。
Ａ　福束小 26 名、仁木小 41 名、大藪小 44 名。
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平成 25 年度決算特別委員会審査報告書

平成 26年第３回定例議会初日の本会議において、本
委員会に審査を付託された案件について、９月 10日、
11日の２日間にわたって全員協議会室において、８人
の委員中、小寺強委員が病気のため欠席で７人が出席、
執行部側からは町長以下関係者の出席のもとに審査を行
いました。
会議の冒頭本委員会は、町長はじめ全執行部とともに
決算認定制度の意義や委員会の任務等について改めて確
認しあい、本委員会の審査結果及びその過程において明
らかになった問題点やその改善策等について、その後の
予算編成や財政運営に反映していく事を確認しました。

その後本委員会に付託された議第 40 号から議第 44
号までを一括議題とし、各所管部署からそれぞれの事業
遂行の成果と決算の説明を求め、審査を行いました。そ
の経過と結果を、特徴的なことを中心に報告します。

一括議題とした議案は、
議第 40号　平成 25年度輪之内町一般会計歳入歳出
決算の認定について、
議第 41号　平成 25年度輪之内町国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 42号　平成 25年度輪之内町後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 43号　平成 25年度輪之内町児童発達支援事業
特別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 44号　平成 25年度輪之内町特定環境保全下水
道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、
であります。

最初に議会事務局所管分について審査の概要を報告
します。
議会の常任委員会研修は、東日本大震災の被災地視察
を十分時間取って２泊３日で行ったため、24年度、25
年度事業として行われました。そのため常任委員会研修
補助金は、24年度分と合わせ 80万円が支出されました。

次に、総務課所管分について審査の概要を報告しま
す。
職員の海外研修は、アメリカ・サンフランシスコ方面
への研修で、その目的は、住民と行政のかかわりをテー
マに、海外と日本の違い、海外で実施されていることが
日本で活かせるかどうか等を学ぶことであったとのこと
でした。この海外研修の成果をみんなで共有するように
すべきではないかという指摘に対し、研修参加者は報告
レポートを提出しているが、改めて報告会等は開催して
いないため、今後職員に対する報告や、議会にも報告レ
ポートを提出するなど、研修成果を共有できるようにし
たいということでした。
財産管理費の土地借り上げ料1,607万５千円の内訳は、
大藪コミュニティ防災センター駐車場 1,365 ㎡で 68万
2500円、テニスコート1,387㎡で 77万 6720円、エコドー
ム東側の総合施設附帯駐車場 4,937 ㎡で 276万 4720 円、
プラネットプラザ 21,162 ㎡は 1185 万 720円で、単価は、
大藪コミュニティ防災センター駐車場が 500 円 /㎡で
あり、その他は 560 円 /㎡ということでした。この単
価の違いはどこにあるのかと意見が出されましたが、借
り上げ開始時期の違いによるものということで、今後の
検討課題であることが指摘されました。
また、歳入における町有地使用料は、土地の評価額等
により算定し、大垣共立銀行から９㎡で、5,570 円、納
涼まつりで佐藤氏から 32 ㎡で 1,650 円、S

スカイジェイ

KYJ ワール
ドから 454.16 ㎡で 222,956 円の使用料を頂いており、営
農組合については農業委員会で決められた標準小作料
6,200 円 /反で算定し、本郷営農組合から 12,972 円、海
松新田営農組合から 4,144 円の使用料を頂いているとい
うことでした。
地域の絆を高める補助金は、職員の賃金カット分を財
源として、各区に 10万円と１世帯当たり 2,000 円の合
計額を上限に交付したもので、大多数の区が満額で、そ
れぞれの事業費は超過している区もあるということでし
た。内容的には防災関係が多かったということです。

次に危機管理課所管分について審査の概要を報告し
ます。
防災行政無線設備保守点検 366万５千円については、
同報系行政無線設備、移動系無線設備、およびその付属
設備の保守点検委託料で、戸別受信機の保守点検は行わ
れていません。
戸別受信機については、故障の際に修理の対応をして

決算特別委員会副委員長報告

決算特別委員会
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委　　員　浅野　常夫
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いるだけで、役場窓口に故障等を申し出てきた方に対し
てのみ、機器の修理や電波状況の調査を行っているとい
うことでした。
現在戸別受信機は町内全体で 2,088 世帯に貸与されて
いますが、これらが正常に動作しているかどうかは確認
されておらず、今後は広報や区長を通じて故障等の不備
がないかどうか住民に問いかけていくということでし
た。
戸別受信機の設置については、転入時の窓口にて設置
の案内をし、設置を拒否された世帯を除き設置している
ということでした。
戸別受信機のない世帯や聴覚障害を持つ世帯等への情
報連絡体制の確立が、今後の検討課題であることが指摘
されました。
消防団員の費用弁償 1,150 万９千円については１回３
時間以内 2,000 円、３時間から５時間 3,400 円、５時間
以上 4,800 円で算出されているということです。
災害用非常食は、25年度にアルファー米 3,000 食、乾
パン 1,512 食、粉ミルク 36缶、クラッカー 35パック入
り６缶を購入し、現在の備蓄数は、乾パン 2,964 食、ア
ルファー米の白米5,250食、五目1,000食、飲料水1.5リッ
トル入り 5,980 本、粉ミルク 72缶であり、養老、桑名、
四日市断層地震の避難総定数 2,302 人分の、およそ１日
分の食料が確保されているとのことです。
現在町は、2023 年までに３万食分を確保する予定だ
が、今後計画を前倒しして早期購入を検討するというこ
とでした。

次に、経営戦略課所管分について審査の概要を報告
します。
地域公共イントラネット整備事業で２億 4,782 万７千
円支出していますが、その主な内訳は、①「自主放送機
器の整備」は㈱アミックスへの補助で 4,131 万１千円、
②「動画コンテンツの充実」は番組の制作で 182万３千
円、③「光ケーブル網のループ化」は国の国土強靭化施
策に基づいて行ったもので１億 7,835 万５千円、④「安
全安心定点カメラの設置」は揖斐川、長良川、牧田川の
水位監視カメラの設置で 1,344 万円、⑤「ホームページ
のリニューアル」で 81万９千円ということでした。
動画コンテンツとして作成された 32番組はすべてコ
ミュニティチャンネルで、放送されたものです。
議会中継について町の計画はあるのかという質問に対
し、今のところ町民からの要望もなくその計画はないが、
近隣市町では垂井町と海津市で行われており、今後、他
市町の反響や町民のニーズ等を調査するとともに、議会
とも相談しながら検討していくということでした。
コミュニティチャンネルの視聴率について、視聴率の
調査は行っていないが、輪之内光サービスの加入世帯は
平成 26 年３月末で 1,423 世帯、46.5% であるがコミュ
ニティチャンネルを見ることができるのは、最大限見込

んだとしても 40%ぐらいだろうということでした。
コミュニティチャンネルの運営について、町民に期待
されるようにしていくために、一つひとつの番組の放送
時間を検討したり、放送内容や見せ方について絶えず見
直しをしていくということでした。

次に、税務課所管分について審査の概要を報告しま
す。
個人町民税の普通徴収の納税義務者数は対前年度比で
19人増加していますが、調定額は 436 万９千円減少し
ています。年金特別徴収の人も対前年度比で 43人増え
ていますが、調定額は 153 千円減少しています。これ
らの人たちは生活が苦しくなっているのではないかとの
質問に対し、特別徴収を含めた全体でみれば納税義務者
数は 75人増加し、調定額は 405万２千円増加している、
とのことでした。また法人町民税の調定額は対前年度比
で 1,249 万１千円減少しているが、それは課税標準額の
減少によるものということでした。
町税の滞納処分実施状況について、差押え件数より換
価件数が多いのは、事務手続き上のことであり、確定申
告の還付金差押えは３月に行い４月に換価するためであ
るということでした。

次に、会計室所管分について説明を受けましたが、
特に特徴的なことはありませんでした。

次に住民課所管分について審査の概要を報告します。
住民課は議第 40号と議第 41号があり、まず議第 40
号について審査を行いました。
西濃環境整備組合負担金は 3,930 万７千円となってい
るが、これに今回の事件による産業廃棄物分も算入され
ているのかという質問に、一般廃棄物の中に産業廃棄物
が混入していた可能性があるため、会社から搬出された
廃棄物の内容について報告を求め、県と共同して特定し
ていくということでした。
今回一般廃棄物に産業廃棄物が混入した経緯につい
て、西濃環境整備組合に持ち込まれる一般廃棄物は、町
民がごみ処理手数料を支払って収集される家庭用ごみ
と、事業者が直接処分場へ持ち込む事業系のごみがあ
り、その割合は家庭からの処理量 58%に対し、事業系

決算特別委員会
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は 42%ということ、そしてこの事業系ごみの中に産業
廃棄物が混入していた可能性があるということでした。
しかし、現時点では調査中であり、詳細については一切
判明していないということです。
なお、説明の中で、決算説明書に記載されている数値
の訂正があり、西濃環境整備組合の可燃ごみ年間処理量
を、1,144t から 2,173t に、西南濃粗大廃棄物処理組合の
不燃ごみ・粗大ごみ年間処理量を、137t から 154t に訂
正されました。
水質浄化対策事業について、最も効果的な揖斐川から
の導水については、海津市では県が主体となって揖斐川
からの導水を行っているので当町においても同様の手法
によって導水できないか検討していただけるようお願い
しているとのことでした。
また、河川の水質浄化のために、川底に井戸を掘って
はとの提案がありましたが、川底の井戸には河川の水が
逆流して地下水が汚染される可能性があると指摘する専
門家がおり、町としては採用は困難とのことでした。
続いて議第 41号について審査を行いました。
国保税全体を見ると、調定額は前年度に対し 1,046
万６千円少なくなりましたが、収入未済額は逆に 945
万７千円多くなっています。特に滞納繰り越し分につい
ては不納欠損処分を行ったにもかかわらず、収納率は大
きく落ち込み、ついに 20%を下回っていることが明ら
かになりました。
国民健康保険基金の年度中の増減額は、マイナス 684
万３千円になっていますが、これは年度中に 1,700 万
円を基金繰入したものの、基金利子 15万７千円と実質
収支額の中から地方自治法第 233 条の２の規定により
１千万円を、基金に積み立てたことによるものでした。

次に、福祉課所管分について審査の概要を報告しま
す。
福祉課は議第 40号と議第 42号、43号があり、まず
議第 40号について審査を行いました。
保育園の通常の保育時間は 8時 30分から 16時 30分
までであり、延長保育は 7時 30分から 19時 00分まで
実施されています。対象者は、入園児で申し込みにより
利用可能となります。
未満児保育は生後６カ月からで、現在のところ、施設
的に問題はなく、受け入れ可能の状況で、随時受け付け
ているということです。
大藪地区は近年住宅が増えているが、大藪保育園の増
設等は検討されているかとの質問に、保健センターでの
乳幼児健診を確認しながら入園希望者の把握に努めてい
るが、当面増設の必要はないと考えているということで
した。
がん検診受診率は全体的に低いが特に子宮がん検診が
低いのは、がん検診は郡内の医療機関でしか受診でき
ず、特に子宮がん検診については神戸町の高田医院でし

か受診できないため、距離が遠い等で、受診率が低かっ
たと思われるということでした。そのため平成 26年度
からは郡外で受診した場合でも助成が受けられるように
して、受診率向上を図っているということです。
西濃清風園の定員は 50人で現在入所者は 26入、その
うち当町からは１人が入所されています。入所にあたっ
ては入所判定委員会で審議して決定されますが、施設が
老朽化しており、積極的なPRは行われておらず、最近
では入所の希望者はないということです。
入所者も介護保険を利用してディサービス等の在宅
サービスを受けているとのことでした。

続いて議第 42号について審査を行いました。
後期高齢者医療特別会計においても保険料の滞納者が
現れてきていることが分かります。今年度の滞納者は、
現年度分ではなかったものの滞納繰越分で１人となって
います。今後、滞納者を作らないようしていくことが求
められます。

続いて議第 43号について審査を行いましたが、特徴
的な報告事項はありませんでした。

次に、産業課所管分について審査の概要を報告しま
す。
プレミアム商品券発行事業は、町が商工会に 300万円
を補助し、商工会が窓口になって行われました。
プレミアム商品券は 44,000 枚、4,400 万円相当が
発行されましたが、実際に使用されたのは 43,866 枚、
99.69%で 134枚、13万４千円分が回収されていません。
町からの補助金は 300万円支出されており、未回収分
は補助金の返還対象になるのではないかとの意見に、本
来なら返還すべきだったが、26年度からは適正に対応
していくとのことでした。
また、町内で最も利用が多かったのはビッグ輪之内店
で、１店舗だけで 19,641 枚、全体の 44.7%を占めており、
残りは一般の小売業者ということでした。
「元気な農業産地構造改革支援事業」は、３戸以上の
農家の集まりで、産地構造改革計画の承認を受けていれ
ば補助の対象となり、戸谷営農組合は、経営面積 25ha
のうち飼料米の転作も併せて 23ha の水稲作付け、構成
員は８名の組合であり、産地構造改革計画の承認も受け
ているため、補助対象になっているということでした。
「ふるさと農村活性化対策事業」の委託費 25,000 円
は、「ふるさと農村活性化対策基金」の運用益を利用し
た事業で、本戸地区のあじさいの維持管理に必要な消耗
品等に支出したものでした。
輪中堤防のあじさいなどの維持管理を特定の個人に
頼っていては、これから先いつまでも続けるのはむずか
しいのではないか、との指摘に、農地水の費用なども取
り入れながら、今後検討していくとのことでした。
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観光推進費 342万１千円のうち、観光資源調査委託料
142万１千円以外の主なものは、３月に行われた名古屋
旅祭り参加費35万９千円、観光看板設置費70万６千円、
薩摩義士の絵本のDVD20万円、等でありました。
街路灯の設置については、電気代の高騰で厳しくなっ
ており、町として必要なところだけ設置していくとのこ
とでした。
古い街灯のLED化については、LED化６年計画の３
年目に入り、今後修繕などの要望も検討しながら残りの
計画を進めていくということでした。

次に、建設課所管分について審査の概要を報告しま
す。
建設課は議第 40号と議第 44号があり、まず議第 40
号について審査を行いました。
建設関連補助金の内訳は、木造住宅耐震化促進事業交
付金が補助額 115 万円２件分で 230 万円と、スマイル
住宅補助金は、総件数 21件の内 10 万円が８件、５万
円が 13件であるとのことでした。
橋梁の長寿命化修繕計画については、24年度の点検
結果により 25年度に修繕計画を策定したもので、今後
10年間で対象橋梁を決め、順次修繕を進めていくとい
うことでした。
町内には大小合わせ約 300 カ所の橋梁があるが、そ
のうち 24年度に点検したのは長い橋から順に 25カ所
で、その結果については異常なしが 12カ所、要修繕 13
カ所で要修繕の内容の主なものはコンクリート部の剥離
等ということです。
水路改良工事について要望箇所は現段階で残り 27カ
所あるということで、今後順次進めていくということで
した。
なお、水路改良工事後に行われた田面均平化工事に
よって排水が悪くなった箇所については、建設課で直ち
に対応することはできないということでした。

続いて議第 44号について審査を行いました。
浄化センター管理費のうち委託料 3,865 万 451 円の内
訳は、浄化センターの維持管理委託料が 2,411 万 8,500
円、汚泥処理委託料が 723万 4,214 円、水質検査委託料
が 133万 8,750 円、全窒素・全リン自動計測器維持管理
業務委託料が 184万 6,320 円です。その他汚泥運搬等が
あります。
決算説明書に記載の排水処理状況のうち処理区域内戸
数というのは、工事実施済み区域内の住宅戸数のこと
で平成 25年度末で 1,899 戸ということですが、そのう
ち公共ますの設置戸数は 1,745 戸で、下水道への接続戸
数は 723戸ということでした。説明書で利用率が 38.1%
となっていますが、これは区域内全戸数に対する比率で、
下水道接続可能戸数に対する比率では 41.4%になると
いうことです。

受益者負担金の現年度分調定額は 3,461 万円で、賦課
件数は 166件です。

次に、教育委員会所管分について報告します。
学校給食の地場産物使用割合について、地場産という
のは県内産という意味で、当町の使用割合は県平均より
低くなっていますが、そのうち輪之内産の内容は、野菜
と果物だけで米は使っていないということでした。
なぜ輪之内産の米を使用しないのかとの質問に対し、
コストが安ければ納入可能であるということで、町内の
農業者が給食センターに米を納入するには、２月ころま
でに指名願を提出して承認される必要があるということ
でした。
奨学金の返還状況については、収入未済額は現年度分
で 102 万円、過年度分で 132 万円となっています。現
在返還している人は 24名ですが、滞納している人は最
長で平成21年度から返済されていないということです。
今後、相手の状況を把握しながら返済していただくよう
努力していくとのことでした。
カナダ派遣事業の支出は 337万２千円ですが、このう
ち自己負担金額は、生徒１人当たり 17万 5,459 円で６
入、随行者１人当たり６万８千円で２人、合わせて 118
万 8,754 円ということでした。

以上が本委員会に付託された議案の質疑の概要及で
す。

各所管部署ごとの質疑を終結し、執行部全員に参集願
い、議第 40号から議第 44号までを各議案ごとに討論・
採決をおこないました。
その結果、いずれの議案も討論はなく、採決の結果、
議第 40号　平成 25年度輪之内町一般会計歳入歳出
決算の認定について、
議第 41号　平成 25年度輪之内町国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 42号　平成 25年度輪之内町後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 43号　平成 25年度輪之内町児童発達支援事業
特別会計歳入歳出決算の認定について、
議第 44号　平成 25年度輪之内町特定環境保全下水
道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、
は、全会一致で原案通り認定するものと決しました。

最後に、決算はただ単に認定して終わりではなく、こ
の委員会で明らかになった問題点や今後の検討事項等に
ついて、来年度予算編成や今後の財政運営に活かしてい
かれるよう、執行部に要望して閉会しました。
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▼編集後記
　「わのうち議会だより」104号をお届けします。
町政施行 60 年記念事業の一環として、昭和 59 年に
建設され約 30 年が経過した庁舎の大規模改修が行わ
れている。改修の目的は、来庁者の利便性の向上や災
害対策拠点としての機能強化、地球温暖化防止。来年
の２月まで行われる。
さて、昭和 29 年７月１日発行の「輪之内町報」に
は合併当時の議員 48 名の名前がある。巻頭には当時
の町長、助役の言葉が載せられ、輪之内町の誕生を祝
しながら、一致団結して「輪之内楽土」を建設しよう
と呼びかけておられます。
来年の春には改装成った新庁舎とともに議会議員
も、町民の皆さんの負託にお応えするよう、そして輪
之内町が元気になるよう「一致団結」して全力で取り
組んでいきたいと思います。
よろしくご協力お願いいたします。

議会広報編集委員会
　委 員 長　森島　正司　　　副委員長　浅野　利通
　委　　員　森島　光明　　　委　　員　北島　　登
　委　　員　田中　政治

★次の定例会は12月の予定です。９月議会では、19名の
傍聴がありました。傍聴を期待いたします。

《７月》
４日　西南濃町村議会議長会
８日　土地開発公社理事会
10日　平成26年度東海環状自動車道西回りルート

建設事業説明会及び建設促進大会
　　　広報編集委員会
　　　全員協議会
15日　桜会役員会
　　　ふれあいフェスタ実行委員会
16日　あすわ苑組合議会定例会
　　　安八郡広域連合議会定例会
22日　例月出納検査
23日　決算審査

東海環状自動車道建設促進岐阜県西部・国
道21号・22号及び岐阜南部ハイウェイ整備
促進規制同盟会

28日　輪之内町・安八町議員交流会
29日　桜会総会

《８月》
３日　あすわ苑夏祭り
５日　安八郡高齢者プラン策定委員会
　　　農業委員会
９日　輪之内町納涼ふるさとまつり
22日　岐阜県町村議会議長会評議委員会
23日　舛屋伊兵衛顕彰会
25日　薩摩義士慰霊祭
26日　議会運営委員会
　　　全員協議会
27日　例月出納検査
27日～29日
　　　西南濃町村議会議長会県外視察研修
31日　総合防災訓練

《９月》
３日　農業委員会
８日　第３回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
10日　決算特別委員会
11日　決算特別委員会
12日　文教・総務産業建設常任委員会
13日　輪之内中学校体育祭
14日　敬老祝賀会
18日　東海環状自動車道西回りルート建設促進大会
19日　第２回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
20日　各小学校運動会
21日　垂井町合併60周年記念式典
　　　あすわ苑敬老会
29日　例月出納検査

議 会 活 動 日 誌


