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平成27年第１回定例町議会が５日開かれ、会期を17日まで
の13日間と決めた後、25議案外が上程された。人権擁護委員候
補者の推薦に付き意見を求めることなど８議案を可決、総額38億
9,500 万円の平成27年度一般会計予算等12件、条例５議案、
請願３件を各常任委員会に付託し散会した。
最終日は６名の議員が一般質問し、各常任委員会に付託されてい
た平成27年度一般会計予算など12議案と条例５議案、請願３件
を可決し当日上程された選挙管理委員会委員及び補充員の選挙、補
正予算１件、意見書２件を可決し、閉会した。

平成 27 年度
一般会計

38億円 決まる

２０15年
３月 定 例 議 会
5日～17日

小寺　強　議長

保や限られた財源を有効活用する視点に立った予
算編成となっている。

■ 重点施策

　次の８項目を重点施策に掲げ、これを実現する
予算とすることで、子育て環境・福祉環境・安全
安心なまちの日本一を目指す。

① 安全・安心・快適な輪之内に
② 地域情報化の推進を
③ みんなが働きやすいまちづくりを
④ 暮らしやすいまちづくりを
⑤ ふるさとを愛するひとづくりを
⑥ さらなる行財政改革を
⑦ 効率的な広域行政を
⑧ 住民本位の町政を

■ 主な事業について

　平成 27 年度の主な新規事業・継続事業は、町
の基本計画の区分ごとに次のとおり。

輪 之 内 町 予 算 の 概 要
■ 基本方針

１．輪之内町第５次総合計画（平成 24 年度～平
成 33 年度）の着実な推進
　計画の基本構想に掲げるまちの将来像「住んで
良かった、これからもずっと住み続けたいまち」
の実現。
２．輪之内町行財政改革大綱（２次プラン　平成
22 年度～平成 26 年度　３次プラン平成 27 年
度～平成 31 年度）の断行
　行政を取り巻く環境の変化及び新たな改革の必
要性を踏まえ、大綱に掲げる基本方針に沿って行
財政改革を推進し、基本理念に掲げる「自治体間
競争において、生き残る方向性を見いだす」の実
現を目指す。
３．財政における中期的な事業計画を踏まえた予
算編成
　精度の高い状況把握と将来を見据えた行財政運
営に努める。
　一方で現下の厳しい財政状況が常態化する可能
性が高いことを全職員が認識し、新たな財源の確
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１．環境にもっとやさしいまちづくり１．環境にもっとやさしいまちづくり
「地域協働水質改善事業」は水質改善計画の策
定、沈砂地・植生帯製作工事、生活排水改善の
啓発活動を実施。最終目標は、河川の水質改善
対策として地下水を汲み上げ放流するなど上流
から環境用水を放流して水質の透明度を上げ
る。

２．安全・安心なまちづくり２．安全・安心なまちづくり
「輪之内町消防団機能別分団設置事業」は、昼
間の消防力の確保が課題となっていることか
ら、消防団OBや消防職員OB、消防防災に対
するノウハウを取得された方などから結成した
機能別分団を設置し、平日昼間の火災及び大規
模災害発生時に対応するなど、消防防災力の向
上を図る。

「橋りょう補修事業」は、平成 25 年度に策定し
た橋りょう補修計画に基づき、橋を修繕し橋
りょうの安全性の確保・長寿命化を図る。

「非常時非常食購入事業」は、備蓄品の購入。
３．みんなが元気で働けるまちづくり３．みんなが元気で働けるまちづくり
「移住・定住促進対策事業」は、空き家を活用
し、輪之内町への移住・定住者の促進を図るた
め、空き家情報の調査や情報発信、空き屋バン
クの立ち上げ、空き家見学会等を実施する。

「都市計画基礎調査事業」は、就業人口規模や
市街地面積、土地利用、交通量等の現況を調査
し、将来の見通しを把握する。

４．もっと温もりのある支え合いのまちづくり４．もっと温もりのある支え合いのまちづくり
「子育てガイドブック作成事業」は、妊婦・出産
から年齢別に支援制度・手当・医療・子育て関
連施設などの各分野から子育てに役立つ幅広い
情報を集約した子育てガイドブックを作成する。

「福祉医療費助成事業」は、平成 25 年度より開
始した事業で、今年度も引き続き乳幼児から高
校生世代までの医療機関の受診について助成を
実施する。

５．生涯いきいきと学習のできるまちづくり５．生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「仁木小学校大規模改修事業」は、校舎が 30 年
経過しており、施設を改善し教育環境を整備す
るため全面改修する。尚、改修は平成 27 年度・
28 年度の２カ年をかけて実施する。

「中学校北舎改修事業」は、特別な支援が必要
な生徒の安全性の確保利便性の向上を図るた
め、北舎にエレベーターの設置や多目的トイレ、
バリアフリー化等の改修を実施する。

６．豊かで安定した経営ができるまちづくり６．豊かで安定した経営ができるまちづくり
「自主運行バス運行事業」は、本年１月よりコ
ミュニティバスとデマンドバスを組み合わせて
実施している。デマンドバスは、利用者の予約
に応じて運行するもので、町内全域（一部町外
を含む）141 箇所にバス停を設置し、バス利用
者の利便性の向上を図っている。

「公共施設等管理計画策定事業」は、公共施設
の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って
更新・統廃合・長寿命化などの計画を策定し、
財政負担を軽減平準化するとともに、公共施設
の適切な配置を実現していく。

「輪之内スマイルチャンネル配信事業」は、町
内に整備した光ケーブル網により、平成 26 年
４月より 12ch で動画によるコミュニティ番組
を放送している。特に保育園や小中学校での子
どもたちの日常を配信する「輪之内キッズ」は
年間 50 本以上を配信している。

■ 予算の規模
　平成27年度予算は、投資的・政策的経費を削いだ骨格予算となっている。一般会計3,895,000千円、
特別会計1,953,000千円、企業会計214,000千円、総額では前年度予算に対して61,206千円、
1.02%増の6,062,000千円を計上した。

会 計 27 年 度
予 算 額

26 年 度
予 算 額

25 年 度
予 算 額

27 － 26 比較
増減額 増減率

一般会計 3,895,000 4,025,000 3,552,000 △ 130,000 △ 3.23
特別会計 1,953,000 1,718,000 1,685,000 235,000 13.68
企業会計 214,000 257,794 226,000 △ 43,794 △ 16.99
合 計 6,062,000 6,000,794 5,463,000 61,206 1.02

（単位：千円、％）
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衛 生 費 （保険衛生費）

・保健衛生総務費� △357万円
・予防費� △1,053万円
・環境衛生費� △834万円

農林水産業費 （農業費）

・農業委員会費� △92万円
・耕種農業費� △119万円
・農地総務費� △110万円

商 工 費

・観光推進費� △95万千円

土 木 費 （土木管理費）

・土木総務費� △402万円

土 木 費 （道路橋りょう費）

・道路維持費� △2,073万円
・道路新設改良費� △2,098万円
・河川総務費� △485万円

消 防 費

・消防施設費� △1,078万円
�・防災費� △226万円

教 育 費 （教育総務費） 

・事務局費� △571万円
・プラネットプラザ管理費� △177万円

教 育 費 （小学校費） 

・小学校管理費� △837万円
・教育振興費� △297万円

平成 26 年度
一般会計補正予算（第５号）

2 億 1,839 万円減額

◇歳出の主な補正（主に不用額の減額）

総 務 費 （総務管理費）

・一般管理費� △232万円
・人事管理費� △1,405万円
・文書費� △123万円
・財産管理費� △1,174万円
・基金費（財政調整基金積立）� 1,165万円
・企画費� △583万円
・生活安全対策費� △1,691万円
・電子計算費� △421万円

総 務 費 （選挙管理費）

・農業委員会委員選挙費� △221万円
・衆議院議員総選挙費� △99万円

民 生 費 （社会福祉費）

・社会福祉総務費� △686万円
・福祉医療費� △250万円
・国民健康保険費（国民健康保険会計へ）�697万円

民 生 費 （高齢者福祉費）

・高齢者福祉総務費� △664万円

民 生 費 （児童福祉費）

・児童福祉総務費� �△223万円
・児童手当費� △1,326万円
・児童福祉施設費� △2,426万円

高木 清江 氏（再任）

人権擁護委員の推薦に同意人権擁護委員の推薦に同意
委員４名中３名が選任された　27.7 月～任期３年

山田 實順 氏（再任） 加藤 京子 氏（新任）

�
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・一般寄附金� 159万円
・総務費寄附金（ふるさと応援寄附金）�102万円

繰 入 金 （基金繰入金）

・財政調整基金繰入金� △25,780万円
・その他特定目的基金繰入金� △14,500万円
・�繰越金� 16,891万円

諸 収 入 （受託事業収入）

・民生受託事業収入� △132万円

諸 収 入 （雑入）

・雑入（主に経営戦略雑入�土地開発公社より）�4,598万円

町 債

・総務費債� △8,650万円
・消防費債� △5,400万円

平成 26 年度 国民健康保険事業
特別会計補正予算（第４号）

◇歳出の主な補正

保 険 給 付 費 （療養諸費）

・一般被保険者療養給付費� 915万円
・退職費保険者等療養給付費� 95万円
・一般被保険者高額療養費負担金� 689万円
・出産育児一時金補助金� △252万円
・保険財政共同安定化事業拠�� △649万円
◇歳入の主な補正
・療養給付費等交付金� 95万円

繰 入 金 （他会計繰入金）

・一般会計繰入金（保険基盤安定繰入金）�697万円

平成 26 年度 後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）

◇歳入の主な補正

後期高齢者医療保険料

・特別徴収保険料� 299万円

教 育 費 （社会教育費） 

・社会教育総務費� △117万円

教 育 費 （学校教育費） 

・学校給食費�� 260万円

公 債 費

・利子� △398万円
◇歳入の主な補正

町 税 （町民税） 

・個人� 2,284万円
・法人� 3,490万円

町 税 （固定資産税） 

・固定資産税� 1,090万円
・地方特例交付金� 268万円
・地方交付税� 7,290万円

分担金及び負担金

・教育費負担金� △375万円

国 庫 支 出 金 （国庫負担金）

�・民生費国庫負担金� △1,185万円

国 庫 支 出 金 （国庫補助金）

・民生費国庫補助金� △687万円
・土木費国庫補助金� △2,015万円
・教育費国庫補助金� △176万円
・総務費国庫補助金（がんばる地域交付金）�206万円

県 支 出 金 （県補助金）

・民生費県補助金� △556万円
・衛生費県補助金� △223万円
・土木費県補助金� △379万円

財 産 収 入 （財産運用収入）

・利子及び配当金� 198万円

財 産 収 入 （財産売払収入）

・不動産売払収入（南波・里地内の土地売払代金）�1,299万円

寄 附 金
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平成 26 年度 
水道事業会計補正予算（第２号）

　収益的収入において、給水収益を 189 万 3 千
円減額し、収益的支出では、原水及び浄水費 181
万 5 千円と消費税 96 万 3 千円を減額するもの

平成 26 年度
一般会計補正予算（第６号）

（最終日追加上程）

◇歳出の主な補正

総 務 費

・積立金（財政調整基金）� 287万円
・企画費� 1,787万円

民 生 費

・社会福祉総務費（婚活サポート事業委託料）�177万円

商 工 費

・商工振興費（プレミアム商品券発行事業等）
� 1,600万円
・観光推進費（地域コミュニティ活性化事業運営
委託料等）� 807万円

◇歳入の主な補正
・地方交付税� 170万円

国 庫 支 出 金 （国庫補助金）

・総務費国庫補助金（地域消費喚起生活支援型交
付金及び地域創生先行型交付金）� 3,761万円

諸 入 金

・雑入（市町村振興宝くじ収益金交付金）�870万円

条　例
輪之内町情報公開条例の一部を改正する条例に
ついて

独立行政法人通則法の一部改正に伴い、条
例の関係部分の改正を行う。

・普通徴収保険料� △275万円

平成 26 年度 児童発達支援事業
特別会計補正予算（第２号）

◇歳出の主な補正

児童発達支援事業費 （障害児給付費）

・公共施設等整備基金積立金� 200万円
◇歳入の主な補正
・繰越金� 199万円

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 3 号）

◇歳出の主な補正

公共下水道費

・特定環境保全公共下水道建設費� △8,470万円
・浄化センター管理費� △238万円

公 債 費

・利子� △101万円
◇歳入の主な補正
・下水道事業受益者負担金� △653万円
・下水道使用料� 488万円

国 庫 支 出 金 （国庫補助金）

・特定環境保全公共下水道費国庫補助金
� △4,200万円

県 支 出 金 （県補助金）

・特定環境保全公共下水道費県補助金� 228万円

繰 入 金 （基金繰入金）

・その他特定目的基金繰越金� △1,000万円
・繰越金� 600万円

諸 収 入

・雑入� 128万円

町 債

・特定環境保全公共下水道事業債� △5,680万円
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輪之内町保育の必要性の認定に関する条例の制
定について

子ども・子育て支援法の制定により保育の
必要性を認定する基準を定めると共に、児童
福祉法の改正により「輪之内町保育の実施に
関する条例」を廃止する。

輪之内町特定教育・保育施設等の利用者負担に
関する条例の制定について

子ども・子育て支援法の制定により、特定
教育・保育施設等の利用者負担額は市町村が
定めるとされたため、必要な事項を定める。

大垣輪中水防事務組合規約の変更に関する協議
について

当該事務組合議員の定数を改正する。

輪之内町指定金融機関の指定について

地方自治法施行令第 168 条の規程により平
成 27年 8月1日以降の輪之内町指定金融機関
を定める。

町道路線の廃止について
町道路線の認定について

道路法の規程により、その手続きを行う。

輪之内町議会委員会条例の一部を改正する条例
について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の一部改正により改正する。

輪之内町特別職報酬等審議会条例の一部を改正
する条例について

特別職報酬等審議会の所掌事項に教育長の
給料の額を追加する。

輪之内町留守家庭児童教室の設置等に関する条
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より、放課後児童
健全育成事業の対象が小学生に修学している
児童となったことから、留守家庭児童教室の
入室資格の学年を第６学年まで引き上げると
共に、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
に伴い、関連する条例の一部を改正する。

輪之内町保育所の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例について

児童福祉法の改正により、私的契約児に係
る保育料、延長保育料、一時預かり保育料に
ついて必要な事項を改正する。

輪之内町下水道条例の一部を改正する条例につ
いて

下水道法施行令の一部改正により、下水道
の排水基準が強化されたことに伴い改正す
る。

輪之内町消防団条例の一部を改正する条例につ
いて 

昼間の火災や大規模災害に対応する機能別
消防団の創設に伴い改正する。

請願１　「米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書」の
　　　　提出に係る請願

請願者 　西美濃農業協同組合　　代表理事組合長　坂　英臣　様
　住所　〒 503-0849　岐阜県大垣市東前町 955-1� 紹介議員　森島　光明

請願２　米価対策の意見書を求める請願
請願３　ＴＰＰ交渉に関する請願

請願者 　農民運動岐阜県連合会（岐阜農民連）　代表者　小寺　徹　様
　住所　〒 500-8879　岐阜県岐阜市徹明通 7-13　教育会館 301� 紹介議員　森島　正司

　請願３件すべて採択されました。
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意 見 書 を採択しました

❖TPP交渉に関する国会決議を順守
し、守れない場合は交渉から撤退す
ることを求める意見書について
ＴＰＰは農林漁業への甚大な影響のみならず、
食の安全、医療制度、保険など、国民生活に広く
影響を及ぼし、ＩＳＤ条項によって国家主権がお
びやかされるなど、国民の懸念が広がっています。
しかし、この春にＴＰＰ合意をめざしているオ
バマ政権は、年明けから日米事務レベル協議を重
ね、安倍内閣も日米が連携して交渉を促進する立
場を繰り返し表明しています。
政府はこの間、交渉にあたっては農産品５品目
の関税撤廃が除外できない場合は、交渉から離脱
すること等を明記した、衆参両院の農林水産委員
会決議を順守することを約束し、与党も一連の選
挙公約で繰り返し同様のことを国民に約束してき
ました。
ところが現実は、日本政府が国益を明け渡す譲
歩を繰り返し、アメリカはさらなる譲歩を要求し
ています。こうした交渉を続ければ日本がより譲
歩し、国益を全面的に投げ捨てることにつながり
かねません。もはや国益を守るためには交渉から
撤退する以外にありません。
政府においては、ＴＰＰ交渉に関する交渉内容
を国会に公開するとともに、国会決議を順守し、
守れない場合は交渉から撤退することを求め、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 27 年３月 17 日

岐阜県安八郡輪之内町議会

内閣総理大臣　　　　安倍　晋三　様
外務大臣　　　　　　岸田　文雄　様
厚生労働大臣　　　　塩崎　恭久　様
農林水産大臣　　　　林　　芳正　様
経済産業大臣　　　　宮沢　洋一　様
内閣府特命担当大臣　山口　俊一　様
　

❖米の需給・価格安定対策及び需要
拡大に関する意見書について

米政策等の見直しによる農政の転換を迎える
中、平成 26 年産米を取り巻く環境は、平成 25 年
産米の持ち越し在庫の発生や、米の需要減少など
を要因とした主食用米の需給緩和により、全国の
平成 26 年産米の概算金は各銘柄とも大幅に引き
下げられており、今後も需給が改善されず、価格
低迷が続けば再生産に必要な採算ラインを割るこ
とも懸念され、輪之内町の農業経営者への影響は
避けられない。
よって、担い手の経営安定や国民への食料の安
定供給、農業が担っている多面的機能の維持や地
域活性化を図る観点から、平成 26 年及び平成 27
年産米以降の需給と価格の安定及び需要拡大に取
り組まれるよう、下記事項の実現を強く求める。

記
１．米直接支払い交付金の半減措置と米価変動補
填交付金の廃止を撤回すること。
２．稲作農家が将来にわたって持続的かつ安定的
な経営ができるよう、収入保険制度の早期創設、
制度資金の充実など、万全なセーフティネット
を構築すること。
３．過剰米の市場隔離（備蓄米の適正水準の見直
し・発展途上国等への支援等）を実施して米穀
の需給調整に乗り出し、米価の回復を図ること。
４．米の需給改善のため、主食用米の消費拡大や米
粉用米などの非主食用米の利用拡大を図ること。

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 27 年３月 17 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
農林水産大臣　林　　芳正　様
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一般質問（原文掲載）

町長答弁
最近、特に子どもを取り巻く痛ましい事件、事

故が続いています。先程議員がおっしゃったとお
り和歌山県での小学校５年生殺害事件、可児市で
の小学校２年生水難事故、川崎の中学校１年生殺
害事件と子どもたちの尊い命が奪われています。
また、淡路島では５人を殺害するという事件が、
静かな山あいの、普段はのどかな小さな集落で起
きています。
犠牲となられた方々に心からご冥福をお祈りす

るものであります。
未然に防ぐ手立てがなかったのか、改めて深く
考えさせられる事件、事故ばかりでありました。
やはり、今こそ、家庭、地域、学校と連携した「地
域力」の強化と「地域の目」が重要であると思い

先月、川崎市で起きた悲惨な中学生殺害事件に
心が痛むばかりであります。心からご冥福をお祈
りいたします。
少年が 1か月以上も学校を休んでいる中、怪我
をしているなど様々な情報があったのに、なぜ友
達やクラスメイトに話を聞けなかったのか、少年
が発していた危険信号を周囲は察知できなかった
のか、残念でなりません。
このような事件を未然に防ぐためにも日頃の家
庭、地域、学校、教育委員会、警察の一層の連携
をお願いするとともに、人の気持ちを思いやる心
を醸成するために道徳教育の充実を望むところで
すがいかがでしょうか。
大垣消防組合の分署を輪之内町内に設置して欲
しいという声は以前からあり、他の議員からも何
度も質問もあり執行部も機会があるごとに、色々
と努力をされているところであります。しかし、
その実現は７～８年かもっと先になろうかと思わ
れます。

最近の南分署の救急出動の状況を見ますと、別
紙のとおり（略）で、輪之内町では、大垣市より
20 ～ 30％も多い要請があります。また、消防本
部から南分署までは 10 分ほどの場所にあり、本
部には２台の救急車があります。ですから、南分
署は本部の出動範囲に入るのではないかと思われ
ます。
安心安全の町づくりのためにも、こうした状況
を踏まえて、早く実現できるよう、尚一層の要望
活動をしていただきたいと思います。

　　▪ 森島光明議員の質問

森島 光明 議員

木野町長 答弁

１．安心して暮らせる町づくりに
ついて
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ます。また、少しでも変わったことがあればそれ
を声に出していけるそんな雰囲気づくりが肝要で
はないかと考えています。
犯罪や事故を防ぐには、常に地域の方々の「目」

があるということ、そして何か変わったことがあ
れば、危険であると思った場合にはそれを声に出
していくこと、そしてその声をしっかり受け止め
行動していくことが大きな犯罪抑止力になるので
はないかと考えております。
特に川崎での中学生殺害事件は、被害者及び加

害者（容疑者）は互いに未成年者で、事件の詳細
が報道等を通じて明らかになるにつれ本当に痛ま
しい様相を呈しています。そしてその時々の子ど
もたちの心の動静について今後さらに解明されて
いくことだと思います。改めて子どもたちに「命」
の大切さを教育していくことが大事であると深く
思うところであります。
最近よく「切れる」とか「切れやすい」という

言葉を耳にします。何かそれが、言葉として定
着し、ある意味、どこかで容認され美化されてい
るような気がしてなりません。「忍耐」�と「寛容」�
という言葉がよく耳にするようになってほしいと
願っています。
輪之内町内のすべての小中学校では、道徳教育

を進めるにあたって「生命尊重」を重点項目に位
置づけて、命の大切さを指導しているところです。
その一環として具体的には、道徳の時間の中で、
文部科学省の「私たちの道徳」という副読本を使
用し、中学校では、「生命を輝かせて」、「社会に
生きる一員として」という内容項目の中で命の大
切さと社会のルールについて学習しています。ま
た、小学校においては、「命を感じて」、「命をいと
おしんで」という内容項目の中で命の大切さを学
んでいます。
また、中央教育審議会においては、「道徳教育
の教科化」が答申され、文部科学省は学習指導要
領を改定し、平成 30 年度からの教科化を目指す
としています。
いずれにいたしましても、家庭、学校、そして
地域で、子どもたちの心に熱く訴えていく努力を
積み重ねていくことが重要であろうと考えていま
す。
続きまして、分署設置についてお答えします。
この件については、過去何回か質問をいただい
ております。改めてお答えさせて頂きます。
南分署管内で受け持つ人ロ割合は、輪之内町が

68.2％（平成 24 年１月１日現在）と大垣市より多
く、福束大橋は、朝夕激しい渋滞を引き起こして
おり、このことが、南分署からの緊急車両の到着
時間が遅れることに繋がっております。平成 26年
の緊急車両の現場到着所要時間は平均 10.2 分と大
垣市と比較しますと 3.2 分遅い状態で大変懸念し
ているところであります。現在の南分署が建設さ
れて以降の社会情勢の変化を考慮して、輪之内町
民の安全安心の確保のために、町内に分署を設置
して頂きたいと再三お願いしているところであり、
その現状についての御報告をさせていただきたい
と思います。
御承知のとおり、大垣消防組合は１市４町で構

成されている一部事務組合でありますから、輪之
内町に分署を設置することは関係市町の理解を得
なければなりません。また、輪之内に分署を設置
するということは、大垣消防組合の組織変更、定
員管理等の諸問題も当然ながら生ずるものであり
ます。そういう意味では、要望の実現に至る道程
というのは、私どもがよほど強い意思を持って、
実情を知っていただいて、我々の強い意思をどう
理解していただくかに尽きるだろうと思っており
ます。
輪之内町を直轄している中消防署南分署は、昭
和 47 年３月に完成しており、現在、すでに 43 年
経過しております。今現在の消防庁舎建設事業計
画案では、建設費や公債費の増加による、構成市
町の組合負担金の急激な増嵩を避けるため、複数
の庁舎の同時建設を極力避け、平成 41 年度まで
の 15カ年事業としており、６庁舎中一番新しい南
分署建設の時期は、平成 39 年度から 41年度とさ
れているところでございます。
輪之内町に大垣消防組合の分署を設置する機会

は、南分署の改築の時期だろうと思っております。
私自身も含めて、機会あるごとに管理者、それ

から組合議員等々に、川を越えて、輪之内町に消
防庁舎の分署を是非とも設置して欲しいと申し上
げております。担当課長会議等においても、その
都度、その庁舎の建設においては現位置の建て替
えでなく、その場所の選定も含めて検討してほし
い。輪之内町内に分署を設置してほしいというこ
とを常に要望しているところでございます。
公式の場では、平成 25 年３月 26日、定例組合

議会がございました。その中で消防施設整備基金
を作って現消防庁舎の建て替えをしていくという
報告がございました。その時にも、これは現位置
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１．消火栓の設置、維持管理は町
の責任で

消火栓は一般の人にも比較的簡単に操作でき、
多くの人が初期消火に参加できます。火災発生時
の初期消火にとって最も効果的な施設だと思って
います。安心・安全なまちづくりのためにも町内
のどこへ行っても消火栓の空白地域がないように
整備していただきたいと思います。
輪之内町の地域防災計画においては、火災予防
について「消防力の整備強化」をかかげ、「消防
水利施設等の整備充実について、年次計画を立て
その推進を図る」としています。また消防水利
の現況を平成 26 年４月１日現在で、消火栓 105、
防火水槽 53、井戸 103、耐震貯水槽３、その他
18 としています。
消防水利施設等の整備「年次計画」は策定され
ているのでしょうか。またこの年次計画から見て
消防水利の現況はどういう状況か、今後どのよう
に消防水利の整備充実を図っていこうとしている
のか、「年次計画」の内容を明らかにしていただ
きたい。
またこの消防水利施設は民間の施設も含まれて

いるのか、官民の内訳も教えてください。各地区
から消防水利に関する様々な要望も出ていると思
いますが、その状況とそれに対する対応をお聞か
せください。
いうまでもなく消火栓は町の上水道に接続され
るものであり、町で設置されるものであります。
したがって消火栓本体については当然町で管理さ
れるものと認識しております。しかしその消火栓
に必要不可欠の消火ホースや管槍は地元で整備、
管理することになっています。なぜ町の設備であ
る消火栓の付属部品を地元で負担しなければなら
ないのでしょうか。その法的根拠はどこにあるの
か、説明していただきたい。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員

での建て替えを前提とするものではないことにつ
いて念を押したうえで、了承していますので、私
ども輪之内町が何を考えているかについて、組合
構成市町は御承知のことだと思っております。消
防施設整備基金は、平成 26 年から積み立てを開
始し、現在 6,000 万円あります。
現在のところは、他の消防庁舎の建設位置も確

定していないという状況であり、15 年先の話とい
うことですが、早期完成も含め、今後とも熱意を

持って粘り強く要望を続け、早く実現できるよう
努めていきたいと思っております。
これは私どもが取り組むのは当然でありますが、
議員各位におかれてましても、色々な関係者で懇
談する機会もあろうかと思いますので、それぞれ
のお立場でこの分署設置に向けた輪之内町の思い
を、一緒になって伝えていただけたらと思ってお
ります。どうかよろしくお願い致します。

町長答弁
消火栓をはじめとする消防水利は、火災を消火
し、延焼を防ぎ、町民の生命、身体、財産を保護
するために必要不可欠な設備でございます。
消防水利というには、給水能力に基準がありま
して、常時 40 立法メートル以上または取水可能
水量が毎分 1立法メートル以上で、かつ 40 分以

上給水能力を有するものでなければならないと定
めております。輪之内町地域防災計画にある消防
水利は、この基準を満たしている消防水利の数を
記載しております。基準未満のものを含めますと、
消火栓は 508 基、防火水槽は 54 基ございます。
民間で設置されております施設数については、
消火栓が 1基、防火水槽が 15 基、井戸が 2箇所
であります。
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２．介護保険料の値上げ抑制について
去る２月 17 日に安八郡広域連合議会が関かれ、
介護保険条例の改正で介護保険料は、基準額でこ
れまでの 4,800 円から 5,400 円へと 12.5％もの引
き上げとなりました。私はこのような介護保険条
例の改正には反対しましたが、審議時間が少なく
十分な質疑ができなかったので改めて副連合長で
ある木野町長にお尋ねします。
今回の条例改正では、「被保険者の負担能力に
応じたきめ細かい保険料の多段階化の設定」と言
いながら、今度の改定で実質 10 段階から９段階
に集約され、その上に基準額割合は、最低段階の
第１段階は 0.4 から 0.5 に引き上げ、最高段階の
第９段階は逆に 1.75 から 1.70 に引き下げました。
そのため生活保護受給者並みの所得の人などは月
額 1,900 円から 2,700 円に 42.1％もの大幅な値上
げに対し、所得金額 500 万円以上の人は 8,400 円
から 9,200 円へと値上げ率は 9.5％に過ぎません。
なぜ所得段階を実質 10 段階から９段階に変え
たのか、なぜ低所得者に負担が大きくなるように
基準額割合を変えたのか、その理由と根拠をお聞
かせください。

また、安八郡広域連合平成 27 年度予算では、
介護保険条例の改正を受けた保険料徴収で保険料
収入 8億 1,500 万円を計上していますが、同時に
歳出で 4,468 万円を基金に積立てることにしてい
ます。
「介護給付費準備基金」残高は、現段階で 2,439
万円になっているはずです。ここにさらに 4,468
万円を積み立てると 6,479 万円にもなります。な
ぜこのように膨大な基金積み増しが必要なのか、
その理由と根拠をお聞かせください。
当広域連合の１号被保険者数は 11,753 人とい
うことですが、その内 6,794 人が住民税本人非課
税、さらにその内 2,128 人が非課税世帯というこ
とです。このような人たちの負担軽減をさらに進
めていくことが求められていると思います。
私は別紙２（略）のように試算してみましたが、
その気になれば多くの町民の気持ちに沿った保険
料の設定ができるのではないかと思います。町長
の見解をお聞かせください。

また、消防水利のその他の 18 箇所の内訳は、
河川が 8箇所、池が 6箇所、プールが 4箇所であ
ります。
総務省消防庁が定めた消防水利の基準では、住
宅等の防火対象物から一つの消防水利に至る距離
を 140m以内とするように定められております。
大垣消防組合の消防施設整備計画実態調査に
よりますと、輪之内町は、消防水利の基準数が
86 に対し、現有数が 84 となっており、充足率は
97.7％となっております。
消防水利のうち、とりわけ消火栓については、
火災の際に消防著・消防団が使用するだけでなく、
地区自主防災の方の初期消火を担う大変重要なも
のであります。
輪之内町地域防災計画では、消防水利施設等の
整備充実については年次計画を立て、その推進を
図るとなっております。年次計画については、ほ
ぼ消防水利の設置基準を充たしていることから策

定しておりませんが、消防庁が定めた消防水利の
設置基準の 140m以内に対して、当町では設置基
準を 80m以内と定め、よりきめ細やかに設置し
ております。
この 10 年間の各地区からの消防水利に関する
要望ですが、消火栓では新設 19 基・移設 16 基・
入替 3基、防火水槽では修繕 15 基、防火井戸で
は新設１基の要望がありましたが、すべて実施し
ております。
消火栓の付属部品を地元に負担頂いているのは
法的根拠云々というものではありません。従前か
ら、消火栓の設置は町で、消火栓のホースや管鎗
等の備品購入及び維持管理は地元でということで
ご理解頂いております。

町長答弁 まず始めに、今回の介護保険料の改正は、過日
に開会された平成 27 年第１回安八郡広域連合議
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１．自転車事故の件数と対策につ
いて

先日、テレビで自転車事故のことを放送してお
り、損害賠償の多額なことを知りました。
小学生が幼い子をひいてケガを負わせ、３千万

くらいの損害賠償金を支払ったというものでした。
自転車は、自動車と同じ扱いで、保険に入って
いる人が少ないため、賠償金が実費になるため多
くなるそうです。
最近、里地内の県道で、歩道が延長して整備さ

れ始めましたが、歩く人より自転車通学の人達に
とっては安全に通れるのでありがたいと思います。

会に上程され、審議を経た上で議決済であること
をご承知ください。
ご質問の第６期計画期間、平成 27 ～ 29 年度に
おける所得段階と基準額割合の変更、積立金の必
要性については、それぞれ所管の広域連合議会に
おいて説明し、議論された内容そのものでありま
すので、それ以上、申し上げることはございませ
ん。
また、議員の示された試算のご提案については、
色々な視点で物事に向き合うという意味では、今
後の参考とさせていただきます。ただ、試算の内
容が積立金を保険料に充てるという点において、
介護保険制度の中期的な運営である３年を一期と
する保険給付の円滑な実施や、同様に３年間を通
じた財政の均衡を保つために必要である積立金の
存在意味をご理解いただけていないのではないか
というのが、素直な感想ではあります。
ご質問の所得段階と基準額割合の変更について
でありますが、介護保険の費用は、50％を国・県・
市町村の公費で負担し、残りの 50％を保険料と
して、65 歳以上の第１号被保険者と 40 歳以上 64
歳未満の第２号被保険者が負担するものでありま
す。
今回の改正では、保険給付の増加見込みに伴
い、所得段階それぞれでの増加幅は異なりますが、
各々で負担増となっています。
広域連合としては、高所得者等への保険給付に
際しての自己負担増等、国の示す基準に基づく
サービスの提供をすることとしておりますので、
国の基準に基づく基準額割合、並びに９段階にて

設定されております。
介護保険制度は、老後の最大の不安である介護
を社会全体で支える制度であり、社会保険方式に
より、給付と負担の関係を明確にした仕組みであ
ることをご理解ください。
次に、基金の積み立てについてのご質問ですが、
介護保険制度は、平成 12 年の制度発足から３年
を１期とし、３年毎に見直しが義務付けられてお
り、３年間の計画期間毎に、その期間を通じて同
一の保険料を、介護サービスの見込量に見合って
設定するという中期財政運営方式を採用していま
す。
つまり、介護給付費が見込みを下回る等の場合
は、剰余金を準備基金に積み立て、また、介護給
付費が見込みを上回る等の場合には、前年度以前
に積み立てられた準備基金から必要額を取り崩し
て給付費の支払いに充てることが基本的な考え方
であります。
平成 26 年度の 1ヶ月当たりの平均介護給付費
の支払額は、広域連合によりますと約 2億 4,000
万円です。約 6,500 万円程の積立金では、1ヶ月
分の支払額の 27％程に過ぎませんが、毎月の給
付費の支払いに支障をきたすことのないよう運用
しなければならないことを考えれば、おのずと約
6,500 万円の積立額が妥当であると判断できるも
のと認識しています。
いずれにいたしましても、安八郡広域連合の連
合長である安八町長とは、今後も連携を密にして
まいります。

　　▪ 髙橋愛子議員の質問

髙橋 愛子 議員
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町長答弁
自転車事故の件数と対策についてですが、議員
のご質問にございましたとおり、自転車により人
を死傷させた場合には高額な損害賠償を命じられ
る場合がございます。議員のご質問に３千万円程
度の賠償事案が例示してありましたが、自転車同
士の事故で相手に重大な後遺症を残してしまった
場合に９千万円を超える賠償を命じられた事案も
あるようであります。
自動車事故については、一度事故を起こせば、
重大な事故になる可能性があることは認識し易い
ことですが、まさか自転車でこのような損害賠償
をしなくてはならなくなるということは、一般的
に想像しにくいことであります。自転車は、自動
車のように運転免許が必要ではなく、小さな子ど
もから高齢者の方まで気軽に乗ることができま
す。従って、自転車事故に対する危機意識の薄さ
と共に、車の自賠責保険のような強制加入の保険
制度がないことで被害者側が救済されないため、
ひとたび加害者となれば多額の損害賠償を請求さ
れる事例が増加しています。
輪之内町内での自転車が関係する人身事故の件
数は、平成 26 年中は、自転車対自動車の事故が
２件、自転車同士の事故及び自転車対歩行者の事
故は０件でありました。また、平成 27 年に入っ
てからは、自転車が関係する人身事故は発生して
おりません。

このように町内での自転車が関係する事故はそ
れほど多くありませんが、自転車事故対策もおろ
そかにすることはできません。従いまして、自動
車と自転車の接触事故を防止するために特に県道
等の交通量の多い幹線道路の自歩道の整備を関係
機関に要望し、順次その整備を進めて頂いており
ます。

１．イオンビック空き店舗活用に
ついて

国の平成 26 年度地方創生交付金を活用し、イ
オンビックの空き店舗を利用した、町と社会福祉
協議会の協同活用プランとして、週５日（月曜日
～金曜日）「輪之内ホッとステーション」を開設し、
福祉の拠点とする事業が進められています。
事業内容は高齢者の居場所づくりとしてのサロ
ン活動、福祉相談をはじめ各種相談窓口、地産野

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員

輪之内町内では、最近どのくらいの自転車事故
が発生しているのか、また対策はどうなっている

のかお聞かせ下さい。
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町長答弁
今回のイオンタウン輪之内での空き店舗活用に
ついては、通常の商業利用を前提としたテナント
契約ではなく、地元公共団体である輪之内町との
契約ということで、賃料・業務内容に特段の配慮
をしていただいております。また、賃借期間は当
面、平成 27 年４月から平成 28 年 10 月までの１
年半の条件であり、現時点では恒久的な活動拠点
の設置はしにくいと判断されます。
しかしながらイオンタウン輪之内は近隣市町か
らも買物客が多い施設であり、単体の活動ではな
く、輪之内町の行政、福祉・教育、産業・観光の
総合案内所・情報発信基地としての機能を持った

「輪之内 PR館」として広く事業展開していくこ
とも考えていく必要があろうかと思われます。そ
のためにどのような活用事例があるのか情報収集
したところ、中には投票率アップを狙った期目前
投票所の設置、住民票などの発行を行うサービス
センター、図書館業務の端末の設置などに使用さ
れている事例があります。
多目的な総合案内所や情報発信基地として、常
時、輪之内町を PRできる施設の在り方について
は、今回のイオンの空き店舗活用を１つの契機に
これからの観光や産業の活性化策とあわせながら
具体化を前向きに考えてまいりたいと思います。

１．町民にやさしい行政について

私はかねがね町民にやさしい行政を、と言って
きましたが、それはなかなか実行されません。今
の行政は、企業誘致等大きな事に取り組んで見え
ます。確かに企業が来て税金が入れば、町にはた
いへんありがたい事です。でも町民は喜びませ
ん。住んで良かった、これからも住みたい町をめ
ざしているとの事ですが、ここで要求されるのは
町民の目線です。町民は本当につらい中、税金を
払っています。その使われ方が問題です。今度の
庁舎の改修においても、町民も職員も不便と苦
情が出た訳でもありません。補正予算も含めて
３億３千万以上のお金をかけ、いったい誰が喜ん
だのでしょう。町民が喜ぶのは町民１人１人に還
元されれば喜びます。町民からおかしいと言われ
れば耳を傾ける事が大切な事だと思います。町長
が考えられる事すべてが正しいとは思いません。

耳を傾ける事が、町民目線と思います。この世の
中で自分の思う様になる事なんか 10 個の中でい
くつもありません。もう少し、いっぱいいっぱい
の中で生活している弱者の立場を考えてほしいと
思います。一生懸命に生きている弱い町民の事を
思い出しながら税金を使ってほしいと考えます。
町長のお考えをお聞きしたいと思います。

菜等の販売などが計画されております。
また、商工会の観光委員会がホッとステーショ
ン休業日の土・日曜日を利用し、観光常設窓口と
して観光パンフレット・資料等の配布、観光案内
及び説明、イベント等の事業を検討されておりま
す。
地域振興、地域福祉活動として大変すばらしい

事業であると思いますが、せっかくの良い機会で
あり、近隣市町からの買い物客が多い場所でもあ
りますので、単体活動ではなく、輪之内町の行政、
福祉・教育、産業・観光の総合案内所・情報発信
基地としての機能を持った「輪之内 PR館」とし
て広く事業展開してはいかがでしょうか。

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野 常夫 議員
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町長答弁
すでに日本は、人ロ減少社会に突入しており、
輪之内町でも今後は人ロが減少していくことが予
想されております。そんな中で、当面 10,000 人
を目指して目標を見失うことのないように取り組
みたいと考えています。また、町内でも空き家は
今後は増加していくものと考えます。空き家は、
防犯や防災、地域コミュニティの維持、集落の活
性化などの観点からも増やさないようにすること
が望まれ、それらは当然、所有者の意思を確認し
た上で、対策に取り組む必要があり、具体的には、
利活用可能空き家対策と老朽危険空き家対策が考
えられます。利活用可能空き家対策は、町内の空
き家調査を実施して情報収集を行い、所有者の特
定、意向の確認を行います。その上で、空き家バ

ンクを立ち上げ、賃貸・売却の希望がある場合は、
宅建協会等とも達携し、物件として情報を公開し
ます。また、空き家バンクや移住定住対策事業を
広く周知するために、チラシやパンフレットを作
成したり、町ホームページや、一般財団法人移住・
交流推進機構（JOIN）のサイトでも情報を提供
するほか、東京で開催される「地域おこしフェア」
などのイベントにも出展し、移住・定住先として
の輪之内町の良さを PRして参ります。
老朽危険空き家対策では、所有者への指導・要
請を行うなど、危険空き家を発生させないような
取組を考えてまいります。

この度、空き家対策に予算がつけられました
が、具体的にどんな事を考えての予算計上でしょ
うか。当然持ち主の了解を得てとの事と思います。

予算計上される位ですから具体的な策があるもの
と思います。お聞かせください。

２．空き家について

町長答弁
ご質問の内容を確認させて頂きますと、町民の
目線に立って、町民の声に耳を傾け、特に日々の
生活を一杯一杯の中で暮らして見える弱者の立場
を汲み取ったやさしい行政、すなわち「弱者に寄
り添うような税金の使い方に配慮が欲しい」と
いった趣旨であると認識しました。
私が町長として着任させて頂きましてもうすぐ
８年が経過しようとしております。その間、私は
町民の皆様の負託に少しでも多くお応えすべく、
全ての町民の幸せを願って各施策の推進に全身全
霊を傾けて参ったところでございます。
当然のことながら私の考え方が全て正しい、全
て思い通りにやる、町民の考えに耳を傾ける必要
もないなどと考えてはおりません。
企業誘致等もつまるところは、住みやすいまち

づくりのため、福祉の向上のための原資（資金）
確保と、雇用環境整備による足腰の強い地域づく
りを目指したものであることを充分ご理解頂きた
いと願っております。今後も方向性を見定め、ス

ピード感を失うことなく着実に推進して参ります。
さて、「弱者の立場を考えての税金の使い道を」�
ということですが、今までに子育て世代を支援す
るため、高校生世代までの医療費の無償化や留守
家庭児童の受入れを小学校６年生まで拡大したこ
と、ヒブワクチンなど各種予防接種の助成制度に
ついては、町単独でその対象範囲を随時拡大させ
て頂いたこと、また、交通弱者に配慮したデマン
ドバスの運行など、弱者に配慮した各種施策を推
進してきたことを今一度ご理解頂けたらと考えて
おります。
議員のご指摘にありますように、日々の生活を
一杯一杯の中で暮らして見える方々から頂いてい
る税金は、血税であることは十分に認識致してお
ります。
そういった、血税を納めて頂いた町民の皆様の
負託に真摯に応える気持ちをこれからも常に肝に
命じ、その行動の礎として見据えながら、全ては
町民の幸せのために働かせて頂くことをお約束申
し上げ１点目の答弁とさせて頂きます。
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これは国の政策である事は私も充分承知してお
りますが、現在前期高齢者以上で２人で住んで見
える家は、私は数えた訳ではありませんが、右肩
上がりになっていると思います。夫婦で年金を足
せばぎりぎりで食っていけます。しかしどちらか
が亡くなった時、１人では食ってはいけません。

亡くなったら線香代くらいになってしまいます。
町単独で、どちらかが亡くなった時でも、残った
方に対して半分でももらえる様な対策が出来ない
でしょうか。国民年金は、頭から離してください。
よろしくお願いします。

３．高齢者の生活について

町長答弁
高齢者の方の生活維持は、高齢者の福祉増進と
言う観点からも、重要なテーマであると考えてい
ます。
輪之内町における、65 歳以上の高齢者単独世
帯では、平成 25 年度の 153 世帯から、平成 26 年
度では 175 世帯に増加しており、また、70 歳以
上の高齢者２人世帯についても、平成 25 年度の
83 世帯から、平成 26 年度に 86 世帯となり、共
に増加の傾向にあります。
昨今の情勢は、年金の引き下げや消費税、医療、
介護等の費用負担が増える中、悩みや不安を持っ
ている方も多く、高齢者の生活を取り巻く環境が
一層、厳しくなっていると認識しています。
ご質問の中にあります年金制度では、ご承知の
とおり、生計を維持していた方が、年金加入中に
亡くなられた場合に遺族年金が支給されることが
ある制度ですが、年金受給者が亡くなられた場合
は、基本的に、そのような支給制度はありません。
ご指摘のような方を、どのように支援していく
のかは、大変に重要な問題であり、またある意味

解決困難な課題でありますが、経済的な支援とし
ては、国が最低生活を保障し、自分の力で生活で
きるように援助する生活保護制度があります。
今後益々社会保障費が増大する中で、町が単独
で、直接的な意味での経済的支援を行うことには、
これについては慎重にならざるを得ません。国が
社会保障全体の枠組みの中で検討すべき課題と考
えております。
当町としましては、地域包括支援センターによる
高齢者等の実態把握に努め、生活機能の維持、向
上に図るべく、高齢者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、高齢者の方を地域社会において支援する福祉
サービスに取り組んでいるところであります。
今後も、こうした高齢者の方が、住み慣れた地
域で、生きがいを持って生活できるため、高齢者
の生活を支援し、また、安心・安全な暮らしを送っ
ていただくため、あらゆる限りの施策を積極的に
講じ、高齢者福祉の更なる充実と進展に努めて参
ります。

１．情報のインフラの拡充と教育
支援について

①　もうすぐ桜の花が咲き、小、中、高、大学等、
入学の時期を迎えます。輪之内コミュニティチャ
ンネルでも数多く放映される事と思います。学校
生活は、楽しい事と同時に勉強という大きな命題
を背負う事になります。親が子に期待し、子は将
来を夢見る、その実現のための努力が始まるので

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員
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町長答弁
まず、１点目の子育て支援の一方策として、教
育に係る経済負担を考慮して、簡単に学習機会が
得られるように、ケーブルテレビの地域コミュニ
ティチャンネルである「わのうちスマイルチャン
ネル」において、テレビ学習番組の放映、また、
町民の皆様に行政活動のご理解を得るべく、各種
行政情報、議会中継を導入してはどうかとのご提
案を頂きました。
ご案内のとおり、このケーブルテレビの「わの
うちスマイルチャンネル」は、平成 25 年 10 月か
ら動画放送、データ放送の２本立てで放送して参
りました。
その間、動画放送では、子どもの活動の様子を
放映する「わのうちキッズ」、町内イベント等を
放映する「いいとこ！わのうち」を放映して、１
年６ヶ月が経過しようとしております。
さて、ご提案のテレビ学習番組の放映、また、
町民の皆様に行政活動のご理解を得るべく、各種
行政情報の提供、議会中継の導入については、予
算の範囲内において、順次導入するため、関係機
関との協議に入りたいと考えております。
学習番組については、児童・生徒が興味を持っ
て、見てみたいと思ってもらえるよう、また議会
中継については、見ている人が分かりやすい番組
編成内容を考えて参ります。
次に、２点目のご質問にお答えします。
町内の小中学校への ICT の導入状況につきま
しては、小学校では、パソコン教室にパソコン
110 台、通常学級及び特別支援学級でパソコン 30
台、特別教室には３校で計７台設置し、合計でパ
ソコン 147 台整備しております。
また、ボード型の電子黒板が各校１台で計３台

設置し、電子黒板ユニット付のプロジェクターが
普通学級全てで 26 台設置しております。
次に中学校では、パソコン教室にパソコン 40
台、通常学級及ぴ特別支援学級にパソコン 11 台、
特別教室にも８台設置し、合計でパソコンは 59
台を備えております。また、ボード型の電子黒板
が１台あり、来年度には各教室に小学校と同様の
プロジェクターを配備していく予定であります。
また、各学校の情報主任と教育委員会事務局と
でコンピュータ活用部会を設置し、町内での情報
教育に係る情報交換や意見交換を行っているとこ
ろであります。
各学校の ICT の利用状況としましては、それ
ぞれ学校において概ね利用回数が前年度よりも増
えている状況にあるとのことでありました。
やはり、まずは現在配置してあります ICT 機
器の有効活用を図ることが非常に大事なことであ
り、特に各小学校間でばらつきがあってはいけな
いと考えています。今後も更なる有効利用を図る
ようコンピュータ活用部会などを通じ、各学校へ
働きかけていきたいと考えています。
また、この ICT 機器は日進月歩の勢いで様変
わりしています。情報教育関連機器として本当に
必要なものであるかなど検討をしながら輪之内町
の情報教育を推進して参りたいと考えています。

す。勉強に対する経済負担も重くのしかかって来
ます。12 チャンネルによるテレビ学習等も取り
入れ、子育ての支援になるような企画は出来ない
ものか。また、各課の情報、インタビュー等、議
会の様子を町民の方々に見てもらう。皆が張り
切っている様子を放映すると、町民の方々も理解
が深まり、加入増等、向上にも役立つと思います
が町長のお考えをお尋ねします。
　
②　県プロジェクトの一環でタブレット端末の貸
与を受け、小、中学生全員に配備し、端末や電子

黒板を使った I.C.T（情報通信技術）を積極的に
進めるとの記事がありました。輪之内町の学校に
も電子黒板、パソコンを数年前から活用されてい
ます。我町は、情報教育は県下でも最進町と思っ
ていますが、勉強の方法も、多種、多用になって
きました。押しつけの教育は良くないと思います
が関心を持たせ、成果の上がる勉強が出来るので
はないかと考えます。以上の事により、輪之内
12 チャンネルの活用、また、I.C.T に対するお考
えをお聞かせ下さい。
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やわらかい風に触れ、春本番間近を感じ梅の花
も喜び咲き競っています。
今年も農作業が始まります。昨年は、米価の大
幅な下落に泣き、今年はどんな米政策が行われる
のかT.P.P の行方も重大な関心事です。
中間管理機構による農地の集積、営農組合によ
る生産性の向上等ありますが、大規模化しても生
き残れるのか、再ホ場整備地区では、大きな可能
性があると思います。他の地区では、均平化によ
る農地整備が行われており、最低限、水稲、麦作、
大豆といった主作物の作付が可能なホ場にしなけ
れば、厳しい経営になってしまうと思われます。
１昨年から始まったブランド米の確立、御酒、ス

イーツ、軽トラ市等、多くの企画で輪之内の物産
が広く知られ、拡大していく事が望まれます。こ
れからが本番です。
以下町長さんにお尋ねします。
①　米、麦、大豆の３作を作るには排水は非常に
重要です。現在行われている均平化の所には暗
キョ排水が布設できるのか
②　新規に整備されているプレハブ水路は、暗
キョ排水に対応出来るのか
③　均平化により既設の水路に支障が出来た場
合、改良してもらえるのか
④　ホ場整備が終了しているホ場で未整備の場合
の対応（暗キョ）

２．高規格農地へ

町長答弁
１点目の現在行われている均平化の所に暗きょ
排水が出来るのかとの質問でありますが、プレハ
プ水路の深さにより布設できる場合もあります
が、町内の多くのプレハブ水路は深さ 60cmに布
設されています。
県の暗きょ排水設計基準は輪之内町では 70cm
であり、布設出来ない場合の方が多いと考えます。
２点目の、新規に整備されているプレハブ水路
は暗きょ排水に対応出来るのかとのご質問です
が、１番目の回答のとおり、深さ 70cm以上であ
れば対応可能です。
３点目の均平化により既設の水路に支障が出来
た場合、対応してもらえるのかのご質問ですが、
そもそも均平化工事は県営農業基盤整備促進事業
の１反 10 万円の定額助成で、区画拡大のため、
畦畔の除去と均平作業、渡版橋の工事を行うもの
で、水路の変更は伴わない工事であります。基本
はほ場ごとに均平化出来ればよい工事であります
が、水管理が適切に行えるよう、地域の実情に応
じて出来る限り柔軟に対応していただいておりま
すが、水路等の直接の改良はこの事業では行えま
せん。
議員からのご指摘のとおり営農には有効な手段
であり、町として今後も推進していきたい事業で
ありますので、関係機関と協議を重ねながら、具
体的にどうすべきかを検討して参りたいと思いま
す。

４点目の再ほ場整備が終了しているほ場で、暗
渠排水が未整備の場合の対応についてお答えしま
す。
県営ほ場整備事業を実施した地区は暗きょ排水
の布設は可能であると思いますので、今後も地元
の同意のもと、里地域と同様の定額助成の工事を
実施されるよう働きかけを続けてまいりたいと思
います。
近年の高齢化や農業者人ロの減少で、これまで
の江ざらいや農地まわりの草刈など、地域の共同
活動が困難になりつつある中で、集落営農や担い
手の負担が増大し規模拡大が阻害されることが懸
念される状況にあります。
当町といたしましても、多面的機能支払制度を
推進し、集落営農や担い手農家の下支えを行い、
中間管理事業による農地の集積で規模拡大を行
い、県営事業を有効に活用しながら、農地の高規
格化を進めてまいりたいと考えます。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

 総務産業建設

平成26年度　一般会計補正予算（第５号）
【総務課】

Ｑ　広報掲示板は全部で何基あるのか、そして管理
はどのように行っているのか。
Ａ　掲示板は全部で 68 基ある。管理については、
各区に任せているが修繕や設置については、区長
からの要望に応じ、順次対応している。

Ｑ　町有地使用料の増額の内訳、単価は。
Ａ　主なものは、SKY.J. ワールドが面積 454.16 ㎡、
１年契約で 218,973 円、KRHが面積 1,100 ㎡、９
月から３月末までの契約で 329,213 円、伸栄土木
が面積 600 ㎡、11 月 20 日から３月 13 日までの
契約で 102,216 円、また、単価については土地の
評価額と契約期間により決めているので、統一の
単価ではない。

Ｑ　土地売払代金の内訳は。
Ａ　土地開発公社へ南波企業誘致のために売却した
土地が 10,416,183 円、また、エヌビーシーへの売
払が 2,581,818 円。

Ｑ　区長設置事業補助金とは。
Ａ　区長会研修事業補助金である。
Ｑ　財産管理費の清掃委託について庁舎改修による

減額はないのか。
Ａ　庁舎の定期清掃分は減額となったが、改修に
伴って備品の清掃を実施したため、減額はない。
【危機管理課】

Ｑ　町内の防災士の取得人数と防災士講習の日程

は。
Ａ　現在町内の取得者は 19 名でそのうち５名が消
防署員・消防団員であり、講習会の日程は３日間
で研修と取得試験である。

Ｑ　消防庁貸与車両の貸与期間は。
Ａ　貸与期間は１年であり、貸与車両を使用した訓
練計画を消防庁に提出し、認められればさらに１
年貸与となる。
【経営戦略課】

Ｑ　がんばる地域交付金は従前からある補助金か。
Ａ　平成 25 年度国の補正予算（第１号）で創設さ
れた補助金で今回一回限りである。平成 25 年度
に国において 870 億円の予算規模で創設されたも
ので、これが国において平成 26 年度に繰り越し
され、建設事業、すなわち公共事業の地方負担を
対象として交付を受けたものである。当町として
は、水路改良事業に充当している。

Ｑ　この補助金について交付率の設定や交付限度額
等があったのか。
Ａ　補助金は一律の交付ではなく、当該自治体の財
政力に応じた交付率、すなわち財政力によって傾
斜配分されている。

Ｑ　行財政改革推進審議会委員報酬や、まちづくり
基本条例検討町民会議委員報酬の減額は欠席者分
か。
Ａ　実際に欠席もありましたが、当初予定した募集
人員数に達しなかった要因もある。行財政改革の
委員と、まちづくり基本条例の委員は共に 10 人
を予定していましたが、実際には共に６人で会議
を構成した。

Ｑ　６人に町職員は含まれていないか。
Ａ　職員は含まれておらず６人全員が公募した町民
である。

Ｑ　企業立地促進奨励金交付事業交付金について再
度説明願いたいとの要望。
Ａ　平成 26 年度の当初予算での説明の際に福束地
内に製造工場が立地するというご説明をしまし
た。しかしながら、建物が完成して実際に申請書
の内容を審査したところ、その申請者は土地と建
物を隣地で操業している子会社に貸し、製造機械

総務産業建設常任委員会は３月 11日と 12日の２日間、文教厚生常任委員会は３月９日と 10日に
開かれ、平成 27年度予算、平成 26年度補正予算、条例関係、請願などを慎重に審査。その結果、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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や従業員はその子会社から連れてくるという内容
で、条例にある交付要件の製造業の事業を自ら行
わないことが分かったため、申請者自ら申請を取
り下げられた。

Ｑ　この交付金は新設のみが対象か。
Ａ　増設した場合も対象である。
【税務課】

Ｑ　住民税の納税者が 89 人増えた理由は。
Ａ　新卒者や前年の転入者の増による。
Ｑ　納税者はいつの時点で決まるのか。
Ａ　１月１日現在の状況で３月 16 日まで確定申告
を行い、６月１日に決まる。

Ｑ　転出しても住民税を納めるのか。
Ａ　１月１日が基準のため、納税義務は残る。
【会計室】

Ｑ　預金利子の利率は何％か。
Ａ　0.025 ～ 0.24％�の間で運用できた。
Ｑ　預金利子だけでなく基金利子も同じか。
Ａ　同じである。
【産業課】

Ｑ　工事請負費の減額とはどういうことか。
Ａ　県単工事でできなかったほ場について町単工事
を行うがその差額の減額。

Ｑ　県単工事で出来なかったとはどういうことか。
Ａ　県単工事の確認検査の結果プラスマイナス５セ
ンチの基準値内で合格すれば、県として基本的に
は手直しは行わないが、現実には高低差が最大で
７センチのほ場もあり営農に支障をきたしている
所があるため、福束新田の工事委員、県と協議し
5.1ha を町単工事する。

Ｑ　均平化事業は実施する意義やエ事内容について
は、営農を進める上で有効な手段であり大変感謝
している。しかしながら既設の水路との高さが合
わないとか角落しの高さにより排水が悪いなど、
デメリットも多い。施工に際して、土地改良区等
と相談しながらより効果的な運用をしてほしい。
Ａ　関係機関と協議・検討してよりよい運用を考え
る。

Ｑ　元気な農業産地構造とはどんな事業なのか。
Ａ　県単補助事業で、農業用機械の購入費に対する
補助で、今年度はトラクター２台・コンバイン１
台・田植機２台で、補助率は消費税を抜いた額の
30％で、県が 25％、町が５％の補助。

Ｑ　購入する機械の上限はあるのか。
Ａ　営農組合の経営面積に応じて必要となる機械の
購入できる大きさの下限はある。

Ｑ　観光推進費の食料費 70 万の減額について説明
を。
Ａ　特産品として開発した酒の買取保証を予定して
いたが、小売店がすべて買取してくれたため、不
要となり減額した。

【建設課】
Ｑ　都市計画審議会とはどういうものか。
Ａ　都市計画法に基づき、５年に一度都市計画の見
直しの際に意見を聴取するもの。

Ｑ　設計委託料の減額は、工事も先送りするものな
のか。
Ａ　減額は請負差金と松内道路の取付道路について
設計委託を行わなかったことによるものであり、
委託料の減額により先送りした工事はない。

Ｑ　松内道路はどうして行わなかったのか。
Ａ　地元や警察との調整を行っていたが、決定には
至らなかったため委託業務を出すまでに至らず減
額した。

Ｑ　工事請負費の減額は川島道路のことか。
Ａ　川島の工事だけで無く、全ての工事の請負差金
である。

Ｑ　松内道路の設計委託を減額したことにより、工
事費も減額されているのか。
Ａ　松内道路は設計委託料のみで、予算に工事費は
含まれていない。

Ｑ　PCB はどこから出たもので、まだ残っている
のか。
Ａ　旧排水機場から排出されたコンデンサーに含ま
れるもので、今回で全て処理を終えた。

▼反対討論
　減額が多く行政の姿勢が住民の要望にそっていな
い。町民の生活を犠牲にして残してもしかたない。
残りを積立金にまわす補正予算には反対である。

▼賛成討論
　当初の計画どおり事業執行されている。無理に予
算消化をしていない。積立金も次年度にやるべき
ことにまわすよう計画してあり、賛成である。

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3号）
【建設課】

Ｑ　国庫補助金の内示はいつ出るのか。また、県は
町の事業計画は知っているのか。
Ａ　内示は７月頃で、前年秋に要望を行い県がとり
まとめ国ヘ提出している。５年ごとに事業変更認
可申請を県に行っているため、知っている。

Ｑ　要望どうりに内示が出ず、計画通りに進んでい
ないのであれば、県や国に対し補助金の付かない
理由を確認しているのか。
Ａ　県下、一定割合での配分であり、その理由まで
は確認していない。

Ｑ　今後の事業計画はどうなっているのか。
Ａ　平成 28 年度終了の計画であったが、進捗状況
に遅れが見られるため、計画終了は２～３年の延
長を予定している。これについては、平成 28 年
度に事業計画変更認可申請を行う。
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平成26年度　水道事業会計補正予算（第２号）
【建設課】

Ｑ　動力費が減っているが、電気代が下がったのか。
Ａ　使用料が減っているように電気料も減ってい
る。給水戸数が増えているのに使用料が減ってい
るのは下水道への接続による節水意識が高まって
いるのではないかと思う。

平成27年度　一般会計予算
【議会事務局】

Ｑ　安八郡議長会の負担金の増は何か。
Ａ　安八郡議長会負担金に含まれる西南濃議長会の
事業費の増。

Ｑ　桜会の補助金の意味合いは。
Ａ　議会議員経験者の意見を聞き、参考にしていく。
Ｑ　監査委員の食料費は。
Ａ　監査委員の改選に伴い、懇談会を行う。
【総務課】

Ｑ　仁木防災センターは建設から何年経過している
のか、改築予定は。
Ａ　昭和 58 年度に完成しており、30 年経過してい
る。これまで修繕はその都度行っている。改築に
ついては、今後策定する公共施設等の管理計画の
中での課題の一つとなる。

Ｑ　選挙事務の従事者や統計調査員を民間から起用
してはどうか。
Ａ　期日前投票を含めて投票立会人は一般町民の方
から募集し、お世話になっているが、投開票事務
については、正確迅速に行うため、慣れた職員で
行っている。また、統計調査についても、登録調
査員がいるので経常指定統計については全てお願
いし、国勢調査や農業センサスなどの多数の調査
員が必要な統計については職員が対応している。

Ｑ　購入する公用車は何か、公用車の管理はどのよ
うに行っているのか。
Ａ　産業課で使用していたライトバンが年数、距離
ともに計画を経過しているので今年度廃車した。
燃費が良く、価格も安い軽自動車を購入する。ま
た、公用車の管理については、基本的に総務課で
行っているが、葬送車や青パト等特定の課が専用
で使用する公用車は、それぞれの課で管理してい
る。ガソリンの補給や室内の清掃は乗った職員が
行っている。

Ｑ　顧問弁護士は年間どれくらい利用しているの
か。
Ａ　法律的判断を求められる事案が発生した場合に
相談し、アドバイスを受けており、相談件数は事
案の発生件数によって各年度で異なる。

Ｑ　安八郡町村会の予算の内容は。
Ａ　予算のほとんどは郡内の各種団体の補助金が占

めている。各課で別途各種団体に対する負担金を
町村会ヘ支出し、町村会が３町分を取りまとめて
団体に交付している。補助金の額の適否等につい
ては、各町の財政担当課長が審査している。

Ｑ　新電力の効果は。
Ａ　13 施設を契約し、仲介業務手数料を引いても、
平成 26 年度においては年間約 223 万円の削減が
見込まれる。

Ｑ　太陽光発電の効果を電気料金の予算に配慮して
あるか。
Ａ　あくまでも災害時の避難所である町民センター
の照明やコンセントの電力を確保するもので、発
電量は庁舎の電力使用量のわずかな部分しかまか
なえないため、予算の積算上は考慮していない。

Ｑ　区長手当の額の見直し、支払い方法の変更は考
えていないのか。
Ａ　額の見直しは今のところ考えていない、また、
支払い方法は、各区長の意向に基づいて支払って
いる。

Ｑ　財産管理費の修繕料は何か。
Ａ　不慮の修繕に備えたものである。
Ｑ　エレベーターが新しくなったが、無料保証期間

はないのか。
Ａ　５月末まではアフターメンテナンス期間で無料
であるが、その後メンテナンスの契約をしていく。

Ｑ　明るい選挙推進協議会委員はだれか。
Ａ　選挙管理委員４人と町で選出した一般町民６人
である。

Ｑ　報酬審議会委員７人とはだれか、また２回行う
必要があるのか。
Ａ　委員はこれから選出するが、以前は各種団体の
代表者の方等に委嘱した。町からの諮問と答申を
受けるには最低２回の会議は必要である。
【危機管理課】

Ｑ　防災拠点の除草委託料について、国交省所管分
の範囲も入っているのか。
Ａ　国交省所管分は国交省が除草を実施する。
Ｑ　防災拠点の埋め立ての計画は。
Ａ　昨年の12月までに700m3の埋め立てを行った。
さらに３月２日から５月末までに 54,000m3 の埋
め立てを行う予定である。

Ｑ　機能別消防団員はどのような人選か。
Ａ　70 歳以下の消防団OBや消防署OB、防災の知
識を有する方の中から選出する。

Ｑ　機能別消防団員の任務分担は。
Ａ　消防団本部付けとなり、昼間の火災や大規模災
害、平常時の防火防災に対する啓発が任務である。

Ｑ　公務災害補償のうち、遺族年金受給者は何人か。
Ａ　現在対象者は公務中に亡くなった１名で、お子
さんが 18 歳に到達するまで支給する。

Ｑ　大垣消防組合負担金増額の要因は。また何に基
づき算出されたものか。
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Ａ　平成 27 年度に車両６台を更新する予定であり、
それが増加の要因である。算出に関しては平成
27 年度の大垣消防組合の事業計画に基づき算出
している。

Ｑ　分署の増設計画は。
Ａ　増設の計画は現在の所無い。南分署の改築につ
いては、大垣消防による改築計画では建築の古い
物から改築することとなっており、南分署の位置、
構造物については現在のところ未定である。

Ｑ　購入予定の災害用備蓄食料は備蓄計画のうち更
新分か充足分か。
Ａ　充足分であり、アルファ米 18,900 食、乾パン
14,832 食、クラッカー 11,400 食である。

Ｑ　今後の備蓄品の保管場所は。
Ａ　役場倉庫や車庫を計画的に使用し、備蓄してい
く。

Ｑ　災害用の簡易トイレはどこに備蓄してあるの
か。
Ａ　仁木コミュニティ防災センターに 25 基、福束
コミュニティ防災センターに 22 基、大藪コミュ
ニティ防災センターに 25 基、役場倉庫に 20 基で
ある。
【経営戦略課】

Ｑ　公会計に関する固定資産台帳の整備について、
全国統一基準という説明がありましたが、何が統
一されるのか。
Ａ　公会計（財務書類４表）の整備については、現
在、基準モデルや総務省改定モデル、その他大都
市独自モデルが混在しており、自治体間での比較
が困難な状況となっている。この状況を解消し容
易に比較できるよう、総務省から公会計作成に係
る統一基準が示され、今後はこれに則って作成し
なければならない。

Ｑ　第五次総合計画の見直しはどのような目的で行
うのか。
Ａ　この計画は２年の月日をかけ、基本構想や基本
計画を盛り込み平成 23 年度末に策定したが、そ
の際、計画の中で 10 年間という計画期間を「前期」
「中期」「後期」に分け、見直しを行うと規定して
いるのでこれを実行するものである。

Ｑ　総合計画審議会の委員やアドバイザーについ
て、策定時のメンバーを考えているのか。
Ａ　メンバーについては策定時のメンバーに限定す
るのではなく、改めて公募していきたい。特にア
ドバイザーについては、内容を客観視できる人材
として必要であると考えているが、計画はそもそ
も町民のためのもの、従って、アドバイザーの意
見に偏るのではなく、計画を策定する主役は輪之
内町民であると考えている。

Ｑ　輪之内光サービスの加入率と毎年の加入件数
（輪之内町光ケーブルテレビ、加入促進補助金の
支払い状況）の状況はどうか。

Ａ　直近３月１日現在のが入率は 48％、平成 26 年
度中の加入件数は 3月 10 日現在 61 件。

Ｑ　12ch で放映している動画コンテンツを増やす
予定はあるのか。
Ａ　平成 26 年度としては、「わのうちキッズ 21 番
組」、「いいとこわのうち 28 番組」、「かわばたく
んアニメ６番組」の全 55 番組を放送した。平成
27 年度については、これらに加えて教育番組や
議会中継なども前提としてコンテンツの作成に取
り組んでいく。

Ｑ　コンテンツの作成にあたり番組編成委員会のよ
うな組織をつくるなどして皆の意見を聞いている
のか。
Ａ　現状としては庁内の横の連絡、外部からの情報
提供などを受けてコンテンツを作成しており、組
織的なものはつくっていない。町全域的に有益な
内容であれば、柔軟に対応していきたい。

Ｑ　輪之内光サービスの運営費としてアミックスコ
ムにいくら支払っているのか。
Ａ　輪之内光サービスの基本スタンスは民設民営で
ある。設備等の初期導入費については２分の１を
限度として補助してきたが、運営費については一
切支払っていない。
【税務課】

Ｑ　ご当地ナンバーの交付状況は。
Ａ　町制 60 周年記念として平成 26 年 10 月に 200
枚作成した。10 月以降交付した 56 枚の標識のう
ち 51 枚がご当地ナンバーである。

Ｑ　軽自動車税の改正金額は。
Ａ　原付バイクは 1,000 円が 2,000 円、軽トラッ
クは 4,000 円が 5,000 円、軽乗用車は 7,200 円が
10,800 円、小型特殊自動車では、農耕用は 1,600
円が2,400円、フォークリフト等は4,700円が5,900
円となる。軽自動車以外はすべて新税率となり、
軽自動車は４月１日の新規登録から適用される。
また、平成 28 年度より 13 年を超える軽トラック
は 6,000�円、軽乗用車は 12,900 円になる。

Ｑ　13 年を超える場合の基準日は。
Ａ　車両の取得年月ではなく初年度登録年月であ
る。軽自動車税の改正については、平成 26 年９
月号及び平成 27 年２月号の「広報わのうち」や
町ホームページに掲載し、町民への周知に努めて
いる。

Ｑ　賦課徴収費の消耗品費の内容は。
Ａ　主に納税通知書等の用紙代である。
Ｑ　個人住民税の所得は本当に増えているのか。
Ａ　確定申告期間中のため推計ではあるが、平成
26年の大卒初任給が1.2％増、大手企業の冬のボー
ナスが 5.78％増、公務員の給与が４月に遡って
1.2％増となっている状況から増収を見込んだ。

Ｑ　消費増税の影響を差引きしたらどうなるか。
Ａ　実質賃金は住民税の課税には反映されない。
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Ｑ　時間外勤務手当の時間数は。
Ａ　対象職員５名で 300 時間分。
　　委員より各課に対し、時間外勤務手当について、
実態を把握し各課長の管理下において適正に運用
してほしいとの意見があった。
【産業課】

Ｑ　農地流動化という事業はどのようなことを行っ
ているのか。
Ａ　農業委員が農地の利用調整の相談を受けたり利
用権の相手先を斡旋するなどの業務に対して支
払っている。

Ｑ　改良組合長の人数とその支払は定額なのか。
Ａ　改良組合長は 52 人でその支払は地域の農家戸
数に応じて支払額が違う。

Ｑ　地域イベント等で積極的にゆるキャラを活用し
ているがグランプリの結果はどうだったのか、今
後都市圏のイベントに参加する予定はあるのか。
Ａ　ゆるキャラグランプリは 1,699 件のエントリー
中 784 位でした。27 年度は東京で町村会の主催
による「町イチ！村イチ！ 2015」の出展を予定。
近々、久屋大通公園で出展しお酒の試飲等も行う。

Ｑ　多面的機能の事業費はどう変わるのか。
Ａ　昨年度と交付単価は変わりませんが、交付の方
法が変更され、これまで地域協議会から直接活動
組織に振り込まれていたものが、国、県の交付金
を一度町で受けて町からの支払に変わる。

Ｑ　中間管理機構を通して利用権を設定すれば機構
集積協力金がもらえるというがそれは確実なの
か。
Ａ　県の予算枠内で優先順位に基づき支払われるの
で確実なことは言えないが、平成 26 年度は見送っ
たが、平成 27 年度は営農組織と相談し集積を進
めていく。

Ｑ　ビックの空き店舗を借り上げて喫茶やアンテナ
ショップをやると言うことだが、毎日の具体的な
計画はあるのか。
Ａ　月曜から金曜までは社協においてホットステー
ションを実施し、日曜日は観光案内所として機能
させたい。

Ｑ　ホットステーションとは何か。
Ａ　年齢性別を問わず、誰でもいつでも入れる憩い
の場を提供することで、買い物帰りとか誘い合わ
せで気軽に出入りでき、ちょっとした相談なども
受けることができるよう人員を配置して事業をす
すめる。

Ｑ　地域コミュニティの委託料 425 万円は社協に
支払う額か。
Ａ　356 万４千円は賃金、52 万 6 千円は社会保険料、
16 万円は備品購入費。

Ｑ　カワバタモロコのイラスト作成料 3 万円はな
にか。
Ａ　スマートフォンなどで利用できるライン用のス

タンプを作成する費用。
Ｑ　土地改良事業負担金の 34,745 千円の内容はど

ういうものか、工事をするということか。
Ａ　これまで経営体育成基盤整備事業などで借り入
れた分の分担金を支払うもので建設課では県単事
業などの借り入れ分の償還がなくなり、産業課分
だけとなったので予算を移管した。
【建設課】

Ｑ　骨格予算の工事箇所選定の理由について。
Ａ　補助事業等を主に予算化しており、単独事業は
補正予算での対応を予定している。

Ｑ　雨水貯留槽設置補助金の実績と、必要性の周知
を行ってはどうか。
Ａ　平成 26 年度からの事業で、今年度の実績はな
く、周知については下水道広報の中で年数回掲載
しているが今後も継続していく。

Ｑ　旅費の東京要望はどのような要望活動をするの
か。
Ａ　架橋や道路などの国に対して事業化して頂くた
めで、新養老大橋も含まれる。

Ｑ　土地改良区に対する委託事業は町が直接運営す
れば土地改良区の消費税はなくなるのでは。
Ａ　土地改良区では委託事業ということで消費税も
課税されているが、土地改良連合会からの助成金
の関連もあり排水機場の管理を町が実施すること
により助成金が減額されることになる。

Ｑ　工事の発注を年度末に集中することなく早く出
せないのか。
Ａ　工事測量設計の仕上がり時期も絡み、７月以降
の発注になっているが、今後は発注の集中を少し
でも分散させるようにしたい。

▼反対討論
　全体的に町民の要望にこたえていない。消費税
アップで苦しんでいる住民の感覚から離れた予算
であることから反対である。

▼賛成討論
　新規事業についても着手されていて計画的であ
り、賛成である。

平成27年度　特定環境保全公共下水道
事業特別会計予算
【建設課】

Ｑ　浄化センター管理費のうち水質検査業務はどこ
が受けているのか。
Ａ　今年度は岐阜県公衆衛生検査センターである。
Ｑ　浄化センター管理業務はすべてトバナ産業に委

託しているのか。
Ａ　すべてではなく、汚泥処理は株式会社りゅうい
きへ委託しており、トン当たり２万４千円で総額
は、870 万 9120 円を見込んでいる。
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Ｑ　下水道事業の完成はいつ頃か。
Ａ　今年度で面整備の約 75％が終了し、今後３年
から４年は必要で、県の下水道課や建設研究セン
ターとも協議しながら決めたい。

平成27年度　水道事業会計予算
【建設課】

Ｑ　石綿管の取り替えは行っているのか、残りはど
れだけか。
Ａ　下水道工事に合わせて行っており、石綿管の残
りは 3,818mで全体の 4.5％。

Ｑ　井戸水利用の戸数は何戸か。
Ａ　把握されていない。
Ｑ　上水道のないところに対して下水道工事に合わ

せて上水も延ばせないのか。
Ａ　既存の水道管に近いところでは利用の意思を確
認し延ばすこともあるが、遠く離れたところでは
自費工事での延長を依頼している。

輪之内町消防団条例の一部を改正する
条例について

Ｑ　条例第３条中にある機能別消防団員の特定の任
務について、内容を記載しなくてよいか。
Ａ　条例とは別に輪之内町消防団機能別消防団員の
任務、身分等に関する要綱に定める。

米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求
める意見書」の提出を求める請願について
米価対策の意見書を求める請願について

Ｑ　請願者のためでなく、町民・農家のために請願
すべき。
Ａ　町議会の義務としては、請願者の意見を聞いて
判断しては。

 文 教 厚 生

平成26年度　一般会計補正予算（第５号）
【住民課】

Ｑ　環境衛生費の水質浄化対策事業については予定
の事業が行われなかったのか、また事業内容はど
のように決められるのか。
Ａ　水質浄化対策の工事費等の減額については、川
に植生帯を作る計画をしていたが、次年度に繰り
越すため事業費を減額した。今年度、地下水の導
水実験では、流量を変更することによって、どれ
だけの量をどれだけの期間流せばきれいになるの
か、水質調査し、費用対効果等を含め実験の中で
検証を行っている。事業計画等は、町の連絡調整
会議で検討した内容を提案し、地域協働水質改善
協議会で協議し、今後も専門的な意見等も参考に
揖斐川の導水も含め河川の浄化に努めていく。

Ｑ　地下水の導水実験での流量はどれだけか、また
どの河川に流しているのか。
Ａ　本戸と中郷新田のポンプ場からそれぞれ毎分７
トンで、合計 14 トンを中江川へ流している、福
束排水機場のポンプを運転しながら水位を下げる
実験も行っている。

Ｑ　生活安全対策費の地域間幹線系統確保維持費補
助金の減額について内訳は。
Ａ　国のキロ当たり単価の変更による額は 308 万 6
千円程、広告収入等雑費が 237 万 4 千円程である。

Ｑ　福束川西、塩喰川西地区の浄化槽の設置状況は。
Ａ　福束川西は、合併浄化槽が４軒、単独５軒、汲
み取り７軒、自家処理１軒で、塩喰川西が合併浄
化槽が７軒、単独８軒、汲み取り１軒であるとの
ことでした。
【福祉課】

Ｑ　保育士の臨時職員賃金が 2,000 万円減になって
いるがなぜか。
Ａ　当初予算で予定していた保育士は確保できな
かったが、保育園の運営は、現有の保育士で対応
している。

Ｑ　高齢福祉でいろいろな事業を実施しているが、
住民への周知方法はどのように行っているのか。
Ａ　地域包括支援センターが地域に出向いた際や事
業の開催時に PRしている。また、民生委員児童
委員等を通して周知をしている。

Ｑ　臨時福祉給付金が減額補正されているが、申請
がなかったのか。

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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Ａ　当初予算では推計した数値を計上していたが、
補正予算は実績見込みに基づき計上している。

Ｑ　子ども・子育て会議の委員の構成と会議の内容は。
Ａ　委員は、15 名で構成しており、平成 26 年度の
内容は、計画書の作成である。

Ｑ　子ども・子育て計画の期間は。
Ａ　平成 27 年度から 31 年度までの５年間である。
Ｑ　作成した計画の周知方法は。
Ａ　計画の概要版を作成し、全戸に配布する。
【教育課】

Ｑ　中国派遣を取り止めたが、今後の見通しは。
Ａ　来年度は実施しない。
Ｑ　補助教員賃金の減額理由は。
Ａ　町の常勤講師の金額であり、授業の実績に基づ
いて減額するものである。

Ｑ　各校の学校評議員が共通認識を図るため意見交
換する場はあるのか。
Ａ　各学校で年２回、評議員会を開催しているほか、
評議員会で出た内容については、校長会等におい
ても報告がある。

Ｑ　国際交流事業の特別旅費の減額理由は。
Ａ　中国派遣の中止及びカナダ派遣の引率人数の滅
によるもの。

Ｑ　仁木小大規模改修工事設計業務委託料の減額理
由は。
Ａ　概算工事費が減ったことに伴う減額である。

平成26年度　国民健康保険事業特別会計
補正予算（第４号）
【住民課】

Ｑ　保険財政共同安定化事業拠出金の減額の要因は。
Ａ　対象医療費の滅によるものである。

平成26年度　後期高齢者医療特別会計
補正予算（第２号）
【福祉課】

Ｑ　保険料の特別徴収と普通徴収の割合が変わった
のはなぜか。
Ａ　当初予算では特別徴収と普通徴収の比率を 65
対 35 の割合で計上していたが、実績見込みに基
づき計上するものである。

Ｑ　すこやか健診の内容と実績は。
Ａ　血液検査や尿検査等の基本的な項目である。ま
た、受診率は約５割である。

平成26年度　児童発達支援事業会計
補正予算（第２号）
【福祉課】

Ｑ　基金に積む理由は何か、また基金残額はいくらか。

Ａ　今年度の余剰金の見込額を積み立てるものであ
る。基金への積み立ては、今回初めてであり、残
額は０円である。

平成27年度　一般会計予算
【住民課】

Ｑ　やすらぎ苑の利用件数は。
Ａ　平成 25 年度は、安八町が 94 件、輪之内町 96
件で計190件、平成26年度の４月から１月までは、
安八町が 87 件、輪之内町が 58 件、合計 145 件。

Ｑ　エコパーク運営委託料で前年より増額の部分は
人件費にかかるものか。
Ａ　視察の対応等に関する人件費である。
Ｑ　空き容器回収機設置等委託料の内訳は。
Ａ　エコパークに設置してあるペットボトルと空き
缶の回収機２基とパソコンの借り上げ及び利用者
のポイントカードの発行・賞品等の管理、それら
の保守点検業務が含まれている。

Ｑ　西濃環境整備組合・大垣衛生組合の負担金が
減っているのは。
Ａ　西濃環境整備組合への搬入で一般廃棄物と産業
廃棄物の分別が適正となったための減額、大垣衛
生組合の負担金は、公債費が無くなったことによ
る。

Ｑ　南波の最終処分場の残余年数は。
Ａ　平成 27 年から平成 38 年までの 12 年間、利用
可能である。
【福祉課】

Ｑ　保育料の料金体系はどうなるのか。
Ａ　保育料については、まだ確定していないが、基
本的には現状の水準を維持する考えである。

Ｑ　制度改正による予算計上はされているのか。
Ａ　制度改正で減少することが分かっている部分に
ついては計上しているが、増加部分については、
確定した段階で対応する。
【教育課】

Ｑ　輪之内町青年のつどい協議会が休止状態である
が今後の方向性は。
Ａ　無くすことは簡単であるが、新たに設立するこ
とは難しいので、今後協議していきたい。

Ｑ　中学校のエレベータ設置について南舎のエレ
ベータで対応できないのか。
Ａ　特別教室のある北舎での移動に支障があり、エ
レベータ以外の方法も検討したが、エレベータが
必要であると判断した。

Ｑ　仁木小学校の大規模改修は２年の総額でいくら
になるか。
Ａ　総額で約３億９千５百万円。
Ｑ　補助金額は総額の３分の１か。
Ａ　補助率は３分の１であるが、基準額等について
国から決められており、実際には３分の１より少



平成27年 5 月 1 日 輪之内町議会だより（　）27

ない金額となる。
Ｑ　小学校の大規模改修等、金額が大きい事業が続

くが財政的に大丈夫か。
Ａ　平成 30 年後半が償還のピークになるが、その
時点でも必要な財源は確保できる状況であり、今
の段階で計画されているものについて財政上の支
障はない。

Ｑ　仁木小大規模改修において、エレベータも設置
してはどうか。
Ａ　エレベータが必要な児童が入学した場合は、エ
レベータが設置されている福束小学校で対応する
など検討していきたい。

Ｑ　デジタル教科書と新教科書指導書は、今後、定
期的に計上されるのか。
Ａ　４年に１度、教科書の改訂があるのでその時に
計上される。

Ｑ　子ども・子育て支援新制度と留守家庭児童教室
との関連は。
Ａ　児童福祉法の改正により、留守家庭児童教室の
対象児童が小学校３年生までから、小学校６年生
まで拡大されますが、輪之内町では改正に先駆け
て今年度より試行的に拡大して実施しているの
で、金額に大きな影響はない。

Ｑ　地産地消をどの程度進めているか、御膳米につ
いても積極的に使用してもらいたい。
Ａ　野菜については 36 パーセントが岐阜県産、キャ
ベツ、ブロッコリー、キュウリ、イチゴ等につい
ては輪之内産を使用しており、米についても輪之
内産を使用している。御膳米の納入にあたっては
条件等について協議をしていく。

▼反対討論
　十分な説明がない、地域協働事業のような前年度
協議会に否定された事業が予算化されている。又、
保育料金もはっきりしない状況なので賛成するに
は難しいので反対。

▼賛成討論
　前年度事業にもたれた予算編成であり賛成であ
る。

平成27年度
国民健康保険事業特別会計予算
【住民課】

Ｑ　国民健康保険の都道府県化の時期は。
Ａ　国保改正法案については、平成 30 年度から施
行予定で、３月３日閣議決定され、今国会に提出、
審議される。

平成27年度
後期高齢者医療特別会計予算

【福祉課】
Ｑ　保険料の見直しはあるのか。
Ａ　平成 26 年度、平成 27 年度は同額で、税率は２
年ごとに見直しされる。

平成27年度
児童発達支援事業特別会計予算
【福祉課】

Ｑ　職員３名の内訳は。
Ａ　正職員１名、臨時職員２名。

輪之内町保育所の設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例について
【福祉課】

Ｑ　従来は私的契約児の利用料、一時預かり保育料、
延長保育料はどこで定めていたのか。
Ａ　従来は保育料徴収規則で金額を定めていた。ま
た、一時預かり保育については、別途実施要綱に
て金額を定めている。

Ｑ　保育料に変更はあるのか。
Ａ　まだ確定しておらず、基本的には現在の水準を
維持するという考え方で検討している。

輪之内町保育の必要性の認定に関する
条例の制定について
【福祉課】

Ｑ　第３条第１項第２号の出産後間がないとはどこ
までの期間か。
Ａ　出産予定日の６週間前の月初めから出産後８週
間後の月末までの期間である。

輪之内町特定教育・保育施設等の利用者
負担に関する条例の制定について
【福祉課】

Ｑ　規則はこれから作成するのか。
Ａ　４月から運用するために検討しており、早急に
決定するよう事務を進めている。

Ｑ　規則制定後は、町のホームページで閲覧できる
のか。
Ａ　他の例規と同様に閲覧できる。
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▼編集後記
「わのうち議会だより」106号をお届けします。
今年は、例年になく台風の発生数とその規模の大きさが、気

象関係者に注目されている。４月中旬ですでに５つの台風が発
生し、特に台風４号の中心気圧は、915hPaまで下がり、瞬間
最大風速は75㍍、ほぼ竜巻の中と同じ状況だったとのことです。
五月晴れの今日、日頃から防災力の向上に努めたいものです。
さて、国は「地方創生」に関して、町村に「地方版総合戦
略」を策定することを求めた。又、景気回復の一翼として「地
域住民生活等緊急支援のための交付金」を予算化して、地方
における消費喚起期待しています。
当町も平成26年度補正予算の中で「プレミアム商品券のプ
レミアム率のアップ」や「地域コミュニティの活性化として
の空き店舗を活用したアンテナショップの設置」、「少子化に
歯止めをかけるための婚活サポート事業」に取り組みます。
今後、活力ある地域づくりのため、議会としても努力して
いきます。
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６月の予定です。多数の傍聴を期待いたします。

《１月》
５日　農業委員会
　　　デマンドバス出発式
８日　町老人クラブ連合会新年互例会
９日　広報編集委員会
10日　消防出初め式
11日　成人式
15日　安八郡３町議会議員交流会
16日　身体障害者福祉協会新年互例会
20日　西南濃町村議会議長会及び揖斐郡町村議会

議長会との交流会
　　　安八郡遺族会新年互例会
22日　全員協議会
26日　第４回千本桜まつり実行委員会
27日　子ども・子育て会議
29日　地域自立支援部会
30日　地方財政対策等説明会及び合同懇親会
　　　例月出納検査
31日　揖斐川町合併10周年記念式典

《２月》
４日　千本桜まつり実行委員会
６日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会による県要望
　　　岐阜県農業担い手研究大会
　　　農業委員会
　　　安八郡高齢者プラン策定委員会
７日　「輪之内町むらづくり塾」講演会
10日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設促

進協議会による三重県要望
12日　青少年育成町民会議運営委員会
13日　千本桜まつり実行委員会
14日　仁木小学校・みのり発表会
17日　あすわ苑組合議会定例会
　　　安八郡広域連合議会定例会
18日　泉宏氏講演会
19日　㈱エフピコ中部新工場起工式
20日　安八郡教育振興会総会
23日　議会運営委員会
　　　全員協議会
24日　例月出納検査
26日　国民健康保険運営協議会
27日　西濃環境整備組合議会定例会

《３月》
１日　安八園遊会
３日　子ども・子育て会議
４日　青少年育成町民会総会
　　　農業委員会
５日　第１回定例町議会
　　　全員協議会

６日　輪之内中学校第68回卒業証書授与式
９日　文教厚生常任委員会
10日　文教厚生常任委員会
11日　総務産業建設常任委員会
12日　総務産業建設常任委員会
17日　第１回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
18日　下水道推進委員会
　　　農地改良組合長会議
24日　岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
　　　プレミアム商品券発行委員会
25日　小学校卒業式
　　　土地開発公社第４回理事会
26日　学校職員送別会
　　　グループホーム「さくら悠輪苑」竣工セレモニー
27日　老人クラブ会長交替に伴う送別会
　　　大垣消防組合議会定例会
　　　西南濃粗大廃棄物処理組合議会定例会
　　　大垣衛生施設組合議会定例会
　　　西南濃老人福祉施設事務組合定例会
　　　植物防疫協会理事会
29日　消防団並びに女性防火クラブ入退団式
30日　例月出納検査

議 会 活 動 日 誌


