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固定資産評価
審査委員会委員に

森島 信夫 氏

平成 27 年度
補正予算

8,048万円を追加

２０15年
９月 定 例 議 会
4日～17日

平成27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、教育委員会教育長の任命に
つき同意を求めることについて、補正予算、決算の
認定、条例など合計14議案を上程し、審議の結果、
固定資産評価委員会の委員の選任、条例関係を可決
し、人事案件、補正予算、決算の認定、条例の合計
９議案を各委員会に審議付託された。
最終日には、人事案件、教育委員会教育長の勤務
時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関す
る条例の制定を否決し、地方教育行政の組織及び運
営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定を修正案可決、
補正予算１件及び各会計の決算認定５件をそれぞれ
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。

髙橋　愛子　議長

総 務 費

・人事管理費� 632万円
　　特別職期末手当・退職手当
・電子計算費� 586万円
　　システム保守委託料・中間サーバー接続
　　端末機器借上料�

民　 生　 費

・介護保険費� 3,758万円
　　地域密着型サービス等整備費補助金（施設増床）
・児童福祉施設費
　　（認定こども園に向けた保育園の施設整備）
� 1,821万円

衛　 生　 費

・環境衛生費� 281万円
　　水質浄化対策工事費

商　 工　 費

・観光推進費� 500万円
　　西美濃広域観光推進協議会負担金

教 育 費

・事務局費� △231万円
　　教育長報酬
・教育振興費（小学校費）� 308万円
　　教材用備品購入費・図書購入費
・教育振興費（中学校費）� 120万円
　　教材用備品購入費

一般会計

歳 出 の 主 な 補 正
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条　例

10 月１日から設置する特別職の教育長に
ついては、他の常勤の特別職とは異なり、法
律上職務に専念する義務が明記されています
ので、教育長の勤務条件及び職務専念義務の
特例に関して新たに条例を制定しようとする
もの。　◆こちらの条例は否決されました。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備
に関する条例の制定について

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、当町においては、平成
27 年 10 月１日から特別職の教育長を設置す
ることに関して、関係条例の一部改正及び廃
止を行うものです。
この提出条例により、法律改正により廃止

輪之内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等
及び職務に専念する義務の特例に関する条例の
制定について

・地方交付税� 2,930万円
　　普通交付税

国庫支出金

・総務費国庫補助金
　　社会保障・税番号システム整備費補助金
　　地方創正先行型交付金� 808万円

県 支 出 金

・民生費県補助金
　　介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金
� 3,758万円
・衛生費県補助金
　　地域協働水質改善事業補助金� 140万円

寄 附 金

・教育費寄附金（海松新田太田様より）�400万円

繰 入 金

・財政調整基金繰入金� 3,300万円

される教育委員会教育長の報酬を削除するた
めに輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正すると共
に、特別職の教育長の給料月額を 53 万円と
するために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いたします。なお、
教育長の給料月額については、輪之内町特別
職報酬等審議会に諮問し、答申を得た額とし
ております。
また教育長が特別職に変わることにより、

これまで一般職としての教育長の給与等を規
定しておりました教育長の給与その他の勤務
条件に関する条例を廃止するものであります。
◆こちらの条例は以下の部分を修正し可決され
ました。
「教育長 53万円」を「教育長 28万円」に改める。

輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条
例について

行政手続きにおける特定の個人を識別する
ための番号に利用等に関する法律、通称番号
法の施行に伴い、特定個人情報についても個
人情報保護措置を講ずる必要があるため改正
を行うものであります。

輪之内町地域防災計画に定める大規模な工場そ
の他の施設の用途及び規模の基準に関する条例
の一部を改正する条例について

水防法等の一部を改正する法律により、条
例で引用する法律の条項等を改めるものです。

輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
について

被用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律が平成
27 年 10 月１日に施行され、共済年金が厚生
年金に統一されることに関連して必要な改正
を行うものです。

輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例
について

番号法の施行に伴い、平成 27 年 10 月５日
以降に交付される番号の通知カード及び平成
28 年１月以降に希望者に交付する個人番号
カードの再交付の手数料を規定するものです。

歳 入 の 主 な 補 正
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去る７月 21 日・７月 22 日の２日間にわたり、

平成 26 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 26 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

26 年度の各会計歳入歳出決算及び証書類並びに

同法第 241 条第五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26年度輪之内町一般会計歳入歳出決算

②平成26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26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26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26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26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 27 年７月 21 日と 22 日

の２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、これま

での「身の丈予算」を基本され、健全財政確保に

努められ、尚かつ住民ニーズに対応した事務事業

の優先化や改善を行い、住民サービスの向上とコ

スト削減が見込める分野については、積極的に実

施されることを望みます。又、中長期の展望に立っ

て足腰の強い基礎体力のある財政基盤を確立し、

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 27 年９月 4日

　監査委員　兒 玉  俊 雄
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町長答弁

はじめに、水道水の検査についてでありますが、
水道法施行規則において色及び濁り並びに消毒の
残留効果の検査を行う旨の規定が有り、職員が毎
日原水元であります第一水源地と第二水源地の水
道水について検査をしておりますし、水源地から
供給致しました浄水につきましても日替わりで大

藪・福束・仁木の各コミュニティ防災センターの
水道から採水し、色・濁り・残留塩素の水質検査
を行っています。
末端供給地点での水質検査については、不定期
ではありますが、月に一回程度消火栓から採水し
検査を行っております。
また、岐阜県公衆衛生検査センターに委託し、
原水については各水源地から採水し年四回、浄水

一般質問（原文掲載）

１．水道の水質管理と
� 中江川の整備について

７月号広報によりますと、水道水検査結果につ
いて、一般細菌検出が毎回ゼロであったのに、最
近に12個検出（基準値＝100以下ではありますが）
されていたようですが、検査水の採水方法、採水
地点はどこか。供給先々（楡俣、南波、本郷、下
大榑）等での検査は実施しているのかどうか。
毎日、飲用している水道飲料水なので、安心、
安全の為の管理、供給は大丈夫かお答え下さい。
次に、水源地近くを流れる中江川の水質浄化策
についてお尋ね致します。
（８月の全協の際、先の委員会のときにも、少
し説明がありましたが、）取り組み方をもう少し、
住民に分る様に詳しく説明願います。
町内では、年間を通じて水が流れているところ
は、限られた箇所になりましたが、輪之内町の中
心を流れる中江川は、その限られた河川の一つで
す。
地下水脈を掘削して、水を汲み上げる計画が有
る様ですが、費用をかけずに効果を上げるには、
揖斐川の水を取り入れるのが手っ取り早いと考え

ますが、水利権、漁業権等の絡みもあると思いま
すが、各種団体組合等と、協議されたことが有る
のでしょうか、お答え下さい。
名古屋の水道水が、一般的には、おいしい水と
言われていますが、所詮は、川の水を浄化して、
飲み水にしているわけです。私は、輪中（輪之内町）
の水の方が、遥かにおいしいと感じております。
水の都と言われる、大垣の水門川は以前と比べ
て、見違えるような環境になり、きれいになって、
魚が泳いでいるのが見受けられます。
町内河川も、魚が泳ぐ姿が、直に見える環境づ
くりに、変えては如何でしょうか。カワバタモロ
コだけでなく、釣りも出来、泥んこになって、魚
も取れる、自然に親しめる、そのような場所（箇
所）になれば、情操教育にもつながると思います
が、如何がでしょうか。

　　▪ 古田東一議員の質問

古田 東一 議員
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につきましては毎月一回各地区コミュニティ防災
センターと給食センターの計四箇所から順に採水
して検査を行い、安全安心な水の供給に努めてお
ります。
次に、水質浄化対策についてでありますが、輪
之内町では町内河川の水質を改善し透明感のある
きれいな河川にすることがここ数十年来の住民の
切なる願いであります。町では平成６年から年に
１度町内の水質調査を 18 年間にわたり行ってき
ましたが、水質環境はなかなか改善されない状況
で現在に至っておりました。
そこで、ちょうど３年前の平成24年11月30日、
輪之内町地域協働水質改善協議会が設立されたの
であります。この協議会は、大榑川流域及び幹線
水路の生活排水対策を総合的に推進することを目
的に、河川環境改善活動の推進、生活系、事業系
の排水汚濁負荷削減活動の推進、さらに住民、事
業者、行政が協働して水質改善に取り組むことに
ついて、具体的に協議・検討されているところで
あります。
先ずは、大榑川、中江川、東江川、中西江川及
び西江川に水質調査地点として全部で 13 箇所を
定め、平成 25 年４月から平成 26 年１月までに
５回水質調査を実施しました。その結果、環境
省のＣ類型に位置する環境基準の達成状況では、
BODは 13 地点中６地点で環境基準を超過してお
り、生活系、工場系、畜産系、農業系の排水の流
入と富栄養化現象の発生が要因であり、輪之内町
で特徴的な鉄分の流出が濁りの原因として明らか
となりました。
これらをもとに、水環境の目標値として、透
視度 30cm 以上を平成 28 年度に 100％の河川で、
70cm 以上を平成 35 年度には 50％の河川で達成
することなどを短期、長期目標として取り組むこ
ととなりました。
水質改善施策として下水道整備・普及の推進を
はじめとする各種排水対策、普及啓発のための花
いかだの設置、生き物観察会の実施をしてまいり
ました。
地下水の導水については具体的には平成 26 年

２月から、本戸及び中郷新田のほ場整備で設置さ
れたかんがい用のポンプ２基を使って中江川に集
中して流し、非かんがい期における地下水を利用
した導水実験に着手しました。
その結果、役場西付近では約５時間後には透視
度 100cm 以上になり、体長 80cm はあろうかと
思われる鯉の群れが悠々と中江川を遡上していく
のが観察されております。
平成 26 年度に入り、地下水を利用した長期導
水実験を試みました。
その結果、１つ目に町内全ての河川の水質改善
に必要な地下水の導水量は、合計毎分 55.5 トン
必要となること。特に中江川だけで見れば毎分7.4
トン流せば水質が改善される。２つ目に揖斐川水
位と導水効果の関係については、揖斐川水位が１
ｍを越える水位の高い状況では流れができないた
め、導水効果が薄れること。３つ目に福束排水機
場運用による中江川の水質改善効果については、
透視度、濁度の改善効果はあまり見られず、改善
されない要因は河川水位の低下に伴い河床の堆積
物が流出したためと考えられること。４つ目に地
下水導水による揖斐川への影響はほとんどないこ
と。以上の４点が明らかとなってまいりました。
今年度、中江川上流部に井戸を掘って、主に非
かんがい期に常時自噴水を放流し、同時にポンプ
アップによる地下水を干潮時に合わせて月 10 日
間程度に流すことによって、住民にも明確にわか
るように水質を改善して行こうと計画しているの
が現状であります。
また、古田議員もおっしゃられておりますよう

木野町長 答弁
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２．祝、町長就任3,000日通過を記念して

過ぎ去ってみれば早いもので、祝町長就任から
3,000 日通過、毎日休みなく、24 時間の激務ご苦
労さんでございます。
お見受けしますところ、ご健康そうで、なによ
りでございます。
私は、役場職員に、宮仕えより、トップの座を
目差されたらと、探りをいれて、尋ねてみますが、
大半の職員は、あんな激務は、とても耐えられな
いと、答えが返ってきます。大変な仕事だとお察
しいたします。健康には充分に留意なされて、職
務の励行を願うものです。
ここで、町長本人が、自身の、成果を高々と唱
えるには、言いづらいと思いますので、町民に評
価を開き、尋ね廻り、又、私なりに、町長実績を
振り返ってみました。まず手始めに、返って来た
答えは、概ね以下の通りでした。
①�18 歳までの医療費無料化の実施、（25 年）
②�朝市の開設、（25 年）高齢者への温泉券の
　�半額助成。
③�デマンドバスの導入（26 年後半～期間はま
だわずかですが）

④�ホットステーションの開設（27 年）と、・・・・
民業圧迫という功罪半ばの事業もありますが、こ
このところ好評に、推移していると見受けます。
親方、日の丸で、財政的な部分はあまり考慮さ

れずに、済ましている節があると感じますが、費
用対効果は如何ほどか�②�③�④�についてお答え
下さい。
事業成果の中には、県史跡付近の工場誘致に関
しては、特に近辺、市町知識人といわれる人々は
もう少し、なんとか成らなかったのかと、いわれ
る人ばかりでした。
「受けた恩を仇で返す政策の人」とは、私と意
見を異にしておりますので、あえて、成果のうち
には挙げませんでした。
人口増加策、又働く場所の確保として、中郷新
田 19 ○○番地付近に、人任せで無しに、町長自身、
自ら、汗を流し、工場誘致、或は、宅地分譲住宅
用地等を計画なさっては如何でしょうか、担当職
員の苦労が少しばかりは、分かるとおもいます。
農業以外に利用する計画はないとの、答弁を頂
いておりますので、これ以上の提案は致しません
が、今一度お考え直して頂きませんか、お答え下
さい。
親方、日の丸で、財政的な部分はあまり考慮さ
れずに、済ましておられる部分があると感じます
が、費用対効果は如何程か�②�③�④�についてお
答え下さい。
来年度から、現在の保育園は認定こども圏へと
移行し、各こども園となるわけですが、現町政は、

に、手っ取り早いのは揖斐川からの導水であるこ
とは私も意見を異にするものではございません。
しかし、ご承知のとおり水利権の壁があり、その
導水に至る途は非情に難しいのも現実でありま
す。
このことについては、木曽川上流河川事務所、
中部地方整備局にも直接出向きお願いしていると
ころでありますが、水質の悪化が、直接住民生活
に甚だしい悪影響を及ぼしているものではないと
して３年の社会実験的な、いわゆる河川管理行為
による導水すら難しいというのが今のところの国

の見解であります。漁協等関係者への協議開始の
前提としての河川管理者との協議が整っていない
のが現状であります。
いずれにいたしましても、ただ今取り組んでお
ります水質改善事業により河川環境が改善され、
子どもたちも川の生物や自然を身近に感じること
ができれば、議員のご意見にありますように情操
教育にも繋がるのではないかと考えております。
事業の効果に大いに期待するところであります。
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町長答弁

先ずもって、私に対する評価の件でありますが、
18 歳までの医療費の無料化、朝市の開設、デマ
ンドバスの導入、ホッとステーションの開設につ
いて、一定の評価をいただいておりますことにあ
る意味でホッとしております。
ただ、私自身が主要課題として取り組んでまい
りました町民の皆様方の安全安心対策、安定財源
確保ための企業誘致、他市町との連携について積
極的な言及がなされておりません。いささか目指
す施策の方向が議員と異なるのだろうとの思いを
抱いております。今後は、これらについてもご理
解を得るべく精進してまいります。
評価はするけれども、財政的な部分があまり考
慮されていないので、その費用対効果については
どのように考えているのかという点について申し
上げます。
先ず、朝市の開設について、軽トラ朝市の現状
を申し上げます。平成 25 年４月の開催以来、平
成 27 年９月 13 日の開催で 59 回を数えました。

平成 25 年度は延べ 515 店の出店で売上高は 653
万円、平成 26 年度は延べ 647 店の出店で 734 万
円です。来場者数は１回当たり平均 700 人で延べ
41,000 人です。軽トラ朝市に対する補助金は 15
万円で、イベント開催のチラシ及びイベントに使
用する景品等に当てています。
軽トラ朝市を始めた当初の目的は、自家農園で
栽培した農産物、それを使用した加工品、趣味で
作成した工芸品等の販売機会を作る事と輪之内町
に賑わいを創設する事でした。
以上の開催実積から当初の目的は達成され費用
対効果は充分であったと考えております。
次に、デマンドバスの導入については、今年１
月から運行を開始し、８ヶ月と期間は短いのです
が、１月から７月までの利用者数を比較しますと、
平成 26 年は 4,400 人に対し、今年は 7,657 人と約
1.74 倍に伸びております。一方、定時定路線バス
を含めたバス会社への補助金は、平成 26 年度が
2,985万５千円に対し平成27年度の予算額は3,228
万８千円と 1.08 倍となります。補助金が 240 万
円程増額しているのは、デマンドバス車輌３台と

比較的高齢者向け政策が先行している向きがあり
ます。
若年世帯者、子育て世代の施策として、町長就
任 3,000 日通過を（記念）区切りとして、こども園、
開園をお祝いとして、来年度園費無料化を検討な
さっては如何がでしょうか。
木野町長は、公約の中で、「子育て環境日本一、
福祉環境日本ーを目差して、安全、安心のまちづ
くり」�を公約にかかげて、当選を重ねてまいられ
ました、タイミングとして絶好の機会であります。
まさに、園費無料化が実施されれば、公約の一つ
の、「子育て環境日本一」がまずーつ、実現する
わけです。こども園認定に反対をされた一部革新
系議員もありましたが、無料化実施ともなれば、
まさか反対はされないとおもいます。
まもなく、来年度、予算編成の時期を迎えるわ
けですが、私の試算では、幼児児童数を計算する
と、それ程には、かから無いと思います。報酬の

引き上げを検討の前にやるべきことが、「もっと、
もっと」�あるのではないか。先に、やるべきこと
ををやるのが先決だと考えます。
高齢者に好評のデマンドバスの利用について、
羽島市民病院行きの要望が多く聞かれます。
岐阜羽島駅迄運行していますから、あとほんの
少し延ばすだけですが、旅客法、中部運輸局、羽
島市等との調整があるかと思いますが如何でしょ
うか。
住民の要望には、やれば、やったで、次はから
次と、あとから出てきます。
大垣市民病院行きへの要望もありますが、町長
のキャッチフレーズの、もっと、もっとの公約だ
と、住民の要望にキリが有りません。「もっと、もっ
と」のキャッチフレーズを「もう少し、もう少し」
に変更なさっては如何かでしょうか。
お答え下さい。
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予約システムの購入等の初期投資が要因であるこ
とから、デマンドバス導入前と経費的にはほぼ横
ばいであると考えております。又、デマンドバス
導入による利用者数は 1.74 倍で、経費はほぼ横
ばいとなり、費用の伸びを極力抑え、その効果で
ある利用者数が伸びていると言う事実から、費用
対効果は上がっていると言えるのではないかと考
えております。更には、１日あたりの利用者数を
現時点での 30 人前後から 50 人、100 人と利便性
を良くして利用者数を増やす努力をしてまいりま
す。
次に、ホッとステーションの開設（H27）につ
いて、その現状から申し上げます。
ホッとステーションの開設以来の平日の来場者
数は、サロンへ平均 60 名、野菜等の購入や講習
会（教室）参加者が平均 30 名です。日曜日に開
設されている観光案内には 23 日間の開設で延べ
400 人の来場がありました。
ホッとステーションのサロンは福祉的な事業で
あって利益を得るためのものではありません。利
用されている方からはサロンが開催されここに来
るのが楽しい等の声を聞いておりますが、福祉施
策は万人すべてにとは中々できませんので少しで
も多くの方にその恩恵を受けていただく事だと思
います。事業を開始してまだ半年しか経過してい
ません。すぐに費用対効果の結論を出すのは難し
いかと思いますが、貴重な税金でありますので、
適正に執行するのは当然であると考えておりま
す。
次に、人口増加策また働く場の確保として中郷
新田付近の土地利用についてお尋ねがありました
が、当該地については農用地利用をしており、現
状を変更する予定はありません。
尚、自分で汗を流したらとの意見でございます
が、既に輪之内町内での企業誘致を進めたものに
ついては、誘致に至る各段階で私自身も必要な関
与をしながら事業を進めてまいったことをあえて
付言させていただきます。
次に、保育料の無料化についてお答えします。
来年度から開始する幼保連携型認定こども園は、

満３歳以上の子どもに対して教育と保育を一体的
に行う施設であり、地域での子育て支援を併せて
行うものであります。
幼稚園と保育所の両方の良さを合わせ持つ単一
の施設に生まれ変わるという考えで、子どもたち
の自発的な活動である遊びを通じた指導を中心と
する幼児教育に取り組んでいくものであります。
認定こども園の利用料につきましては、これま
でも、保育料を国の基準より安く設定してきたこ
とを踏まえ、大きな変動がないように設定する考
えであります。
現行の保育料は、年間 7,000 万円程を見込んで
おりますが、国の基準に置き換えますと年間概ね
１億 4,000 万円程になり、現在でも全体でも約半
分を既に軽減しているのが現状であります。
利用料の無料化は、子育て世帯の家計の負担を
軽減する施策ではありますが、認定こども園化に
よる「量」の拡充と「質」の向上の両面から、一
層の子育て支援を推進するために今後も所得階層
に応じた負担をお願いすることに、ご理解いただ
きたいと思います。
なお、言うまでもなく、これまで実施してきた
乳幼児から高校世代までの医療費の無料化、乳幼
児期に必要とされるほぼ全ての予防接種の助成、
多子軽減等の施策において、今後も若い世代が、
安心して子育てができる支援、少子化対策に積極
的に取り組んでいきたいと考えております。
次に、デマンドバスで行ける範囲を羽島市民病
院や大垣市民病院まで延ばしてはどうかと言うご
質問ですが、デマンドバス運行開始を前に、単位
老人クラブを中心に利用促進のため説明をしてお
ります。その際にも同様の意見が寄せられました
が、いずれの病院も往復に最低１時間かそれ以上
時間がかかり運行効率の低下が予想されること、
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羽島市民病院へは岐阜羽島駅から羽島市の自主運
行バスが出ており、大垣市民病院へは輪之内文化
会館から大垣駅までの輪之内線があることからそ
れらのバスを利用いただきたい旨お伝えしました
のでご理解願います。また、今年７月、町外の病
院３箇所とやすらぎ苑の停留所を追加したところ

でありますが、効率的な運行の北限を大垣・一宮
線とし南限をコミバス今尾付近までとする考えで
あることを付け加えさせていただきます。
また、キャッチフレーズについては議員の意見
として承っておきます。ご指導ありがとうござい
ました。

１．町民の税金について

私は議員２期目の８年間では町長の意見には賛
成し、また発展的な意見を言ってきたつもりであ
りますが、今度はちょっと物を言わせて頂きます。
ガラス張りの町政、町民目線の行政と言ってはお
られますが、今の町政はとてもガラス張りの町政
とは思えません。町長室にトイレを作られてから
不信感を覚えました。未だに町民の方から何で町
長室にトイレやと、何度も耳にいたします。なぜ
その時、町民の声に耳を傾けて頂けないのか、過
去に公金を使い３，４種類のジェラート開発をさ
れましたが、その都度町が有名になればいいと言
われましたが、私は公金を使ってやる事なら少し
でも利益を得る、そして町民を楽にするのが町の
トップの考える事だと思います。利益を望まない
商売なんてありえないと思います。利益を得なが
ら町を有名にする、それが町おこしのスタイルだ
と思います。また、今度大薮のビッグに店を出し、
100 円でコーヒーを売って見えるそうですがと言

うと、あれは社協がやっている事だと言われるで
しょうが、町から 910 万の補助金を出している以
上、知らないともいえないでしょう。テナント料
もあろうかと思いますし、もしこういう事をした
いのなら、輪之内町の喫茶店を順番に、今月は貴
女の店、来月はまた次の店と、100 円で店にお願
いをして足らない分を町が補うスタイルなら私も
納得します。今のやり方では近くの一部の人が喜
んでいるだけではないでしょうか。地元業者の方
が、客が減ったと嘆いてみえます。国から来よう
が県から来ようが、町と同じ税金です。町民が納
得する税金の使い方をお願いしたい。町長の見解
をお聞きしたいと思います。

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野 常夫 議員

町長答弁

ホッとステーション事業について、社会福祉協
議会が実施しているが、その経費については、町
から支出されており、その事業内容が町費を負担
すべきものとして相当かどうか、その見解を求め
ておられますので、イオンタウン輪之内の空き店

舗活用に至った経緯からご説明いたします。
昨年新たに空き店舗ができるという情報からイ
オンに対し行政、福祉、教育、産業、観光等の情
報発信基地として賃貸借の可能性を打診したとこ
ろ地元公共団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頂き、賃
貸借契約を締結いたしました。
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議員のご質問の中で、町から 910 万円の補助金
を社会福祉協議会に支出しているとありますが、
事業の委託料として社会福祉協議会には 425 万円
を支出し、その他に光熱水費と施設の賃借料とし
て 367 万円を直接町から支払っております。
ホッとステーションでは、地元農産物の販売、
文化教室、教育、観光案内、サロン等を実施して
おりますが、あくまでも利益を得るための事業で
はなく、輪之内町の情報発信の拠点として、また、
住民のふれあいの場として活用して頂いておりま
す。町内の方は勿論、近隣の市町の方も利用して
頂いており、ふれあいの輪も広がりを見せており
ます。事業を実施して良かったと感じております。
イオンとの契約期間については平成 27 年４月
から平成 28 年９月末までの１年半であります。
その後については、イオンの意向と利用者の声を
聞きながら、その方向について検討していきます。
なお、ご質問の中で 100 円コーヒーの件を問題
視しておられますが、利用者の方に負担がかから
ない料金で、コーヒーでも飲みながら歓談して頂
くための社会福祉協議会の料金設定に違和感を感
じることもありません。決して民業を圧迫しよう
とする意図を持って決定されたものではないこと
を是非ともご理解願いたいと思います。
税金は、住民福祉の向上のために使用すること
は基本でありますが、ホッとステーション事業は、
この基本から外れているという認識はいたしてお

りません。今後ともどのような事業が住民に喜ば
れるものなのか。また、輪之内町に住んでみたい
と思っていただけるものなのかを常に考えながら
事業を進めてまいりたいと考えております。
また、ご質問の中にありました輪之内町の素材
を使用したジェラートにつきましては、現在も
ホッとステーションや養老サービスエリア等で販
売しており、単なる一過性のものではなく、継続
して輪之内町の魅力の発信に寄与しております。

２．歩切りについて

歩切りとは、適正な積算に基づく設計書金額の
一部を、予定価格の設定段階で控除する行為のこ
とです。公共工事の品質確保に関する法律（平成
17 年法律第 18 号品確法）の改正により、いわゆ
る歩切りによる予定価格の切り下げは、法律違反
である事が明確になりました。ちなみに衆参両院
ともに全会一致で可決成立公布（平成 26 年６月
４日）施行されました。全国 1781 団体の 81％の
1448 団体、岐阜県下においては 81％ 35 団体、愛

知県が 91％の 50 団体、三重県は、70％で 21 団
体、東海三県においては全体の 106 の団体が歩切
りをやめています。そこで質問致します。過去の
工事において、発注者が公表した予定価格と積算
基準で見積した工事価格とに大きな差異があると
いう話をよく耳にします。発注者である町が過去
歩切りをしていた事実はあるのでしょうか。私の
知る限りでは、県は予定価格から積算価格の差異
は 15％未満ですが、輪之内町は 20％の差異があ
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ります。まだ平成 27 年９月頃の入札でも 20％の
差異がありました。地元業者をいじめて町の活性
化につながるのでしょうか。歩切りを根絶すべき、
これだけの理由
①見積り能力のある業者が排除されるおそれがあ
ること

②ダンピング受注を助長し、公共工事の品質や安
全の確保に支障をきたすこと
③担い手の中長期的な育成確保に必要な適正な利
潤を、受注者が確保できないおそれがある
以上、町長の見解をお聞きします。

町長答弁

当町におきましては、積算基準や歩掛表を基に
設計書を作成し、その設計金額を地域の実態に合
わせて予定価格を設定しておりましたが、昨年６

月の公共工事の品質確保の促進に関する法律の改
正法及び総務省、国土交通省の通知を遵守し、平
成 27 年４月以降の公共工事につきましては、設
計金額と予定価格に乖離のない形で入札を執行い
たしております。

１．農業振興地域整備計画の
 「特別管理」による見直しを

今年度の農業振興地域整備促進協議会が８月
19 日に開かれ、22 件、約 21,300 ㎡の農地の除外
申請を審査しました。その結果、２件については、
すでに農地とは認められない状態になっていまし
た。これらの土地はいずれも農業振興地域にはふ
さわしくなく、農業振興地域から除外しても何ら
問題はないと判断される土地であります。しかし
これは無断転用と判断され、法的に公平性を確保
する観点から、今回の除外申請は認められません
でした。
「農業振興地域の整備に関する法律」の目的は、
その第１条で「農業の振興を図ることが必要であ
ると認められる地域について、その地域の整備に
関し必要な施策を計画的に推進するための措置を
講ずること」とされています。そして第８条に、「市
町村の農業振興地域整備計画に定める事項」とし
て、農業生産の基盤整備、農用地保全、農業の近
代化のための施設整備に関する事項、等々を定め
ることになっています。すなわち、町としても農

業振興地域と指定した土地に対しては、農業生産
基盤の整備や農業近代化のための施設整備、等々
の計画を立てなければなりません。
「輪之内町農業振興地域整備計画」では、「農
業生産の基盤整備」や「農業の近代化のための施
設整備」等の計画がどのように定められているの
か、お尋ねします。
当町は昭和 46 年度に農業振興地域の指定を受
け、その後、毎年計画変更しており、さらに昭和
51 年、57 年、平成６年、９年には「特別管理」
で大幅な見直しを行って来たということです。こ
のように、「特別管理による見直し」が、平成９
年までは数年に１度行われていたのに、その後
20 年近く行われていません。
農業振興にふさわしくない農地や、「農業振興

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員
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町長答弁

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に
関する法律」に基づき優良な農地を確保・保全す
るとともに、農業の振興に必要な施策を計画的か
つ集中的に実施することにより、土地の有効利用
と農業の健全な発展を図ることを目的としており
ます。長期にわたって総合的に農業の振興を図る
地域を「農業振興地域」として岐阜県知事の指定
を受けているところでございます。輪之内町では、
2,206ha が「農業振興地域」に指定されております。
農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図る
べき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効
利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計
画的に推進することを目的に、国の基本指針並び
に岐阜県の基本方針に基づき、市町村が定める総
合的な農業振興計画であります。整備計画の内容
は相当長期にわたり（概ね 10 年以上）農業上の
利用を確保すべき土地と施策について「輪之内町
農業振興地域整備計画」として定めております。
ご質問の「農業生産の基盤整備」では、再ほ場
整備等の土地基盤整備を推進してまいりました。
また、「農業の近代化のための施設整備」では、
輪之内町の農作物の集出荷の拠地として、本町の
中央にカントリーエレベーター、農機具センター、
共同集出荷場、低温倉庫、水稲育苗センターなど
の JAの施設があり、近代化施設はおおよそ完備
されております。

特別管理とは、制度の運営上での通称であり、
法律上で定められたものではありません。平成６
年から見直し、平成９年に認可されたのが最後で
す。
平成 11 年の農振法の改正では、農業振興地域
について概ね５年ごとに農業振興地域整備計画に
関する基礎調査により、現況及び将来の見通しに
ついて調査を行うことが定められ、岐阜県の運用
では特別管理と称した大幅な見直しはできなくな
りました。
平成９年からは、農業振興地域整備計画で定め
た農業生産基盤の整備で、輪之内南部地区で再ほ
場整備を実施しており、地域の実情により地区編
入や除外の調整を行うため見直しは行っていませ
ん。その後も道下・本戸・東部地区などの再ほ場
整備を実施し、平成 25 年からは、県営基盤整備
事業の区画拡大で福束・大藪地区でも地域の要望
により工事を実施しています。今後も要望があれ
ば、県営事業も含めた基盤整備事業を実施してい
くため、真にやむを得ない場合のみ地権者の意見
により、編入・除外するなどの見直しを毎年行っ
ているところであります。
平成 21 年の法改正で農振地域からの除外及び
農地転用の基準が厳格化され、これまで除外した
白地でも転用ができないケースも見受けられます
ので、今後は農業委員会と連携しながら優良農地
の確保に努め、計画に変更が必要な際には総合見
直しを実施していきたいと考えております。

２．仁木小大規模改修においてソーラーパネル設置を

仁木小大規模改修において、すべての教室にエ
アコンが設置されることに、多くの関係者が喜ん
でいます。
当初町長は、「学校で一斉にエアコンを稼働す
れば電力消費量の増加を招いて、このことによる

環境への影響も、学校が行っている地球にやさし
いという環境教育と一致しないという恐れもあ
る。」と言われました。私はそのためにも校舎屋
上にソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行う
のが望ましいと思います。太陽光発電は「環境教

地域整備計画」に定める具体的な整備計画が適用
されない農地は、「特別管理」で計画変更し、農

業振興地域から除外することが合理的だと思いま
すが、町長の見解をお伺いします。
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町長答弁

町内の小学校の老朽化に対する改修工事とし
て、建設年度が古く老朽化の進んでいるものから
ということで仁木小学校において、今年度、大規
模改修工事を手がけたところであります。また、
この改修工事は２年を掛けて完了する予定となっ
ております。
議員質問の、ソーラーパネル設置が子どもたち
への環境教育の生きた教材であるという趣旨で述
べられていると思います。太陽光発電を設置した
ご家庭ではこまめに電気を消したり節電に一層積
極的になったといった話をよく聞きます。また、
それを通じて環境に対する意識が高まり、電気だ
けではなく地球温暖化防止など環境全般にわたっ
て意識されていくといったことも見受けられるよ
うです。
一方で、その費用対効果としてどうかというこ
ともでてくるかと思いますが、平成 25 年度事業
として繰り越し平成 26 年度に実施・完了した役
場庁舎の太陽光発電設置事業については、太陽電
池モジュール（パネル）60 枚で、容量が 15.6 キ
ロワット、蓄電池 14.9 キロワットアワー１台で、
26,892 千円支出しており、岐阜県再生可能エネル
ギー等導入推進費補助金いわゆるグリーンニュー

ディール基金事業として 26,050 千円の補助金の
収入がありました。
平成 27 年１月から運用を開始し、今まで月平
均 1,826 キロワットアワー発電をしており、年間
に換算すると 21,912 キロワットアワーになると
推計します。
仁木小学校に、仮に庁舎に設置したものと同程
度の物を設置したとするなら現在の使用量の約４
分の１に相当する分が太陽光によりまかなえるこ
ととなります。
また、各小中学校において、建物の耐震強度等
を検討しますと設置に関しては可能であると考え
ております。
庁舎改修時に活用した補助金や他の補助制度等
も情報を得ながら、小中学校等への導入について
全体として前向きに検討をしてまいりたいと思っ
ております。

３．町内すべての地域に上水道と消火栓の設置を

６月議会で「消防水利の設置基準数 86に対し、
現有数 84、充足率 97.7%である」ということの意

味についてお尋ねしましたが、長い答弁にもかか
わらず、なかなか理解できませんでした。議事録

育」の教材にもなります。天候に応じて変化する
発電状況などを、発電モニターなどでリアルタイ
ムでチェックしながら「環境教育」を進めること
もできるのではないでしょうか。子供たちには「地
球にやさしいという環境」といいながら、学校が
化石燃料に頼っていては説得力がありません。
初期投資は必要ですが、消費電力量は少なくな
り、その分光熱費が削減できます。

国のエネルギー基本計画にも、再生可能エネル
ギーを最大限導入していくとなっており、行政と
しては率先して導入すべきだと思います。
校舎の屋上は日光を遮るものもなく、太陽光発
電にとって絶好のソーラーパネル設置場所であ
り、空きスペースの有効利用にもなります。
まさに一石二鳥にも三鳥にもなります。ぜひ検
討してください。
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町長答弁

消防水利の未充足地域は２地域ではなく４地域
ではないのか、前回の答弁以外の２地域はどこか
ということでありますが、前回に答弁したとおり
海松新田の一部と松内の一部に未充足地域があ
り、それぞれ４世帯、７人、２世帯、７人であり
ます。「地域の数」と「メッシュの数」の捉え方
で認識のずれを生じたのかもしれませんが、この
２地域には未充足のメッシュがそれぞれ２メッ
シュ存在しております。
２地域にそれぞれ防火井戸を設置する計画はあ
るのか。その費用は誰が負担するのかの質問でご
ざいますが、前回も答弁させて頂きましたが、消
防水利の基準は、多様な水利を確保することが望

ましいことから、消火栓に偏することのないよう
に考慮することとされていますので、望ましくは
国の基準を満たす消火栓以外の水利、例えば、防
火井戸等を 2箇所設置すれば、消防水利の基準で
言うところの充足率 100%�となりますとお答えし
ました。
総務省の水利基準で言うところの消火栓は、呼
称、65 ミリメートルの口径を有するもので、直
径 150 ミリメートル以上の管に取り付けられてる
ものと定められています。また、消防法施行令第
19 条第 3 項第 4 号には、屋外消火栓設備に関す
る基準では、ノズルの先端において、放水圧が 0.25�
メガパスカル以上で、かつ、放水量 350 リットル
毎分以上の性能を持つものと定められています。
先に申し上げた地域には消防水利の基準未達で

を何度も読み返した結果、私なりに要約すると、「消
防水利の設置基準数 86」とは、輪之内町の“準市
街地”を 1辺が 200mのメッシュすなわち 40,000
㎡の地域に区切ると172 メッシュになるが、すべ
て準市街地というメッシュはないため、これを２分
の１にカウン卜して「86」としている数字のことで
あり、「現有数 84」とは、そのメッシュの中に「消
防水利基準第 3条及び第 6条に適合する水利」の
あるメッシュ数を２分の１にカウントした数が「84」
であると解釈しました。
すなわち172 メッシュ中４メッシュの地域が未
充足地域ということになります。未充足地域は２
地域ではなく４地域ではないでしょうか。４地域
とすれば６月議会での答弁以外の２地域はどこで、
どういう状況でしょうか。①
また、消防水利の基準については、「多様な水利
を確保するという観点から、消火栓に偏ることの
ないようにし、消防水利基準の未充足２地域につ
いても、消火栓以外の水利を設置すれば、充足率
を100％にすることができる」と言われました。
この２地域にそれぞれ防火井戸を設置する計画
はあるのでしょうか。その費用はだれが負担する
のでしょうか。②
また、このことは「現有数 84」の消防水利基準

充足地域においても消火栓のない地域があるとい
うことになりますが、消火栓のない地域は何地域
あるのか、お伺いします。③
町長は、「当町では消火栓設置内規で設置範囲を
防火対象物から80mと定めて、よりきめ細やかに
設置している」と述べられましたが、このことと、
消火栓未設置の地域があることとは、どのように
整合性を説明されるのでしょうか。④
町民税を賦課されている、すべての町民に、等

しく「安全・安心」�な生活が保障されなければなり
ません。
６月議会でも言いましたが、初期消火にとって
消火栓は欠かせません。どんなに豊富な水利があっ
ても消防ポンプがなければ初期消火は不可能です。
消火器だけでは限度があります。すべての地域で
基準以上の消火栓が設置されるべきです。
改めて町長の見解をお伺いします。⑤
すべての地域で基準以上の消火栓を設置するた

めには、すべての地域に上水道が整備されなけれ
ばなりません。現在下水道整備計画地域内で上水
道が整備されていない地域、または住宅、企業等
はどれほどになっているのでしょうか。お聞かせく
ださい。⑥
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１．災害へのそなえについて

８月も半ばより急に涼しくなり、その後長雨と
なりさらに台風 17 号による水害、鬼怒川の破堤、
自然の恐さを見せつけられました。
当町も先日（８月 30 日）に総合防災訓練が実
施され官民一体となった訓練がなされた。
また、災害においては確実な情報を得る事の重
要性を痛感しました。
以上の事より町長に質問します。
１）防災訓練の成果と今後の課題について総括
してください。

２）情報の取得の方法として戸別受信機の普及
状況、その事についての考え
３）輪之内チャンネルの情報の出し方について

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員

あるものの、消防法施行令の規準と同様な十分に
消火活動できる消火栓が既に設置されており、水
利の空白地帯がないように整備に努めているとこ
ろであり、今のところ防火井戸を設置する計画は
ございません。
「現有数 84」の消防水利基準充足地域におい
て、消火栓のない地域は何地区かということです
が、消防法施行令の規準と同様な十分に消火活動
できる消火栓が既に設置されており、消火栓のな
い地域はございません。
改めてご理解をお願いしたいのは、国の消防水
利としての基準を満たさない消火栓であっても町
内に設定してある消火栓は、十分初期消火には有
効であるということでございます。
なお、消火栓については万一の火災の際に消防
署・消防団が使用するだけで無く、各地区自主防
災の方の初期消火を担う大変重要なものであると
認識しており、消防団が最低年 3回、大垣消防組
合が年１回、消防水利の点検を実施し、有事に支
障を来さないように水利の管理をしております。

初期消火に最も有効な消火器具はやはり消火器で
あり、万一の時のため、住民の皆様方には是非と
も備えて頂きたいと思います。
いずれに致しましても、町民の生命・財産を守
るために、今後も、区長とも連携し、消防水利の
充実にさらに努めてまいります。
最後に、下水道整備計画区域内で上水道が整備
されていない地域、住宅・企業等はどれほどかと
のご質問でございますが、下水道計画区域は福束
川西と塩喰川西地区を除く全域で有り、上水道も
同区域を給水区域としております。
平成 27 年３月 31 日時点での給水人口は 9,628
人であり、福束川西と塩喰川西並びに町外者（養
老町民）を除いた町の人口は 9,841 人であること
から、差し引きました 213 人は井戸水の利用者と
思われます。
以上で森島議員のご質問に対する答弁とさせて
頂きますのでご理解を賜りますようお願い致しま
す。
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町長答弁

９月に入り、台風 18 号から変わった低気圧の
影響で、関東・東北地方が 50 年に１度の規模の
記録的豪雨となり、堤防の決壊により甚大な水害
が発生しました。まさに、自然がその猛威をまざ
まざと見せつけたものであり、39 年前の安八町
の 9.12 豪雨災害が思い出されました。輪之内町
においても、今一度、揖斐川・長良川の堤防の安
全確認が必要であると再認識しております。
被災地の皆様の心情を察するに余りあります。
一日も早い生活再建がなされるよう、心から願う
ものであります。
ご承知のとおり、輪之内町の総合的な防災訓練
は、住民の方に防災意識を持っていただくために、
３年に１度であったものを平成 24 年度から毎年
度実施しております。本年度の防災訓練は、大垣
市、養老町、安八町は、雨天のため中止したと聞
いております。ですが、災害はいつどんな状況で
起こるかわかりません。状況に即した対応が必要
かと思います。当町は仁木小学校をメイン会場と
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 2,009 人、関係者は約 407 人であり、雨天に
もかかわらず、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。
今後の課題といたしまして、情報の伝達手段が
あげられます。今回は、訓練開始の合図をサイレ
ンから全国瞬時警報システム（J-ALERT）によ
る緊急地震速報にて実施しましたが、屋外拡声子
局は聞こえたが、戸別受信機は聞こえなかったと
言う方が数人ありましたので、現在、原因調査を
しております。
また、防災訓練は小雨決行としておりますが、
雨天時も想定した訓練内容を検討する必要がある
と考えております。

今までの訓練の反省点を踏まえ、具体のケース
を想定し、さらに訓練の在り方を検討していきた
いと考えております。
次に、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操作卓
を改修し、緊急連絡体制の強化に努めてまいりま
した。
現在、貸与台数が 2,202 台ございます。世帯数
が外国人を含めますと 3,166 世帯、現在ございま
すから、普及率は全世帯の３分の２程度、69.6％
（日本人世帯では 75.9％）となっております。
緊急時にどのような手段で情報を伝達するかと
いうのは非常に重要な事でございます。防災行政
無線でも各戸受信機がある市町村とない市町村も
ございますが、輪之内町は、導入時点ではその普
及率を向上させるという大前提で組まれていると
思っております。
輪之内町に転入される際には、転入者の方に対
して、窓口で戸別受信機の希望の有無を聞いてお
ります。希望の有無を聞くのではなく、「あるの
が当たり前、全員に配ればいい。」と言われるか
と思いますが、窓口の現状を見ておりますと、希
望しないという人がかなりお見えになります。
基本的には、災害時の情報は屋外拡声子局から
流し、平時の行政情報の伝達手段として、戸別受
信機を組み合わせたシステムとして構築したもの
でございますが、屋外拡声子局では聞き取りにく
い場合もありうると考えられますので、今後にお
いては、区長さ
ん等と連携をと
りながら、普及
率向上に努めて
まいりたいと考
えております。
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２．町内の美化、環境の向上について

河川環境の向上について多く議論され実施に向
けて大きくふみ出されている今、大きな期待を感
じます。また、農業を取りまく環境も整備され、
道路、水路も整備され、大変良くなってきました。
しかし、多面的機能交付金（前、農地、水環境保

全向上対策事業）による、農道、水路は管理され
ているが、主要町道においては雑草が伸び放題、
道路管理者である町のお考えをお聞きしたいと思
います。

町長答弁

町内の美化・環境の向上につきましては、住民
課におきまして、環境パトロールによる道路沿線
等に散乱するごみや空き缶の回収や７月には町民
の皆様の参加による環境美化運動を実施しており
ます。また、グラウンドワーク主催の大榑川を美
しくする町民参加大会が年２回開催されておりま
す。その結果、輪之内町内は、他の市町村と比較
して決して劣ることのないような環境であると認
識しております。住民の皆様のご協力に感謝いた
すところでございます。
さて、田中議員のご質問の要旨は、町内環境の
向上の中でも、町道の路肩の雑草の管理について

と理解いたしました。
田中議員のご質問にありますとおり、多面的機
能交付金により、地域ごとに農用地、水路、農道
等の地域資源について、協働による保全管理活動
を実施して頂いております。町道のほとんどは農
地に面しており、この協働活動により、法面の除
草を行って頂いておりますが、なかには、農地に
面していない道路も町内各所にございます。
これらの道路の除草につきましては、年１回若
しくは２回、町の除草工事として実施しておりま
すが、限られた予算の中で工事発注をしておりま
すので、これで十分とは参りませんが、今後とも
状況を見て適期の工事発注に努めたいと考えてお
ります。

続いて、「わのうちスマイルチャンネルにおけ
る災害情報の出し方について」のご質問にお答え
します。
ご承知のとおりわのうちスマイルチャンネル
は、㈱アミックスが運営しておりますケーブルテ
レビの 12 チャンネルを当町がコミュニティチャ
ンネルとして利用し、当町の様々なイベントや行
政情報をお知らせする情報提供媒体の一つとして
活用しております。
その中の仕組みにおいて、災害時には緊急災害
情報として、通常の番組放送に割り込む形でＬ型
にスペースを取り、災害の規模や被害の状況、ま
た避難情報を随時発信するいわゆる「Ｌ字放送」
を放映するシステムを構築しております。
もちろん、その情報を発信するのは災害対策
本部から発信することになりますが、いわゆる

NHKや民放TV会社のように災害が発生した直
後からリアルタイムで情報を発信することは、い
ささか無理があろうと予測しており、情報発信体
制が整うまでには、応分の時間がかかると考えて
おります。
しかし、いざそういった状況になれば、町民の
方々は、一刻も早く情報を取得したいという衝動
に駆られるのは、今までの各種災害からも明白な
事実であります。
そうしたことから、先程の同報系防災無線の利
用やケーブルテレビでの緊急災害情報の提供な
ど、幾重にも災害情報提供媒体を準備しながら、「こ
の状況であれば、どの情報提供媒体を使うのが最
も有効であるか」を適時的確に判断して町民の方々
が様々な情報に惑わされ、パニックに陥いること
のない的確な災害情報提供に努めて参ります。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

各常任委員会は、９月10、11日開催され、輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること、
平成 27年度一般会計補正予算、輪之内町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義
務の特例に関する条例の制定、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例の制定の４議案を審査し、教育委員会教育長の任命につき同意を求
めること、教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定を
否決し、補正予算は原案のとおり可決し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定は修正案可決すべきものと決定しました。

総務産業建設

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例の制定について

総務課
Ｑ　年金が支給停止になる金額はいくらか。
Ａ　65 歳以上では年金月額と総報酬月額相当額と
の合計額が 46 万円を超えると、その超えた部分
の一部が支給停止になる。
　更には、40 歳代や 50 歳代の人が教育長になろう
としたときに、当然、その方は年金を貰っていな
い。今回は、あくまでも教育長という職に対して
53 万円という給料月額を提案したものである。

Ｑ　安八町や他の町の教育長の給料の推移は分から
ないか。
Ａ　現状はホームページ等で各町の条例を見れば知
ることができるが、過去の金額については各町に
直接聞かないと分からない。

Ｑ　特別職報酬等審議会の会議録の中に委員の『あ
まりにもかわいそう』という発言があるが、その
ようなことで給料を決めるのか。
Ａ　執行部は、特別職報酬等審議会に諮問して答申
を受ける立場であり、審議会では委員から聞かれ
たことに答えただけである。こちらが審議会の進

行を誘導したことはなく、また最初から給料月額
の案を提示した訳でもない。ご質問の発言は、委
員の自由な発言である。

Ｑ　これまでの教育長の報酬月額の 28 万円の根拠
及びこれまでの 28 万円という金額は誤っていた
のか。
Ａ　歴代の教育長は年金受給者であったので、本人
の了解を得たうえで年金額を加味して報酬月額を
決めていた。この方法については、町では本来の
決め方ではないと考えており、今回の新教育長制
度の導入を機会として給料月額を望ましい姿に切
り替えたい、年金云々を度外視して決めていきた
い。更には、教育長という職のポジションは小中
学校の校長の上に立つ人であり、その職責を考え
ると校長と同等もしくはそれ以上であってもおか
しくないと考えている。
　合わせて、特別職報酬等審議会においては教育長
という職に対して給料はいくらが妥当かという論
点で話し合いがされた。

Ｑ　従来の教育長の職務と新教育長の職務はどのよ
うに変わるのか。
Ａ　今までは教育委員会の代表者である教育委員長
と、教育委員会事務局の代表者である教育長は
別々の役職であったが、新制度では教育長と教育
委員長が一体化される、すなわち教育長に教育委
員長の職務が加わるのが一番大きな変更点である
とのことで、その他、教育長の選任方法、身分、
任期、職務専念等についても変わる。
　なお、新教育長は一般職から特別職に身分が変更
となるが、町長や副町長とは異なり同じ特別職に
なっても法的に職務専念義務が課せられる。

Ｑ　特別職報酬等審議会において教育長の年収はい
くらになるのかという質問に対して町は 850 万
円位と答えているが、この金額は共済費などの付
随するものが含まれていないのではないか。
Ａ　審議会へは給料月額について諮問した訳なの

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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で、そこまで言及していない。共済費などについ
ては、給料月額が決まれば自動的に決まるもので
ある。

Ｑ　特別職報酬等審議会の委員の選任はどのように
行ったのか。
Ａ　審議会の構成は７人で住民のうちから選任する
ことになっている。前回、すなわち平成 17 年の
選任方法は学識者、区長会などの団体の代表、女
性の参画という視点で行われており、今回も同様
に選任したものである。

Ｑ　町及び特別職報酬等審議会では、他市町との
均衡で教育長の給料月額は 53 ～ 54 万円位と考
えているようであるが、教育長の職責は町長の
70％位と仮定したとき、給料月額も町長の給料
に対して 70％という決め方にしてはどうか、更
には、年金受給者にあってはその額を差し引くと
いう条項を条例につけることは出来ないか。
Ａ　町としては 53 万円でお願いをしている。今回
は、年金受給者に限定されるような状況を解消す
るため年金を度外視して決めたいと考えており、
その結果、新教育長が年金受給者の場合について
は受給している年金の一部カットはやむを得ない
ことと考えている。

Ｑ　この条例案を否決したらどうなるのか。
Ａ　地方自治法の規定では、新規教育長の給料を支
払うにあたりその根拠条例を定めることになって
いる。従って、この条例が否決された場合は新教
育長に給料を支払うことができない、仮に条例が
無い状態で給料を支払うと地方自治法違反にな
る。

●修正動議提出
北島�登委員からこの案件に関する修正動議が提
出され、動議に賛成する議員が２名ありました。
修正案は、教育長の報酬を原案の「53 万円」か
ら「28 万円」とする内容でした。

●修正案に対する質疑
Ｑ　28 万円にする理由は。
Ａ　現行の金額から 53 万円にすると年総額 1300 万
円ほどになり、町民から質問されたときに説明で
きない。

Ｑ　53 万円で 1300 万円、28 万円ならばいくらに
なるのか。
Ａ　詳細ははっきりしないが概ね割合から推測する
と年間 686 万円。

▼反対討論（執行部提案に対して）
　基本的に教育長の任務が変わらないので、多くの
町民の理解が得られないと考え 53 万円にするこ
とについては反対。

▼反対討論（修正案に対して）
　職に就く方によって変わってはおかしい、年金を
加味して報酬を決めるのではなく、職に対しての
報酬の意味から反対。

　委員の提案された修正案が可決され、修正案以外
の原案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。

平成27年度 一般会計補正予算（第２号）
総務課

Ｑ　人事管理費の 6,322 千円の増額は平成 27 年 10
月から６ヶ月間の教育長の給与の総額か。
Ａ　そのとおりで、給料月額 53 万円をベースに積
算した金額である。

Ｑ　教育長の給料月額を 28 万円にすると、共済費
などは概ね 28 ／ 53 の比率でよいのか。
Ａ　通勤手当は 2,000 円の定額であるが、それ以外
はそのとおり。

Ｑ　従前は無かった退職金は新規教育長制度では支
払われるのか、またいつ支払われるのか。
Ａ　新教育長制度では退職金は支払われる、本予算
に計上した退職手当は退職手当組合への掛金であ
り、退職時に退職手当組合から本人に支払われる。
約 381 万５千円。

危機管理課
Ｑ　ホース干し場の設置は 602 千円をかけてどう

いう施設を作るのか。
Ａ　消防用ホースを４本干せるもので、役場の近く
では町民センターの北東にホース干し場がある。

Ｑ　設置箇所は崇文地区だけか。
Ａ　崇文地区だけ。
Ｑ　他の地区には整備されているのか。
Ａ　各地区の消防車庫に整備されている。
経営戦略課

Ｑ　社会保障・税番号制度のシステム改修は具体的
に何を改修するのか。
Ａ　一つ目は、国が個人の情報を管理するために団
体内において個人の番号を統合する必要があり、
団体内統合宛名システムの改修を行うもので、具
体的には、税に例えると、税目ごとに個人に番号
が付されており、一人でいくつもの番号が存在す
るため、個人が特定できる番号に整理する。
　二つ目は、障害福祉サービス支給管理システムと
健康管理システムは総合行政情報システムとは別
のシステムであり、システム同士の連携を図る。
　三つ目は、国の機関である地方公共団体情報シス
テム機構が設置する中間サーバーに接続するため
に必要な端末機器等を設置及び設定するもので、
通信に必要となるルータは国が準備するが、接続
環境を構築する作業を委託することになる。

Ｑ　システムの改修は、平成 28 年１月までに準備
するのか。
Ａ　この制度が始まる平成 28 年１月までにシステ
ムの改修を完了する。

Ｑ　個人情報保護条例の改正が上程されているが、
社会保障・税番号制度のシステム改修との関連は。
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文 教 厚 生

輪之内町教育委員会の教育長の任命に
つき同意を求めることについて

教育課
Ｑ　教育長になられてからも、区長を兼務されてい

たと思うが有休を取って区長会に出席していたの
か。
Ａ　区長ではなく、教育長の立場で出席していた。
町としては、区長と教育長の兼務について問題は
ないと判断した。また、教育委員も問題ないと言
われた。

Ｑ　教育長を引き受けた以上、専念すべきだと思う
が。

Ａ　区民のバックアップもあり、１年間兼務し任務
を全うした。県内でも２名の教育長が兼務してい
る。

Ｑ　定例教育委員会の会議録は公表できないのか。
Ａ　会議録の作成は６月議会の補正予算後、業者に
委託し、出来上がったものをチェックし、最後に
委員に承認してもらってから公表する。

Ｑ　議事録をもっと早くできないのか。
Ａ　以前は要点筆記であったが、昨年８月以降は、
全文筆記となり、事務局で作成しているため、時
間が必要である。

Ｑ　学力テストの点数が下がっているようだが。
Ａ　公表しているのは県内で可児市のみ、その年度
によって差があるだけで、決して下がっていない。
全国学習状況調査（全国学カテスト）は、学習状
況を判断するものであり、学校で分析し、各学校
の指導内容について対策を立てている。

Ｑ　前教育長が辞職したのは、人間関係と聞いた。
また、報酬についても、10 万円程上がったと聞
いたが。
Ａ　個人的な思いは、わからない。報酬については、
約６万円アップした。当初予算でも説明したが、
職責をみて判断し見直した。

Ｑ　教育委員の会議や研修への出席状況は。また、
会議等の日程はどのように決めているのか。

文教厚生常任委員会

文教厚生
常任委員会
委員長報告

Ａ　システム改修は、輪之内町が持っている情報を
整理して国に送るために行うもので、個人情報保
護条例の改正とは直接的に関連するものではな
い。

Ｑ　個人情報の漏えいに対する対策は。
Ａ　国から安全管理対策を徹底するよう指示を受け
ており、具体的な対策としては、社会保障・税番
号システムとインターネット環境をそれぞれ別の
管理にするもので、不正アクセスが想定される
ネットワークと社会保障・税番号システムを物理
的、理論的に切り離すことでインターネットを介
した情報の漏えいを防ぐことが出来るので、国の
示す安全基準は確保出来るものと考えている。

Ｑ　個人がカードに付された情報を確認出来るの
か。
Ａ　国は「マイポータル」という、個人がパソコン
等で情報を確認出来るシステムを構築する予定で
あるが、時期は未定である。

産業課
Ｑ　パッカンは大量に作るのか。
Ａ　生産したパッカンを物産展並びにお千代保で販
売する。

Ｑ　21 万円の根拠は、パッカンの機械を買うのか。

Ａ　機械の購入費ではなくパッカンの加工代金とし
て計上しており、２俵で 1,560 袋の生産を予定し
ている。

Ｑ　地方創生先行型交付金を利用して３市９町で何
をやるのか。
Ａ　観光推進事業が主なもので、国内・海外観光プ
ロモーション事業を行う。

Ｑ　輪之内町単独事業として活動する事はできるの
か。
Ａ　観光物産展等などへの参加が見込まれるが、西
濃広域として交付を受けているので関係市町と一
緒に事業を推進していく。

Ｑ　今年度中の事業と聞くが、関係市町が今から集
まって本当に消化できるのか。
Ａ　年度内完了に向け事業を進めていく。
▼反対討論
この教育長の報酬の改正を認めることはできな
い。又、番号制度によるシステムを作ることによっ
て町民の情報が丸裸にされてしまう感じがする。
町民のためのシステム改修ではないと考え反対。

▼賛成討論
条例に基づく改正のシステム改修であり、個人情
報の流出は制限されると考え賛成。
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Ａ　今年度に入ってからは、定例教育委員会は欠席
がない、４月当初に学校行事等は知らせ、内部調
整できるものは、全員予定を聞いて決定している。

▼反対討論
総合的な教育委員会の在り方、特に、教育委員会
の議事録の提示がないなど不透明なので反対。
採決を行いました結果可否同数で、副委員長の採
決は、否決で、結果、議第 41 号 輪之内町教育委
員会の教育長の任命につき同意を求めることにつ
いては同意しないことと決した。

輪之内町教育委員会教育長の勤務時間、
休暇等及び職務に専念する義務の特例に
関する条例の制定について

教育課
Ｑ　従来から職務専念義務はあったか、町長代理の

葬儀参列等は職務か。
Ａ　教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の
中で一般職の例によると定めてあり、従来と大き
く変わるものではない。また、葬儀の参列は職務
と判断する。

Ｑ　町長代理の行事等に参加・参列するには条項を
設けるべきではないか。
Ａ　町長代理の業務は、はじめから職務の範疇と考
え条項を設ける必要はない。

▼反対討論
教育長の立場をもっと明確にすべきであり町長の
命を受けたらなんでもやるということで、本来の
教育長の範疇で無いということを認めるというこ
とならば反対。
反対多数で議第 48 号 輪之内町教育委員会教育長
の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特
例に関する条例の制定については、否決すべきも
のと決した。

平成27年度 一般会計補正予算（第２号）
住民課

Ｑ　53 万円の委託料について、紐状接触材の実験
は何カ所で実施するのか。また、その場所はどこ
か。
Ａ　実験としては３カ所である。効果を試し、その
中で一番効果のある場所で実証していく。場所に
ついては、アポロンスタジアム西の水路、楡俣の
住宅地内水路、大吉新田水路。

Ｑ　紐状接触材の材質は何か。
Ａ　ナイロン製である。紐状接触材の種類は少ない
が、実証済みである。

Ｑ　水質浄化するのはどこか。
Ａ　町内の河川すべてを浄化したいが、莫大な費用
がかかる。限られた予算の中で、まず中江川の浄

化に取り組みたい。
Ｑ　一番の問題は大榑川でないか。大榑川の溜まり

水が問題ではないか。
Ａ　上流、下流、それぞれ大榑川の水の量は莫大で
ある。支川で、住民アンケートにより一番皆さん
が目にする川、水流も少なくて、浄化の効果を分
かっていただける中江川で実施していきたい。

Ｑ　どういう効果を期待しているのか。住民の意識
が低いから汚れているのか。
Ａ　委託料については、水質浄化の啓発が主な目的
である。地域で、行政が住民と一緒になって水質
浄化に取り組んでいくための啓発である。

Ｑ　中江川の水質悪化の要素は何か。水質検査はし
ていると思うが、どういうものを取り除けばよい
のか。
Ａ　水質検査の結果、BOD，COD，SS が近傍河川
の２倍以上あり、茶色ににごる原因は鉄である。
浄化するためには、井戸水を流せばきれいになる。
水質を改善するためには、どれくらいの水量、ど
れくらいの期間流せばよいのかについては、実験
から把握している。

Ｑ　紐状接触材で何をするのか。必要性が全く分か
らない。委託料 50 万円の根拠はなにか。
Ａ　紐状接触材は大きな川では浄化効果は上がらな
い。排水路の支川、または大きくても１メートル
以内の排水路である。委託料、50 万円には紐状
接触材料費と、設置費が含まれている。

Ｑ　大榑川の汚れの原因は何か。大榑川は水が流れ
ない、揖斐川の水位が高くてはき出せない。流れ
がないということで水質が悪化していく。また、
大腸菌も繁殖していく。いかに流れを作るか。根
本の原因は何か。花いかだ、それをやっても効果
がない。水質改善協議会が、何回も開かれている
が、どういう会議か。毎分７トンで、どれだけの
流れが作れるのか。流量が止まっていればよくな
るはずがない。いかに水を循環させるか、会議の
中で話し合われてないのか。
Ａ　いかに経費をかけずに、きれいな川を作るかに
ついて考えている。干潮時に合わせて井戸水を流
すことによって流れを作る。まずは井戸を掘って
水を流すことから始めていきたい。福束用水の導
水については水利権のこともあり、今後継続して
木曽川上流河川事務所にお願いしていきたい。

Ｑ　何インチのポンプか。
Ａ　60 センチ井戸に 150 ミリのポンプを２本入れ
る。

Ｑ　井戸は期待できる。灌漑期を除いた後の期間か。
Ａ　灌漑期を除いた 11 月から４月までである。
Ｑ　光熱水費はポンプ場の電気代か。当初は何のお

金か。排水機場は運転しないのか。
Ａ　井戸を掘ってから月 157,500 円の３ヶ月分を残
しての、予算の組み替えである。当初予算額は、
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決算特別委員会

平成26年度 一般会計歳入歳出決算の認定
議会事務局

Ｑ　使用料のタクシー料金は何か。
Ａ　議長が公務で出張した場合の帰りの料金で、岐
阜等３回分。

総務課
Ｑ　現在、議会だよりは横書きで左開き、広報わの

うちは殆ど横書きで右開きとなっている。このこ
とについて、議会広報編集委員会でも話題にした
が、広報わのうちを左開きにした方が良いのでは
ないか。
Ａ　年度途中で切り替えると住民の方々も綴じ方に
戸惑われることが予想される。従って、広報わの
うちの開き方については、記事のレイアウトを再
考し、変更するのであれば新年度から切り替えて
いくのが好ましい。

Ｑ　一般寄附をされた一般財団法人国際クラブはど
のような団体か。
Ａ　KRH ㈱の青山るみさんが理事長を務めてい
らっしゃる団体である。例年、修学助成として教
育寄附金を頂いているが、平成 26 年度は町制 60
周年ということで 100 万円を頂いた。

Ｑ　電気を中部電力以外から購入しているが、どれ
くらいの効果があったのか。
Ａ　庁舎や小中学校など全 13 施設において 2,225
千円削減できた。

Ｑ　この金額は、どのように比較して算出したのか。
Ａ　従量制の単価については中部電力も新電力会社
も差は無いが、新電力会社は基本料金を下げるこ

本戸、中郷新田のポンプ場及び、福束排水機場の
電気代である。井戸水は流すが、福束排水機場の
運転は考えてない。論点は２つ、大榑川の流量、
水質改善。流れればきれいになる。見た目をどう
するか。今できることからやる。地域協働の中で
全部できることではない。最終的なゴールをセッ
トするためである。どれほどの効果があるのか、
何十分の一、何百分の一かもしれない。それを止
めることはしたくない。次につなげるため。その
ための補正をお願いしている。

福祉課
Ｑ　認定こども園化に係る工事費と、備品購入費の

内容は。
Ａ　工事費は、主に名称変更による玄関やフェンス
看板の取替え、安全対策強化のための防犯カメラ
やカメラ付きドアホンの設置、幼児教育開始によ
る教室照明の LED化や黒板貼替え、遊戯室の舞
台幕を新名称入りに取替えるものである。備品購
入費は、幼児教育で表現活動に使用する大型積み
木セットや運動セット、手動の目標時計と本物の
時計が横に並んでいるツイン時計、教室のネーム
カードのほか、職員室用の医療品戸棚や移動式回
転ボードである。

Ｑ　地域密着型サービスの補助金を受ける介護施設

は決まっているのか。
Ａ　安八郡広域連合の募集に対し、四郷のさくら悠
輪苑が決定されて、現在の９床から 18 床に増床
される計画である。

Ｑ　整備費補助金の内訳は。
Ａ　認知症高齢者グループホームの１施設あたりの
基準額 3,200 万円、開設準備等の経費として一人
あたり 62 万１千円の９床分 558 万９千円を合わ
せた、3,758 万９千円であり、補助率は 100％。

Ｑ　介護保険料に影響は出るのか。
Ａ　施設整備は安八郡高齢者プランの中で検討し、
計画的に実施しているもので、介護保険料への影
響を反映させたものである。

教育課
Ｑ　本の冊数は決まっているのか。
Ａ　具体的には決まっていない、書棚、児童用椅子
等の購入予定もある。

Ｑ　教育長の関係で減額すべきものは、報酬のみか。
Ａ　社会保険料が減額できるが、他の臨時職員分も
含めて予算計上してあるため、今回は減額しない。

Ｑ　旅費はどうなっているのか。
Ａ　教育委員会事業で予算化してあるが、当該用務
で出張の場合は、こちらで支払いとなるので減額
しない。

決算特別委員会

決算特別
委員会
委員長報告

委 員 長　田中　政治
委　　員　森島　正司
委　　員　小寺　　強
委　　員　浅野　常夫

副委員長　上野　賢二
委　　員　森島　光明
委　　員　髙橋　愛子
委　　員　古田　東一
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とによって電気料金を下げている。中部電力の基
本料金から新電力会社の基本料金と ESP の委託
料を差し引いても 2,225 千円削減できた。

Ｑ　社会保障・税番号制度対応業務委託料は条例改
正のためのものか。
Ａ　番号法導入に伴い職員研修会の開催、個人情報
を扱う事務の洗い出し、特定個人情報の評価、評
価書案の作成、条例や規則等の必要な改正のアド
バイスを受けたものである。

Ｑ　工業統計などの経常指定統計や農林業センサス
などの臨時指定統計の調査主体は誰か、町独自で
調査しているものがあるのか。
Ａ　いずれの統計調査についても国が実施主体であ
るが、実際に調査事務に従事しているのは統計調
査員登録者や町職員である。

Ｑ　調査員の選任についてはどのようにしているの
か。
Ａ　統計調査員登録者が 10 名程度いるが、統計の
規模により職員に調査員を依頼している。
　統計調査員登録者以外の調査員については、職員
をあてることを基本にするのではなく、区長や農
事改良組合長に打診するなど、広く一般の人に
やってもらった方が良いのではないかという提言
があった。

Ｑ　自動車・建物災害共済保険の補償範囲はどのよ
うになっているのか。
Ａ　火災や落雷などによる損害など、一般的には共
済責任額を限度とする再調達価格が補償される。
　但し、破裂・爆発による損害については上限が
２億円、また地震については対象にならず、その
他風水害については共済責任額を限度とする再調
達価格の 50％が補償される。

危機管理課
Ｑ　備蓄用品は保存期間はどれくらいか。
Ａ　乾パンは５年、粉ミルクは１年半、ミネラル
ウォーターは 10 年。

Ｑ　紙おむつの買い換えはどうしているのか。
Ａ　使用期限が近いものは介護施設に渡すなど、有
効に活用しながら更新していく。

Ｑ　昨年の戸別受信機の購入台数の 30 台の内訳は。
Ａ　新規 24 台、交換４台。
Ｑ　戸別受信機について、放送が入らないところが

あるので、全世帯に受信状況のアンケートを行い、
受信状況の把握を行っては。
Ａ　区長会などで依頼をかけるなど今後検討させて
いただく。

Ｑ　戸別受信機の普及率は。
Ａ　75.9％。
Ｑ　75.9％の普及率についてはどう考えているの

か。
Ａ　区長を通じて、普及率の向上をはかりたい。
Ｑ　大垣消防組合の負担率の根拠は。また、負担率

は毎年変わるのか。
Ａ　人口割 30％と前年度消防費規準財政需要額
70％で構成されており、負担率は毎年変わる。

経営戦略課
Ｑ　12 チャンネル（輪之内スマイルチャンネル）

での河川情報の配信について、国土交通省と同じ
ようにインターネットでも配信出来ないのか。
Ａ　町が現在行っている河川情報配信は、河川の橋
桁に色分け表示してある危険水位等をリアルタイ
ムで映像として確認出来るようにしているもので
あり、お尋ねの国土交通省のように数値化したも
のを配信するまでには至っていない。

Ｑ　輪之内の宝カレンダーの製作部数と販売実績
は。
Ａ　300 部製作したが、町の PR用に配付を目的と
して製作したものであるので販売実績はない。

Ｑ　インターネットサービス使用料が前年度と比較
して増の要因は総合行政情報システム導入によ
り 1,200 万円以上も増加したという説明であった
が、どのようなシステムか。
Ａ　住民票や税証明等の発行業務や財務や給与等の
事務処理を行うための基幹系のシステムで、岐阜
県市町村行政情報センターが平成 26 年度末でシ
ステムのサポートを打ち切り、総合行政情報シス
テムに移行することになった。

Ｑ　システムが代わるだけでなぜ 1,200 万円以上も
増えるのか。
Ａ　今まで各課で支払っていた使用料や保守管理料
等を今回のシステム導入を機に経営戦略課で一括
して支払うこととし、自庁型管理からクラウド型
による外部管理としたため、データセンターの使
用料が増加したことが主な要因である。

Ｑ　各課の集約分を除いても 1,000 万円近く増加し
ており職員数人分の人件費に相当するが、効果は。
Ａ　導入後もシステムの改修も行い、以前と比較し
て手間がかからなくなったが、データを外部管理
としたことが増加した主の要因であり、大規模な
災害が発生しシステムが故障してもデータは他の
場所にあり、機器や配線の復旧のみですぐに業務
を行える等のメリットがあり、安全・安心を確保
するための費用である。

Ｑ　12 チャンネルの町の行事等の配信について、
放送した全行事を短時間に集約したものはないの
か。
Ａ　ダイジェスト版は製作していない。
　なお、委員からは『番組をダラダラ流しているだ
けではマンネリ化してしまうので、視聴される方
の興味をそそるようなメリハリのある番組作りを
考えてほしい』との要望。

Ｑ　12 チャンネルの放送内容は各課で考えている
のか。
Ａ　年度当初に各課に放映の要望を調査し、経営戦
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略課で取りまとめ、製作等も経営戦略課で行って
いる。
　なお、委員からは『番組の内容と季節がずれてい
るなどが見受けられるので、同じ番組をいつまで
も放送することのないよう経営戦略課も注意し、
担当課についても経営戦略課に任せっきりではな
く、放送内容を把握してもらいたい』との要望。

Ｑ　12 チャンネルの文字放送の音声についてはコン
ピュータで作った電子声を放送しているが、発音
がおかしいのに公共放送で流し続けるのはどうか。
Ａ　音声の改善については業者と協議しているが、
修正ソフトを導入するなどして対応を検討してい
る。

●提案
　12 チャンネルの改善点等についてアンケートを
聴取するなど意向調査を行ってはどうか。

Ｑ　自動車取得税交付金について、決算説明書には
町内道路の延長及び面積を基礎として交付され
る。と記載があるが、道路の延長と面積は増える
のになぜ交付金が減るのか。
Ａ　県税総額ベースで平成 25 年度と比較して 25 億
5,187 万４千円、約 65％の減であるため、連動し
て交付金は減る。

Ｑ　普通交付税の基準財政需要額が減になる要因は。
Ａ　補正係数によっても左右されるが、道路橋りょ
う費や小・中学校費、地域振興費等が減少した。

税務課
Ｑ　最近の企業誘致に関わる税収はどれくらい増え

たか把握しているか。
Ａ　輪之内町の法人の状況は、リーマンショックで
法人の業績が落ちた平成 21 年度は法人税が 7,400
万円ほどあったが、平成 26 年度決算では、１億
5,642 万円、企業数は、240 社となり、ともに前
年度より増加しており、誘致企業を含め町内企業
の活動が活発化し、業績が好調であると把握して
いる。なお、特定企業の税収入については、お答
えできない。

Ｑ　固定資産税の課税状況で、償却資産の額が前年
より減少している要因は。
Ａ　前年設備投資が盛んだったためその影響で平成
26 年度の設備投資が少なくなったこと及び償却
資産の償却率適用による減少である。

Ｑ　不納欠損は、毎年行っているのか、また、町民
の生活実態をどのように把握しているのか。
Ａ　不納欠損は毎年法に基づき実施している。また、
町民の実態調査は町民の生活状況等を聞き取って
いる。

Ｑ　催告書及び警告書発送の内、外国人の件数は。
Ａ　国籍を問わず納付義務があるため、外国人の件
数は、把握していない。

福祉課
Ｑ　社会福祉協議会補助金の内訳は。

Ａ　法人運営事業が 8,784 千円、遺族会助成が 316
千円である。全体の法人運営事業費は 22,834 千
円で、職員３名中、局長と職員 1.5 人分の計 2.5
人分を補助している。社会福祉協議会では、町と
一体化して策定した「ささえあいプラン」に基づ
く事業を実施しており、地域福祉を推進する役割
を担っている。

Ｑ　ヘルパーステーションの閉鎖理由は。
Ａ　在宅介護支援センターは社会福祉協議会が事業
所となり実施していたが、民間事業者の台頭など
から平成 26 年７月末をもって休止と判断された
もので、利用者には別の事業所を紹介するなどの
対応をした。

産業課
Ｑ　産業雑入の収入のその他は何か。
Ａ　豆乳リゾット２千円、徳川将軍家御膳米 87 千
円、輪中パッカン 119 千円、イチゴ 70 千円の合
計 278 千円。

Ｑ　福束新田の均平化工事の面積は。
Ａ　北部南部両方で７ha の工事。
Ｑ　農振除外の編入の目的は。
Ａ　過去に除外申請をされたが、転用する見込みが
ないため、農振農用地に戻すという申請に基づく
もので転用されていない農地が対象である。

Ｑ　観光推進費の成果はどうなのか。
Ａ　調査委託料も含めて、輪之内ウォーク等でまち
歩きを行う１回あたり約 20 人の出席で年３回実
施。３月には旅まつり名古屋へ観光委員が出席し、
特産品などの物販を行っている。その他は軽トラ
朝市への助成。

Ｑ　調査委託となっているが助成金のような使い道
ではないのか。
Ａ　ご指摘の通りであり、来年度から変更するよう
検討する。

Ｑ　植物防疫事業は農協に委託しているのであれ
ば、農協が中心となって事業に取り組むべきでは
ないか。
Ａ　これまでも、農協への全面委託を働きかけてお
りますが、今後も農協への申し入れを行っていく。
　なお、委員から『本来農協だけでなく、他社でも
防除ができると聞くが、必要であれば競争入札を
行うなど、適正な改善を行ってほしい』との要望
があった。

Ｑ　ふるさと農村活性化対策事業の使い道は。
Ａ　本戸地区であじさいなどの管理のための草刈り
機のチップソーなどの必要な備品の購入費。
　なお、委員から『ボランティアの意識の高い人が
高齢化し、管理が難しくなってきていると聞いて
いるが、継続していけるよう地域の方とよく検討
してあげてほしい』との要望。

Ｑ　街路灯の維持管理費はこんなに必要なのか。
Ａ　事業費の中には電気代の 2,980 千円も含まれて
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おり、区所有や個人所有の街路灯を優先的に更新
しておりその費用が 45 基 2,340 千円であり、町
内３地区で２巡目の更新をしているが、町が電気
代を支払っている街路灯の更新はないため、電気
代の削減にまでは至っていない。

Ｑ　個人所有の街路灯を何故町が更新しているの
か、個人の財産なら個人で管理させるべきでは。
Ａ　過去に半額補助等で建てた街路灯の更新をして
おり、個人管理となるといずれ休止してしまう場
合が多く、地元からの苦情で付け直すこともある。
防犯灯の意味も含めて更新している。
　なお、『街路灯を要望しても設置できなかった場
所について、地域のためを思って半額負担してで
も建ててくれた方もいらっしゃるのであり、そう
いう志の高い人をすべて商業目的と思わないでほ
しい』という意見もあった。

Ｑ　ジャンボタニシ駆除どのようにして実施してい
るのか。
Ａ　県からの補助を受け町内の農業用水路を対象
に、シルバー人材センターに委託している。時間
給は 850 円。

Ｑ　農地流動化について、農用地利用権の調整を農
業委員会で行っているが、中間管理事業の機構集
積協力金の PR は行っているのか。
Ａ　利用権を受ける方が中間管理事業の受け手とな
れる方であれば良いが、そうでない場合せっかく
の当事者間の契約が破棄になることも考えられる
ため、状況を確認しながら対応しているが、積極
的には PRしていない。

Ｑ　今現在の中間管理機構への集積状況は。
Ａ　全体で 50ha の申込がある。
建設課

Ｑ　道路整備基本計画策定委員のメンバーは誰か、
報酬の支払い額が少なくないか。
Ａ　構成は 14 名で識見を有する者３名、町民・議
会議員等４名、職員４名及び商工会、農業委員会、
消防署員である。報酬については、公務で出席し
た方と欠席の委員への支払いが無いため少ない。

Ｑ　道路整備基本計画とは何を決めるのか又、策定
委員会は規約や条例等あるのか。
Ａ　緊急輸送道路や広域的な重要路線の選定と道路
整備に関する優先度を定める計画である。又、規
約や条例等は無く基本計画策定を終えたので、今
後委員会の開催は無い。

Ｑ　PCB の処分は何処で行ったのか、これで全て
の処分が終えたのか。
Ａ　処分は豊田市の日本環境安全事業株式会社豊田
事業所で行い、町保管の PCB は全て処分が完了
した。

教育委員会
Ｑ　スポーツ振興センター給付金とは。
Ａ　学校におけるケガ等に対する給付で、医療費の

４割が給付される。その３割は町の福祉医療費に、
１割は見舞金として本人に支払われる。

Ｑ　学校給食で地産地消の割合は。
Ａ　県内産が 38 パーセント、うち輪之内町産はキャ
ベツ、大根、玉ねぎなどを使用している。

Ｑ　アポロンスタジアム及びテニスコートの夜間照
明使用料は。
Ａ　アポロンスタジアムが 6,480 円、テニスコート
が 650 円。

Ｑ　電気料金については、契約電力会社の切り替え
により安くなっているのか。
Ａ　安くなっている。
住民課

Ｑ　全国の特殊出生率は、1.4 人と把握しているが、
町の特殊出生率は何人か。
Ａ　輪之内町は、1.7 人である。輪之内町の人口減
少の要因は社会的な要因が大きい。外国人は増え
ているが、日本人は減っている。データだけでは
言えない。中長期的には 1.8 人以上を維持しない
と、人口１万人は難しい。

Ｑ　自主運行バスの補助金について、デマンドバス
に変更した場合と、金額にどのような差があるの
か。
Ａ　自主運行バス補助金は、平成 25 年 10 月から平
成 26 年９月までの１年分である。デマンドバス
の運行は平成 27 年１月からなので平成 26 年度の
補助金には入っていない。平成 27 年度以降自主
運行バス補助金は、おおよそ 300 から 400 万円増
える。

Ｑ　デマンドバスの方が経費がかかると言うこと
か。
Ａ　初年度にバスを３台購入している。５年で償還
する。その分は増えている。年間のランニングコ
ストにはなっていないが、利便性の向上がある。
利用者数は増えた。現在のデマンドバスの利用者
数は１日平均 30 人前後。１日 50 人から 100 人に
増えれば、運賃収入があり、コストをカバーでき
る。現在は、ある程度のコスト負担はあるが、地
域公共交通の足を守るためである。

Ｑ　地域公共交通会議は継続的におこなっているの
か。また構成メンバーはどうなっているのか。町
民の要望を受け付ける機関であるのか。
Ａ　地域公共交通会議は、国からも求められており、
利便性の向上のためにも継続していきたい。会議
の構成メンバーは、国交省、関係機関、区長会、
関連バス会社等である。会議は、運輸局へ届出を
する、もしくはそれに準ずるような協議事項の場
合に、会議を開催して諮っている。住民の要望に
対しては、事務局で受け付けている。区長会、老
人クラブの各団体を通じ要望を聞いたり、利用者
アンケートを行い、１年経過した時点で見直しを
かけていきたい。
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Ｑ　デマンドバスのバス停の数に制限はあるのか。
Ａ　数に制限はないが、タクシーではないので各家
にバス停を設ける訳にはいかない。よく使うとこ
ろ、全然使ってないところの見直しをかける。利
用していないところは、ある地域に集中している。
どんなニーズがあるのか、情報を集あて、今後検
討していく。

Ｑ　歳入の住民雑入の内、Ｃ社の 33,775,276 円の
根拠は。また不適正の量はどれだけか。
Ａ　Ｃ社に産業廃棄物の量を算出してもらい、その
数値を基に町の負担金を西南濃環境整備組合に算
定してもらった。平成 17 年度から平成 26 年９月
までで、1,938 トンとのこと。

Ｑ　なぜ、今回このようなＣ社の件が発覚したのか。
Ａ　産業廃棄物と言うことならば、産業廃棄物とし
て、それぞれの事業所が責任を持って処理するこ
とになっている。事業所が事業系一般廃棄物と産
業廃棄物の区別ができていなかったことが原因で
あった。

Ｑ　事業系一般廃棄物と、家庭系一般廃棄物の負担
金を町は支払っているのではないか。
Ａ　一般の住民からは、処理にかかる費用として、
ゴミ袋１枚 50 円の手数料をいただいている。事
業系一般廃棄物は、回収業者のトバナ産業や野々
村商店を通じて事業者が西南濃環境整備組合へ直
接支払っている。それらのごみを焼却処分する処
理料については、持ち込んだ量によって負担金が
町へ請求される。

平成26年度 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

住民課
Ｑ　医療費が上がっていると言うことだが、県の出

しているデータによると、平成 24 年のもので、
県下 42 市町村のうち、医療費は、輪之内町が 36
位、関ケ原町は、19 位。一人当たりの国民健康
保険税は、輪之内町が７位、関ケ原町は、19 位
でした。このように医療費が高いから、保険税が
高いわけではない。即、保険税に跳ね返るわけで
はない。何か政策的なものはあるのか、他の市町
との比較は図っているのか。
Ａ　他の市町との比較はしている。医療費は 4.82％
上がったが、保険税は据え置いている。

平成26年度 後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について

福祉課
Ｑ　療養給付費の状況は。
Ａ　療養給付費は、一般会計において過去３年の実
績に応じた負担金として広域連合に支出してい

る。平成 25 年度までの療養給付費は、増加傾向
にある。

Ｑ　すこやか健診の受診率が伸びた要因は。
Ａ　対象者全員に受診券を配付していることで、一
昨年度に続いて、受診率が県内第１位となった。
引き続き、保健事業の啓発に努める。

Ｑ　入所者に対する住所地特例はあるか。
Ａ　県内の入所者の異動については、住所地特例の
適用はない。

平成26年度 児童発達支援事業特別会計
歳入歳出決算の認定

福祉課
Ｑ　24 人の利用者以外に対象児はいないか。
Ａ　利用は保護者の申請によるため、保育園や保健
センターを巡回するなど、対象児の把握に努めて
いる。

Ｑ　小学校までに症状は改善されるのか。
Ａ　心身の発達の遅れを早期に支援することが大切
であると考えており、その改善に取り組んでいる。

Ｑ　家族の理解も必要ではないか。
Ａ　家族の協力は大切であると認識しており、発達
支援教室は親子通園とし、家族の理解を得ながら
支援している。

平成26年度 町特定環境保全公共下水道
事業特別会計歳入歳出決算の認定

建設課
Ｑ　処理区域内戸数は町全体の戸数か、川西地区は

入っているのか。
Ａ　福束川西及び塩喰川西は計画区域外のため入っ
ていないが、楡俣の輪中堤外は区域内に入ってい
る。

Ｑ　水質検査は通常保健所で行うものではないの
か、費用は公共機関なので無料ではないのか。
Ａ　浄化センターへの流入水と排出水の検査を岐阜
県公衆衛生検査センターに委託しており無料では
ない。

Ｑ　新たな住宅を建築した場合は、下水道への接続
条件として何かあるのか。
Ａ　事前に建築計画が分かれば対応も出来るが、完
成まで短期間の場合は工事日数や予算の関係で出
来ない時もあり、下水道への接続を断わる場合も
ある。

Ｑ　下水道事業完了まで、あと何年くらい掛かるの
か。
Ａ　現在、認可計画では平成 28 年度であるが、あ
と２年では完了しそうに無いため、変更申請で２
～３年の延長を考えている。



平成27年11月 2 日（　）輪之内町議会だより28

▼編集後記
「わのうち議会だより」108 号をお届けします。
秋晴れの日が続いています。さて、11 月３日は
文化の日です。文化の日は国民の祝日で自由と平和
を愛し、文化をすすめる日です。もともとこの日は、
「明治節」といって明治天皇の誕生日９月 22 日を太
陽暦に換算した日で、明治の時代は「天長節」だっ
たそうです。昭和 21 年のこの日に「戦争放棄」「主
権在民」を宣言した現在の憲法が公布されました。
これを記念して平和への意思を基盤とする文化を発
展拡大させようとするのがその主旨だったとのこと
です。
輪之内町民憲章の「教養を身につけ、文化あふれ
る町をつくります。」
の具現に向かって、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。
活力ある地域づくりのため、議会としても努力し
ていきたい。
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　小寺　　強　　副委員長　浅野　常夫
　委　　員　古田　東一　　委　　員　上野　賢二

★次の定例会は12月の予定です。多数の傍聴を期待
いたします。

《７月》
１日　農業委員会
２日　大垣消防組合議会臨時議会
９日　平成27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
10日　広報編集委員会
　　　ふれあいフェスタ実行委員会
　　　あすわ苑組合議会定例会
　　　安八郡広域連合議会臨時会
14日　第２回西南濃町村議会議長会
21日　決算審査
　　　総合戦略推進委員会
22日　決算審査
　　　主要地方道羽島養老線改良促進期成同盟会

平成27度度理事会
24日　全員協議会
27日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設　

促進協議会
29日　臨時町議会
　　　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

促進期成同盟会
30日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設促

進協議会の要望活動
31日　例月出納検査

《８月》
２日　あすわ苑夏祭り
３日　農業委員会
７日　桜会総会・懇親会
　　　仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
８日　輪之内町納涼ふるさとまつり
10～12日
　　　西南濃町村議会議長会県外視察研修
17日　西濃環境整備組合議会定例会
　　　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会総会
19日　農業振興地域整備促進協議会
20日　育樹祭リレーイベント
21日　岐阜県町村議会議長会評議委員会
22日　舛屋伊兵衛顕彰祭
25日　薩摩義士慰霊祭
27日　議会運営委員会
　　　全員協議会
30日　町総合防災訓練
31日　例月出納検査
　　　木曽川・長良川新架橋促進協議会総会

《９月》
３日　農業委員会・岐阜県農業委員会大会
４日　第３回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
７日　決算特別委員会
８日　決算特別委員会
10日　文教厚生常任委員会
11日　総務産業建設常任委員会
15日　ふれあいフェスタ実行委員会
17日　第２回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
19日　各小学校運動会
20日　敬老祝賀会
24日　西南濃管内町議会議員研修会及び合同　　

交流会
25日　町総合戦略推進委員会
　　　例月出納検査
27日　あすわ苑敬老会
29日　安八郡戦没者追弔法会
30日　大垣消防組合臨時議会

議 会 活 動 日 誌


