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平成 27 年度
補正予算

2億178万円 を追加

２０15年
12月定例議会
4日～11日

平成27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10議案、請願１件が上程され、審議の結果、
専決処分の承認１件、条例３件の合計４議案が可決され、補正予算、
条例の３議案、請願１件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２件及び、条例
３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６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

・一般管理費（育児休業に伴う賃金等）
� 292万4千円
・企画費（動画コンテンツ作成委託料）
� 129万6千円
　　　　（インナービューティー&農業コラボ事
　　　　　業実行委員会補助金）� 252万3千円

・電子計算費（番号制度中間サーバー整備等負担金）
� 439万6千円
・選挙管理委員会費（選挙人名簿システム改修委
託料）� 130万円
・介護保険費（安八郡広域連合負担金）
� 147万2千円

衛　 生　 費

・保健衛生総務費（特定不妊治療費助成金等）
� 112万2千円

農林水産業費

・農業振興費（農業振興備品購入費）� 147万円

商　 工　 費

・観光推進費（ご当地歴史アニメ制作委託料、観
光アプリ制作委託料、観光備品購入費）
� 580万７千円

教 育 費

・小学校管理費（屋内運動場天井等耐震点検委託
料、小学校修繕工事費）� 1億1,019万円
・中学校管理費（中学校修繕工事費）
� 6,749万円

一般会計

平成27年度
一般会計補正予算（第３号）
� 2億 178万 1千円を追加

歳 出 の 主 な 補 正

　専決処分の承認について
　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
　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により共済年金
が厚生年金に総合されることに関連して輪之内町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例を平成27年９月30日に専決処分したもので、
議会に報告し、承認を求めるもの。
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条　例
輪之内町個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例の制定について

行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律、いわゆる「番号法」
の施行に伴い、平成 28 年１月より個人番号法の
利用が可能となります。
番号法に定められた事務は、当然に個人番号を
利用して事務を行うことが出来ますが、法律に定
めのない事務で町独自で個人番号を利用して事務
を行う場合、また、町の同一の機関内で特定個人
情報の授受を行う庁内連携については、条例で定
めることとされているため、新たに条例を制定しよ
うとするものです。
なお、現在のところ、個人番号を町で独自利用
しようとする事務は、福祉医療費の助成事務とし
ております。

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
部を改正する法律に基づく特別職の教育長は、法
律上職務に専念する義務が明記されています。こ
のことから、教育長の勤務条例及び職務専念義務
の特例に関して条例を制定することが必要である
ため、再度提出させて頂くものです。

輪之内町税条例等の一部を改正する条例について

納税者の申請による換価の猶予制度が創設され

・地方交付税（普通交付税）� 1,154万円
・国庫支出金（公立学校施設整備費補助金）
� 5,962万円
・総務費国庫補助金（社会保障・システム整備費
補助金、地方創正先行型交付金）
� 1,558万円
・町債（教育債）� 1億1,500万円

平成27年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）� 9,290万４千円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ 9,290 万 4 千円を追加し、歳入歳出予
算の総額をそれぞれ 12 億 2,690 万 3 千円と定め
るものであります。

主 な 補 正 内 容

■ 歳 出
・一般被保険者療養給付費� 6,762万円
・一般被保険者高額療養費� 1,607万円
・償還金� 920万円
■ 歳 入

国庫支出金

・療養給付費等負担金� 2,648万円
・財政調整交付金� 372万円

県 支 出 金

・財政調整交付金� 319万円

繰 入 金

・国民健康保険基金繰入金� 3,499万円

繰 越 金

・その他繰越金� 2,450万円

平成27年度
特定環境保全公共下水道事業特別会計補正
予算（第１号）� 219万２千円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ 219 万 2 千円を追加し、歳入歳出予算

歳 入 の 主 な 補 正 の総額をそれぞれ 7億 4,019 万 2 千円と定めるも
のであります。
　下水道の浄化センターには、流入水や放流水の
量や水質を自動分析し、その記録や異常通報を行
うインテリジェントプリンターという装置がござ
いますが、この分析装置のモニターが故障し、記
録等に不具合が生じておりますので、これを修繕
すべく差出の公共下水道費に 191 万 1 千円を計上
しております。また、浄化センターで使用する汚
泥の凝集剤が不足してまいりましたので、当該薬
品代として 28 万 1 千円を増額するものです。
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たこと等により、猶予に係る担保の徴収基準など
一定の事項について条例で定めることです。

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日に施行されることに伴い、地方公務員共済
組合法施行令法等の一部を改正する等の政令ほか
関係政令が平成 27 年９月 30 日付けで公布された
ことにより、これた政令の改正内容を反映した条
例改正が必要となったことにより改正するもので
す。

輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例について

厚生労働省において省令の改正が行われ、児童
福祉施設最低基準及び家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準の一部が改正されておりま
す。町の条例は、国の基準を参酌して定めており
ますので、省令の改正内容と同様に条例を改正す
るものです。

輪之内町下水道条例の一部を改正する条例について

水道法施行令の一部改正により、下水について
の排水基準が強化され、特定施設を設置する工場
又は事業場から公共下水道に排除することが出来
る水質の基準の一部を改正するものです。

ＴＰＰ協定交渉の大筋合意内容は農林水産分野の重要５品目のうち、米については、米国及び豪州に
対する特別輸入枠の設定や、牛肉・豚肉等における段階的な関税削減・撤廃であった。
また、５品目以外の農林水産物は大半が関税撤廃となっており、安価な外国産農産物の輸入が県内農
業生産や農村社会に深刻な打撃を与えることは必至であり、生産現場に不安が広がっている。
さらに、情報開示がないまま交渉がすすめられ合意に至ったことは、誠に遺憾であり、政府は、今回
の合意内容と我が国農業に与える影響を精査した上で生産者に対する十分な説明を行うとともに、生産
者の不安な声に耳を傾けるべきである。さらに、「再生産」を確実にするため、関連法制度の整備やそ
れに沿った予算措置など、万全な国内対策の確立が必要である。
よって、国においては、国民に対して詳細な情報提供を行うとともに、地方経済に与える影響を分析
し、今後のあるべき農業の姿、構築すべき日本の農業の形を再確認し必要な対策について速やかに検討
し、下記事項の実現を強く求める。
１．米については、輸入米の拡大が主食用米の取引価格に影響が及ばないよう措置を講じること。ま
た、米の需給改善のため主食用米の消費拡大や飼料用米等、非主食用米の利用拡大を図ること。
２．野菜については、生産性や収益力向上のために万全な生産振興対策を講じること。
３．畜産については、経営の継続・発展のための環境整備など生産基盤の維持確保が図られる対策を
講じること。
　　　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。

　平成 27 年 12 月 11 日
岐阜県安八郡輪之内町議会　　

衆議院議長　　大島　理森　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　森山　　裕　様

❖ ＴＰＰ協定交渉大筋合意に関する意見書について

意 見 書 を採択しました
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町長答弁

「住みたくなる町輪之内」につきましてはいろ
いろな意見を頂きましたが、要約させて頂きます
と人口増加策の一環として、2世代から 3世代で

住める 120 坪から 150 坪規模の新世代向きの分譲
宅地施策に取り組んではどうかとのご質問と解し
ました。
ご案内のように、我が国の人口は平成 20 年

（2008 年）をピークに人口減少時代に突入してお

一般質問（原文掲載）

１．住みたくなる町輪之内

平成 22 ～ 23 年頃の区域マス住居系土地利用
ゾーンに、住みたくなる町輪之内目指して、新集
落創生形式のモデルケース的、人口増加策として、
2～ 3 世代住宅、離れ、別棟、屋敷周りでの果菜
類等の栽培の出来る、120 坪～ 150 坪程度の広さ
の造成を、一帯を、小公園化しての果菜園の配置
等、住民の集える、新世代向きの、分譲宅地施策
に取り掛かられては如何でしょうか。
土地開発公社の余剰金が現在 7億円余があり、

町長職につかれた際は、たしか 1億 5千万程でし
たが、差引 5億 5千万余のプラスで、これは町長
の実績であり、大いに評価されなければなりません。
公有地拡大に関する法律に抵触すると面かって
か、公社の関連について、先般の議会では、具体
的な計画は無いとの答弁で、町長は、あたかも、
よそごとのような返答をされております。が、公
社は、実質は町長の命を受けて実務がこなされて
いる、町長傘下のシステムであります。
現在、国では、3世代同居の支援策が検討され
ていると報道されております様であります。
町長も公約で、子育て、福祉環境、日本一を目
指しておられるわけですから、お題目だけ唱えて
いるだけでは、前に進みません。
土地取得については、わが町は、他市町より地

価が比較的低いこと、土地取得施策は困難が伴う
ことは百も承知しておりますが、町長は、福束輪
中土地改良組合理事長を兼ねておられますが、従
来通りの施策の継承でなしに、新機軸を打ちださ
れては如何でしょうか。
24 年前の宮川元町長は、職員一丸となって、
町内を掛け廻り、一部地域の基盤整備を実施し、
農道は拡幅され利便性が高まり、地価の底上げに
貢献されたと思います。
また、職員の定年後の受け皿として、何がなん
だか分からないような、役職の調整官に、何を調
整して貰っているのでしょうか。
もっと責任のある業務につけ、経験を生かした
仕事をしてもらい、力一杯働いてもらう事が大切
ではないか。過去には、町長、助役、参事等が理
事長を務めていた時期もあった、土地開発公社理
事長や、福束輪中土地改良組合等（役員は公選）
の専任（門）担当等に付けられたら如何でしょうか。
お答え下さい。

　　▪ 古田東一議員の質問

古田 東一 議員
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ります。
当町の人口に目を向けますと、国勢調査では平
成 22 年（2010 年）まで増加を続け、10,000 人を
突破（10,028 人）しましたが、今後、当町も全国
と同じく人口減少期に入り、国立社会保障・人口
問題研究所の将来推計では、ちょっと遠い先であ
りますが、平成 72 年（2060 年）には約 8,000 人
となることが推計されております。
しかし、このまま手を拱いている訳にはいきま
せん。
そこで、今年度において、輪之内町総合戦略推
進委員会を設置し、「輪之内町まち・ひと・しご
と人口ビジョン」並びに「輪之内町まち・ひと・
しごと創生総合戦略」を 10 月に策定しました。
そこに示させて頂きましたコンセプトとして
は、人口減少に対し、安定した雇用の創出、結婚
したい若者の希望をかなえ、子どもを持てる環境
づくりに取り組むことにより、出生率の向上、職
業上の理由で当町を離れる若者を抑制し、また当
町にUターンなどで戻ってくる好循環がつくら
れれば、平成 72 年（2060 年）においても、当町
の人口は現在とほぼ同水準の 9,700 人を維持する
ことが可能であると考えております。
この人口ビジョンを実現するための、当面の 5
年間の取り組み（平成 27 ～ 31 年度）についての
基本的な視点、具体的な施策を定めたいわゆるア
クションプランが総合戦略でございます。
この総合戦略の中には、分譲地施策について、

「人口減少が加速的に進む中、定住人口の増加を
はかるため、民間開発事業者の動向を勘案しなが
ら、公主導の分譲地施策を 28 年度以降において
展開する」旨記載したところでございます。
その他にも人口増加策として、自然減対策、社
会減対策の両面から 5年間のアクションプランと
して各種施策を掲げておりますが、この期間は種
まきの期間であると考え、これが 10 年、そして
20 年後に確実に成果がでるよう進めて参ります。
決してお題目だけを唱えているものではないこ
とをお断りしておきます。
尚、その推進手法のひとつとして町土地開発公

社の剰余金云々のご提案も頂いておりますが、こ
れらの手法については土地の選定・取得も含め、
どの機関で進めるか総合的に判断しながら最適な
手法で進めて参りたいと考えております。
また、ご質問の後半部分で、定年を迎えた職員
の再任用に関してご質問、ご意見を頂いておりま
すので、その点についてお答えいたします。
ご質問の中では「調整官」についてお尋ねです
が、「定年後の受け皿」という発言を踏まえます
と「調査官」のことではないかと思われますので、
そのように解釈し、答弁いたします。
定年退職者の再任用制度については、地方公務
員法第 28 条の 4及び第 28 条の 5に基づく制度で
あり、既に輪之内町職員の再任用に関する条例及
び規則も平成 12 年に制定しているところであり
ます。
前年度までは、定年退職者に再任用制度を適用

する事例はありませんでしたが、年金の報酬比例
部分の支給開始年齢が平成 25 年度から段階的に
65歳に引き上げられ、これに伴い、60歳で定年退
職した職員については、無収入期間が発生するこ
とになります。この状況に鑑みて、総務副大臣か
ら無収入期間が発生しないように再任用制度等の
運用をすることを要請する文書も発出されました。
これを踏まえ、当町においても実際に無収入期間
が発生する職員が退職する平成 27 年度から再任
用制度を本格的に実施することといたしました。
ご質問の「調査官」という職は以前になかった
職でありますが、この再任用制度の本格運用開始
にあたり、再任用職員に適用する職名として整備

木野町長 答弁
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２．工場誘致施策に関連して　　アンテナ不足でなかったのか？

現在、輪之内町に本社のある株式上場優良企業
が垂井町に工場を進出するとのことです。先月（19
日）現地に行って調べてまいりましたが、垂井町
の栗原土地改良事業の計画区域の中に取り入れら
れた計画で有り、輪之内町にある、設備の一部も
移転計画に含まれていると聞いてまいりました。
（同工場）は、昭和 60 年頃に、輪之内町に誘致し
た企業で、本社を輪之内町に置く条件のもとに進
出、建設された企業であります。各種製品の特許
をとり、それを生かした製品作り、その後の企業
努力の結果、株式上場され、グーンと伸びた企業
であります。
本社を垂井に変更されはしないかと、危惧する
ものであります。当時の工場誘致契約書の本社を

置く部分の契約条項をお聞かせ下さい。
尚、社長は、輪之内町の総合戦略推進委員にも
ついて頂いていた方でもあり、町幹部は、社長、
重役等との、コンタクトはとっていなかったの
か？　あぐらをかいていたのか？　眠っていたの
か？　アンテナ（情報収集）がはってなかったの
か、破れていたのか？　町長は、福束輪中土地改
良組合の理事長を兼ねておられますが、従来通り
の施策の継承でなしに、新機軸を打ち出されては
如何でしょうか。
垂井が良い見本になるかとおもいます。

したものであります。
再任用職員には言うまでも無く、退職前に培っ
た知識や経験、人脈等、その能力を発揮し、職務
を遂行して貰うことを期待しており、現在の調査
官も過去の経験等を生かし、町の行政推進の一躍

を担って貰っております。
再任用制度の運用は、これからも引き続き実施
してまいりますが、再任用者の配属については、
他の職員と同様、人事管理の一環として考えてま
いります。

町長答弁

町内に本社機能を有する企業が垂井町にも工場
進出する報道に接し、本社機能も移転するのでは
ないかと危惧をしているとのことですが、これら
一連の動きについては、企業の経営戦略により意
思決定されたことでありますので、私どもがその
全てをコントロールできる立場にはないことをま
ずもってお断りしておきます。こういった一連の
動きは、まさしくその企業の経営戦略の最高意思
決定であるため、公表されるまで秘密裏に動くこ
とが通常の手法であります。
ただ、私どもといたしましては、一連の動きに
対して手を拱いて静観していた訳でもありませ
ん。その当時の経過の概要について説明します。
私どももあくまでもうわさの段階でしたがそう

いった断片情報をキャッチしましたので、垂井町
への進出が決まる数ヶ月前には、業務拡張により
工場用地の拡張があれば相談に乗るべくアプロー
チをかけており、関係役員と面談も行いました。
しかし、そのときには、輪之内町内での拡張予定
はないとの回答でございました。
そして、垂井町への進出が新聞紙上で公表され
る 3目前くらいに、当該企業から役員の方が来庁
され、垂井町へ進出することを意思決定した旨お
聞きしました。
そのときには、当初は関西方面への進出を検討
していたが、目にかなう物件が無かったため断念
せざるを得なかったこと、また、当該企業の大垣
工場や養老工場が老朽化してきているため、建替
を含め検討してきたが、配送などの機能を一箇所
に集約したかったため、また災害対策の一環であ
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る BCP（業務継続計画）の関係から当町におい
ての拡張ではなく垂井町への進出を決めた旨の説
明を受けました。その際、本社機能については今
までのとおり輪之内町に置くとの説明を受けた経
緯がございますし、今現在においても、本社機能
を垂井町に移す計画等についての話は聞いており
ません。
さて、議員ご質問の「当時の工場誘致契約書に
本社を置く部分の契約条項は」についてですが、
当時の契約である昭和 59 年 1 月に締結された契
約書の条項の中には未来永劫この輪之内町に本社

を置き、移転させてはならない旨の制約条項はご
ざいません。
次に、垂井町栗原土地改良事業と同様の手法を
用いた誘致事業の推進をしてはどうかとのご質問
については、私共も一手法としては有益で有効な
手段であると認識しております。
今後の農業経営のあり方を考え、基幹産業であ
る農業と工業がうまく融合したまちづくりを考え
るとき、その開発手法のひとつとして今後検討を
重ねて参ります。

３．小さな一歩　　町長交際費について

住民に、輪之内町の町長交際費は、他の市町と
比べて多すぎないかと問われ、私なりに調べた結
果、表のようになりました。
確かに、他町と比べて、町長交際費だけ、人口
割りから比べると、ずば抜けていて、他町の 2～
3 倍以上の計上であります。26 年度決算は、183
万でありました。
師走、12 月に入り、職員は、28 年度の予算策
定に入っていると思いますが、町長が指示されな
い限り、担当者は、従来通りの予算編成をすると
お察し致します。
最近新聞紙上でも色々賑わしております、政治
資金にまつわる、使い道について、各種色んな部

類の会議や、香典等、本人出席か、代理か否かで、
色々、物議をかもしておりますが、これは名目を
変えた、一種の選挙運動と捉えられているからで
あります。
輪之内町も、町長交際費費用は、他市町並みに
減額され、慶弔費関連費用は、住民、福祉課の方
の節 10 に、移され、組み直されては如何でしょ
うか。
職員には、超過勤務手当が付けられますが、町
長には、それがありません。町長は、24H勤務状
態と認識致しております。課の方に任せておけば
宜しいかと、少しは身も楽になるかと思いますが
如何でしょうか。

町長答弁

ご質問の趣旨は、町長交際費の削減と私の職務
を職員に分散してはどうかとのご提案でございま
すが、まず、町長交際費についてお答えいたしま
す。
交際費とは、ご承知のとおり、対外的な活動や
公の交際を進めるうえで必要とされる経費であり
ます。従いまして、単純に地方公共団体の人口規
模で比較する性質のものではございません。
当町の町長交際費は、平成 16 年度の当初予算

では 288 万円、平成 17 年度から平成 22 年度まで
は 210 万円、平成 23 年度からは 200 万円と削減
傾向で推移しております。交際費は、その使途に
関し住民の関心が高い経費であるため、最小限度
の予算計上に止めるべく努力をいたしておりま
す。小さな所からでも不要な経費の削減を図るこ
とが、積み重なれば全体経費の削減にも繋がると
のお考えでのご質問であると理解しました。しか
しながら、交際費は予測できない経費であります
し、年度の途中で補正予算を組むべき性質のもの
ではないと理解しておりますので、前年度の支出
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１．人口減少対策の施行について

全国的に人口減少、特に少子高齢化による若年
層の人口減少が危惧され、2060 年に 1 億人程度
の人口を維持するとした国の長期人口ビジョンを
踏まえ、各自治体が「地方人口ビジョン」と人口
減少対策の 5カ年計画「地方版総合戦略」を来年
3月までに作成することになっております。
当町においても総合戦略推進委員会にて協議さ
れ、「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）」
並びに「総合戦略（案）」が策定されました。こ
の施策を着実に施行推進し、他市町間競争に打ち
勝ち、危機感をもって対処していくことが望まれ
ます。
しかし、子育て支援の強化や若者向けの雇用創
出などによる出生率の向上や移住者・定住者を増
やし、人口流出を食い止めるなど各自治体の施策
に大きな違いはありません。いかに熱意をもって
実践し、いかに成果がだせるのかが大きな問題で

あり重要であると思います。
それには、意見書にも記しましたがこの総合戦
略は多岐（各課）にわたるため、各課の連携・協
力が必要であり、横断的に動き、動かし、施策の
推進、進捗状況の把握、結果の追及や他市町の情
報収集など専属的に活動する職員や部署、たとえ
ば「まち・ひと・しごと創生総合戦略室（課）」
等が必要であると思います。各課の職員が業務の
傍らでは結果が表れないと考えます。
町長のご見解をお伺いいたします。

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員

状況等を勘案し、予算額を計上したいと考えてお
りますので、ご理解をお願いいたします。
また、私の職務は、休日や夜間に及ぶ場合が確
かに何日もあります。この点について、私一人で
抱え込まずに、職員に代行させてはどうかという
お気遣いかと受け止め、素直に感謝の意を表した

いと思います。
しかしながら、町政を担わして頂いております
私が出席すべきと判断したものについては、その
責任から出来る限り出席しております。今後とも
健康に留意し、このような考え方で事務を進めて
参りたいと考えております。

町長答弁

議員がおしゃるとおり今年度において、産業
界、行政機関、教育界、金融機関、労働団体関係
者、マスコミ界、そして公募した町民の方々から
成る輪之内町総合戦略推進委員会を設置、都合 4
回の協議を重ね、10 月末に「輪之内町まち・ひと・
しごと人口ビジョン」並びに「輪之内町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を策定したところでご

ざいます。
策定した総合戦略は向こう 5年間の具体的アク
ションプランであり、ここに掲げる各種施策を着
実に施行推進し、他市町間競争に打ち勝ち危機感
をもって対処、実践していくことが重要であると
いう認識については議員と全く同じであります。
向こう 5年間に掲げる各種施策を推進すれば、
すぐに人口が劇的に増加する或いは減少スピード
を食い止めることが出来ると考えるのは早計であ
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町長答弁

まず、現状についてですが、文化会館の男子便
所には和式が 3器、洋式が 2器、女子便所には和
式が 8器、洋式が 2器設置されています。洋式便
器は、男女合わせて計 4器設置されており、洋式
便器の割合は 26.7％となっております。その他、
多目的トイレにも洋式便器が設置されておりま
す。図書館については、男女合わせて 3か所が洋
式便器となっており、洋式便器の割合は、33.3％
となっております。本庁舎については、庁舎改修

により洋式便器の設置数が増え、洋式便器の割合
は 53.3％となっております。
高齢社会において、公共施設のバリアフリー化
に加え、各家庭における洋式トイレ導入状況とも
あいまって、公共施設のトイレの洋式化は必要で
あると認識しており、各施設の大規模改修等に併
せて順次計画的に洋式便器の設置などを進め、住
民の皆様に優しい施設にしていきたいと考えてい
ます。

ると考えております。やはりその効果が現れてく
るのは 10 年、20 年後じわりじわり効果が上がる
と考えております。そういった意味からも議員各
位をはじめ関係機関とも連携を取りながら進めて
参りますので、その際にはご理解とご協力を改め
てお願いするものでございます。
さて、ご質問の総合戦略に掲げる各種施策を推
進するための体制についてですが、上野議員のご
指摘のとおり、総合戦略は、多岐にわたるため、
各課の連携・協力が必要であること、その全体を
コントロールする機関が必要であるという考え方
に意を異にするものではございません。
また、常日頃言っておりますが「名は体を表
す」という言葉がございますように、町の取り組
むべき姿勢を課の名称等に付与することもある意
味必要なことかと思います。この考え方から、平
成 25 年度には、「危機管理課」「地域の魅力発信室」
等の組織改編、具体的な名称改変を行った経緯も
ございます。

ただし、これは過去の反省をふまえて新たな組
織を設置してもそこに専任の人員を配置できなけ
れば、結局のところ単なる形だけのものになって
しまいます。臨時職員も多数抱える現在の町の組
織では、果たして人員の貼り付けが出来るのかと
いう課題もございます。総合戦略の内容は行政全
般にわたりますので、各種事業推進は関係課で行
い、全体については、まさに町行政の推進の要で
ある、私が平成 19 年に赴任当初より設置いたし
ました、経営戦略課で、ここでコントロールしな
がらここで各課の主体的取り組みを指導していく
体制でございます。
勿論、ご意見の趣旨は十分に理解できますし、
町の生き残りをかける総合戦略であることを踏ま
えれば、今後適切な時期にその方向性を踏まえた
組織改編をする選択も充分あり得ると申し上げて
おきます。

２．公共施設のトイレを洋式化に

昨今、洋式トイレが一般化してきている中、文
化会館等当町の公共施設のトイレの洋式化が遅れ
ていると思います。
今年度の敬老祝賀会において、高齢者の方が大
変難儀をされているとお聞きしました。高齢者や

障害のある方など和式トイレが使用できない方々
の為にも洋式化を促進するべきと思いますがいか
がでしょうか。
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１．マイナンバー制度の運用は
　必要最小限に
マイナンバー制度関連事業の収賄容疑で厚生労
働省職員が逮捕され、問題となりました。また、
その後の報道で、マイナンバー制度をめぐって事
業を受注した大企業が、政権与党に政治献金をし
ていたことも明らかになっています。
マイナンバー関連事業で、これまでに国が発注
した 862 億円の内、約 9割の 772 億円を大手電機
企業など 9社が受注し、そのうち 6社には行政機
関の幹部 33 人が天下りしており、その中の、4
社が、自民党の政治資金団体「国民政治協会」へ
5年間で 2億 4,000 万円以上の献金をしていたこ
とが明らかになっています。
住基ネットが 2003 年に導入されてから 12 年経
つのに、住基カード普及率はわずか 5％。それな
のにマイナンバー制度は住基ネットのシステムを
基盤に開発されており、そのことによって住基
ネットシステムを開発した企業が再び受注してい
ます。システム開発からセキュリティ対策や利用
拡大を含めると、市場規模は 3兆円に上るといわ
れています。この市場規模に群がる、まさに「利
権まみれの制度」ではないでしょうか。
町長は、このような実態についてどのように認
識しておられるのでしょうか。

当町の 27 年度当初予算で、電子計算費のシス
テム保守修正委託料 1,231 万 8 千円が計上され、
9月補正で 543 万円を追加、さらに今回中間サー
バー整備等負担金として 439 万 6 千円が追加され
ました。これらはマイナンバー制度に対応するた
めの予算と説明を受けていますが、このほかにマ
イナンバー制度導入に関連する経費はどのような
ものがあって、その総額はいくらになるのか、
また、今後この制度の運用にあたって、年間どれ
くらいの経費を見込んでおられるのか、お伺いし
ます。
このように、システム改修に膨大な経費をかけ
て、町民にどんなメリットがあるのでしょうか。
町民にとって殆どメリットのないこの制度の運用
は、当町においては必要最小限にしていただきた
いと思います。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員

町長答弁

マイナンバー制度は、ICT 技術の進歩によっ
て可能となった制度であります。膨大なデータを
処理するためには ICT の活用が必要条件であり
ます。ご承知のとおりマイナンバー制度は、法律
で規定された制度であり、全国で一斉に開始され
るもので、当然ながらそのシステム等の条件整備
には、多額の費用を必要とするものであります。
報道されておりますようにマイナンバー制度に

伴うシステム導入を巡って贈収賄事件を発生して
おりますが、これは職員の公務員としての自覚の
欠如によるものと理解しております。確かにマイ
ナンバー制度によって新たな需要が生み出され、
関係事業者にすれば受注を望むことは当然であり
ますが、あくまでも国民の税金を条件整備の財源
とするということであれば、適正な競争、契約手
続き等の透明性が求められるものであると考えて
おります。
次にマイナンバー制度に対応するために年間の
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２．個人番号の町民からの徴取について

個人番号は、行政が分散管理している個人情報
をつなぐものであり、みだりに他人に知られない
ようにすべきものと認識しております。通知カー
ドに同封されてきた説明書にも、みだりに他人に
知らせないように注意書きがされています。
ところが先日、シルバー人材センターから会員
各位に「マイナンバーに関するお願い」として
11 月 30 日までに期間厳守で、通知カードを本人
持参の上届け出るよう依頼がありました。その他
にも、大小様々な事業者から従業員など関係者に
対し、同様の依頼があるものと聞いています。し
かし、その届け出た番号が流出した場合等の対応
について、だれが、どのように責任を取るのか、
一切明らかにされていません。
ある事業者の書類では「収集したマイナンバー
は、行政手続き以外では使用しません。」と記載
されているものの、その保証はお互いの信頼関係

でしかありません。さらに、その行政手続きは税
理士や社会保険労務士等第三者に委託する場合が
多く、ますます不安になってきます。個人番号が
関係のない第三者に流出しない保証は全くありま
せん。
町長は、このような状況下で、町民に対しては
個人番号を事業者に提示すること、また事業者に
対しては個人番号を徴取することについて、どの
ように指導されているのか、お伺いします。
全国中小業者団体連絡会は、去る 10 月下旬に
マイナンバー制度実施の延期・中止などを求めて
政府交渉を行いましたが、その時内閣府、国税庁、
厚生労働省等は源泉徴収票、確定申告書、雇用保
険、健康保険、その他の法定書類に「個人番号が
記載されていなくても書類は受け取る。記載され
ていないことによる罰則はなく、従業員、事業者
にも不利益はない。」と答えています。

経費はどれくらいかについてですが、イニシャル
コスト（初期投資）分については、平成 26 年度
が歳出 993 万円で、内国庫補助分が 862 万 6 千円、
一般財源が 130 万 3 千円、平成 27 年度が、歳出
2,714 万 2千円で、内国庫補助金が 1,735 万 9千円、
一般財源が 978 万 2 千円、平成 28 年度の歳出予
定額については、現時点の積算で 1,684 万 8 千円、
内国庫補助金が 778 万 2 千円、一般財源が 906 万
6 千円となっており、歳出合計は、5,391 万 9 千
円でございます。
また、ランニングコストについては、これらの
機器導入分のリース料、保守料として向こう 5年
間で 900 万円で、これらは全て一般財源で措置す
ることとなっております。
経費の分類をしますと、既存の住基システム改
修分として、当町の基幹系システムである総合行
政にクラスターしている各種システムである住基
システム、団体内統合利用番号連携システム、障
害福祉・介護保険システム、財務会計・人事給与

システム、健康管理システム、サーバ等の改修経
費でございます。
また、国が管理する中間サーバ関係として、中
間サーバの利用負担金、自庁と中間サーバを接続
するための接続設計・設定費用、管理用端末・接
続端末のリース料等でございます。
さらに、自治体情報セキュリティとして、イン
ターネット専用回線の敷設、インターネット専用
端末、二要素認証、総合行政ログイン切替等の経
費でございます。
先に申し上げましたとおり、マイナンバー制度
は、国会での議論を経て法律として制定された制
度であり、国が社会インフラとして整備するもの
であります。我々地方公共団体としては、番号法
の規定に従って、滞りなく事務を進めなくてはな
らないと考えております。
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町長答弁

ご承知のとおり個人番号は、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（番号法）が、平成 25 年 5 月 24 日に成立
し、同月 31 日に公布され、その後行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律の施行期日を定める政令が平成 27 年
4 月 3 日に公布されたことにより、平成 27 年 10
月 5 日から各家庭に簡易書留により国民一人一人
に通知されております。
一般的に「マイナンバー制度」や「番号制度」
と呼ばれるこの制度の目的は、個人番号の利用に
より国民の利便性の向上と行政事務の効率化、そ
して公平・公正な社会を実現するための社会基盤
の構築にあります。
番号制度が導入されることによって、国の行政
機関や地方公共団体において、縦割りで管理され
ていた様々な情報の名寄せや入力などに要してい
る時間や労力が大幅に削減されるとともに、これ
らの事務をより正確に行うことが出来るようにな
ることは、ご存知のとおりであります。
また唯一無二の番号を利用することによって所
得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすく
なり、社会保障給付を必要とする人に、きめ細や
かな支援が可能となるメリットがあります。
さてお尋ねの個人番号はみだりに他人に知られ
ないようにすべきもの又その届け出た番号が流出
した場合、誰がどのように責任を取るのか、一切
明らかにされていないということについてです
が、個人番号を含む個人情報は、特定個人情報と
定義され、個人番号を含む個人情報ファイルは、
特定個人情報ファイルとして厳格に定義され、法
律上保護されております。また、国の特定個人情

報保護委員会は、事業者向けの「特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン」を発出する
など、特定個人情報の適正な取扱いの確保を求め
ております。
大変重要な番号ですのでご指摘のようにみだり
に他人に知らせることは、すべきでないと考えて
おります。
その届け出た番号が流出した場合は、その責
任者が正当な理由がないのに特定個人情報ファ
イルを他に提供した時は、4年以下の懲役若しく
は 200 万円以下の罰金に処せられるという大変重
い刑が科せられ社会的制裁を受けることとなりま
す。
また安全性の担保についてもお話させていただ
きますと、マイナンバー制度では、情報管理の安
全性の観点から制度・システムの両面から様々な
安全策を講じております。
たとえば、サイバー攻撃などにより個人情報が
流出するのではないかというリスクに対しては、
こうした情報を扱う税や住基といった基幹系シス
テムなどとインターネットを分離することで対応
しております。
さらに万が一マイナンバーが流失し、悪用され
る恐れがある場合には、マイナンバー自体を変更
することも可能であります。
なりすましなどで悪用されるリスクに対して
は、マイナンバーを使って各機関が手続きを行う
際には、個人番号カードや免許証などで厳格な本
人確認を法律上義務づけていることを申し添えま
す。
個人番号を徴取することをどのように指導して
いるかについてですが、民間事業者は、従業員の
給与の源泉徴収票を作成したり、外部の方に講演
や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬

すなわち「事業者は従業員の個人番号が分らな
ければ記入しなくてもよく、従業員は何らかの事
情があってマイナンバーを知られたくなければ知
らせなくてもいい」ということではないでしょう
か。

このことは公式には何も明らかにされていませ
んが、こういうことも含めて町民に説明すべきで
はないでしょうか。町長の見解をお伺いします。
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から税金を源泉徴収し、支払調書を作成しており、
平成 28 年 1 月以降、これらの手続きを行うため
に個人番号が必要となります。
このため、民間事業者は、従業員や報酬の支払
先から個人番号の提供を受けることとなります。
さておたずねの件でありますが、マイナンバー
制度は、一義的には制度設計をした国が責任を
持って行うべきと考えております。
これまで国はテレビ、ラジオ、新聞、ホームペー
ジ、ポスター等の広報やコールセンターの開設、
事業者や自治体の説明会を実施し指導や制度の周
知に努めていると承知しております。
町においても町報や輪之内チャンネルやパンフ
レット・チラシ等を設置するなど制度の周知に努

めております。
町内の動きとしては、町内企業で作る輪之内町
企業連絡協議会においても中小企業診断士などの
専門家を招聘しマイナンバーの研修会を開催した
と聞いております。
またマイナンバーを知られたくなければ知らせ
なくてもいいというご意見ですが、事業者が支払
調書や源泉徴収票などの法定調書を税務署に提出
する場合には、国税通則法や所得税法等で従業員
等の個人番号を記載することが義務付けされてお
り、当然に従業員から個人番号を提示して貰うこ
ととなります。このように個人番号の提出は法令
により必要となってまいりますので、ご協力を願
いたいと考えております。

町長答弁

この件の質問は、過去何回かご質問をいただい
ておりますが、最近では平成 27 年 3 月の定例議
会においても同様な質問をいただきました。改め
てお答えさせて頂きます。
仁木農協跡地は、西美濃農業協同組合の組織改

革により支店が取り壊された際に町が取得し、現
在は、保育園・学校の行事や教育委員会行事等の
際に駐車場として活用しております。当該跡地の
有効活用については、議員からは、大垣消防組合
の分署を設定してはどうかとの提案を頂いている
ところでございます。
輪之内町に消防分署を設置することについて

１．町有地について

私は何年か前にも２回程、仁木農協跡地につい
て質問させて頂きましたが、その都度、町長の答
弁は、検討している、考えていると、いつも同じ
答弁です。
私はかねがね、消防分署を置いたらどうか、と
言ってきました。とても大きな事業だと思います。
一度に全部完成出来ない事は、私も良く分って居
ります。しかし、今どこまで計画が進んでいるの
かも、全然分りません。大垣消防署との話はとて
もむずかしいと思いますが、前にも言いましたが、
分署が無いのは輪之内町だけです。

これからどんどん高齢者が増える中、救急車の
出動も増えると考えます。この整備が安心安全に
つながると思います。町長の本当の腹の中を聞か
せてください。宜しくお願いします。

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野 常夫 議員
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は、安全・安心のまちづくりに欠かせない重要案
件であることは、十分認識しておりますし、今後
の輪之内町の発展のためには、当町に分署の設置
が必要なものと考え、機会あるごとに当町への分
署の建設に向けて、関係機関の理解を得るべく強
力に働きかけていくと答弁させていただきまし
た。この考え方は、今もみじんも変わることなく、
事あるごとに働きかけを行っております。
南分署管内で受け持つ人口割合は、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、1分 1 秒を争うとい
う場合には大きな課題となっていることは事実で
あります。高齢者が増え、緊急車両の出動回数も
増加が予想される中、平成 26 年の緊急車両の現
場到着所要時間は平均 10.2 分で、平成 24 年と比
較しますと 0.5 分遅く、また、大垣市と比較しま
すと 3.2 分遅い状態であり、大変懸念していると
ころであります。したがいまして、現在の南分署
が建設されて以降の社会情勢の変化、なかでも想
定を超える福束大橋の渋滞状況等を踏まえ、輪之
内町民の安全安心の確保のために、輪之内町内に
分署の設置を再三お願いしているところでありま
すが、現在のところ、残念ながら当町が望む成果
が見える形では出ていないという状況にございま
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会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、輪之内町に分署を
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、浅野議員の言われる
とおり、当町に消防分署の設置はとても難しいも
のであり、要望の早期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 27 年度から平
成 41 年度までの 15 ヵ年事業としており、今年度
は基本設計を行っております。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、その建設場所の選定も含めて検討して
ほしいと申し上げているところです。このように
機会あるごとに、輪之内町内に分署を設置してほ
しいということを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
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、議会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
合構成市町においては御承知のことだと思ってお
りますし、その後も事あるごとに確認しておりま
す。消防施設整備基金は、平成 26 年度から積み
立てを開始し、現在 12,000 万円あります。
現在のところは、南分署の建設位置が確定して
いないという状況であり、建て替えも計画上は
12 年先の話ということですが、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。
これは私どもがやる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
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１．緊急輸送道路の認定と対策
　について
野山の紅葉も終わりに近づき、冬の到来が間近
に成って来ました。
12 月に入り、新年度の予算編成の時期に成っ
て来ました。
今回は、町道に関する質問と、地域の会議の中
で話題となり質問されました件について。
町内、大吉地区に大規模防災拠点用地が取得さ
れ、今造成中であります。
近未来に予想されている大地震が起きれば、町
内は各地に液状化現象を起こし、避難をする為の

道路は使用不能になるのは必定と思われます。
町内の幹線道路を緊急輸送道路として認定し、
液状化に耐える道路を整備する必要があるのでは
ないか。町長のお考えをお尋ねします。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員

町長答弁

議員のお考えは、災害時には避難行動が不可欠
であり、その避難をする場合には当然に避難所に
達する道路や橋梁が通行可能であることが必要で
あるため、事前に町内の幹線道路を緊急輸送道路
として認定し、しかるべき対策を行っておく必要
があるということと受け止めました。
岐阜県においては、平成 7年の阪神・淡路大震
災を受け、岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画
を平成 8年度に策定し、その後随時の見直し・修
正が図られてきました。緊急輸送道路は、「緊急輸

送を確保するために必要な道路」と定義付けされ、
地震直後から発生する救助・救急・医療・消火活
動及び、避難者への緊急物資の供給等に必要な人
員及び物資の輸送を円滑かつ確実に実施するため
の道路として、第 1次緊急輸送道路から第 3次緊
急輸送道路が指定されています。
最近の岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画の

見直し・修正は、岐阜県緊急輸送道路ネットワー
ク計画等策定協議会において、平成 25 年 3 月に
行われております。当町におきましては、県道羽
島養老線と県道安八平田線並びに県道羽島養老線
から庁舎に向け南下する県道安八海津線の一部が

設置に向けた輪之内町の意思を、一緒になって伝
えていただけたらと思っておりますので、御理解
をお願いいたします。
なお、当該農協跡地については、隣接して災害
時の避難場所である仁木小学校、仁木保育園や医
療機関もあることから、現在のところ当該エリア
を災害対策及び救急・医療の拠点エリアとして位
置付けることが最適であると考えており、その中
で大垣消防組合の分署建設の候補地としても考え

ているところでございます。しかしながら、先に
も申し上げましたように、大垣消防組合の分署建
設の結論に到るまでには未だなお時間を要すると
推測され、その結論が跡地利用の全体計画に影響
を及ぼすと考えられますので、早急な事業実施に
至っていないことにご理解を願いたいと思いま
す。いずれにいたしましても、安全安心な町づく
りに取り組んでまいります。
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第 1次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠
点を連絡し地域内の緊急輸送を担う道路として第
2次緊急輸送道路に指定されております。
近い将来、懸念される南海トラフ巨大地震や内

陸型地震などが発生すれば、液状化指数である
PL値の高い当町の地盤は、液状化を引き起こす
可能性が極めて高く、道路の陥没や落橋等の災害
被害が予想され、これを防ぐことは困難であると
考えます。
しかしながら、このような場合にあっても県が
指定した緊急輸送道路である県道は、町道に比べ
強固な構造を有しておりますので、町道と比較す
ればその被害も小規模であろうと考えております。
また、堤防道路にしても崩壊しないまでも、数十

センチから数メートル下がると予想されています
が、道路としての機能は確保できるだろうと予想
されております。なお、堤防や県道はそれぞれ国・
県の管理であり、東北大震災後の道路啓開状況か
ら推測されるとおり、その復旧も迅速に行われる
のではないかと考えております。
町が管理する幹線道路を町独自で緊急輸送道路

として位置付けてもその構造を国道や県道並に改
良しなくては余り意味がありません。しかし、こ
の改良には多額の費用が必要となります。従って
現時点では、県が指定している緊急輸送道路であ
る県道や堤防道路に繋がる町の幹線道路の復旧
を被災後の段階において最優先に行い、復旧のス
ピードアップを図ることが肝要と考えております。

２．交通安全に関して　信号機の設置について

町内の事故多発地帯は、どう把握されていますか。また、その対策は。

町長答弁

奇しくも本日から「無事故で年末　笑顔で年始」
をスローガンとする年末の交通安全県民運動が 20
日までの 10日間実施されます。これに先立ち、昨
日は大安地区交通安全協会輪之内支部女性部によ
る交通安全女性キャラバン隊事業所訪問を実施し
たほか、本日は、福束小学校及び PTAの協力を
得て人波作戦を実施しております。また、午後に
は西之川交差点で飲酒運転根絶キャンペーンを大
垣警察署、交通安全協会輪之内支部の協力の基に
実施する予定でございます。
さて、まずは交通人身事故の推移からお話させ
て頂きます。ここ 5年間の人身事故は、岐阜県全
体では、平成 22 年が 11,624 件であったものが、
毎年減少を続け、平成 26 年においては、8,147 件
となっております。また、死者数については昨年
は目標とされていた 100 人を下回る 88人でありま
した。
一方、輪之内町では、平成 22 年の人身事故件

数は 47件、平成 26年度では 38 件となっています
が、年によって増減があり、5年間を平均すると1
年間で約 43件となっております。なお、死亡事故
については、平成 25 年 5 月 8日に楡俣地内で発
生して以来、お陰様で 900日以上発生しておりま
せん。
交通事故は、その加害者も被害者も共に身体的、
精神的また経済的にも相当のダメージを受けるも
のであり、単に数字の増減に一喜一憂すべきもの
ではございません。
さて、事故多発地帯をどのように把握している
かご質問でありまが、死亡事故については、岐阜
県警のホームページで把握できます。死亡事故で
ない人身事故や物損事故については、県警への照
会が必要であり、定期的に把握はしておりません。
かつては、輪之内体育センターの西の交差点が
事故の多発場所であり、一時は「魔の交差点」と
呼んでいたこともありましたが、最近は特に集中
して発生する箇所はないと認識しております。
交通事故は、つきつめれば、ドライバーや歩行
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町長答弁

議員からは、地区別による人口の増減推移につ
いて、減少が進む地区に対して必要な措置をどう
講じていくかという切り口での質問と解しまし
た。
その前に、人口の増減推移（平成 20 年 4 月 1
日～平成 27 年 4 月 1 日：8 年間）について住民
基本台帳べースでのデータを踏まえておきたいと
思います。
仁木地区では、平成 20 年 4 月 1 日から平成 27
年 4 月 1 日の 8年間で、増減人数で▲ 182 人、増
減率は、▲ 4.90%、福束地区では、同期間で、増
減人数で▲ 113 人、増減率は、▲ 4.37%、一方、
大藪地区では、同期間で、増減人数で＋ 265 人、
増減率は＋ 7.88% で、全体では増減人数で▲ 30
人、増減率は▲ 0.31% といったデータが出ており

ます。
これを見てみますと、仁木地区、福束地区の減
少分を大藪地区でカバーしていることが数値とし
て明らかであります。また、各地区とも総じて少
子化・高齢化が顕著であることを申し上げておき
ます。
さて、これらの要因としては、ここ数年来大藪
地区では民間開発による分譲住宅の販売が好調で
あったことや 8年間で集合住宅の建設が 10 軒と
相次いだこと、かつその分譲住宅の購入者が若年
層が多いことが主な要因であると考えておりま
す。
一方、仁木地区や福束地区においては、こういっ
た民間開発による分譲住宅の販売数が少なかった
ことも一因であろうと考えております。
一つの要因としては、仁木地区では県営ほ場整
備による土地改良事業が施工された関係で、住宅

者の僅かな気の緩み等によって、交通量の少ない
見通しの良い交差点でも、また、信号機のある交
差点でも発生しております。しかしながら、危険
と考えられる箇所において、事故が起きてから対
策をするのでは遅いと恐らく田中議員もお考えの
ことと存じます。当然、私もそのように思ってお
ります。
従いまして、交通安全協会の役員又は地区委員

さん或いは輪之内交番等から交通事故の可能性の
ある危険箇所の情報や望まれる対策について申し
出を頂くこととしており、その都度必要な対策を
講じておりますし、今後もそのように努めてまい
ります。
なお、信号機につきましては、毎年大垣警察署

に要望する機会がございますので、これまでに地
元から要望を頂いている箇所についてお願いして
おりますが、県下の優先順位或いは交差点の形状
等で直ちに要望が叶う訳ではございません。今後
とも要望は続けてまいります。
先に申し上げましたとおり、交通事故は、誰し

もが事故を起こそうと思って事故に遭う訳ではご
ざいません。思いがけず事故を起こしてしまった、
また、事故に遭ってしまった。それが事故という
ものであると思いますので、地道な努力ではあり
ますが、啓発活動を継続することにより、1件で
も交通事故が減少するように今後とも警察当局、
交通安全協会と連携を図りながら活動してまいり
ます。

３．人口の減少問題について

大藪地区は住宅の増により、若い人も多く、小
学生も増加しています。消防団を始め、多くの事
柄に参加出来ますが、福束地区は横ばいとし、仁
木地区においては多く減少しており、事業参加が

大変むずかしい状況となって来ました。
今後の対策について、町長のお考えをお尋ねし
ます。



平成28年 2 月 1 日 輪之内町議会だより（　）19

としての適地や、まとまった面積が確保できない
ことにあると推測しております。
しかし、この仁木地区、福束地区の減少スピー
ドをこのまま放置する訳にはいきません。議員ご
指摘のように今後の各地区別の各種事業等にも影
響が出て、深刻な状況になる前に何らかの手を打
つ必要があることはこれらのデータからも明らか
であります。
そうした意味からも、マクロ的には今年度策定
した総合戦略に掲げる人口増に繋げる輪之内就
職、転職フェア開催事業、移住、定住促進事業や
三世代同居、近居助成事業を着実に推進すること

や都市計画に資する町全体的に土地利用について
の見直し、そして、ミクロ的には空き家対策であ
る移住施策に関し、三地区ともに人口の地域バラ
ンスが保てるよう誘導するとともに、定住人口の
増加を図る一施策として、民間開発事業者の動向
を勘案しながら公主導による分譲地施策を、減少
する地区において推進する必要があろうかと思っ
ております。
その具体の場所等の選定及び事業実施等につい
て適時的確に対応して参りたいと考えておりま
す。

１．地域防災計画について

災害が起きた時、また未然に防ぐために、町で
は毎年防災訓練が行われており、町民の防災意識
も高まっているところです。
今、各地の災害状況を見たとき、その現場には
多くのボランティアの方々が駆け付けてみえま
す。その方々は、体一つで来て下さる方がほとん
どです。被害の状況によってはスコップや一輪車
などの資材が必要な場合もあります。そのような
資材は水防倉庫にも置いてあるかと思いますが、
災害対策本部が出来た時、その近くにある程度の

備蓄も必要かと思われます。
そのような資材の配達状況、また災害時の応援
協定はどのようになっているのか、お伺いいたし
ます。

　　▪ 森島光明議員の質問

森島 光明 議員

町長答弁

輪之内町地域防災計画においては、町内で大規
模な災害が発生し、災害対策本部を設置して情報
収集により救援活動等に多くのボランティア活動
が必要と見込まれる場合は、県内外から駆けつけ
てくるボランティアを混乱なく受け入れられると
ともに効果的な活動が行えるよう、輪之内町社会
福祉協議会にボランティアセンターの設置を要請
することとしています。社会福祉協議会は、セン

ターの立ちあげに伴い、県社会福祉協議会に連絡
し、協議調整を行い、ボランティアセンターを開
設し、その支援を行うことになっております。ボ
ランティアセンターの役割を一言で言えば、「被
災者がなるべく元の生活に早く戻れるように、ボ
ランティアと協力して支援すること」と「ボラン
ティアが活動しやすいように、調整し、応援する」
ことであります。
近年、全国各地で発生している災害では、災害
ボランティアが地域住民とともに、被災者支援・
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復興支援の過程において、重要な役割を果たして
います。もはや災害ボランティアの存在は、必要
不可欠となっております。
災害は、地震・風水害・火災など様々ですが、
災害の状況によって災害ボランティアの活動内容
は異なります。被災者のニーズに合わせた活動が
求められ、被害の程度にもよりますが、災害時に
は県内はもとより、全国から多くの災害ボラン
ティアが支援に来町することが予想されます。そ
のため、迅速かつ円滑なボランティア活動を可能
にするための受入体制づくりをしなくてはなりま
せん。
災害ボランティア活動には、
①災害情報、安否確認、生活情報の収集と伝達
②炊き出し、食料・水、生活用品の配布
③避難者の生活相談やその支援
④避難所の運営補助
⑤その他、被災者の皆様方の救援活動や支援作
業等がございます。
この救援活動・作業の時にスコップや一輪車等
の資材が必要になり、予め資機材の備蓄が必要で
はないかのご質問であります。
ご質問でもふれられておりますが、水防倉庫

（10 棟）にはスコップ 216 丁、土嚢袋 21,000 袋、
小中学校には一輪車が合計で 31 台等、必要な資
材はありますが、保管する場所等の関係もあり、
散在しております。災害発生時には 1箇所にまと
まっていた方が管理・運営しやすいと思いますが、
ボランティアセンター開設までに社会福祉協議会
と連携し、その必要数を移送する計画であります。
必要数が確保できない、また、活動が開始され
ると日ごとにニーズが変化し、資材等もそれに合
わせて準備する必要があることが想定されます。
その時は、輪之内町社会福祉協議会と連絡を取り
ながら、災害ボランティア募集の際に、資材が不
足しておりますので、スコップ持参でお願いしま
すと等呼び掛けするとか、名古屋市のNPO法人
レスキューストックヤードなどから資材・用具・
用品等を調達の貸出・提供を要請する等の調達方
法を輪之内町社会福祉協議会、県社会福祉協議会

と一緒に考えております。
また、応援協定の関係では輪之内町では、26
件の応援協定を締結しており、西美濃農業協同組
合、イオンビッグと物資供給に関する協定を結ん
でおります。岐阜県においても㈱カーマ、㈱バ
ロー、コメリ等と生活必要物資に関する応援協定
を締結しております。災害ボランティアセンター
の設置に際し、輪之内町社会福祉協議会と相談・
調整の上、応援協定を締結している業者又、県に
資材の提供を要請してさらなる調達も考えており
ます。
いずれにいたしましても、輪之内町地域防災計
画が絵に描いた餅にならないように、輪之内町社
会協議会等関係機関と連携を密にするとともに、
住民のボランティア意識の啓発及びボランティア
活動に参加しやすい活動環境の整備を図っていき
たいと考えておりますので、御理解をお願いいた
します。
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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、12月 7日開催され、平成 27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、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、輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ
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。また「TPP協定交渉
大筋合意に関する国への意見書」の提出を求める請願についても採択されました。

平成27年度一般会計補正予算（第3号）

総務課

Ｑ　選挙システムの改修に関して、選挙人名簿登録
制度の見直しとはどういうことか。
Ａ　国政選挙の選挙権を有しているにもかかわら
ず、住所の移動と定時登録日或いは選挙時登録日
の関係で、選挙人名簿に登録されず投票ができな
い人を救済する制度改正である。例を挙げれば、
町に 3箇月以上を住所を有していたが、町の選挙
人名簿に登録されないまま他の市町村に転出し、
転入後の市町村においても選挙人名簿に登録され
ない場合に従前の町で登録できるようにする制度
である。なお、公職選挙法の改正案が、1月の通
常国会に提出される予定である。
経営戦略課

Ｑ　普通交付税について、9 月議会でも補正予算を
計上したが、交付決定を受けた全額を計上したの
では。
Ａ　平成 27 年 7 月 24 日に 9 億 3,797 万 8 千円の交

付決定を受け、9月補正では 2,930 万 6 千円、12
月補正では 1,154 万 1千円、計 4,084 万 7 千円を計
上し、12月補正後の剰余額は9,713万1千円になる。
　補正予算の歳入の不足する額を調整する意味で計
上しているので全額は計上していない。

Ｑ　なぜ、全額を計上しなかったのか。今回も 9,713
万 1 千円計上しない理由は。
Ａ　そもそも、予算は歳入と歳出は同額になること
が大前提であり、普通交付税で増額となった 1億
3,797 万 8 千円分全て充当するような緊急を要す
る大型事業がなかったことによるものである。
　今回は小中学校屋内運動場の天井落下防止対策事
業が計上されているが、この事業は全国防災事業
債の対象になり、元利償還金の 8割が普通交付税
に算入され、格段に有利なことから優先的に地方
債を発行することを考えており、今回の歳入不足
額は 1,154 万 1 千円になる。
　今後、突発的なことが起こっても対応できるよう
に、ある程度の留保額を確保しておきたい。

Ｑ　財政的にゆとりがあるということか。

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

総務産業建設
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Ａ　単年度の収支のみでなく、基金の残高等も含め
てトータルで考えると楽観視はできない状況であ
ると考えている。
　なお、現在の基金からの繰入金は、財政調整基金
を 1億 3,950 万 5 千円、土地基盤整備基金を 1,244
万 2 千円、公共施設等整備基金を 1億円計上して
おり、3月補正予算での対応になるが、最終的に
は繰入金計上額を減額できればと考えている。

Ｑ　これまでに繰入金の補正予算を計上したか。
Ａ　臨時財政対策債の発行可能額の確定し、3,300
万円増額となったため、財政調整基金繰入金を
3,300 万円減額した。

Ｑ　普通交付税額を全額計上し、歳出で不足する分
を予備費で計上しては。
Ａ　通常、地財法的にも予備費は最小限度で計上す
べきものと認識している。

Ｑ　インナービューティー & 農業コラボ事業につ
いて、栽培規模と栽培農家数は。
Ａ　栽培規模は 1ヘクタールで、栽培農家数は 20
軒規模で考えている。
　インナービューティーダイエット協会は会員数が
2,000 名以上で、月に 100 クラスを超える料理教
室を開催されており、開催に必要なオーガニック
野菜の量は相当量である。

Ｑ　何の野菜を作るのか。
Ａ　インナービューティーダイエット協会が開催し
ている教室で使用している野菜は、人参、玉ねぎ、
しいたけ、エリンギ、キャべツ、南瓜、にんにく、
生姜、サラダなどを作るのに使用する野菜は、ト
マト、パプリカ、サニーレタス、胡瓜などを使用
していると聞いているが、まだ明確なオーダーが
示されていないのでどれだけ必要としているのか
は分からない。
　なお、現在、当該協会では教室を開催するのに必
要な野菜の調達は、オーガニック野菜を取り扱っ
ている問屋から仕入れている。

Ｑ　補助金の具体的な使い道は。
Ａ　栽培に必要な資機材の購入をするもので、具体
的には、防虫ネット、ネットを支えるグラスファ
イバーポール及び止め金具、野菜を運ぶためのコ
ンテナ、野菜の種、トレー、栽培ポット、苗づく
りのための培養土を必要資機材として考えている。

Ｑ　実行委員会に補助金を交付するのか。
Ａ　実行委員会に交付する。

Ｑ　栽培農家は登録制にするのか。
Ａ　登録制で考えている。
Ｑ　最終的に町内全体に広がる構想を持っているの

か。
Ａ　まずは、野菜づくりを経験し、ある程度のノウ
ハウを持ってみえる方に声を掛けてスタートする
ことを考えている。
　具体的には、軽トラ朝市実行委員会の方々や営農
組合組織に声を掛ける予定をしており、最終的に
町内全体に広がればと考えている。

Ｑ　この事業の所管課は。
Ａ　経営戦略課であるが、この事業が軌道に乗った
ら産業課に移管する予定をしている。
産業課

Ｑ　福束城主丸毛氏のご当地アニメは輪之内の PR
のためにやるのか、あまりなじみがないと思うが
どうか。また福束城の場所はどこにあったのか。
Ａ　福束の城浦で水谷医院の河川敷側。
　県において関ヶ原古戦場を核とした広域観光推進
事業の中で輪之内町においては福束城と大藪の北
塚が該当し、福束城の跡地に看板を立てる予定。

Ｑ　ポン菓子の備品購入費の内訳は。
Ａ　ポン菓子製造機に 50 万円、煎餅作りに 60 万円、
袋詰め機械のシーラーに 8万円。

Ｑ　ポン菓子の機械は貸し出しをするのか。個人に
貸し出すると運用が偏るのではないか。個人の利
益ではなくシルバー人材等に貸し出すなど、公的
な利用をした方が良いのでは。
Ａ　今はポン菓子製造を三重県川越町の業者に委託
している、委託者も高齢であり、いろいろな注文
に対応出求ないことが多いため、町内でポン菓子
を製造できる業者を育てていきたい。年明けに利
用希望者の募集をかけて 1月末には決定していき
たい。
■�意見　米に限らず、小麦や大豆なども特産品と
なるよう考えてはどうか。

Ｑ　商売用の機械であり、年間の収益がどれくらい
になるのかなど、販路拡大の目標と収益の見込み
は立ているのか。
Ａ　お千代保さんでも、よく売れており需要はあ
る。町内業者とコラボして商品開発も検討してい
るが、そのためには 1種類のポン菓子ではだめで、
ばらのポン菓子なども作っていきたい。
■�意見　最終目標はハツシモの販路拡大なので
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しっかり努力してほしい。
Ｑ　観光アプリ作成について、従来はわのうちウ

オークの開催時にコースの詳しい説明をしてくれ
るガイドがいたということだが何人いるのか。ど
んな方か。
Ａ　1コースで 3 人程であり全体で約 30 人のガイ
ドがいるが高齢者が多い。

Ｑ　ガイドのその方たちの報酬は。
Ａ　ボランティアでお願いしている。
Ｑ　アプリの作成にお金を使うくらいなら、ガイド

に報酬を支払うほうがよいのでは。
Ａ　説明者が高齢であり、今後いつまで続けられる
かはわからない。アプリを作成する際には、ガイ
ドが話してくれる内容を参考にしてデータをつく
り、アプリの内容に反映する。

Ｑ　かわばたくんファミリーもいいが、昔からある
たんぽぽちゃんももっと使ってはどうか。
Ａ　アニメ製作会社とも打合せて検討していく。
▼反対討論
　地方交付税関係の財政の運営に疑問があり、マイ
ナンバーの実施のための補正はメリットがない。
産業課の事業はハツシモの販売拡大につながらな
いと考え反対である。
▼賛成討論
　今回補正の、マイナンバ一関連については、国が
法律で決定したことであり実施に向けての予算で
あること。又産業課のハツシモの販売拡大の可能
性のある事業で賛成である。
　賛成多数で可決すべきものと決定。

請願第5号「 TTP交渉大筋合意に関する
国への意見書」の提出を求める請願

Ｑ　請願の内容は交渉合意後の要望事項で 3 項目
が受け入れられればよいのか。
Ａ　請願書にあるとおり。
▼反対討論
　請願事項に問題はないが、交渉の合意を前提とし
ている。要望の 3項目を実施しても不十分と考え
反対である。

▼賛成討論
　請願者の思いを受け止め賛成である。
　賛成多数で採択すべきものと決した。

平成27年度特定環境保全公共下水道事
業特別会計補正予算（第１号）

建設課

Ｑ　浄化センターの機械の故障は、現在どう対応し
ているのか。
Ａ　故障以降は、代替機にて応急対応をしている。
Ｑ　薬剤の増加はどうして増えたのか、また、下水

道加入率の向上で当初の予定より流入が増加した
のか。
Ａ　薬剤の使用量は流入汚水の水質と流入量の増加
により不足が生じた。

個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の制定について

総務課

Ｑ　福祉医療事務について、個人番号を独自利用す
るということであるが、福祉医療の対象者は何人
ほどか。
Ａ　平成 26 年度末で 2,371 名。
Ｑ　個人番号を独自利用しなければ福祉医療の受給

はできないのか。
Ａ　条例を定めて独自利用しなくても、福祉医療制
度を利用して貰うことは出来る。

Ｑ　事務手続が容易になるとは具体的にどういうこ
とか。
Ａ　福祉医療制度では、所得により受給制限を受け
るものもあり、他の市町村から転入した方は、従
前の市町村で所得証明等を取って頂き、提出して
貰う必要がある。この手続きは個人番号を独自利
用し、情報連携が図れれば、必要でなくなるとい
うメリットがある。

Ｑ　個人番号を独自利用することで新たなシステム
改修の費用が発生するのか。
Ａ　法定事務のシステム改修で対応が出来るものと
考えている。

▼反対討論
　この条例により、どれくらいのメリットがあるか
わからない、情報漏洩について心配のあるマイナ
ンバー制度の利用は最小限にすべきと考え反対で
ある。
　賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し
た。
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平成27年度一般会計補正予算（第３号）

住民課
Ｑ　個人カードに関する事業は、全額国庫補助か、

限度額、上限はあるのか。
Ａ　基本的に個人カードに関する事業費の補正額に
ついては、上限はないが、適正であることが求め
られ、100%国の補助金である。

Ｑ　カードは、土日、祝祭日に発行するのか。
Ａ　遅番を設け、平日の夜７時まで対応し、土日、
祝祭日については発行しない。

Ｑ　土日、祝祭日は交付しないとすると、どういっ
た時間外勤務の対応か。
Ａ　通常の窓口対応の遅番に 1人、カード交付事務
について 1人である。交付に当たっては、個人の
確認等、1 人当たり 15 分から 20 分程度かかり、
問い合わせ等も多々ある。

Ｑ　1 月から 3 月まで何人ぐらい交付するのか。
Ａ　はっきりした数字は分からないが、国では 1,500
万人を見込んでいる。

Ｑ　カードの交付は 3 月までとは限らず、いつで
も良いのか。補助金は来年以降どうなるのか。
Ａ　1月からの制度であって、3ヶ月間集中して行
う。4月以降は通常業務で対応するので補助金は
受けない。
福祉課

Ｑ　介護保険のマイナンバー経費負担金に国の補助
はあるのか。
Ａ　国庫補助金はあるが、安八郡広域連合にて受け
入れる。安八郡3町は不足額を分担して負担する。

Ｑ　広域連合のマイナンバー経費は、全額が国の補
助対象ではないのか。
Ａ　必要経費は約 2,400 万円で、国庫補助金は 920

万円を見込んでいる。経費には、官公庁専用の総
合行政ネットワークである LGWAN（エルジー
ワン）に接続する等の対象外費用も含まれている
ため、全額ではない。
教育課

Ｑ　屋内運動場 LED の経費の内訳は。
Ａ　LED照明器具の設置は概算で約 1,000 万円程度
見込んでいる。

Ｑ　点検委託料となっているが、設計費は入ってい
ないのか。
Ａ　点検と実施設計費を含めた金額である。
Ｑ　点検と設計は同じ業者でよいか。
Ａ　躯体の点検も実施するため、設計業者が点検を
行うことが最適である。

Ｑ　屋内運動場の天井落下防止対策について、来年
度以降にできないのか。
Ａ　地方債の 80 パーセントが交付税として算入さ
れるのが平成 27 年度で無くなる予定と聞いてお
り、今年度、国の交付金の内定も頂けたので早期
に実施していきたい。

▼反対討論
　屋内運動場の天井落下防止対策については、補正
予算に計上するのではなく、新年度に計上して進
めるべきである。マイナンバー制度で町民の利便
性が向上すると思えず賛成できない。

▼賛成討論
　屋内運動場の天井落下防止対策については早期に
実施すべきであり、マイナンバーについても国か
ら交付金もあり賛成。
　賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。

文教厚生常任委員会文教厚生常任委員会委員長報告

文 教 厚 生
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平成27年度国民健康保険事業特別会計
補正予算（第２号）

住民課

Ｑ　医療費が急激に上がったのはいつ頃か。
Ａ　100 万円以上の費用額の件数について、27 年 3
月 5 件、4月 7件、5月 7件、6月 8件、7月 5件、
8 月 7 件、9 月 4 件で、いつ頃かというと、今年
度に入ってから増えている。

Ｑ　前年度についてはどうか。
Ａ　100 万円以上の費用額の件数については 22 件
である。26 年 3 月 1 件、4 月 5 件、5 月 4 件、6
月 4件、7月 6件、8月 2件。

Ｑ　当初はどれくらいの負担額を見ていたのか。
Ａ　１ヶ月約4,215万円の負担金を見込んでいたが、
今年度に入って１ヶ月当たり 658 万円ほど増えて
いる。

Ｑ　1 ヶ月平均で 4,200 万円から 4,800 万円になっ
た。9 月までの実績でこうなった。これは今後の
国保税にひびく。400 万円以上の高額医療は特殊
なものか、継続性のあるものなのか。保険事業に
おいて、健康管理をどうするのか、未然に防ぐこ
とを考えていかなければならない。
Ａ　400 万円以上の高額な医療費が継続するのかど
うかは分からないが、今後、特定健診、医療費通
知などで、実際にかかった費用を自分で確認して
いただく等、保険事業に力を注いでいきたい。

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　職務、職務外の判断は誰がするのか。
Ａ　教育委員会で判断する。
Ｑ　教育長は区長等の役職を兼務出来るのか。
Ａ　出来ない訳ではないが、現状を考えると兼職し
ない方が望ましい。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正す
る条例について

福祉課

Ｑ　保育士の算定に准看護師を加える社会的背景
は。
Ａ　保育士の不足が考えられる。
Ｑ　保育士不足の原因は何か。労働条件の改善が必

要ではないか。
Ａ　労働条件の問題だけではなく、待機児童を解消
するためには、保育士の絶対数が不足している。

Ｑ　町内の保育園には看護師等を配置しているの
か。
Ａ　町内には家庭的保育事業等を実施している事業
所がないため該当しない。

Ｑ　看護師 1 人だけでも町の認可を受けることは
できるのか。
Ａ　看護師等の配置は定員 4人以上の事業所を対象
に 1人に限って認められる。4人以上の場合は 2
人以上の職員が必要なため、保育士が必ず必要で
ある。

Ｑ　町内に子どもを家庭で預かる場ができたのでは
ないか。
Ａ　町内に開設されたのは、里親制度により、6人
以下の児童を預かるファミリーホームで、開設の
届出は県が受け付ける。
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平成27年度　常任委員会合同研修会を開催
11 月 19 日・20 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　小寺　強）による合同研修会が開催されました。本年のテーマは「定住化対策・
地域おこし」として、島根県美郷町役場にて研修を実施しました。美郷町は、平成の合併で新た

美郷町の地域おこし協力隊の活動について元隊員（美郷町に定住）
より説明を受ける

に生まれた町で島根県の中にあって
南を広島県と接し、65 才以上の人口
が全体人口の約 42％を占める町です。
人口は、昭和 55 年に約 9,000 人であっ
たものが平成 22 年には約 5,300 人に
減少した町で定住化の取り組みを強く
行っている町です。その取り組みは
　「定住化対策」として、
１．田舎暮らしコーディネーター
２．産業・雇用・企業支援の取り
組み
３．ＵＩターン者向け住宅対策
４．美郷町定住ポイント事業
５．「美郷町地域おこし協力隊」の
活動の説明を受けました。説明の後
の質疑らにおいて委員からは定住ポ
イント制度について導入の効果、地
域おこし協力隊の実施により、どれ
くらいの定住人口の増になっている
か等活発な意見がかわされました。

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。
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桜会が、追弔会・行政懇談会を開催
さる、12 月３日午前 10 時より、輪之内町塩喰の明看寺において桜会（元町議会議員経験者）
の物故者追弔会が実施されました。加藤会長のあいさつでは、輪之内町が昭和
29 年に合併して以来、仁木地区 32 人、福束地区 30 人、大藪地区 33 人の議員
が亡くなり追弔してきたとのことでした。
終了後執行部を交えて行政懇談会が開催されました。

仁木小学校校舎大規模改修
特別委員会現地視察を実施
輪之内町議会は、6月の定例会において設置した仁木小学
校校舎大規模改修特別委員会（小寺強委員長）の現地視察
を 12 月 11 日実施しました。
委員からは、「工事の進捗状況に関して」、「教室の照明関
係、黒板の利用に関して」等についての質問が出され、設
計業者、教育課担当より説明を受けました。「順調に工事は
進捗していること、６年生の生徒も３月には新校舎を利用
できること」とのことでした。

髙橋愛子議員に
岐阜県町村議長会より表彰
平成 27 年 10 月９日岐阜市のグランヴェール岐山に
おいて、当議会の髙橋愛子議員に岐阜県町村議会議長
会より「町村議会議員として 12 年以上在職し、功労が
あった」として、一般表彰が贈られました。髙橋愛子
議員は「町民の皆様の支えのおかげさま」と感謝して
いました。
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▼編集後記
「わのうち議会だより」109 号をお届けします。
今年の年初の大きなニュースは、中東のイスラム
教に関する政治紛争でした。宗教宗派対立によるも
のとのこと、世界的なの原油生産地の紛争が、世界
経済に影響がないことを願う。
そもそも人と人の争いは有史以来続く人類の永遠
の悲しい課題である。世界中で全く争いが無かった
期間は無いそうだ。
ある先師が「私たちの人生の争いは、いつも善と
善の争いだ」と言われた。どちらも自分が正しいど
ちらも善を振りかざす、それを他者に自分の意見を
押しつける。結果、人は争うことになる。
他者の意見に耳を傾ける、柔らかい心をもちたい
ものです。
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、皆さんの意見に耳を傾けながら、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　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
３～４日
　　　ふれあいフェスタ2015
５～７日　
　　　定期監査
９日　岐阜県町村議会議長会定期総会及び町村議

会正副議長研修会
　　　広報編集委員会
10日　ＧＯ！ご～どんとこい祭り2015
11日　全国育樹祭
12日　町民運動会
18日　町消防団特別検閲及び規律訓練大会
21日　全員協議会
　　　仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
22日　輪之内町教育研究発表会
23日　植物防疫会理事会
24日　安八郡60周年記念「安八ふれあい2015」
25日　岐阜県薩摩義士顕彰会
26日　例月出納検査
　　　総合戦略推進委員会
27日　広域連合監査

《11月》
２日　政権与党国会議員との意見交換会
　　　子ども・子育て会議
　　　農業委員会
７日　交通安全協会輪之内支部反省討論会
８日　海津市合併10周年記念式典
９日　岐阜県浄化槽連合大会「逮捕」
10～11日　
　　　西南濃町村議会議長会
　　　「第59回町村議会議長全国大会」
13日　安八郡３町議会議員研修会及び合同交流会
14日　福束校区文化祭
19～20日
　　　議会議員研修
　　　全員協議会
22日　安八郡消防連合演習
23日　グラウンドワーク
24日　議会運営委員会
　　　安八郡広域連合議会定例会
30日　例月出納検査

《12月》
１日　県町村議会議長会評議委員会
　　　安八郡町村議会議長会

３日　桜会追弔会並びに町政懇談会
　　　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
４日　第４回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
５日　心豊かな町づくり研修会
６日　消防反省会
７日　文教・総務産業建設常任委員会
11日　第４回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
15日　ふれあいフェスタ実行委員会
　　　下水道推進協議会
18日　農業に関する意見交換会
19日　まちづくり創生塾講演会
21日　例月出納検査
22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
24日　農業振興地域整備促進協議会
28日　消防団年末特別夜警

議 会 活 動 日 誌


