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第１回臨時輪之内町議会が５月 26 日開催された。
会期を１日と定めた後、髙橋 愛子議長と田中 政治副議長から議長、副議長の辞職願が提出され、

直ちに正副議長の選挙が行われ、議長に小寺 強氏、副議長に森島 正司氏が当選し、続いて、各委
員会の構成を変更した。

次に、町長から提出された３議案が上程され、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。

第１回臨時町議会　５月26日開催

議 長 小 寺     強  氏
副 議 長 森 島   正 司  氏

・輪之内町税条例等の一部を改正する条例について
　　地方税法の一部改正に伴う町税条例の改正、主なものは「軽自動車税の税率変更」です。

・輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

専決処分の承認について

議長・副議長あいさつ
平成 26 年５月の第１回臨時議会で、議員各位のご支援
により議長に就任致しました。身に余る光栄と感激すると
ともに、責任の重さを痛感しているところです。
さて、今年度は輪之内町制施行 60 周年の節目の年であ
ります。平成 24 年に策定された、輪之内町第五次総合計
画の着実な実施に向け、さらに未来へ飛躍するスタートの
年となるよう、山積する様々な課題に真摯に取り組んでまいります。
私たち議会議員は、町民の皆様の代表者としてご意見を町政に反映させることはもちろん、町
民の皆様の付託に応え、「住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたいまち」の実現に
向け、全議員が一丸となって、町政推進に全力で取り組んでまいります。
輪之内町議会は、時代の変化に的確に対応し、公正かつ透明で、町民の皆様に分かりやすい開
かれた議会運営に努めてまいりますので、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
町民の皆様の心からのご支援、ご協力をお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただ
きます。

　平成 26 年５月 26 日　輪之内町議会議長　小　寺　　　強
　　　　　　　　　　　　　　　　副議長　森　島　正　司

輪之内町庁舎改修工事請負契約の締結について
　　契約業者　養老町大巻　株式会社大橋組
　　契約金額　315,360,000円
　　完　　成　平成27年2月27日
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平成26年度 輪之内町議会役員構成表 （平成26年５月26日）

� ◎委員長　○副委員長
委員会等の名称 人員 議　員　氏　名

議 長 １ 　小寺　　強

副 議 長 １ 　森島　正司

総 務 産 業 建 設 常 任 委 員 会 ９

◎上野　賢二 ○髙橋　愛子 　森島　正司

　森島　光明 　北島　　登 　田中　政治

　浅野　利通 　小寺　　強 　浅野　常夫

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 ９

◎浅野　利通 ○浅野　常夫 　森島　正司

　森島　光明 　北島　　登 　田中　政治

　小寺　　強 　髙橋　愛子 　上野　賢二

議 会 運 営 委 員 会 ４
◎森島　光明 ○森島　正司 　北島　　登

　田中　政治

監 査 委 員 １ 　北島　　登

農 業 委 員 会 １ 　田中　政治

公 民 館 運 営 審 議 会 ３ 　髙橋　愛子 　浅野　利通 　上野　賢二

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 ３ 　森島　光明 　北島　　登 　浅野　常夫

民 生 委 員 推 薦 会 １ 　森島　光明

給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 ３ 　北島　　登 　浅野　常夫 　上野　賢二

選 奨 生 選 考 委 員 会 ３ 　森島　正司 　浅野　利通 　髙橋　愛子

青 少 年 育 成 町 民 会 議 ３ 　浅野　利通 　浅野　常夫 　上野　賢二

岐阜県共同募金会輪之内町分会 １ 　浅野　常夫

植 物 防 疫 協 会 ３ 　田中　政治 　浅野　利通 　髙橋　愛子

農業振興地域整備促進協議会 ３ 　森島　光明 　北島　　登 　田中　政治

土 地 開 発 公 社 ２ 議長
　小寺　　強

副議長
　森島　正司

都 市 計 画 審 議 会 ３ 議長
　小寺　　強

総務産業建設委員長
上野　賢二

文教厚生委員長
　浅野　利通

あすわ苑老人福祉施設事務組合議会 ３ 議長
　小寺　　強

副議長
　森島　正司

文教厚生委員長
　浅野　利通

安 八 郡 広 域 連 合 議 会 ３ 議長
　小寺　　強

副議長
　森島　正司

文教厚生委員長
　浅野　利通

下 水 道 推 進 協 議 会 ３ 議長
　小寺　　強

副議長
　森島　正司

総務産業建設委員長
　上野　賢二

議 会 広 報 編 集 委 員 会 ５
◎森島　正司 ○浅野　利通 　森島　光明

　北島　　登 　田中　政治
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平成 26 年度
補正予算

637万円を追加

２０14年
６月 定 例 議 会
5日～13日

　６月定例議会は、平成26年度一般会計、国民健康保険事業、特
定環境保全公共下水道事業の各補正予算、平成25年度水道事業決
算の認定及び剰余金の処分、条例関係の６議案が上程され、条例１
件が初日に可決され、補正関係、決算関係は所管の常任委員会の付
託を受け、慎重に審査・審議の結果、最終日の13日に原案可決さ
れました。
　また、４名の議員が一般質問を行いました。

小寺　強 議長

平成26年度
一般会計補正予算（第１号）
� 637万 1千円追加

　既定の予算総額に歳入歳出それぞれ 637 万１千
円を追加し、予算総額 40 億 3,137 万１千円とな
るものです。

◇歳出の主な補正

消　 防　 課

・防災センター管理費
　（インフォコミュニティ空調修繕）� 2,268千円

民　 生　 費

・国民健康保険費（人件費）� 3,342千円

教　 育　 費

・事務局費
　（アレルギーチェックシステム保守委託料）�
� 761千円

◇歳入の主な補正

・繰越金� 6,371千円

平成26年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）� 334万２千円追加

　平成 26 年度輪之内町国民健康保険事業特別会
計補正予算第１号につきましては人事異動に伴い
人件費を補正するものです。

◇歳出の主な補正

・一般管理費（人件費）� 3,342千円

平成26年度
輪之内町特定環境保全公共下水道
事業特別会計補正予算（第１号）
� 59万１千円追加

平成 26 年度輪之内町特定環境保全公共下水道
事業特別会計補正予算第１号につきましては人事
異動に伴い人件費を補正するものです。

◇歳出の主な補正

・特定環境保全公共下水道建設費
　（人件費）� 591千円

一般会計
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平成25年度

輪之内町水道事業の決算の認定

　平成 25 年度において、給配水施設の維持修繕
などの工事を行うと共に、清廉な水の安定供給と
経費節減などの健全なる経営に努めた結果、事業
収益１億 4,108 万 9 千円、事業費用１億 1,123 万
4 千円となり、損益利益計算による当年度純利益
は、2,778 万 4 千円となりました。
　一方、資本的収支につきましては、収入が 2,359
万 2 千円に対し、支出は、下水道工事に伴う配
水管の布設替えなどの工事及び企業債償還金で
8,667 万 1 千円となり、6,307 万 8 千円の不足が生
じましたので、消費税資本的収支調整額、減債積
立金と過年度収益勘定留保資金で補填いたしまし
た。

平成25年度

輪之内町水道事業の剰余金処分

　地方公営企業法の規定に基づきまして、当年度
未処分利益剰余金、2,778 万 4,476 円の内、184 万
1,027 円を減債積立金に積立処分しようとするも
のであります。

条　例

輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例にいて

　「大規模」災害からの復興に関する法律」に基
づき、復興計画の作成等のために派遣された職員
に対して災害派遣手当を支給するため、条例の一
部を改正するもの。

一般質問（原文掲載）

１　教育改革について

ゆとり教育と児童生徒を学校の集団から家庭や
地域社会へもどし又、異年齢集団の中で学び、遊
ばせることで個性を見出し心豊かな人間にしてい
くことを目的にH14 年から学校の週５日制が実
施されてきました。
そこで、以前の週６日制とくらべ教育にゆと
りはできたのか、学力は、子供達の生活内容等
どのような変化があったのかわかればお聞かせ
下さい。

そして今国の方では土曜日に小中学校の授業を
行うとしており、その実施については各教育委員
会で判断するとしています。
土曜授業についての考えと実施の場合の内容に
ついて、教育長の見解をお伺いいたします。

　　▪ 森島光明議員の質問

森島 光明 議員
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教育長答弁

西松教育長 答弁

初めに、学校週５日制の実施に伴う、子ども達
の変化についてお答えします。
学校週５日制は、学校、家庭、地域社会の役割
を明確にし、それぞれが協力して豊かな社会体験
や自然体験などの様々な活動の機会を子ども達に
提供し、「ゆとり」�の中で自ら学び自ら考える力
や豊かな人間性などの「生きる力」�をはぐくむこ
とをねらいとしています。
このねらいのもと、学習指導要領の改訂が行わ
れ、教科の授業時間数が削減され、学校週５日制
が平成 14 年度から完全に実施されたわけであり
ます。
そのため、児童生徒が自ら課題をもち主体的に
解決していく力を育てることを目的に、「総合的
な学習の時間」が新設されました。各学校では「総
合的な学習の時間」を活用し、様々な取り組みが
行われました。ご存じのように、仁木小学校では
アイガモ農法による米作りが行われ、地域の方や
農家の方のご支援をいただきながら、豊かな体験
活動が推進されてきました。子ども達はもみまき
から収穫までの一連の作業を自分達の手で行い、
意欲的に学んできました。そして、地域の方の頼
もしさや願いを肌で感じるとともに、アイガモに
よる米作りを自慢に思ったのであります。「ゆと
り」のある中で、豊かな体験ができ、人間性を高
めてきたものと考えております。
また、土曜日が休日となった結果、スポーツ少

年団や部活動、習い事、体験活動等に取り組む時
間ができ、日曜日は休息の日とし、心身ともに「ゆ
とり」のある中で生活ができたことも評価される
ところであります。
その一方で、３年ごとに 15 歳の生徒に実施さ
れる、世界的な学習到達度調査である PISAの国
際順位が、この学習指導要領の実施に伴って、ど
んどん低下するという報告がされました。その
ため、「ゆとり教育」の見直しが各方面から求め
られたのであります。そこで、平成 20 年には教
科の授業時間数を増加した学習指導要領が告示さ
れ、それに基づいた授業が実施されています。そ
の結果、先ほどの国際順位は回復に向かっている
という報告が出ていることには、留意する必要が
あろうかと思われます。
二つ目のご質問「土曜授業」の実施について私
の見解を申し述べます。
「土曜授業」は文科省によれば、土曜日におい
て、子ども達に、学校における授業や地域におけ
る多様な学習や体験活動の機会など、これまで以
上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支える
ことができるよう、学校、家庭、地域のすべての
大人が連携し、役割分担しながら取組を充実する
必要があることとされ、土曜日の一層の充実が求
められているところです。
こうした方向を受け、岐阜市では本年度から「土
曜授業」�を年 10 回実施することや第１回の「土
曜授業」の様子等が新聞紙上で大きく報道された
ところです。
学校週５日制の完全実施から 10 年以上が経過
し、小中学校で学ぶ児童生徒の全てが土曜日と日
曜日が休日となる生活を送ってきています。その
ため、子ども達の生活のリズムがこの流れの中で
つくられており、それは家庭でも定着してきてい
るものと思われます。また、地域でも子どものた
めの様々な活動が土曜日に実施されてきておりま
す。
その一方で、教科の授業時間数が増加し、学習
内容が多様化しており、全ての児童生徒が限られ
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１．輪之内町の安心、
　　　　　安全について

青パトの活用についてお尋ねします。
小学生の児童がつれ去られたり、高校生がつれ
去られ殺害されると言った痛ましい事件が多い。
当町においても無縁とは言えないのではないで
しょうか。パソコン、スマートフォン等により情
報が氾濫し、子供達も危険な目に合うかも知れま
せん。
青パトが設置されてから 10 年近くなると思い
ますが、町内を走る時は必ず点灯し、官、民一体

となって不審者を寄せつけない抑止の効果を期待
しています。以下２点質問します。
①現在青パトは１台だと思うが、増車し充実させ
る事は考えてみえないのか。
又、現在の運動の有り方について（点灯状況）
はどう考えてみえるのか。
②情報から犯罪に捲き込まれない様に教育現場は
どのような指導をしているのか。

た時間の中で、確かな学力を身につけることは難
しくなっております。小中学校では主として算数
や数学で、少人数指導や複数の教員による指導を
行い、学力向上に努めております。この上は、国
際社会で常に上位の学力を持ち続けることができ
るよう、今まで以上に豊かな教育環境を整えるな

ど、我々の努力にかかっていると考えます。
そのためには、多様な学習や授業の充実をさら
に求め学力の向上を図る、「土曜授業」�の実施も
一つの方法であろうと思われます。今後、保護者
や学校に意見を求めながら教育委員会で検討した
いと考えております。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員

町長答弁

木野町長 答弁

何点かいただいておりますご質問に順次お答え
します。「青パトの活用について」のご質問にお
答えします。
議員も先程言われた、耳をふさぎたくなるよう
な子どもに対する痛ましい事件や事故が全国で起
きています。今こそ、「地域力」「地域の目」が重
要であると思います。犯罪を防ぐには、常に地域
の方々の「目」があるということは大きな犯罪抑
止力になるものだということを痛感しています。
そこでお尋ねの青パトについてでありますが、
子どもたちの下校時などに青パトによりパトロー
ルすることは、まさしく、地域の「目」�であり、
非常に有効なことだと考えております。

田、畑の麦も金ね色に輝き、水稲の苗も移植を待つばかり、
１年で最もいそがしい季節に成りました。
以下３点についてお尋ねします。
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さて、青色回転灯の設置について少し述べさせ
ていただきますが、青色回転灯を自動車に装着す
る場合には、まず、自主防犯パトロールを実施す
ることができる団体であることの証明を受ける必
要があります。
その申請につきましては、平成 17 年７月に岐
阜県警察本部長宛に大垣警察署を経由して証明申
請をし、同年８月５日に当町に対して証明がなさ
れ、同年８月８日に中部運輸局に青色回転灯の設
置に係る基準緩和認定申請をし、同月 23 日に認
定がなされ、平成 18 年２月に青色回転灯を購入
設置し、運行を開始したところであり、約８年を
経過したところであります。
その間、青色回転灯自主防犯パトロール実施者
講習を受講した教育課職員をはじめ、平成 19 年
度からは「輪之内町地域学校安全指導員（スクー
ルガードリーダー）」が曜日を決めてパトロール
を実施しているところであります。
ここで１つ課題として青色回転灯の運行を行う
に当たっては、他の業務と兼ねて青色回転灯によ
るパトロールを実施しないことなどの制約があ
り、守らないときには取り消しとなる場合がある
ようです。
したがいまして今後ルールを守った運用と運行
を継続していくことが重要なことだと考えており
ます。
以上、青色回転灯の設置の経過などを述べさせ
ていただきましたが、他の業務と兼ねて利用でき
ないなど制約があることなど、運行に制限がある
ため、当面は、現在ある１台の使用の頻度を高め
ていきたいと考えております。具体的には、職員
による防犯パトロールとしての増加を図ったり、

スクールガードリーダーによる活用を図って参り
たいと考えております。
２点目の「情報から犯罪に巻き込まれないよう
に教育現場はどのような指導をしているか」につ
いてでありますが、町内の学校では、ICT活用を
進めると同時に、情報社会における正しい判断や
望ましい態度を育て、情報社会で安全に生活する
ための危険回避の方法の理解やセキュリティの知
識・技術、健康への意識を育てることを目的に情
報モラル教育を推進しているところであります。
携帯電話を持っていないから大丈夫と思ってい
る保護者の方も大勢おられるようですが、ゲーム
機や音楽プレイヤーでもネットにつながることで
チャットやロールプレイングゲームに関するトラ
ブルが増加しています。そこで、学校においては、
「不必要な書き込みをしない。」「人を傷つけない。」
など基本的なモラルの指導を道徳の時間、図工の
時間などの授業の時間、朝の会や帰りの会などい
ろいろな場面で実施しているところであります。
具体的には、仁木小学校において、昨年度の３
学期に総務省、文部科学省支援の「ｅ－ネットキャ
ラバン」を活用して、ケータイやパソコンを安心、
安全に使うことを学ぶ講座を実施しております。
また、昨年度、輪之内中学校において、全校放
送を利用して、携帯電話の使用を中心に情報モラ
ルの指導をしております。
また、学級 PTAや学年 PTAなどでの懇談会
の場において、情報モラルについて資料をもとに
説明をし、保護者への啓発を行っております。
いずれにいたしましても、機会ある毎に情報モ
ラルについて指導をしていくことが肝要であろう
と考えているところであります。

２．街路灯の充実について

１年でも最も日が長い時期となってきました。
朝は５時頃から夕方７時頃までライトなしで行動
出来ます。

あと１ヶ月ぐらいすると学校も夏休みに入り、
夜間の行動も多くなると思われます。夜間パト
ロールも毎年行われ、関係者の方々には大変御苦
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労様ですが、限られた時間です。当町は夜になる
と大変暗い場所が多いと思います。LEDに切り
替えられつつあり、電気代も区の方に負担を求め

ている事もあり、もっと充実して住民が安心して
暮らせる町づくりを強力に推進してほしいと思い
ます。

町長答弁

街路灯の充実についてのお尋ねでございます
が、まず街路灯の現状について説明をさせていた
だきます。
平成 21 年度の電気代は 188 万円、それが平成
26 年度予想額が 290 万円で、わずか５年で約 100
万円増加しております。また修繕費についても、
平成 21 年度 54 万円が平成 25 年度は 100 万円に
なり、４年間で 46 万円増加しております。この
５年間を平均しますと年間約 30 万円ずつ維持費

が増加しております。
このような状況下で、昭和年代設置の水銀灯の
LED化は中々進まず、街路灯の新設にも影響を
及ぼしております。
平成 24 年度には仁木地区の水銀灯の LED 化
を 43 基、平成 25 年度は福束地区 38 基、平成 26
年度には大薮地区 45 基を予定しております。平
成 27 年度から２巡目に入りますが、今まで以上
のスピードで整備が進むように予算措置を含めて
検討したいと思います。

３．コミュニティバスの活用について

①輪之内町では、桜まつり、ふれあいフェスタ等、
多くの催しが開かれています。
輪之内町地域公共交通会議が中心となって今後
の地域公共交通について協議されている事とは思
います。デマンド型交通もその１つと思います
が、現在のコミュニティバスを催しものが計画さ
れている所に臨時に運行されることはどうでしょ
うか。例えば、６月 15 日に本戸地区内において
あじさい祭りが盛大に開かれますが、駐車場があ

まり大きくなく、不便を感じていますが、臨時バ
スを運行され多くの皆さんの来場を期待したいと
思います。
②保育園、小、中学校の生徒の登校支援への利用
毎朝、夕、保育園への送迎に苦労されている方
も多いと思います。又、小学校の生徒の方でも利
用したい人も多くあるのではないかと思います。
登、下校の安全確保の為にも今後コミュニティバ
スの利用も考えられたらと思います。

町長答弁

コミュニティバスについてお答えします。
平成 19 年９月、岐阜バス南濃線の廃止に伴い、

自主運行バスとして輪之内北部羽島線２系統と輪
之内南部線１系統を同年 11 月、運行開始し、そ
の後利用の状況をみながら平成 22 年 10 月、全面
的な見直しを行い輪之内文化会館前と岐阜羽島駅
を結ぶ「輪之内羽島線」、安八温泉、ザ・ビック
輪之内店とコミバス今尾を結ぶ「南北線」、町内

の公共交通不便地域をカバーする「町内線」�を運
行し、さらに、鉄道や隣接市町のコミュニティバ
スとの連絡、学生定期の発行、フリー乗降制の導
入など利便性を高めるための改善策を講じつつ４
年目を迎えております。
ただ残念ながら、平成 25 年９月末の年間輸送
人員は 11,355 人でだいたい前年とほぼ横ばいに
推移しており、バス路線維持への財政負担が大き
いことや乗客が少ないことを指摘する声が上がっ
ています。
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１．福束用水の導入時期の
� 繰り上げについて

福束用水の導入時期の繰り上げについてはこれ
までもたびたびお願いして来ましたが、全く進展
しておりません。今年も相変わらず６月５日から
の用水導入でありました。苗の生育状況や、土日
での作業等で本用水まで待ち切れず、圃場整備未
施工個所では、ほとんどが排水路の水を利用して
いるのが実態です。下大榑新田の小用水は東江川

からの取水ですが、揖斐川からの本用水と比べる
と水質には格段の差があります。「輪之内産のお

それらの対応策として、住民の皆さんを初めと
する各種団体のアンケート調査、バス利用者のヒ
ヤリング、住民懇談会、ワークショップの開催等
を実施し、真の住民要望は何かの把握に努めてま
いりました。
現在、バス運行のあり方について輪之内町地域
公共交通会議で検討を重ねておりますが、朝夕の
定時定路線バスは通勤、通学のために存続させ、
昼間の時間帯にはデマンド型交通として町内の買
い物、通院等に役立ててもらう方向付けの中で検
討を重ねております。
さて、そういう状況の中でご質問いただいた１
つ目のご質問のあじさいまつり等にコミュニティ
バスを臨時的に運行することについてでありま
す。
過去の例を見てみますと、毎年恒例のふれあい
フェスタ開催中に、町内を「北回り」６本、「南回り」
５本、「西回り」５本の計 16 本の臨時バスを巡回
させております。ちなみに平成 25 年 10 月５日は
17 名、６日は 30 名、その前年は台風のため中止、
平成 23 年 10 月１日は７名、２日は 15 名で乗降
者数は１日あたり平均 20 名足らずでした。残念
ながら想定したほどの利用はなかったのが実態で
す。
そうではありますが、バス利用の全体効率を高

め地域の足として確保するためには、あらゆる機
会を逃すことなく工夫を重ね、しかも継続してい
くことが大切であることは言うまでもありません。
今後、費用対効果を念頭に置きつつ各イベント
の開催状況に応じて適切に対応していかねばなら
ないと考えております。
２つ目のご質問の保育園児、小中学校児童生徒
の登下校支援への利用についてでありますが、現
在、保育園児については安全確保のため、保護者
の送迎をお願いしております。小学校の児童は、
高学年児童が班長となり集団登校をしており、下
校時には高齢者による「見守り隊」に安全確保の
お願いをしているところです。また、中学校の生
徒はほとんどが自転車通学をしており、地域公共
交通へのニーズについては現状では多くないので
はないかと思います。
仮に、ケガや病気で通学に支障がある場合は、
最寄の停留所から乗って最寄の停留所で降りてい
ただくこととなります。
また、コミュニティバスについてスクールバス
的利用を兼ねることをも想定されておられるので
あれば、コミュニティバスによる地域の足の確保
の視点とは別に保育所、学校運営の視点も加えて
検討を要するものと思われます。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員
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米はすべて揖斐川の清流で作られている」と胸を
張って言えるようにしていただきだいと思います。
今、町は「地域協働水質改善事業」を進めてい
ますが、揖斐川からの取水量を、現在の水利権の
範囲内で最大限増加していくことについて、どの
ように議論されているのでしょうか。
平成 22 年６月の一般質問に対し町長は、導水
時期を６月５日よりできるだけ早くしていきたい
と答弁されました。そして当時の建設課長も次年
度から６月１日から取水できるようにすると言っ
ておられました。それがなぜいまだに実現してい
ないのでしょうか。
また取水期間について町長は、県や国交省に対
して取水開始時期を６月１日から５月１日への繰
り上げを要望しているが、５月は渇水期で揖斐川

の河川流量が確保できないという理由で協議が調
わないまま今日に至っている。今年度は水利権の
更新時期にあたっており、再度取水時期の繰り上
げを要望していきたい、と述べられました。
私はその時にも、徳山ダムが完成して渇水状況
は著しく改善されており、渇水で河川流量が確保
できないという理由は成り立たないと主張してき
ました。このことは国交省の水文水質データベー
スでも明らかです。
水利権の更新にあたって取水時期の繰り上げは
要望されたのでしょうか。それがどういう理由で
認められなかったのか、国交省や県の見解もあわ
せてお聞かせください。

町長答弁

福束用水の導入時期の繰り上げについてであり
ます。
当町の揖斐川からの水利権は６月１日からと
なっており、今年も例年と同じく本用水を６月５
日からとなりました。
幹線用水路は３路線ございますが、末端まで用
水が行き届くには３日程度要することから、農作
業が週末にならない地区もあることをご理解頂き
たいと思います。
また、区域によっては用水利用が出来ないとこ
ろもあり、大榑川や普通河川から直接取水する場
合には福束輪中土地改良区によって設置した取水
ポンプで対応しております。
河川の水につきましても、代掻き等で見た目は
濁っておりますが、水質的には用水の水と大きな
違いは無いものと思っております。
次に水質改善事業のために水利権の範囲内で最
大限取水量を増やすことについてでございます
が、まず揚水機場は農業施設としてあるものであ
り、揖斐川からの取水についても農業用水として
許可されているものであるため、水質改善のため
の取水は管理者である国土交通省の新たな許可が

無くては出来ません。
大榑川及び流域河川の水質向上のため、平成
24 年度に「輪之内町地域協働水質改善協議会」
を設置し、協議を重ねながらいろいろな対策に取
り組んで参りました。現在はこの対策のーつとし
て、県による河川管理行為としての揖斐川からの
導水に向けて関係者と協議・検討を行っておりま
す。
また、取水時期の繰り上げ要望につきましては、
過去幾度となく要望して参りましたが、取水時期
の変更は期間の変更ではなく、新しく水利権を取
得することになり、その必要性を立証し更には下
流域の自治体や漁協の取水排水承諾を得ることが
必要であり、この承諾を得ることは難しいという
ことです。
次に６月１日から本用水とすることについて、
平成 22 年には、福束輪中土地改良区の水利委員
会で、６月１日本用水とする提案をしましたが、
「今まで６月５日を本用水としており、急に変え
るのは支障がある」ということで見送られ、翌平
成 23 年に揚水機のオーバーホールを行ったため、
試運転を５月下旬に行わせて貰い、６月１日から
本用水を入れることで国交省に了解を得たのちに
同土地改良区の水利委員会で再び協議して頂いた
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こともございましたが、これも苗の準備に支障が
出たり、少々日にちを早めるまでもないのではな
いかという意見から、この時も例年通りの試験用
水、本用水となりました。
水利権につきましては、平成 22 年度末で切れ、
平成 23 年度・平成 24 年度につきましては暫定期

間として同時期・同量の水利権を頂き、今年度に
ついても県より昨年までと同様の取水時期・取水
量で進めるよう連絡を頂いており、この方法で運
用しております。

２．県道安八海津線歩道工事について

現在県道安八海津線で歩道工事が行われていま
す。
昨年６月議会でもお聞きしましだが、岐阜県に
おいても当町においても道路構造の技術基準を条
例で決めたにもかかわらず、ほとんどの道路が自
ら定めた条例に反している状況になっている事を
指摘し、せっかく定めた条例が絵に描いた餅にな
らないよう積極的に道路改善されるよう要望しま
した。特に県道安八海津線は第３種第３級の道路
だと思いますが、ほとんどの箇所で歩道がなく、
早急に改善するように要望しました。

これに対し町長は、毎年県に要望書をだしてお
り、今後も引き続き要望していくと答えられまし
たが、昨年はどのように要望されたのでしょう
か。その要望に対してどれだけ実現したのでしょ
うか。町内県道それぞれお答えください。
現在行われている里地内の歩道設置工事は、工
事区間が中途半端で、完成しても非常に利用しに
くいものになっています。この部分についてはい
つ、どのように要望されたのでしょうか。なぜこ
のような中途半端な工事になったのか、具体的に
お答えください。

町長答弁

県道安八海津線歩道工事についてでございます
が、まず構造基準について申し上げます。
この構造基準につきましては、今後において県
道又は町道を新設又は改築する場合について、そ
れぞれの条例において規定したものであります。
従いましてこの度の県道における歩道設置工事に
対してはその構造基準がそのまま適用対象では無
いということであります。
輪之内町を通る県道の整備を担当しているのは
大垣土木事務所であり、毎年県道に関する整備要
望をしております。
昨年度の県道整備要望事項につきましては、（仮
称）新養老大橋架橋促進を始め、福束大橋の渋滞
解消、県道安八海津線の歩道設置や道路照明灯の
設置、県道安八平田線の両側歩道設置、県道今尾

大垣線への接続幹線道路の新設等を要望しており
ます。
しかしながら、要望事項が翌年に施工されると
いうもので無く、要望を継続することで後々に実
現されるものであります。
直近では、平成 23 年度に福束大橋の渋滞解消
策として福束大橋西詰め交差点の改良や国道 258
号線への交差点改良、南波地内の歩道設置、平成
24 年度では南波・里地内における歩道設置のた
めの土地買収、平成 25 年度では予算繰り越しに
より現在、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ています。このほか、道路照
明灯の設置が県道安八平田線、県道安八海津線に
おいて、毎年２基づつ設置して頂いております。
現在施工されております里地内の歩道設置につ
きましては、当初予定に無かったものを、平成
25 年度予算の中から繰り越しにより、あるだけ
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の予算を投入し施工して頂いているため途中区切
りの施工となったものであると聞いております。
このことについて、私は事業実施を強く望んで
きた立場から、大垣土木事務所の少しでも多く、
少しでも早く実現しようという思い入れを感じて
おります。

したがって予算の中で順次実施していただいて
おり、これを中途半端な工事だとは思っておりま
せん。
むしろ関係者の熱意を素直に評価して頂きたい
と願うばかりであります。

３．「徹底した情報公開」について

木野町長は最初の町長選挙で、「徹底した情報
公開」を公約に掲げておられました。そして当選
直後の本会議においても、公正、公平な町政の推
進について、情報公開の重要性を強調しておられ
ました。私はこの公約を信頼して、木野町政の発
足で輪之内町は情報公開が進み、住民に対して
“もっと”開かれた町政になるものと信じていま
した。ところが実態は「徹底した情報公開」には
程遠く、当町の情報公開度は、以前よりも悪くなっ
ていると思っています。
私は、昨年 12 月議会で合理化事業計画等に関
して質問しましたが、その町長答弁についてさら
に理解を深めようと関連資料の提示を求めまし
た。しかしそれが拒否されたためやむを得ず情報
公開条例に基づいて必要資料の提出を求めまし
た。しかし開示された資料は、「個人の権利利益
を害する恐れがある」とか、「法人の正当な利益
を害する恐れがある」とする情報公開審査会の結
論に沿って、肝心な部分が黒塗りにされていまし
た。私はこの非開示決定の理由に納得できず、ど
のような経緯でこのような結論になったのか、情
報公開審査会の議事録の開示を請求しました。そ
の結果開示された議事録は、「率直な意見の交換
若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐
れがある」という理由で、これもまた肝心な部分
はすべて黒塗りにされていました。
私はこのような情報開示には納得できず、不服
申し立てを行いましたが、町長は「町長の判断は
妥当である」とする情報公開審査会の答申を「尊

重」して私の不服申し立てを棄却されました。
本来なら町長を代表とする輪之内町を被告とし
て訴訟を提起することもできますが、そのために
はお互いに多くの労力と費用を要するため、この
場にて説明を求め、町民の判断に委ねたいと思い
ます。
まず、町長が選挙で掲げられていた「徹底した
情報公開」という公約は今でも生きているのかど
うか、生きているとするなら町長の言われる「徹
底した情報公開」とはどういうものか説明してい
ただきたいと思います。
その上で、浄化センターの業務委託契約書やし
尿浄化槽の保守点検委託契約書等の契約金額が非
開示とされたことについてお伺いします。
町長は契約金額を公表すると「法人の正当な利
益を侵害する恐れがある」とされていますが、契
約金額が不当に高額であったり、算出根拠が不当
でなければ、その法人にとって利益が侵害される
ことはありえないはずであります。契約金額の公
表がなぜ法人の利益を侵害することになるのか、
明確にお答えください。
もともと、情報公開を求めた目的は、契約金額
がどのように変化しているのか、なぜ変化してい
るのかを調査するためでした。町長は、議員のこ
のような調査活動は違法だと言われるのでしょう
か。
次にトバナ産業や岐環境の代表者氏名を非開示
とされたことです。町長は、これら企業の代表者
氏名を公表すると、その代表者の権利利益が侵害
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されるとしていますが、どういう権利、どういう
利益がどのように侵害されると言われるのでしょ
うか。具体的にお答えください。
ちなみにトバナ産業の代表者は川島典子氏であ
ることは当町の一般廃棄物収集運搬許可業者とし
て公表されており、岐環境の玉川福和氏は、岐環
境の広報紙などで頻繁に顔写真付きで紹介されて
います。これをどのように説明されるのでしょう
か。お答えください。
続いて情報公開審査会の議事録についてです。
審査会での審査内容を公開すると、「率直な意見
の交換、もしくは意思決定の中立性が不当に損な
われる恐れがある」とされています。しかし、情
報公開審査会の委員は優れた識見を有する方たち

の中から町長が委嘱することになっており、議事
録が公開されて自分の意見を言えなくなったり、
中立性を損なうような人はいないはずではないで
しょうか。
議事録の公開でなぜ率直な意見交換ができなく
なるのか、なぜ意思決定の中立性が損なわれるこ
とになるのか、具体的に説明してください。
私は、議事録を公開することによってこそ、そ
の委員会等の中立性が証明されると思います。
特別な事情を除いて、多くの町民の見えるとこ
ろで議論することが中立性を保証することであり
ます。議事録を公開できないような委員会は、す
でに中立性が損なわれているのではないでしょう
か。

町長答弁

「徹底した情報公開」についてのご質問にお答
えします。
まず、情報公開については、町政の進むべき方
向や政策課題を住民の皆さんにもご理解頂くため
に必要であると認識しております。このため、町
の情報提供の手段としてこれまでの広報紙等によ
る情報提供の方法に加えて時代に則した情報提供
手段として、町内に光ケーブル網を整備し、コミ
ュニティチャンネルやホームページ等により行政
情報の提供に努めております。
さて、情報公開制度に関して個別的具体的な質
問を頂きましたが、ご承知のとおり町の情報公開
制度は、輪之内町情報公開条例に基づき運用して
おります。条例に基づく情報公開は、町民の知る
権利を尊重するものではありますが、一方で個人
情報の保護の観点等から、請求された全ての公文
書を開示するものでは無いことにもご理解をお願
いいたします。
具体的には、情報公開条例の第７条において開
示することができない情報を列挙しております。
この中で、「個人に関する情報」であるとか「法
人等の当該事業に関する情報であって、公にする
ことにより、当該法人等の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害すると認められるもの」等を
非開示情報として規定しております。従いまして、
情報公開請求がなされた場合には、この非開示情
報に該当するか否かを検討し、公文書の開示、非
開示又は部分開示の決定を行っております。
また、情報公開条例では、町長の諮問機関とし
て輪之内町情報公開審査会を位置づけ、不服申立
てについての審議のほか、情報公開制度の運用に
関する事項について意見を頂くこととしております。
情報公開審査会においては、委員がそれぞれの
識見に基づき、自由かつ十分な発言をして頂く必
要があることから、情報公開制度において議事録
の開示請求を受けた場合には、発言者及び発言内
容等に関しては、条例第７条に規定する「公にす
ることにより、率直な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があると
判断した部分については非開示としており、部分
開示に止まる場合もあるということでございます。
このように、情報公開制度の運用に関しては、
情報公開条例に定められた手続きに従って事務を
進めることとしておりますので、ご理解を賜りま
すようお願いいたします。
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　　▪ 浅野常夫議員の質問

１．人口減少について

木野町長は、就任以来住んでて良かった、これ
からも住みたい町輪之内町をスローガンにやって
こられたとは思いますが、しかしこの所の人口減
少は気になる所です。平成 26 年度４月現在では、
輪之内町の人口は約 9,940 名程、１万人を目指し
ている当町において、マイナス 60 名は大きな数
字と思います。
転入より転出の方が多いというのは言うまでも
ありませんが、この数字を見ると町民に対して何
かが足りない様な気がします。３億５千万かけて
の役場庁舎の改修もけっこうですが、町民が喜び
はしません。町民自身が喜ぶ、町民にやさしい行
政が必要かと考えます。岐阜県 42 市町村である

中で、平成 23 年度国保税を見ても上から５番目
に高い町です。これでは永住にはつながりません。
人口減少に歯止めをかける事について、何か具体
的な政策をお考えでしょうか。お考えがあればお
聞かせ下さい。ちなみに人口比率は違いますが、
人口増加は市では各務原市、町では岐南町、笠松
町と記憶して居ります。少子化、高齢化の条件は
同じと思います。

町長答弁

「人口減少について」のご質問を頂きましたの
で、少し人口動態の現状に関するデータを踏まえ
ておきたいと思います。
日本の人口動態事象を把握することを目的に実
施されている人口動態調査によれば、平成 17 年
から出生数が死亡数を下回る現象が続いており、
日本が人口減少時代に入っていることを示してい
ることは周知のとおりであり、岐阜県でも同じよ
うな現象がおきております。
岐阜県統計課発表の「平成 25 年岐阜県人口動
態統計調査結果（年報）」�によれば、自然動態は、
８年連続で死亡数が出生数を上回り、5,419 名の
自然減少、また、社会動態は９年連続で転出者数
が転入者数を上回り、6,253 人の転出超過となっ
ております。その結果、岐阜県の人口は９年連続
でマイナスとなり、平成 24 年 10 月１日から平
成 25 年９月 30 日の間に 11,654 人減少しており、
0.56% の減少率を示しております。11,654 人は我

町の人口とほぼ同数です。
その指標の内訳は、自然増減率がマイナス
0.26%、社会増減率がマイナス 0.30% を示してお
り、死亡者数が出生者数を、また転出者数が転入
者数を上回っている調査結果が公表されていると
ころです。
尚、ご指摘の各務原市、岐南町、笠松町の状況
について、種々の推計方法があるのかも知れませ
んが、前述の調査によれば、各務原市は、0.34%
の減少になっており、岐南町においては、1.46%、
笠松町においては、0.26% の増となっております。
さて当町は、平成 22 年国勢調査で、初めて
１万人を超えるなど、人口も増加して参りました。
現在まで、分譲地などの住宅施策については、都
市計画などの土地利用規制関係や近隣市町と比較
して入手しやすい土地の価格水準にあることなど
を背景に、民間による開発が先行して参りました。
その結果、順調に人口も増加をして参りましたが、
最近では社会経済状況の変化に伴い、その伸び率
もやや陰りを見せてきております。

浅野 常夫 議員
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当町における人口の実数調査では、平成 26 年
４月１日現在で、１年前の同時期より、22 人減
の 9,940 人となっており、0.2% の減少率を示して
おります。
その指標の内訳は、出生者数が死亡者数を上
回っているものの（１人）、転出者数が転入者数
を大幅に上回っている（23 人）という状況であ
ります。
その転出者の内容を調査してみますと、年齢層
では 30 代、40 代とその子どもが多く、世帯構成
では、１人から３人までの家族構成世帯が多く占
めております。また、転出先も近隣市町が多く、
転出理由として、経済情勢を反映した職業上など
の理由や住宅事情が多く、これらの方々の約半数
は、集合住宅等にお住まいの方々という傾向が見
受けられます。従いまして、こういった人口減少
の実態が議員が言われるように、「町民自身が喜
ぶ町民にやさしい行政が必要である」とストレー
トに結びつけて議論すべきかまだ判断できる状況
にありませんが、私の想いとしましては議員と方
向性を異にするものではないと申し上げておきま
す。減少に対する危機感は同じ思いです。
現在そして未来に向かって何が必要になってく
るか、それを実現させるためにどういった施策を
打っていくのかを常に模索し、ひいては町民の皆
様の福祉向上に資する施策を遅滞なく投入してい
くことが究極の目標であります。
さて、議員からは具体例として、国保税の他市
町との比較から永住は望めないとのご指摘を頂き
ました。そして、日本全体が少子高齢化という大
きな課題を抱える中、人口減少に歯止めをかける
具体の政策は何かとのご質問を頂きました。
これまで、定住人口拡大に向けた施策について
は企業誘致事業を推進し、地元輪之内町に帰って
暮らしてみようと考え、いわゆるＩターン、Ｕター
ンを促し、輪之内町でしっかり生計を立てること
ができる「働く場」を提供することで雇用の創出
を図ると共に、ひいては、定住人口の拡大をコン
セプトとしており、その考え方に基づき一貫して
取り組んでいるところであります。

その具体の施策として、分譲地など住宅施策に
ついては、現在のところ第５次総合計画上で平成
28 年度、29 年度に取り組むこととしております。
今後は、民間事業者による分譲住宅開発の状況
を見据えながら、行政として定住人口拡大の施策
のひとつとして住宅施策を掲げ、そのコンセプト
や規模、場所などを熟慮したうえで取り組む方向
性は、既に計画上明示しており、社会情勢の変化
を的確に把握し、柔軟に取り組んで参ります。
また、福祉施策においては、以前浅野議員もご
提案された「高校生までの医療費無料化」�も近隣
町にさきがけ取り組んで参りましたし、各種予
防接種事業においても近隣市町にさきがけ全メ
ニューに対して助成制度を構築して参りました。
施策体系全体としては、他市町に充分比肩し得
るもの、上まわるものと考えております。
今後も、町民の皆様がここ輪之内町で安全・安
心して暮らして頂ける、生活に密着した各種施策
を推進することにより、定住人口拡大に繋げてい
くとともに、これらが最終的に住民福祉の向上に
資するよう取り組んで参ります。議員のご理解を
賜りますようお願いします。
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議会常任委員会による
町内施設の視察
総務産業建設常任委員会（上野賢二委員長）と文教厚
生常任委員会（浅野利通委員長）は６月 13 日の午後町
内の施設の視察を実施しました。
仁木小学校では、新田校長から学校の教育目標を中心
に説明をうけました。特に今年度の取り組みとして、
◦全校一斉下校の実施（６月から 10 月）
◦まごころいっぱい活動「花づくりで福祉」あいさつ
ことば使いに注意して相手のいやがる「ちくちく言
葉」を使わないようにする。
◦学力をさらに伸ばす取り組み
◦安全安心の徹底…命を守る訓練の実施として毎月避難訓練を実施している。食物アレル
ギー対応等について説明を受けました。
委員からは、次年度に予定されている、校舎の大規模改修に関することや食物アレルギーの
実態について及びいじめに対しての取り組み等の質問がありました。
仁木保育園では、黒田園長の保育園の状況説明がありました。
委員からは、保育園の受け入れ体制としての保育士の充実について、食物アレルギーへの対
応、保育時間等について、質問がありました。
仁木防災コミュニティセンターでは、児玉総務課長から、今回の補正予算に計上された、空
調機器の改修についてや施設の利用状況、周辺の利用状況について説明がありました。
委員からは周辺の道路の監理状況等について質問がありました。

森島光明議員が
岐阜県知事表彰を受賞
平成 26 年５月 13 日岐阜市のふれあい会館に
おいて、森島光明議員が永年の地方自治への功
労に対して岐阜県知事表彰を受賞されました。
氏は輪之内町議会議員として 24 年在職し、そ
の間、議長・副議長を歴任されました。
又、町文化協会会長として長年輪之内町の文
化振興に対しても貢献されました。森島光明議
員は、「受賞は町民の皆様のおかげ」と感謝し
ていました。古田肇岐阜県知事より表彰を受ける森島光明議員

仁木保育園にて
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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１号）

【総務課】
Ｑ　仁木コミュニティ防災センターに設置予定の

エアコンの能力は。
Ａ　1階のエアコンは、冷房能力 7.�1�kw、暖房
能力 8�kw、2 階のエアコンは、冷房能力 14�
kw、暖房能力 16�kw。

Ｑ　工事費の内訳は。
Ａ　エアコンは天井埋め込み式で、工事費は消費
税等を除き 1 階部分は約 57 万円、2 階部分
は約 101 万 7 千円、その他室外の電力計ボッ
クス等も腐食しているため取り替えることと
し、その費用が約 29 万 5 千円。

Ｑ　工事の契約方法は。
Ａ　入札で行う。
Ｑ　防災センターの経費は消防費に計上されてお

り、施設管理は危機管理課で行った方が対外
的に分かり易いのではないか。

Ａ　施設管理については庁舎管理等を行っている
総務課で合わせて実施することとしている。

平成 26 年度特定環境保全公共下水道事
業特別会計補正予算（第１号）

【建設課】
Ｑ　補正は異動によるものか。
Ａ　課内の昇格によるもの。

平成 25 年度水道事業の決算の認定につ
いて及び平成 25 年度輪之内町水道事業
の剰余金処分について

【建設課】
Ｑ　特別利益と特別損失とは何か。
Ａ　非経常的な損益の内、臨時・巨額なものを言
い、今回の水道事業では過去の減価償却額の
見直し修正により、減価償却しすぎていた分
は特別利益として計上し、減価償却し足りな
い分については、特別損失として計上した。

Ｑ　みなし償却とは何か。
Ａ　当該固定資産の取得に要した価額から、補助
金等の金額に相当する部分を除いた部分を取
得価額とみなし、減価償却する方法である。

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、６月９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、特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算、平成 25 年度水道事業決算の認定及び剰余金
の処分、についての合わせて５議案を審査し、いづれも原案のとおり決定しました。
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Ｑ　給水単価が上昇した理由は何か。
Ａ　総費用が昨年より上昇したことが原因で、具

体的には、電気代の増額、上水道管理システ
ムの更新業務委託、会計制度見直し支援業務
委託があったことによる経費の上昇である。

Ｑ　有収率が減少した理由は何か。
Ａ　海松新田地内における 150 ミリ本管からの漏
水が原因で 8月以降、配水量が増え、1月に
漏水箇所が発見されるまで漏水が続いた。

Ｑ　漏水したのは石綿管か、仁木地区にはもう石
綿管はないのではないか。

Ａ　管網図ではVP管となっていたが、石綿管で
あった。今後このようなことがないよう毎年
上水道管理システム更新を行うことにした。

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１号）

【住民課】
Ｑ　この補正は、人事異動により国民健康保険担

当が、増員になったものか。
Ａ　増員ではなく、主事から係長級の者になった
ことによる追加補正。

【教育課】
Ｑ　食物アレルギーの原因は何か。
Ａ　食物アレルギーを引き起こすアレルゲン食品

として、卵、そば、牛乳、小麦など約 20 種
類ほどある。

Ｑ　アレルギ一等を有する児童生徒の把握はどの
ようにしているのか。

Ａ　年度初めに保護者からの保健調査票より把握
し、また新たにアレルギーが発見された場合
は保護者から申告を受けている。

Ｑ　町内でアレルギ一等を有する児童生徒数は。
Ａ　小学校で 54 名、中学校で 23 名の該当者がい
る。

Ｑ　データ入力、管理も職員で行えばよいのでは
ないか。

Ａ　今回は新規での導入のためサポートが必要。
Ｑ　アレルギ一等を有する児童生徒への給食の対

応は。
Ａ　献立表を確認し、保護者が代用食を準備した
り、学校で教師か本人がアレルギー物質を取
り除いている。

Ｑ　近隣でシステムを導入している自治体は。
Ａ　県下で輪之内町が最初である。

平成 26 年度　国民健康保険事業
特別会計補正予算（第１号）

【住民課】
Ｑ　人事異動は、業務内容に対する人員配置では

ないのか、同じような職階での異動ではない
のか。

Ａ　役場全体での人事異動で、各課において分担
を決めるため、職階については異なる場合も
出てくる。

文教厚生常任委員会
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▼編集後記
　「わのうち議会だより」103号をお届けします。
今年輪之内町は、昭和 29 年（1954 年）４月１日に
仁木村、福束村、大藪町の１町２村が合併して誕生し
て節目の 60 年を迎える。人なら還暦である。庁舎３
階の議会委員会室には合併から現在までの議員の写真
が掲示されている。合併から、多くの先達が輪之内町
のまちづくりの一翼を担ってきた。
町では多くの記念事業が予定されている。「未来に
宛てた手紙・はがき募集」。10 月のふれあいフェスタ
2014 では、記念式典も行われ「新しい町の歌発表」等々
積極的に参加したい。
町民憲章の「仕事にはげみ、活力のある町をつくり
ます。」「希望にもえ、明るい町をつくります」等の実
現に向かって、輪之内町議会も、町民の皆さんととも
に輪之内町が元気で明るくなるよう全力で取り組んで
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９月の予定です。多数の傍聴を期待い
たします。

《４月》
２日　農業委員会
３日　学校職員転入者歓迎会
５日　千本桜まつり
　　　薩摩堰治水神社春季大祭
10日　岐阜県名誉県民田口義嘉壽氏を祝う会
14日　広報編集委員会
　　　全員協議会
18日　安八郡広域連合監査
24日　プレミアム商品券発行委員会
25日　岐阜県薩摩義士春期顕彰会
30日　例月出納検査

《５月》
１日　薩摩義士顕彰会第１回役員会
２日　農業委員会
14日　揖斐川流域住民の生命と生活を守る
　　　市町連合総会
19日　教育振興会総会
21日　商工会通常総代会
22日　例月出納検査
23日　大垣消防組合議会臨時会
24日～25日
　　　鹿児島薩摩義士顕彰会
26日　第１回臨時町議会
　　　全員協議会
　　　議会運営委員会
27日～28日
　　　第39回町村議会議長・副議長研修会
　　　植物防疫協会理事会
30日　輪之内町道路整備基本計画策定委員会

《６月》
１日　第42回輪之内町消防操法大会
２日　岐阜県町村議会議長会臨時総会及び
　　　評議委員会
４日　プレミアム商品券実行委員会
５日　第２回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
６日　青少年健全育成大会
９日　文教・総務産業建設常任委員会
13日　第２回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
24日　例月出納検査
　　　図書館協議会
　　　社会教育委員の会及び公民館運営審議会
25日　農業委員会
26日　宮城県松島町議会視察研修
29日　安八郡消防操法大会

議 会 活 動 日 誌


