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平成 26 年度
補正予算

2,248万円を追加

2014年
12月定例議会
5日～12日

平成26年第4回定例町議会が開かれ、初日に専決処分の承認、補正
予算、条例など合計18議案、岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議
員の選挙が上程され、審議の結果、専決処分の承認1件、条例11件の
合計12議案が可決され、補正予算、輪之内町庁舎改修工事請負変更
契約の締結の6議案を各委員会に審議付託された。
最終日には、議員提出の意見書を採択し、補正予算5件及び、輪之
内町庁舎改修工事請負変更契約の締結について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、原案のとおり承認・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。

小寺　強　議長

専決処分の承認について
平成26年度一般会計補正予算（第3号）
衆議院解散に伴う議員総選挙に係る費用
518万 8千円を追加

平成26年度
一般会計補正予算（第4号）
� 2,248万 9千円を追加

◇歳出の主な補正

議 会 費

・議会費（議員期末手当）� 30万円

総 務 費

・人事管理費（職員手当等）� 353万円
・広報費（広報掲示板修繕料）� 16万円
・企画費（輪之内町光ケーブルテレビ加入促進補

助金）� 97万円

・生活安全対策費（カーブミラー修繕料）�18万円
・電子計算費（番号制度中間サーバー整備等負担

金）� 66万円

民　 生　 費

・国民健康保険費（繰出金）　� 50万円

農林水産業費

・農業委員会費（農地情報管理システム委託料）
� 132万円
・耕種農業費（競争力強化生産総合対策条件整備

事業費補助金、集落営農組合組織化・法人化支
援補助金）� 1,406万円

商 工 費

・商工総務費（街路灯事業委託料）� 40万円

防 災 費

・防災費（防災備品購入費）� 35万円

一般会計
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◇歳入の主な補正

・総務費国庫補助金（社会保障・税番号制度シス
テム整備費補助金）� 396万円

　<県支出金>
・農林水産業県補助金（農業委員会交付金、経営

所得安定対策事務費補助金）� 1,538万円
・繰越金� 312万円

平成26年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第3号）� 6,555万 5千円を追加

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
6,555 万 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ 9 億 6,659 万 5 千円と定めるものであり
ます。

◇主な補正内容

　■ 歳　出
　　・一般管理費� 50万円
　　・一般被保険者療養給付費� 5,053万円
　　・一般被保険者高額療養費� 630万円
　　・償還金� 820万円
　■ 歳　入
　　・療養給付費等負担金� 1,405万円
　　・一般会計繰入金� 50万円
　　・国民健康保険基金繰入金� 3,600万円
　　・その他繰越金� 1,498万円

・平成26年度児童発達支援事業特別会計
補正予算（第１号）� 12万円を追加

・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２号）�７万円を追加

・平成26年度水道事業会計補正予算
� ７万円を追加

いずれも人件費に関する追加

輪之内町庁舎改修工事請負契約の締結について

　工事が進むにつれ、追加工事が出てまいりまし
たので、変更請負契約の締結の承認を受けるもの。

条　例
輪之内町太陽光発電設備管理基金条例の制定について

庁舎屋上に設置しました太陽光発電設備は
国の補助を受けており、補助の要件に売電利
益分は基金にて積み立てるとされていますの
で基金条例を制定し、積み立てるものです。

輪之内町行政手続条例の一部を改正する条例について

行政手続き法の一部改正に伴い関連する町
条例の一部を改正するもの。

輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当に関する条例の一部を改正する条例について

輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例について

上記 2 条例につきましては、人事院勧告に
伴う職員の給与改正に合わせた一部改正です。

輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について

輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類
及び基準を定める条例の一部を改正する条例について

輪之内町企業職員の給与の種類及び基準に関す
る条例の一部を改正する条例について

上記 3 条例につきましては、いずれも人事
院勧告に伴う一部改正です。

　　変更による増額� 2,387万円
　　変更後契約金額� ３億1,536万円
　主な変更は、庁舎外壁のタイル補修、防水工事、
電気キュービクルの改修

県後期高齢者医療広域連合議会議員に
町長が選ばれる

　平成 26 年 12 月 5 日に県後期高齢者医療広域連
合議会議員の選挙が行われ、選挙の方法は指名推
薦によることに決定し、議長の指名により木野隆
之町長が選ばれた。



平成27年 2 月 1 日（　）輪之内町議会だより4

手話とは、日本語音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える、独自の語
ご

彙
い

や文法体系
を持つ言語である。聞こえる人達の音声言語と同様、情報獲得とコミュニケーションの重要な手段であ
り、大切に守られてきた。一方、ろう学校では手話を使う事が制限されてきた長い歴史がある。

世界に目を向けると、平成 18 年に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」におい
ては、「手話は言語」であることが明記され、またフィンランドの憲法をはじめ、憲法や法律において
手話を言語である旨を規程している例がみられるところである。

我が国においては、平成 23 年に改正された障害者基本法第 3 条において、「全て障害者は可能な限り、
言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ
ている。また、同法第 22 条では、国・地方公共団体に対して、情報の利用におけるバリアフリー化等
を義務付けている。

これらの理念や制度が、実際の生活に生かされるようにするため、手話が音声言語と対等な言語であ
ることが広く国民に理解され、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さ
らには手話を言語として普及、研究することのできる環境の整備に向け、個別法を整備し、具体的な施
策を全国で展開していく事が必要である。

よって、輪之内町議会は、「手話言語法」を制定されるよう強く求め、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 12 月 12 日
岐阜県安八郡輪之内町議会　　

　衆 議 院 議 長　町 村 � 信 孝 �様
　参 議 院 議 長　山 崎 � 正 昭 �様
　内閣総理大臣　安 倍 � 晋 三 �様
　文部科学大臣　下 村 � 博 文 �様
　厚生労働大臣　塩 崎 � 恭 久 �様

❖ 「手話言語法」制定に関する意見書について

意 見 書

輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を
改正する条例について

母子及び寡
か

婦
ふ

福祉法の一部改正に伴い関連
する町条例の一部を改正するもの。

輪之内町児童発達支援事業施設設置条例の一部
を改正する条例について

児童福祉法の一部改正において、定義規程
が加えられたことにより関連する町条例の一
部を改�正するもの。

輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条
例について

出産一時金の内訳が変更されたことに伴い
町条例の一部を改正するもの。

輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を
改正する条例について

�児童扶養手当法の一部改正に伴い関連する
町条例の一部を改正するもの。

を採択しました
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町長答弁 輪之内町の今年の 10 月 1 日現在、65 歳以上の
人口は、2,129 名で、高齢化率が 21.4％であり、昨
年 10 月の 65 歳以上の人口、2,032 名、高齢化率、
20.3％と比較しますと、わずか 1 年で 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。

また、地域包括支援センターで把握しておりま
す今年度の一人暮らしの高齢者の方は、115 名で
あり、また、70 歳以上の高齢者のみの世帯は、83
世帯という現状でありますので、地域の見守り活
動を強化することは、重要な施策であると認識し

一般質問（原文掲載）

全国的な超高齢化の進展とともに、一人暮らし
の高齢者や高齢者夫婦のみの世帯がますます増加
し、孤独死も心配されます。

当町では第 2 期輪之内町ささえあいプランの平
成 22 年の調べによりますと 65 歳以上の高齢化率
は約20％で、国・県に比べまだまだ低い割合となっ
ておりますが、それでも全世帯数の半数近くが高
齢者のいる世帯で、その 4 分の 1 近くが一人暮ら
しの方や、高齢者のみの世帯であり、年々増加傾
向にあります。そうした状況の中において、創意
工夫を凝らした地域による安否確認等の見守りや
孤独死防止対策強化活動が求められています。

そこで以下の 3 点の高齢者等見守り事業をご提
案申し上げます。

1. 高齢者等見守りネットワーク
の強化

地域の中で高齢者をはじめ、障がいのある人や
子どもなど、支援が必要と思われる方に何らかの

異変があった場合、速やかに支援へ繋げるために
は日ごろからできるだけ多くの目で見守ることが
重要であると考えます。

当町では地域包括支援センターや区長・民生委
員・福祉委員による近隣助け合いネットワークに
て取り組んでいただいておりますが、それに加え
て地域住民や地域に密着している事業者、例えば
電気・ガス・新聞販売店・宅配事業者等日ごろの
業務で異変に気付く可能性が高い事業者と幅広く
協定を締結することにより、見守りの層を重ね、
見守りネットワークの強化を図ってはいかがで
しょうか。

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員

木野町長 答弁
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ております。
ご提案いただいた、1 点目の「高齢者等見守り

ネットワークの強化」�については、現在、高齢者
等の安全安心を確保するための見守り活動としま
して、救急・災害時要援護者台帳を整備し、あん
しん救急バトンを無料配付することにより、救急
時における適切な救急医療の活用や災害時等の安
否確認、避難誘導の支援体制を整えるとともに、
各地域では、区長、民生委員・児童委員、福祉委
員が中心となり、見守り、ふれあい、たすけあい
を合い言葉に、地域での関係者が協働して見守り
活動を展開することにより、地域毎のネットワー

クを形成してます。
地域の民間事業者の方との連携につきまして

も、地域ネットワークの輪を広げる形で、外出も
少なく、特に心配な一人暮らしの方、お二人につ
いては、新聞と飲料物を配達される方へ個別に見
守りをお願いし、何か変わったことがあれば、地
域包括支援センターまで連絡していただくように
依頼しておりますが、このようなネットワークの
形成は、見守り体制の重点化の観点から、有効な
手法と考えておりますので、今後、関係者との協
議を進めてまいります。

2. ヘルプカードの導入

ヘルプカードは、高齢者や障がいのある人がパ
ニックや急な発作・病気の緊急時や災害時、困っ
た時や日常的にちょっとした手助けがほしいとき
に、周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするも
のです。

当町ではあんしん救急バトンの無料配布事業が
実施されておりますが、これは専用容器に入れ冷

蔵庫に保管しておくもので在宅時しか対応できま
せん。

ヘルプカードはカードホルダーに入れて首から
下げたり財布の中やバックのポケットに入れて携
帯する方法で外出時にも対応できます。どこにい
てもその情報を活用して適切な救急医療に役立つ
ヘルプカードを導入してはいかがでしょうか。

町長答弁

「ヘルプカードの導入」については、高齢者や
障害者の方が、住みなれた地域で安心して生活で
きるようにするためには、災害時はもとより、日
常生活においても助けを求めたい時に周囲の人が
それに気づき、支援できる環境が整っていること
が大切であります。

ヘルプカードは、ちょっと手助けが必要な人と、

ちょっと手助けをしたい人を結ぶための大変有効
なツールであると思います。しかし、ヘルプカー
ドには、自らの住所、氏名、緊急連絡先、必要と
する支援の内容など、高度な個人情報を記載する
ものであり、使い方によっては、後のトラブルに
つながる恐れもあります。それらの問題点をどの
ようにクリアーできるか、研究しながら、今後の
在り方について、検討を重ねてまいります。

3. 人感センサー機能付緊急通報装置の設置

高齢者等見守り事業は見守りネットワークによ
る人と人の見守りが基本ではありますが、これら
を補完するシステムとして、人感センサー機能付

緊急通報装置の設置を検討してはどうでしょう
か。

これは光回線網を利用して設置する装置で、人
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町長答弁

現在、設置しております緊急通報装置は、装置
本体またはペンダントについている非常ボタンを
直接押すと、大垣消防本部が通報を受信して、安
否確認の連絡を行い、救急出動や協力員への連絡
を行うものです。平成25年中の救急出動は、4件。
平成 26 年も現在までに、4 件あり、利用者の方
の日常生活での不安の軽減に役立っているものと
思います。人感センサーによる緊急通報装置は、
一定時間、動作が感じられないと、遠くに住む親
族とか近所の人たちに通報されるというシステム

ですので、人と地域による見守り支援を補完する
ものとして、有効なシステムのひとつであろうと
考えます。

利用者の安全性やご家族等の不安を軽減する観
点から、高齢者等を見守るための施策を色々と工
夫していかなくてはなりません。このシステムの
導入につきましては、その対象をどこまでにする
か、年齢はどこまでにしたらいいかという、いく
つかの課題を整理する必要があります。今後の取
り組みについて、検討していきたいと考えており
ます。

感センサーで人の動きを感知し、病気や事故など
で一定時間動きがない場合、役場担当課に連絡が
入り、連絡を受けた担当課では事前に登録された
協力員等を通じて安否確認をするというシステム
です。

以上、今後も増え続けるであろう一人暮らしの
高齢者の方々が、安心して日常生活が送れるよう、
一層の力を入れて取り組んでいただきたいと思い
ます。

町長のご見解をお伺いいたします。

1. 女性職員の管理職登用について

当町において男女共同参画推進条例が制定され
て間もなく 4 年になります。条例では、町の責務
として、町は率先して男女共同参画社会の実現に
取り組み、町民や事業者等の理解が深まるよう啓
発活動を行うとしていますが、この間、男女共同
参画社会形成の推進にどのような活動をしてこら
れたのでしょうか。お尋ねします。

輪之内町において男女共同参画を推進していく
には、まず行政の現場において、男女共同参画の
実態を、町民に示していく必要があると思います。

現在この議場の執行部席に、女性職員が 1 人も
おられないのが残念です。町長は女性職員の管理

職登用について、どのように考えておられるのか、
お聞かせください。

なお、当町職員の実態について、正職員の男女
別人数、臨時職員の男女別人数、係長職以上の男
女別人数を教えてください。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員

町長答弁
平成 11 年に国において制定された、男女共同

参画社会基本法の理念に基づき、当町においても
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平成 23 年に輪之内町男女共同参画推進条例を制
定いたしました。制定後、町としましては、図書
館に男女共同参画啓発の図書コーナーの設置、広
報による意識啓発や相談窓口のお知らせ、人権問
題のひとつとして位置づけ、毎年、全町民、全職
員対象に講演会を開催するなど意識啓発に取り組
んでまいりました。今後においても、町民の意識
調査の実施や情報提供、地域ぐるみで参加できる
講座等を開催し、意識啓発を行ってまいります。

お尋ねのありました、管理職登用に関する当町
の現状を申し上げますと、正職員は男性 41 人、
女性 51 人、臨時職員は男性 3 人、女性 58 人であ
り、係長以上の職員は、男性 27 人、女性 8 人で
あります。

議員のご質問にありましたとおり、現在、本会
議に出席する女性管理職はおりませんが、課長級
の女性室長が 1 名、課長補佐は 2 名任命しており
ますし、過去には、会計管理者、課長或いは所長

として女性職員を登用してまいりました。役職の
任命につきましては、男女の性別に関わらず、職
員本人の能力或いは適性に基づき任命しておりま
すし、今後も同様の考え方で進めてまいります。

現在、国においても、すべての女性が活躍でき
る社会づくりを最重要課題の一つとして位置づ
け、女性が生き生きと自信と誇りを持って働き、
社会の多くの方が女性の活躍促進に賛同し、応援
してもらえる社会づくりに取り組んでいます。

当町においても、「一人ひとりが輝き、心をつ
なぎ合い、やさしさと希望に満ちたまち」を目指
し、男女共同参画社会の推進に取り組んでおりま
す。

今後も女性管理職の登用のみならず、一人ひと
りが輝き、活力あるまちづくりのために積極的に
取り組める職員の育成に力を注いでいく必要があ
ると考えております。

2. 下水道事業の「合理化事業計画」の策定について

この問題についてはこれまでだびたびお尋ねし
てきました。その議事録を読み返しておりますが、
これまでの議論によって問題点が明らかになった
と思います。

合特法（下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理
業等の合理化に関する特別措置法）では、「市町
村は合理化事業計画を策定し、県知事の承認を受
けることができる。業者はこの計画に従って事業
転換しようとする揚合に、その事業転換計画を町
に提出する。」となっています。

しかし、3 月議会で指摘したように、当町では
業者との合理化協定の中で、町は転換業務の提供
を前提とした合理化事業計画の策定が義務付けら
れています。また、平成 25 年 4 月に締結された
合理化協定に至っては、合理化事業計画そのもの
がないまま転換業務の提供が義務付けられていま
す。これらのことについて町長はいろいろと言い
訳されていますが、合特法の定めるところから外

れていることは明らかです。
私たち岐阜県の日本共産党地方議員団は、来年

度予算について 8 月に県交渉、10 月に政府交渉
を行いました。この中でこの間題について見解を
質したところ、県の担当課長は、「それぞれの自
治体の自治事務でありコメントできない」と言わ
れましたが、環境省大臣官房廃棄物対策課長補
佐は、「合理化事業計画に基づかない合理化協定
は合特法とは関係のない協定である」と明確に否
定されました。すなわち現状の輪之内町浄化セン
ター管理委託契約等は「合特法に基づかない随意
契約」であり、地方自治法第 234 条に反すること
になります。町長はどのように弁解されるので
しょうか。

町長があくまで「浄化センター管理委託契約は
合特法の趣旨を具体化した合理化協定に基づいた
契約である」と言われるなら、町は合理化事業計
画を定めなければなりません。
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町長は、県の「三部長通知」に基づく「グラン
ドルール」に従っているものであり、当町だけで
解決できる問題ではないと述べられました。しか
し、合特法第 3 条に基づいて町が合理化事業計画
を策定し、岐阜県知事に承認申請すれば、県から
適切な指導が期待できると思います。これまでの
実績をもとに町独自で合理化事業計画を策定し、

県知事の承認を受け、業者に合理化事業計画に
沿った事業転換計画を提出させ、その上で適切な
転換業務を提供するようにすべきと思います。町
長の見解をお聞かせください。

町長答弁

「下水道事業の「合理化事業計画」の策定につ
いて」�でございますが、再度事柄を整理をしてお
きたいと思います。

昭和 50 年 5 月に「下水道の整備等に伴う一般
廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」�い
わゆる「合特法」が制定されました。

その成立の趣旨については、議員ご承知のとお
り、下水道の整備等によって「し尿処理」に携わっ
てきた事業者が事業の縮小や廃業を余儀なくされ
ていくとの懸念から、事業者が受ける著しい影響
の緩和と経営の合理化を通じて、地域住民の生活
に密着しているし尿処理を安定的に継続すること
として第 1 条に掲げられています。

そして、第 3 条では、市町村が合理化事業計画
を定めることとなっており、県知事の承認を受け
ることができるとあります。第 5 条において事業
計画に基づき合理化事業を実施することとなって
おります。同法第 7 条において、事業の転換を行
おうとするものは、その事業の転換に関する計画
を町長に提出し、認定を受けることができると
なっております。

次に県における対応につきましては、平成 5 年
8 月に県の関係 3 部長から「下水道整備等に伴う
合理化基本方針について」として各市町村長に通
知がなされております。いわゆる「三部長通知」
といわれるものであります。その内容につきまし
ては、

①�合理化事業計画の策定
②�補償の実施の検討
③�補償額の算定方法等の検討を岐阜県市町村

廃棄物処理事業対策協議会の場においてグ
ランドルールとしての決定

以上の 3 点が県内市町村に要請されたところで
あります。

それを受け、平成 7 年 6 月に「合理化問題に関
する基本協定」いわゆる「グランドルール」とし
て県市長会、県町村長会及び岐阜県環境整備事業
協同組合の 3 者による協定が締結されたところで
あります。その内容は、補償額の算定方法におけ
る基本的なルールを定めたものであります。

さて、当町においては、平成 9 年 7 月に「輪之
内町公共下水道計画」（特定環境保全公共下水道・
輪之内処理区）として事業認可を受け、それを契
機に平成 10 年 10 月に「合特法」、「三部長通知」
及び「グランドルール」に基づき町の許可業者及
び岐阜県環境整備事業協同組合との問で合理化に
関する協定を締結したところであります。

また、平成 21 年 3 月には、中間期における見
直し確認書を締結したところであります。

平成 25 年 4 月 1 日には平成 21 年 3 月の確認書
による継続した協定により締結したものであり、
今までにお答えしたとおりであります。

合理化事業計画については、当初策定した形式
ではなく、供用率に急激な変化が見受けられない
と予測し、全体の減少の事業量等の数値を持って
協定を締結したものです。

また、県知事の承認による適切な指導について
は、県下の自治体が参加しております岐阜県市町
村廃棄物処理事業対策協議会、また、その地域協
議会であります西濃地域廃棄物処理対策協議会に
おいて各市町村共通の課題について協議をしてお
ります。
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平成 25 年 4 月 1 日の協定は、締結直近の現状
をお互いに確認しながら、通常委託業務を転換業
務と捉えていくという内容となっており、法の趣

旨からは逸脱していないものと理解しておりま
す。

3. 下水道接続率向上対策について

11 月 25 日に下水道推進協議会が開催され、そ
こで下水道接続率向上対策等について説明があり
ました。今年 10 月 31 日現在の接続率は 40.1％と
いうことで、この接続率向上のために町は地元説
明会や未接続職員に対する接続依頼等、様々な努
力をしているということでした。そこで下水道接
続率向上対策等について、何点かお伺いします。

まず、協議会での説明では、10 月 31 日現在の
供用世帯数 1,913 戸に対し接続世帯数は 768 戸と
いうことですが、未接続世帯 1,145 戸のうち合併
浄化槽の世帯は何戸でしょうか。

3 月議会での町長答弁で、平成 14 年 11 月の廃
対協（岐阜県市町村廃棄物処理事業対策協議会）
からの通知文書「公共下水道整備地区における普
及促進指導について」では、単独浄化槽や汲み取
り式トイレを優先的に接続することになっている
ということですが、合併浄化槽の世帯に対しては
どのような指導をしているのかお尋ねします。

次に、未接続職員に対する接続依頼についてお
聞きします。職員といえども家庭に帰れば 1 町民
です。一般町民と同じく快適な生活を望んでいて
も、様々な理由で接続できないことがあると思い
ます。これは町会議員はじめ行政にかかわる方々
においても同じことと思います。これを職員とい

うだけで、職権による過度な要請は問題があると
思います。町長はどのように考えておられるかお
伺いします。

接続率向上のためには、町民が下水道への接続
の優位性を実感するようにならなければなりませ
ん。そのために利便性、経済性、その他の面での
メリット、デメリットの比較ができる必要があり
ます。町としてそのような資料を提供し、これま
でに行われてきた説明会などで出された問題点に
対する改善策などを示し、町民が自発的に接続す
るように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。

続いて、公共施設の合併浄化槽の下水道への接
続についてお伺いします。

下水道推進協議会では、公共施設の合併浄化槽
が未接続になっていることについての説明はあり
ませんでした。町長は 3 月議会での答弁で、単独
浄化槽については順次、遅滞なく接続しているが、
合併浄化槽の接続については「多義にわたる関係
者間の協議・調整をしていく」と言われました。

この多義にわたる関係者とはどういう関係者
か、何を協議しているのか、何が問題になってい
るのか、合併浄化槽はいつまでに接続するのか明
らかにしてください。

町長答弁

3 点目の下水道接続率向上対策についてでござ
いますが、10 月 31 日現在の下水道供用開始区域
内の未接続世帯は 1,145 戸であり、このうち合併
浄化槽設置世帯を調査しましたところ 218 戸ござ
います。

下水道法では、供用開始区域における汲み取り

便所については 3 年以内に水洗便所に改造しなけ
ればならないとし、それ以外についてはその土地
の下水を遅滞なく下水道に流入させるための排水
施設を設置しなければならないと定めておりま
す。

このことから、浄化槽設置世帯に対しては、下
水道の工事説明会や受益者負担金説明会等の折り
に、すみやかに下水道に接続して頂くようお願い
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1. 人口対策について

輪之内町の人口は、平成 22 年国勢調査で
10,028 人でしたが、今年 11 月現在の住民基本台
帳の人口は 1 万人を割り込みました。町の活性化
は人口増加が第一と考えます。前にもお聞きしま
したが、その後何も対策が取られていない様に思
われます。「住んで良かった。これからもずっと
住み続けたい町」にするために、この人口減少に
歯止めをかけ、再びまず 1 万人目標に戻すために

も、対策が必要と考えます。他町も同じだろうと
諦めず、何か対策を取られる事が必要と考えます。
町長の考えを伺います。

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野 常夫 議員

しております。
次に、下水道未接続職員に対する接続依頼につ

いてでございますが、議員がおっしゃるとおり
様々な理由で接続できない者もいると思いますの
で、平成 24 年には未接続職員への接続依頼と合
わせ、未接続理由の提出を依頼したところでござ
います。

これは、職権による過度な要請ではなく、職員
に対するお願いと接続できない要因の調査を実施
したものでございます。

議員にもご出席頂いた先月開催の下水道推進協
議会では、町職員だけでなく、町の要職にある議
員各位や区長各位、元町職員や県の職員にも依頼
してはどうかとのご意見も頂戴致しましたので、
今後検討し、実施したいと考えております。

次に、下水道接続率向上のための資料提供につ
いてでありますが、下水道の工事説明会や受益者
負担金説明会において、「下水道のご案内」とい
う冊子を配布し、下水道への接続は、健康で衛生
的な生活の基盤となり、河川の水質浄化や環境保
全につながることはもとより、下水道切り替えの
ための平均的工事費や下水道料金の算定方法など
良い面もそうでない面、また説明会で何度かあっ
た質問等も説明に加えながら接続への協力依頼を

行っております。
しかしながら、既存の冊子には具体的な水質改

善や環境改善の他接続工事費、下水道料金の提示
や算定方法等の資料は掲載していないため、別資
料の作成を進めております。

最後に公共施設の下水道接続についてでござい
ますが、水質の浄化や環境保全のためにも雑排水
が未処理である単独浄化槽を優先して下水道に切
り替えたい思いは変わっておりません。

合併浄化槽については、3 月議会でも申しまし
たが、平成 17 年 10 月の岐阜県防災局長からの通
知や平成 24 年 12 月の岐阜県防災課長からの通知
において「災害時における浄化槽の有用性」が示
されており、これらの意味するところを参酌しな
がら検討していきたいと思います。

また、公共施設の下水道接続については当町だ
けの問題ではなく、県下全市町に及ぶことである
ため、周辺自治体の状況を見ながら、計画的な接
続計画のもと、合理化協定との関連を含めた協議・
調整を進めていきたいと考えております。
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町長答弁

議員からは、今年の 6 月の定例議会においても
同様のご質問を頂きました。

そして、今回、「その後における具体的対策が
取られていないのでは」とのご指摘と、併せて「人
口対策として今後の具体的施策をどう考えている
か」というご質問を頂きました。

さて、本題に入る前に人口減少におけるトレン
ドとデータを踏まえておきたいと思います。

日本は 2008 年をピークに人口減少に転じ、本
格的な人口減少社会に突入しております。このま
ま何も手を打たなければ、2010 年に 1 億 2,806 万
人であった総人口は、2050 年には 9,708 万人まで
減少すると推計されています。

今年の 5 月に日本創生会議（座長 :�増田寛也氏）�
が公表した「2040 年までに、過疎地を中心に半
数（896 自治体）の自治体が消滅する可能性があ
る」との試算結果はショッキングなものであり、
日本中に大きな衝撃を与えました。

その試算の根拠となる指数として、「若年女性
（20 ～ 39 歳）人口の減少率（= 若年女性人口変
化率）が 5 割を超える 896 の自治体が消滅可能性
都市になる」というのが根拠となっております。

その試算結果によりますと、岐阜県内において
は、17 市町村がその対象に挙げられているとこ
ろです。ちなみに輪之内町は、その若年女性人口
変化率がマイナス 25.1％で県下では 5 番目の変化
率に留まっており、消滅可能性都市にはカウント
されておりません。

しかし、その推定人口実数においては、ご案内
のように 2010 年（平成 22 年）の国勢調査人口
10,028 人から 30 年後の 2040 年には、9,089 人と
約 940 人減少すると推計されております。さらに
特筆すべきは、その人口年齢構成であります。当
町の 2010 年時の人口年齢構成は、生産年齢人口

（15 ～ 64 歳）は、64.1％、老年人口（65 歳以上）は、
19.8�％であるのが、2040 年には、生産年齢人口は、
55.7％、老年人口は 31.5％であるとの推計が出さ

れております。
また、この推計値は、国立社会保障・人口問題

研究所（社人研）の推計に準拠しておりますが、
その社人研が公表している推計値をみますと、同
じく 2010 年の国勢調査人口 10,028 人から 30 年
後の 2040 年には、9,289 人と約 740 人減少する
と推計されており、その人口年齢構成は、2040
年には、生産年齢人口は、55.8％、老年人口は、
31.2％と同じような推計が出されております。

こういった推計指標を見るとき、経済市場の縮
小、長寿化等に伴う社会保障費等扶助費の増崇な
ど、もはや、人口減少問題は遠い将来の問題では
なく、今起きている問題であるとの認識をせざる
を得ません。

そういった意味では、議員がかねてから提唱さ
れております「人口減少問題」に対して真摯に取
り組み、具体的な施策を構築していくことの方向
性についてはその意見を異にするものではありま
せん。

町政の将来ビジョンを描く際、まず把握してお
かなければならないのは人口動態と考えておりま
す。産業施策、雇用施策、土地利用施策、福祉施
策などあらゆる施策は、将来人口の行く末によっ
て大きく左右されると認識しております。

そういった意味から、議員から 6 月定例議会で
の一般質問を頂いた際、こういった人口減少の実
態に対し、議員が提唱されたように、「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
状況にないが、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ると答弁さ
せて頂きました。その想いは今も変わっておりま
せん。

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
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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、今までもその考え方に基づき
一貫して取り組んで参りました。そして今年の 7
月、10 月には東大藪、南波工場用地に企業誘致
をすることが出来ました。第 1 段階はクリアした
と考えております。

さらに次のステップとして、今後は、そこで新
たに働く人たちがこの輪之内町に魅力を感じ定住
してもらえる具体的施策を打ち出さなければなら
ないと考えております。

その具体の一環施策として、分譲地など住宅施
策については、現在のところ第五次総合計画上で
平成 28 年度、29 年度に取り組むこととしており
ます。

議員も 6 月の一般質問の際、住宅施策の必要性
を唱えておられますが、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、輪之内町に定住する魅力のひとつとし
て、福祉施策においては、「高校生までの医療費
無料化」も近隣町に先駆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先駆
け全メニューに対して助成制度を構築して参りま
した。これらは、生活に密着したところで、住民
の皆様に安心を与えている施策の一環と考えてお
ります。

これらは、輪之内町に魅力を感じてもらう施策
として、他市町に充分比肩し得るものと考えてお
ります。今後も、限られた財源の中で、財政とい
うフィルターを通したうえで、できうる限りこの
まちに魅力を感じてもらえるような、生活に密着
したところでキラリと光る施策を構じて参りたい
と考えております。

議員のご理解を賜りますようお願いします。

1. 町政一般について

紅葉の季節も終わりに近づき、冬将軍も間近に
せまって来ました。師走と言われる 12 月、大変
忙しい時に衆議院議員選挙が行われる事になり、
さらに忙しくなりました。アベノミクス解散とも
言われる中、消費税 10％に向けて、又、TPP の
ゆくえも大変気になる所です。

景気も雇用もアベノミクス効果で向上している
と言っているが、多国籍企業の様な大企業等では
給料、ボーナス UP と言われていますが、私共一
般では実感がなく、消費税の増とか、購買品の価
格の上昇のみで、収入は大きく減少し、大変苦し

いとの実感であります。この先の不透明感で一様
です。

その中において、町長におかれましては、御健
康で職務に精励されており、大変心強く思います。

来年 5 月に行われる町長選挙において、第 5 次
総合計画の着実な推進、基本構想に掲げる「住ん

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員
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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、私達町民に夢と希望が持て

る町づくりを是非やってもらいたいと思います。
町長の熱い所信をお聞かせ下さい。

町長答弁

私が、町民の皆様方のご支持を得て、ふるさと
輪之内町の町長に就任し、7 年と 6 ヶ月が過ぎよ
うとしております。その間、私なりに「ふるさと
輪之内町がよくなって欲しい」そして、「住んで
みえる町民の皆様がいつまでも誇れるまちにした
い」というそんな想いで、平成 23 年の 2 期目か
らは、8 つの政策を掲げ、行政経営に邁進して参
りました。

その主なものを振り返ってみますと、「安全・
安心・快適なまちづくり」では、水害予防のため、
福束排水機場 4 号ポンプの設置を実現させたとこ
ろです。

また「地域情報化の推進」では、遅れていた情
報インフラに対し、輪之内光ケーブル網の設置に
より高速で安定した情報通信環境を構築して参り
ました。

「みんなが働きやすい環境の構築」では、地域
の雇用促進、定住人口の拡大、ひいては、地域振
興に資するべく平成 21 年の企業誘致を皮切りに、
今年に入り、7 月、10 月に東大藪工場用地、南波
工場用地にそれぞれ企業誘致を成功させることが
できました。

また、「計画的行政経営の構築」として、「第 5

次総合計画」を前倒しし、平成 24 年度からスター
トさせたところです。

無駄のない行政経営と財政基盤の強化を図るべ
く「行財政改革大綱」を策定、継続しております。

こうした取組によって、2 期目の住民の皆様と
のお約束は果たしつつあると考えております。

さて、現在、私ども地方行政を取り巻く環境の
変化のスピードは、恐ろしく加速しており、その
先行きは決して予断を許すものではありません。

その一つは、著しいスピードで進む少子高齢化
社会への対応や、高度経済成長期に整備した社会
インフラの老朽化への対応であります。

そういった環境の変化に対する諸課題は決して
小さくございませんが、その中でも、（仮称）新
養老大橋の構想推進と道路網の整備や、お隣の安
八町が計画されていますスマートインターチェン
ジ設置の支援、小学校の大規模改修、防災拠点の
整備などの大型事業は継続して取り組んでおり、
私に課せられた課題は尽きないというのが現状の
認識であります。

従いまして、継続的課題への取組は勿論のこと、
新たな課題に対応していく機会を与えて頂けるの
であれば、全力で取り組んで参りたいと考えてお
ります。どうかよろしくお願いします。

2. 輪之内町の開発について

近年、町の開発には目ざましいものがあり、自
主財源の確保の為にも大変心強い感があります。
開発公社によるエフピコさんの事業拡大、東大藪
の誘致等、大型の事業もうまく行っていると思い
ます。

その反面環境汚染の心配も増大して来ていると
思います。

では昨今当町における事業者と地域の住民の

方々とうまく情報交換され、企業活動に充分答え
られていますか。

その際に取り交わす種々の協定についても当然
遵守され、報告書も提出されていると思いますが
どの様な状況ですか。又、対策においても充分な
されているかお尋ねします。
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町長答弁

当町の企業誘致について田中議員もご承知のと
おり、近年では平成 21 年 8 月、南波工業団地約
1 万 9,000 ㎡に株式会社エフピコを誘致し、今年
に入って 7 月に東大藪工業団地約 3 万 7,000 ㎡に
フォークリフトの歯車等を製造するすぎやま工業
株式会社、さらに 10 月には第 2 期南波工業団地
約 1 万 7,500 ㎡に株式会社エフピコと誘致協定を
取り交わし、雇用を創出し、農業と工業との調和
のとれた、環境に優しいまちづくりに努めている
ところであります。

株式会社エフピコとは公害防止協定は締結済み
であり、すぎやま工業株式会社とは平成 29 年夏
の操業開始までには公害防止協定を取り交わす運
びとなっております。

ちなみに、最近の公害苦情の状況でありますが、
平成 26 年度において、現時点までに４件の公害
に関する苦情がありました。内訳としましては、
悪臭 2 件、水質汚濁 1 件、大気汚染 1 件となって
おります。必要に応じて西濃振興局環境課等の関
係機関と合同で立入・指導を行っております。そ
れぞれの状況に応じて県と共に公害問題へ対処し
ております。

3. 河川の浄化について

大榑川親水回廊の整備の中で河川環境の整備と
野外活動の機能を主体に整備、汚れた水の改善に
努力するとあり、その後、町内を流れる河川は流
水が緩やかで滞留状態にある事が多く、半閉鎖的
な水域では、本来の機能としての浄化作用はほと
んど果たされていません。H13 年に町長の諮問
機関、大榑川環境整備基本構想研究プロジェクト
チームより報告書が出され、その中に、上流部に
小公園を作り、井戸による噴水を設置して水量の
増加を図り若干川の流れを作る等と施工計画が作
られ、井戸の規格は直径 150mm 深さ 160m 自吸
式ポンプ直径 65mm、毎分 700ml とし、一日約
1,008t の水を流す。又、H24 年には、11 月 30 日
に輪之内町地域協働水質改善協議会が設置され

「地域に住む住民や、NPO 事業者で話し合って今
後の対策を実施していく」とし水質検査の項目を
増やし隔月で実施されています。どの様な結果が
得られ現在に繋がっているのかお尋ねしたいと思
います。

第 5 次総合計画の最初に環境にやさしい町づく
りについてのキーワードは「協働」と言われコラ
ボレーションと言われ、さらに、地域住民と事業

者、そして行政が一体となって取り組む事が肝要
だと強調されています。

井戸を河床に掘ると水が吸い込まれ、井戸の水
質が悪くなる可能性についてもふれられています
が、危険を回避する方法、逆止弁とか掘る位置を
考慮するとか実験の余地があると思うが、なぜコ
ストが少しですむ方法を実践しないのか ?

又、総合計画とは、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政策を、町民、議会、首長、
職員の「認識の共有」と解してみえますが、行政
指導による住民の美化に対する組織化、それによ
り、住環境が大変向上したと思われます。

さらに行政側として行う「景観」「環境、環境
美化」「環境保全、公害」の各種施策がかみ合っ
た時大きな効果が生まれると、述べられておられ
ます。

では、行政の効果が上がっていると思われる施
策について、どう考えてみえるかお尋ねします。
ソフト面とハード面がうまくコラボレーションし
ていると思われますか。重ねてお尋ねします。
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町長答弁

河川の浄化については、田中議員の願いと同様
に輪之内町民の願いでもあります。

町内を流れる中江川、中西江川、西江川、東江
川があり、それぞれが大榑川に合流しており、輪
中地帯に住む私たちにとって、川は完全に生活空
間の中に落け込んだ存在であり、日々の生活とは
切っても切れない密接なもので、共存していかね
ばならない大切な自然であります。

平成 7 年には大榑橋の末端下流から福束排水機
場までが一級河川に昇格し、国県の事業として改
修が進むのではないかと期待されました。しかし、
大榑川の下流部のみが一級河川となっているだけ
で上流部は従来からの準用河川のままで町が引き
続き管理していくこととなりました。

そこで、平成 12 年 12 月、大榑川の上流部を改
修するため役場職員で組織する大榑川環境整備基
本構想研究プロジェクトチームによる基本構想が
策定されたのであります。この中に先ほど議員が
述べられた井戸についても触れられております。

その後、平成 15 年度と 16 年度に四郷地内の大
榑川に魚などの生態系に配慮した魚巣ブロック付
きプレハブ水路工を延長 670m と防護柵工事等を
実施したところであります。

次に、平成 24 年 11 月 30 日に設立した地域協
働水質改善協議会で行われた水質調査の結果につ
いてでありますが、平成 24 年 12 月から 2 ヶ月か
ら 3 ヶ月に 1 回の頻度で 26 年 1 月まで 7 回にわ
たり町内河川の水質調査が 13 地点を選定し実施
されました。

その結果、岐阜県の河川で指定されている「生
活環境の保全に関する環境基準」C 類型の達成状
況を評価すると BOD は 13 地点中 6 地点で環境
基準を超過している結果となりました。さらに、
近隣市町の河川と比較すると BOD 及び COD に
ついては 2 倍以上の高い値（つまり汚れている）
であることもわかってまいりました。原因として
は生活排水の流入と富栄養化現象の発生が考えら
れるということでした。

また、大榑川上流部では、河川水が赤褐色を呈
する情況がたびたび確認されていますが、水田の
暗渠排水や大榑川上流部付近の排水路の浸出水に
含まれる鉄分が、嫌気的となった土壌から二価鉄
の形態で流出した後、酸化し三価鉄（Fe3+）とな
り、水酸化鉄（Fe（OH）3）�などの嫌濁性鉄として
生成し、浮遊・沈殿することが濁りの一因となっ
ていると結論付けられました。

これらの川を汚している原因をなくすため、本
戸と中郷新田のほ場整備のポンプを使って非灌漑
期の地下水を利用した導水実験を今年 1 月下旬か
ら2月中旬にかけて5日間ずつ2回実施しました。

1 日あたり約 20,000t を中江川に放流する実証
実験の結果、役場西の地点では、導水後 5 時間で
透視度は 30cm が 100cm になり、川底で泳ぐ大
きな鯉の群れがはっきりと確認でき、濁度にい
たっては 5 分の 1 にまで改善し、川の流れも 2 倍
以上になり導水効果は明らかとなりました。

しかしながら、最も経費がかからず効率的と考
えられる揖斐川からの環境用水による水質浄化に
ついては、県及び国土交通省中部地方整備局にも
導水の実現についてお願いしているところです
が、未だ良い返事が返ってきていないのが現状で
あります。

そのほかの水質改善の普及啓蒙活動として、水
質改善事業のキャッチフレーズの募集、菊観賞用
花いかだの設置、生き物観察会、外来種の駆除、
平成 11 年から続けられているグラウンドワーク
による大榑川を美しくする町民参加大会、下水道
整備の普及と推進にも力を入れてまいりました。
年々、参加者数も増え、各種事業に町民の理解が
徐々に高まっていることから、田中議員もおっ
しゃっておられるとおり、住環境が大変向上した
という認識は同じであります。

次に、井戸を掘って水質を改善することもご提
案いただいておりますが、ソフト面ばかりでなく
井戸を掘ることも含め、ハード面についても地域
協働水質改善協議会において、今後種々方策を検
討し、環境に優しい町づくりに取り組んでまいり
たいと考えております。
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平成26年度　常任委員会合同研修会を開催
11 月 12 日・13 日の 2 日間にわたり総務産業建設委員会（委員長　上野賢二）と文教厚生常任

委員会（委員長　浅野利通）による合同研修会が開催されました。本年のテーマは「防災」として、
研修先は、千葉県浦安市と東京都墨田区にある本所東京消防庁本所防災館でした。

浦安市においては、東日本大震災の時に市内の約半分以上が液状化現象で被害を受け現在もそ
の復旧に取り組んでいる状況、さらに今後も同様の地震が発生しても耐えることのできる地盤改
良に取り組んでおり、説明後の質疑は、活発にされました。さらに、市内の状況を市職員の説明
を交えて視察しました。

浦安市庁舎にて説明を受ける

液状化による道路・ガードレールの被害状況

又、東京消防庁本所防災館は、日
本屈指の防災体験館で、防災教育施
設でした。多くの体験メニューの内、
地震・消火・煙避難の体験をしました。
特に地震の体験では、東海東南海沖
地震で想定されている、最大級の震
度 6 強の体験をし、委員からは「立
っていることはできないし、とても
貴重な体験ができた」との意見がか
わされました。

両日にわたり調査いたしました、
所轄事務については、総務産業建設
常任委員会・文教厚生常任委員会に
おいて有意義に活用させていただき
ます。

※液状化現象とは…地震の際に、地
下水位の高い砂地盤が振動により
液体状になる現象。これにより比
重の大きい構造物が埋もれ、倒れ
たり、地中の比重の小さい構造物
（下水管等）が浮き上がったりする
現象のこと。
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 総務産業建設

平成26年度　一般会計補正予算（第4号）
【総務課】

Q 　庁舎太陽光発電の売電価格 8.3 円は中部電力の
提示価格か、他の電力会社も同額か、また、なぜ
中部電力に決定したのか。

A　8.3 円は中部電力との協議で決めた金額で他の
電力会社の価格はわからない。売電が目的の設備
ではなく、余剰電力がどれくらい発生するか不明
であることや、一定量の売電もできないため、地
元の大きな電力会社で買取してもらえる中部電力
に決定しました。

Q 　売電価格を交渉して、もっと高くできないのか。
A　今回設置した太陽光発電設備は、原則として、

全額国の補助金で整備するもので、避難所である
町民センターの電力確保が目的であって売電が目
的ではない。あくまでも休日の余剰電力を売電す
るもので、一般家庭と同価格並みに売電すること
はできません。

Q 　町民センターの日常の消費電力は。
A　町民センターへは役場のキュービクルから送電

するので、単独ではわからない。また、太陽光発
電設備から送電するのは町民センターに設置した
災害時用専用の照明及び非常用コンセントです。

Q 　売電価格 8.3 円は国からの指示か、また、発電
設備建設前に価格は決まっていたのか。

A　国からの指示ではなく、中部電力と輪之内町の交
渉で決めた、建設当初からは決めていません。

【危機管理課】
Q　戸別受信機の貸与台数および貸与率はいくつか。
A　現在総貸与台数は 2,201 台であり、日本人世帯

2,899 世帯の 75.9％です。
Q 　戸別受信機の貸与内容は。
A　1 世帯に対し 1 機を無償で貸与し、同一世帯で

もう 1 台希望があった場合は有償で渡している。
また、戸別受信機の貸与率が 100％となるよう、
各区長や自治会と協力して努力していきます。

【経営戦略課】
Q 　輪之内光サービスの加入率は何％か。
A　現在の加入件数は 1,477 世帯であり、その加入

率は 47.4％です。
Q 　輪之内町光ケーブルテレビ加入促進補助金の交

付はいつまで続けるのか、何％かに達した時点で
打ち切るなどの考えはあるのか。

A　町としては広報無線の他にも住民への情報伝達
手段を兼ね備えたいと考えている。従って、本補
助金の交付については、当分の間続けます。

【産業課】
Q 　競争力強化生産総合対策条件整備事業補助金の

農協への補助率は。
A　県からの交付金は事業費の 1/2 で、そのまま農

協に交付し補助残は農協が負担します。
Q 　競争力強化生産総合対策条件整備事業補助金は

営農組合に対する補助と同じ性質のものか。
A　農協も一つの営農団体として考えています。
Q 　競争力強化生産総合対策条件整備事業補助金の

目的は。
A　天候不良や湿害などで生育不良になっても高品

質な小麦を出荷できる籾摺り調整機の導入に対し
ての補助です。

Q 　輪之内カントリーの設備更新となるのか。
A　設備更新も含め産地の競争力の強化に向けた補

助でもあり、ひいては地域の営農組合に還元され
るものです。

Q 　商工費の街路灯は毎年 50 基更新しているが、
すでに 100 基近く更新したので町の電気代は安
くならないのか。

A　毎年更新している施設は区及び個人が電気代を
支払っている施設を優先的におこなっており、町

常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

各常任委員会は、12月 8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、児童発達支援事業特別会計補正予算、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、輪之内町水道事業会計補正予算、輪之内町庁舎改修工事請負変更契約の締結についての 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。

総務産業建設常任委員会

総務産業建設
常任委員会
委員長報告
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 文 教 厚 生

平成26年度　一般会計補正予算（第4号）
【住民課】

Q 　社会保障・税番号制度システム整備費で、住民
課としては、このシステムをどのように改善するの
か。

A　社会保障・税番号制度では、来年 10 月から住
民への付番通知が始まり、マイナンバーの利用が
平成 28 年 1 月から開始となるため、システム改
修を行います。

Q 　職員給与費等操出金についての職員は何名か、
また、4 月まで遡るのか。

A　職員は、住民課 1 名、税務課 1 名で、4 月まで

遡り、50 万 9 千円の内、人件費が 18 万 5 千円、
委託料 32 万 4 千円が含まれています。

平成26年度　国民健康保険事業
特別会計補正予算（第3号）

【住民課】
Q 　医療費が上がっているのは、全国的に上がって

いるのか、輪之内町だけなのか。
A　医療費は、県内全体で伸びている。一人当たり

の医療費は低いが、平成 24 年度から 25 年度の伸
びは、輪之内町がトップであった、さらに 26 年
度も医療費が伸びています。

Q 　医療費が上がらないよう、対策を考えなければ
いけないのでは。

A　医療費が上がらないよう特定健診等を行い、医
療費の抑制に努めています。

平成26年度　児童発達支援事業
会計補正予算（第1号）

Q 　人件費に対する一般会計からの繰入金はないの
か。

A　人件費は事業に対する収入である障害児給付費
により賄っているので、事業量、給付費に変更が
ないため、不足分を繰越金で賄うものです。

所有の街路灯はまだ更新されず、電気代は安く
なっていません。

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2号）

　原案とおり可決すべきものと決定。

平成26年度　
水道事業会計補正予算（第1号）

【建設課】
Q 　退職給付費の 612 万 2 千円は今まで積み重ね

た分か、またこれは手当の 811 万円に含まれて
いるのか。

A　今まで積み立てた合計額であり、給与費の手当
に含まれています。

庁舎改修工事請負変更契約の締結について
【総務課】

Q 　変更内容は、当初設計ではわからなかった事ば
かりなのか。

A　アスベストの関係については、通常の保温材と
してその撤去費を見積もっていた。庁舎外壁に関
しては、当初設計では予算が膨らむため外したが、
防水シート施工後、雨漏りが発生したため、防水
シートの浸水試験を実施した結果、防水シートか
らの雨漏りは無く、タイル面からの滲み込みの可
能性が考えられたため、改修工事と同時期に修繕

するのが最良と判断しました。
　　キュービクルの改修に関しては、以前より電気保

安協会からの指摘があり経年劣化による改修時期
でもあったため、今回変更しました。

Q 　外壁タイル改修の設計金額は、また、別工事で
発注はできないのか。

A　設計金額は 1,317 万 6 千円です。また、別工事
で行うことは可能であるが、施工を後年度以降に
行うこととした場合、それまでに大雨や台風によ
り雨漏りが発生し、改修した天井等が汚損される
可能性があることから同時に行うこととしまし
た。

Q 　エレベーターなど他の改修部分で省くことがで
きた箇所があるのではないか。

A　金額の大きいエレベーターの取替えについて
は、現行の法令には不適格で、耐用年数も超えて
おり、取替えることにしました。

反対討論
　　今回の改修の中で町長室のトイレ等不要な工事

がある。今回の 2,300 万円の増額には、削減すべ
き不要な工事がある。

賛成討論
　　今回の庁舎改修工事の契約変更は、同時に実施

することにより最小限の経費で実施できることか
ら、賛成である。

　採決の結果、可決。

文教厚生常任委員会

文教厚生
常任委員会
委員長報告
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▼編集後記
　「わのうち議会だより」105号をお届けします。

今冬は、例年になく雪の降る日が多い。今月も雪に
よる交通事故や転倒によるケガに気をつけたい。

さて、昨年５月に日本創生会議が発表した、「消滅可
能性都市」との発表は、私たちに衝撃を与えた。全国
1700 自治体の内、2040 年までに過疎地を中心に約 900
の自治体が消滅する可能性があるという。少子化、高
齢化が自分の身近なことと感じさせられる。自分たち
の子や孫の時代にはどうなるのか、心配になる。一人
一人が自分に何ができるのか、改めて考え行動したい。

今年も輪之内町議会は、町民の皆さんの負託にお応
えするよう、そして輪之内町が活気あふれ、元気にな
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３月の予定です。多数の傍聴を期待い
たします。

《10月》
１日　農業委員会
２日　岐阜県社会教育推進大会
　　　南波工業用地誘致協定・売買契約締結式
４日　輪之内町60周年記念式典
４～５日
　　　ふれあいフェスタ2014
５日　羽島市制60周年記念式典
６～９日　
　　　定期監査
６日　薩摩堰治水神社秋季大祭
７日　西南濃管内町議会議員研修会・合同交流会
８日　輪之内町・羽島市老人クラブ親善軽スポー

ツ大会
10日　広報編集委員会
11日　GO！ご～どんとこい祭り2014
14日　県町村議会議長会定例総会
15日　町地域密着型サービス施設等整備事業者選

考委員会
16日　木曽川・長良川新架橋促進協議会総会
17日　町自立支援部会
19日　町民運動会
21日　全員協議会
24日　町植物防疫協会理事会
25日　県薩摩義士顕彰会
　　　安八町ふれあい祭り
26日　町消防団特別検閲及び規律訓練大会
29日　例月出納検査

《11月》
１日　ふれあい垂井ピア
３日　養老町制施行60周年記念式典
４日　農業委員会
７日　西濃地区社会教育振興会議
10日　岐阜県浄化槽連合大会「連携」
12～13日
　　　議会議員委員会研修
14日　福束校区文化祭
17日　西濃環境整備組合議会
18日　町子ども・子育て会議
19日　町教育研究発表会
23日　安八郡消防連合演習
25日　下水道推進協議会
　　　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設
　　　促進協議会による岐阜県要望

26日　議会運営委員会
　　　全員協議会
27日　例月出納検査
　　　安八郡町村議会議長会
28日　安八郡広域連合議会定例会

《12月》
１日　県町村議会議長会臨時総会及び
　　　第３回評議委員会
３日　桜会追弔会並びに町政懇談会
５日　第４回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
６日　心豊かな町づくり研修会
７日　JA西美濃合併15周年記念式典
８日　文教厚生・総務産業建設常任委員会
12日　第４回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
17日　ふれあいフェスタ実行委員会
21日　消防反省会
22日　例月出納検査
28日　消防団年末特別夜警

議 会 活 動 日 誌


