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平成28年第１回定例町議会が４日開かれ、会期を16日までの
13日間と決めた後、33議案、発議２件が上程された。教育委員
会教育長の任命につき同意を求めることなど13議案を可決、総額
40億 8,400万円の平成28年度一般会計予算等12件、条例８
議案を各常任委員会に付託し散会した。
議案の内訳は、人事関係１件、補正予算６件、新年度予算６件、
条例の改正及び制定18件、その他2件、発議2件です。
最終日は5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28年度一般会計予算など12議案と条例８議案を可決し
当日上程された補正予算１件を可決し、閉会した。

平成 28 年度
一般会計

40億円 決まる

２０16年
３月 定 例 議 会
4日～16日

髙橋　愛子　議長

性が高いことを全職員が認識し、新たな財源の確
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。

■ 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します。

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

■ 主な事業について

　平成 28 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、諸計画の推進に支障を及ぼすような想
定外の突発経費を抑制する。
　一方で現下の厳しい財政状況が常態化する可能
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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、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。又、水と親しみを持つことで水質改善への
関心が高まるよう、中江川に親水ひろばを整備
する。
仁木小学校に再生可能エネルギー利用の一環と
して太陽光発電設備を設置する。

２．安全・安心なまちづくり
「防災士による自主防災組織育成事業」は、地
域の防災リーダーとなる防災士を養成する講座
を開設し 100 人の防災士養成を目標とする。各
地区で防災に関する講習会や自主防災訓練を実
施し自主防災力の強化を図る。

「橋梁補修事業」は、補修計画に基づき、３橋を
修繕し、橋梁の安全性の確保・長寿命化を図る。

３．みんなが元気で働けるまちづくり
「経営体育成事業」は、農用地の大区画化及び
集積による担い手育成を推進するため、50 ㌶
規模での実施に向けて調査・計画策定を実施す
る。

「インナービューティダイエット＆農業コラボ
支援事業」は、インナービューティダイエット
（幸福感に満ちた美しい自分自身になるために
体の内側から整える食事方法）を推奨する団体
と連携し、町内で「無農薬野菜」の栽培を通じ
て農家収入の増収を目指す。

「町内企業育児休業奨励事業」は、町内在住者
が町内企業で育児休業を取得した場合、企業に
助成を行う。

「三世代同居・近居助成事業」は、安心して子

育てできる環境支援や高齢者世代への住環境を
支援するため、三世代同居・近居をするために
住宅を取得する費用の一部を助成する。

４．もっと温もりのある支え合いのまちづくり
「地域包括ケアシステム構築事業」は、介護サー
ビス窓口の一元化（庁舎福祉課）を行い、医療・
介護・介護予防等が一体的に支援できるシステ
ムを構築する。

「骨粗しょう症予防事業」は、早期に骨量減少
者を発見し、予防すること又、定期的な検診に
結びつける。

５．生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「小学校空調設備設置事業」「輪之内中学校空調
設備設置事業」は、夏の猛暑による熱中症対策
として、学習に集中できる環境の整備を目的と
して、教室全てに空調設備を設置する。

「英語幼児教育導入事業」は、認定こども園の
開園による幼児教育の開始に伴い、外国人講師
による、英語教育を導入する。

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、平成 27 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）145 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。

「輪之内スマイルチャンネル配信事業」は、平
成 22 年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「わのうちキッ
ズ」は年間 50 本以上を配信している。

■ 予算の規模
　平成 28 年度予算は、一般会計 4,084,000 千円、特別会計 1,951,000 千円、企業会計
211,000千円、総額では前年度予算に対して184,000千円、3.04%増の6,246,000千円。

会 計 28 年 度
予 算 額

27 年 度
予 算 額

26 年 度
予 算 額

28 － 27 比較
増減額 増減率

一般会計 4,084,000 3,895,000 4,025,000 189,000 4.85
特別会計 1,951,000 1,953,000 1,718,000 △ 2,000 △ 0.10
企業会計 211,000 214,000 257,794 △ 3,000 △ 1.40
合 計 6,246,000 6,062,000 6,000,794 184,000 3.04

（単位：千円、％）
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衛 生 費 （保険衛生費）

・保健衛生総務費� △750万円
・予防費� △440万円

農林水産業費 （農業費）

・農業総務費� △2,689万円
・耕種農業費� △1,098万円

土 木 費 （土木管理費）

・土木総務費� △279万円

土 木 費 （道路橋りょう費）

・道路維持費� △1,710万円
・道路新設改良費� △786万円
・橋りょう維持費� △481万円

土 木 費 （都市計画費）

・都市計画総務費� △399万円

消 防 費

・防災費� △216万円
・水防費� △128万円
・防災センター管理費� △117万円

教 育 費 （教育総務費） 

・事務局費� △390万円
・プラネットプラザ管理費� △381万円

教 育 費 （小学校費） 

・小学校管理費（仁木小学校修繕Ⅱ期）
� １億4,523万円
・教育振興費� △401万円

教 育 費 （中学校費） 

・中学校管理費� △1,982万円

教 育 費 （奨学金） 

・奨学金�� △222万円

公 債 費

・利子� △376万円

平成 27 年度
一般会計補正予算（第４号）

3,951 万１千円減額

◇歳出の主な補正� △は主に不用額の減

総 務 費 （総務管理費）

・一般管理費� △92万円
・人事管理費� △2,697万円
・文書費� △132万円
・財産管理費� △391万円
・基金費� 1,572万円
・企画費� △137万円
・生活安全対策費� △614万円
・電子計算費� 3,823万円

総 務 費 （選挙管理費）

・岐阜県議会議員選挙費� △309万円
・町長・町議会議員選挙費� △215万円

民 生 費 （社会福祉費）

・障がい者福祉費� △559万円
・福祉医療費� △466万円

民 生 費 （高齢者福祉費）

・高齢者福祉総務費� △470万円

民 生 費 （児童福祉費）

・児童福祉総務費� �△259万円
・児童手当費� △1,136万円
・児童福祉施設費� △3,237万円

箕浦　靖男�氏
任期  平成28年4月1日～平成31年3月31日

教育委員会教育長に

（69才）
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繰 入 金 （基金繰入金）

・財政調整基金繰入金� △１億3,950万円
・その他特定目的基金繰入金� △１億1,244万円
・繰越金� 9,439万円

諸 収 入 （雑入）

・雑入（後期高齢者医療広域連合還付金等）
� 1,961万円

町 債

・総務費債� 580万円
・消防費債� △770万円

平成 27 年度 国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
22 万 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ 12 億 2,712 万 8 千円と定めるもの。
平成 27 年度の人事勧告に基づき職員の給与改
定を行うため歳出の総務費の総務管理費の人権費
を補正するとともに、国民健康保険基金の利息の
増額が見込まれるため、これを当該基金に繰り入
れるための補正を行う。

平成 27 年度 後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

◇歳出の主な補正
・後期高齢者医療広域連合納付金� △216万円
◇歳入の主な補正

後期高齢者医療保険料

・特別徴収保険料� △292万円
・普通徴収保険料� 101万円

平成 27 年度 児童発達支援事業
特別会計補正予算（第１号）

◇歳出の主な補正

児童発達支援事業費 （障害児給付費）

・児童発達支援事業費� 204万円

◇歳入の主な補正

町 税 （町民税） 

・個人� 418万円
・法人� 637万円
・地方消費税交付金� 250万円
・地方特例交付金� 297万円
・地方交付税� 9,970万円

分担金及び負担金 （負担金）

・民生費負担金� △6,888万円
・教育費負担金� △167万円

使用料及び手数料 （使用料）

・民生使用料� 7,738万円

国 庫 支 出 金 （国庫負担金）

�・民生費国庫負担金� △1,495万円

国 庫 支 出 金 （国庫補助金）

・民生費国庫補助金� △657万円
・土木費国庫補助金� △120万円
・教育費国庫補助金� 2,827万円
・総務費国庫補助金� 697万円

県 支 出 金 （県負担金）

・民生費県補助金� △598万円

県 支 出 金 （県補助金）

・総務費県補助金� △188万円
・民生費県補助金� △563万円
・農林水産業費県補助金� △3,555万円
・土木費県補助金� △234万円
・教育費県補助金� 303万円

県 支 出 金 （委託金）

・総務費委託金� △240万円
・土木費委託金� 121万円

財 産 収 入 （財産運用収入）

・利子及び配当金� 204万円

寄 附 金

・総務費寄附金（ふるさと応援寄附金）�1,056万円
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平成 27 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 200 万 1 千
円増額し、収益的支出では、原水及び浄水費 151
万 9 千円と総経費を 291 万 9 千円並びに消費税
を 73 万 9 千円減額するものです。

平成 27 年度 
一般会計補正予算（第５号）

◇歳出の主な補正

総 務 費

・企画費（まちづくり創正アイデア募集事業検討
業務委託料）� 389万円

商 工 費

・観光推進費（西美濃広域観光推進協議会負担
金）� 750万円

教 育 費

・事務局費（英語指導助手派遣委託料）529万円
◇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（地方創正加速化交付金）
� 1,718万円

◇歳入の主な補正
・繰越金� 178万円

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 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� △5,612万円
・浄化センター管理費� △120万円

公 債 費

・利子� △161万円
◇歳入の主な補正
・下水道事業受益者負担金� 585万円
・下水道使用料� 800万円

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
� △4,500万円

県 支 出 金 （県補助金）

・特定環境保全公共下水道費県補助金� 219万円

繰 越 金

・繰越金� 487万円

町 税

・特定環境保全公共下水道事業債� △3,500万円

輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則に
ついて（議員発議）

議会における欠席の届け出の取り扱いに関
して、社会情勢などを勘案し、改正するもの。

輪之内町議会会議規則一部を改正する規則につ
いて（議員発議）

議会の傍聴席に持ち込むことを禁止してい
るものに関して、社会情勢などを勘案し、杖
については削除するもの。

大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約の
変更に関する協議について

行政不服審査法の施行に伴い、規約の一部
を改正するものです。

町道路線の認定について

道路法の規定により、その手続きを行うも
のです。
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条　例
輪之内町行政不服審査会条例の制定について

全部改正されました行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理するための付属機
関である輪之内町行政不服審査会について、必要な事項を定める。

輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について

いじめ防止対策推進法の規定により、いじめの重大事態に関する学校等の調査の結果について、必
要に応じて調査する町長部局の付属機関を設置する。

輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関す条例の制定について

行政不服審査法の施行に伴い、同法の規定により審理員に提出された資料等の写しの交付に係る手
数料を規定する。

行政不服審査法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

行政不服審査法に伴い、輪之内町情報公開条例、輪之内町個人情報保護条例、輪之内町固定資産評
価審査委員会条例、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及び輪之内町税条
例の一部を改正する。

輪之内町職員の降給に関する条例の制定について

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により一部改正された地方公務員法
の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定める。

輪之内町職員の退職管理に関する条例に制定について

改正された地方公務員法の退職管理に関する規定に基づき、必要事項を定める。

輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定について

総務省の要請により、地方公共団体が有する公共施設等の将来にわたっての管理計画を策定するう
えにおいて、将来の人口数委、財政面及び施設の耐久性等の観点から管理計画における検討を行う付
属機関を設置する。

輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部を改正する条例について

平成 28年４月１日より保育園を認定こども園に変更することに伴い改正する。
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輪之内町課設置条例の一部を改正する条例について

今後の町の重要施策の一つとして位置付けるほ場整備の担当課を新設するほか、既存の課の分掌事
務を変更する。

輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について

地方公務員法の改正により、人事行政の運営等の状況の公表事項について、人事評価及び退職管理
が追加され、勤務評定が削除されたこと及び行政不服審査法の施行に伴い改正する。

輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

地方公務員法の改正による事項ずれ及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い改正する。

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

地方公務員災害補償法施行令の一部改正により、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合
の調整率の改正を行う。

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

平成 27年度の人事院勧告により、議員の期末手当を改正する。

輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

平成 27年度の人事院勧告による職員の給与改正に合わせて期末手当を改正する。

輪之内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

平成 27 年度の人事院勧告による勤務手当及び給料表等の改正と地方公務員法の改正により級別基
準職務表を条例で定める。

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

地方公務員法の改正により、級別基準職務表を条例で定める。

輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例の制定について

条例上存置され、実際の運用のない職員の特殊勤務手当を廃止する。

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

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正による。



平成28年 5 月 2 日 輪之内町議会だより（　）9

一般質問（原文掲載）

このほど、中江川上流部楡俣地内（中郷北東境）
において、水質浄化策の手始めに、地下水が掘り
あがり、大量の水が噴出（自噴）しているようで
すが、昨年６月の委員会において、計画地の空き
地に小公園的、休憩場所的なものを併設できない
かと提案しましたが、計画にはないとの答えでし
た。
先般の講演会で、片山講師が、「輪中」につい
てほんの少し触れられましたが、安八の 9.12 水
害以後、知識人、学者、防災研究者間等では、輪
中と言う言葉は少しずつ認知される様になってい
るのであります。
以前は、輪中根性といわれ、言葉として、余り
良い意味には取られていませんでしたが水災害の
起きた時に、運命共同体として、それなりの効果
が現れているからであります。
今回の事業は、住民課の関連でしたが、他課と
の連携も取り合って、事業をすすめられたらと思
います。
役所の悪い所は互いの縄張り意識が強い事で、
当町庁内の雰囲気はどうか？
海津市のほうで、道路沿いで、いびつな形に残っ
た箇所で施行されている所が見受けられました。
農業農村整備事業で、予算を獲得出来る道があ
るのでは有りませんか？
輪中堤から、大正池～今回掘削噴出した箇所～
中江川沿いに、多良の殿様が通ったといわれる、
多良街道を交差し、輪之内町の中央を南下～町境
の堤坊迄を、「輪中街道」（仮称）と名付けられて
整備されては如何でしょう。
３月議会に親水公園として関連する議案も提案
されておりますが、側道には、散策道（遊歩道）梅、
桜、広葉樹等を植栽し、フラワーロード、ウォー

キングロードとし沿道修景を施す。
本戸～南え中江川沿いを手始めに、すぐにでも
実施出来そうなことは、手っ取り早いのが標識の
設置であります。
結婚記念、子供の出産等に、記念樹や、句碑、
植栽の箇所を設けて付近の清掃を、毎年お願い（義
務化）する、輪中の地下水で育てた、徳川御膳米
とセットでＰＲにも生かす。
「輪中街道」という言葉を商標登録しては？
お菓子、果物、野菜、その外、何にでも活用で
きると思います。
海津市の長良川堤防路肩（こうはん）に、以前
渡船場のあった堤防沿いにも、記念碑的なものが
建立されておりますが、大藪渡船場には小公園的
なものがありますが、福束渡船場付近では、河中
（河川敷）に、福束城のあったと言われている所、
競馬が度々開催された所もあります。
記念碑的なものの設置を、望むものであります。
観光面で、隣町では、千本松原、水郷公園、お
千代保稲荷、安八の百梅園、羽島の温泉、はす園
がありますが、当町には、他市町の人に、場所を
聞かれても、これといって答える所は何もなく、
言葉に詰まります。
今回、土地改良課が設けられる事は、遅きに失
した感もありますが、グッドタイミングだと思い
ます。
今後の施策に期待をするものであります。

　　▪ 古田東一議員の質問

古田�東一�議員

１．輪中街道（仮称）街道づくり
について

町長答弁 まずもって、町政の推進においては、組識が一
丸となって取り組むべきではないか、ご意見を頂
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きましたが、私も当然、それがあるべき姿である
と認識しております。そのように努めておるとこ
ろでございます。
議員から「輪中街道」というご提案を項き、町

の魅力の発信源となりうるものと受け止めさせて
頂きました。しかしながら、この事業を展開する
には、その事業ボリュームも多大であり、完成後
の維持管理等、検討すべき課題も非常に多く、早
急な事業実施はなかなか難しいものと考えており
ます。
なお、古田議員は、公園造りや観先ロード造り

に農業農村整備事業を活用できないかお尋ねでご
ざいますが、本町においても本戸地区の「中将姫
公園」は農業農村整備事業のビオトープ化推進事
業として、県の補助を受けて整備しておりますの
で条件次第ではできるのではないか。
ただしこの「中将姫公園」整備事業は、地域の
在来種である動植物の生態系保全を住民協働によ
り行うこと、小中学生の環境教育の一環とするこ
と、希少生物であるカワバタモロコが生息し、町
としてこの保護条例を制定したこと、池を配置し
た公園を地元住民と協働して活用していくこと等
いくつかの条件のもとで補助金交付の対象となり
ました。単に公園や観光ロードを造るだけの県補

助は残念ながらございません。
輪中堤から町の中心部を南北に縦断し、海津市

までの観光ロード造成のご提案でございますが、
現在町内の名所等を募集し「輪之内ウォークマッ
プ」を作成し、年４回ではありますが参加者を募
集し、輪之内ウォークを開催して輪之内町の魅力
を発信しております。
先に申し上げたとおり、現在のところ新しい公

園や観光ロードの整備はありませんが、これらを
整備する際には農村整備事業に限らず、あらゆる
補助制度等を模索し進めて参りたいと考えており
ます。

木野町長�答弁

２．選奨生の支援（選奨生奨学金貸与条例）について
学業成績が優秀であり、経済的理由により修学
が困難な学生に対し、奨学金貸与条例があるわけ
ですが、苦学の末、めでたく卒業の暁に、地元に（３
年以上）就職した人には借入金（貸与金）の支払
いの、９割免除、県内に就職した人には、５割免
除とし、就職活動においても、恩典を与え、地元
就職の選択余地を取り入れるべきだと考えますが
如何でしょうか？

町内就職と言っても、輪之内町には、優良企業
があり、全国に支店、支所等が有る就職地でも摘
要にしてはどうか？
町長殿の様に、生まれ育った時から裕福な家庭
に恵まれた人には、進学校に通うにも、お金の苦
労は無かったと思います。苦学生の苦労を察して
あげてください。

町長答弁
まず、現在、町では無利息で大学生に月額４万
円、高校・高等専門学校生に月額１万５千円を貸
与し、卒業後 10 年以内に半年賦の均等払方式に
より返還をしてもらっています。今年度の貸与者
は８名、返還者は 25 名です。当町の返還免除基
準は、死亡の場合又は精神若しくは身体障害に
なった場合、災害等やむを得ない場合等を条例で
定めておりますが、現在のところ該当者はありま
せん。現時点で奨学金返還者の就職先は、把握し
ておりませんが、無事卒業し就職され、概ね順調

に返還されております。
新年度から、国においては、「地方創生」�の一
環として地方大学に進学する学生や地域活性化に
つながる特定分野の勉強をする学生が、地元企業
などに就職した場合、返還の全部または一部が免
除される制度を創設、岐阜県では、若者の県外流
出に歯止めをかける狙いで、県内へのＵターンを
条件に返済を免除する学生向けの給付型奨学金制
度を創設するなど、奨学金を活用した大学生等の
地方定着事業が実施されます。町としては、一般
財団法人国際クラブの寄附による高校生への奨学
金給付事業の継続、国や県の制度の活用とともに、
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企業誘致を推進し、地元企業との協議、学生への
就職斡旋の機会を増やす等、生まれ育った地元で

就職したいと願う人材を少しでも多く迎えられる
よう考えていきます。

３．建設工事請負業者のペナルティについて
輪之内町建設工事請負契約に係る指名停止等要
領について、お尋ね致します。
昨年末の新聞報道によりますと、30 数年前の
工事の手抜き工事とありますが、町政担当者、業
界関連者ならば容易に何処の業者であるか推測出
来ると思います。
木野町長は、当時、県庁で汗を流しておられた
頃であったかと思いますが、いずれに致しまして
も、事件が発覚した時点で処理して頂く責任が町
長にはあります。
建築基準法によると責任期間は 10 年と認識し
ておりますが、昭和 56 年頃に、新建築基準法が
変更（改正）になったと認識しております。何十
年も前にさかのぼり責任を取らなければ成らない
ものなのか、当町の建築物（構築物）もそろそろ

建替え時が近づいて来ているものも多数あるわけ
ですが、記事のような瑕疵の建築物（構築物）は
無いか、アポロンスタジアムは、大丈夫かお答え
下さい。
平成 19 年以降、木野町長になってから、指名
停止の摘要があったのかどうか？
町には、町内業者を育成する義務もあるかと思
いますが、発注する側と受注する側とでは、矛盾
するところが有ることは、承知しております。
今回の件は、別表第１の２に該当すると思われ
ますが、如何でしょうか？
不正、手抜きをすれば、信用を失い企業存続に
拘わる事になることを知らしめるべきと考えます
が如何でしょう？

町長答弁
議員のご質問にございましたように、昭和 54
年、今から 37 年前、某市で行われた体育館建設
工事において、最近になって手抜き施工が発覚し、
当時の施工会社と管理会社に対し不良箇所を直す
ための工事費全額の支払いを求めた事案がござい
ました。これに関連し、工事の施工に瑕疵があっ
た場合、何十年も前に遡り責任を取らなければな
らないのか、というご質問ですが、瑕疵担保期間
は、目的物が建物等の土地の工作物である場合に
は、工作物又は地盤の瑕疵につき、普通の工作物
については５年、石造、土造、煉瓦造又は金属造
の工作物については 10 年ということであります。
また、町の請負契約書の約款にも瑕疵担保につい
て 10 年と明記されているところであります。
今回の事案は、施工会社と管理会社がその非を
認めて道義的責任を取ったのではないかと推測致
しております。
また、この事案は町の指名停止等要領別表第１
の第２項に該当するのではないのかについてご質
問をされておられますが、当町の要領の別表第１
に規定しているのは町内において生じた事故等に
基づく措置基準でありますので、この事案は要領
上処分の対象外であると考えております。なお、
某市においても指名停止には至っていないとお聞
きしております。

また、この事案に関連して、町の公共施設にも
建て替えの時期が近づいてきているものも多数あ
るが、同様の瑕疵のある建築物はないか、アポロ
ンスタジアムは大丈夫かという件につきまして
は、某市と同種の構造の体育館は町内には存在し
ておりませんし、瑕疵の報告は今のところござい
ません。
次に、私が町長に就任して以降に指名停止をし
たことはあるのかにつきましては、町内業者では、
平成 19 年の除草工事で落札後、請負契約を辞退
した件について、不誠実な行為に当たるとして指
名停止処分を致しております。
最後に、不正、手抜きをすれば、信用を失い企
業の存続にかかわる事を知らしめるべきだと言う
ご意見は、ごもっともなご意見でございます。町
としては指名停止に至らない場合でも、必要があ
ると認める場合は、当該事業者に対し、書面又は
口頭で厳しく警告又は注意を喚起していく所存で
あります。
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町長答弁
近年の都市化や核家族化の進展などにより、地
域の連帯感やふれあいが薄れつつある中で、福祉・
環境・教育など、多様化する地域課題を地域の人
たちが自らの問題として捉え、解決に向けて積極
的に取り組む「地域住民主体のまちづくり」が求
められています。
ご質問にあったように、輪之内町青年のつどい
協議会は、平成 23 年４月８日の総会において休
会の議決をされ、その後は活動休止状態となって
おります。また上部団体である西濃青年のつどい
協議会も平成 26 年度末で活動休止となっている
状態であります。輪之内町女性会議につきまして
は、現在会員数は 65 名で９名の役員を中心に活
動されております。昨年は防災学習会を開催し、

東日本大震災で現地に赴いた消防士の現場での経
験を聞く機会を提供されるなど積種的に活動され
ております。しかしながら、会員の高齢化、新規
加入促進も今後の活動を進めるうえでの課題とお
聞きしております。
上野議員のご指摘のとおり、かつては女性及び
青年団体を中心に、集落単位で様々な地域活動が
実践されてきましたが、個人の価値観の多様化や
少子高齢化に伴う住民ニーズの複雑化により伝統
的な基礎組織が衰退する事態となっております。
このため当町では、青少年育成町民会議による
地域づくり活動や輪之内町社会福祉協議会による
近隣たすけあいネットワーク事業を支援するな
ど、学校、家庭、地域住民による地域コミュニティ
の再構築を目指しております。
現在、福束地区の民生委員児童委員らによる「カ

１．女性及び青年団体の再構築に
ついて

東日本大震災以降、復興支援において「自助・
共助・公助」といわれるようになり、そのうち「共
助」は、地域のつながり、地域の絆がベースにあ
り、地域住民における結束力の強化と維持が求め
られ、再びコミュニティが重要視されてきており
ます。
そのためには、住民・地域・各種団体・行政等
がそれぞれの適性を生かした社会活動の取り組
み、協働による自立したまちづくりなど、再度、
コミュニティ活動を活発化する必要があります。
しかしながら、全国的に少子高齢化、住民意識
の希薄化などにより団体構成員の減少、役員の引
き受け手が無いなどの事由により、社会教育関係
団体が衰退傾向にあり、とりわけ婦人会や青年団
はその傾向が強く、存在そのものが危ぶまれてお
ります。
多様化した現代社会において、安心安全なまち
づくりを進めていくためには地域に基盤を置いた
女性や青年層の団体の再構築を図ることが極めて
重要になってきております。
本町においても女性団体として輪之内町女性会
議が有り、現在は数十名にて活動を継続していま
すが、各地域を基盤とした活動は崩壊しておりま
す。
青年団体は、かつて各地域に青年団があり、地
域活動を通じて、行政に大きく貢献してきた時代

があり、近年においては輪之内町青年のつどい協
議会が商工会青年部メンバーにて活動をしていま
したが現在は休会状態となっております。
町づくりは人づくりといわれております。地方
創生、地域活性化などの事業を推進していくため
には、これらの団体の再構築を図り、広く人材育
成に取り組むべきと考えます。
もちろん本来こうした組織は、行政任せではな
く、地域住民が住民自治意欲を持ち、地域の課題
に自主的に組織編成して取り組むべきものである
ことはわかっておりますが、残念ながら、自主意
識が乏しく地域住民自らが組織を構築していく力
は大変弱い状況であると思います。そういうこと
から、行政主導で、住民の意識高揚施策を講じて、
組織化を図り、研修などの機会を与える、まちづ
くり研修制度のようなものを創設して、女性や若
い人たちを育成すベきと考えます。
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
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３月も半ばとなり、梅の花も満開となり春本番
を間近に感じさせる季節と成りました。
平成 28 年度予算において、もっと！安全安心、
快適な輪之内に。もっと！ふるさとを愛する人づ
くり。もっと！住民本位の町政を。など、８項目
からなる「もっと！」で構成されています。小・
中学校へのエアコンの設置や新年度から始まる認
定こども園、幼児教育への期待等、夢のある事業
が盛りだくさん進められようとしています。
その中で今回は以下４点について質問します。

フェふくろう」や里地区の福祉委員らによる「サ
ロンなかよし」が立ち上がり、ひとり暮らしの高
齢者や地域住民の憩いの場として、地域コミュニ
ティが形成されつつあります。
防災、まちづくりを進めるうえで、地域住民に
よるコミュニティ活動は大変重要であると考えて
おります。当然のことながら、地域コミュニティ
の形成は、行政だけで推進できるものではありま
せん。地域住民の意識高揚が不可欠であり、住民
自ら地域の課題を考え、自主的に行動していただ
けることを期待しております。そんなことから、

平成 28 年度には、各区に２名の防災士をお願い
していく予定をしております。そういった方々が
中心となり防災研修会等を実施していく中で地域
の繋がりが生まれていくことと思い、町といたし
ましても積極的に推進していきたいと考えており
ます。いずれにいたしましても、コミュニティを
形成する切り口が、変わってきています。このこ
とから、女性や青少年など人材育成に繋がるテー
マ等を的確に捉え地区懇談会を開催するなど、地
域住民主体のまちづくりを行政として後押しして
まいりたいと考えております。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中�政治�議員

１．農業施策に対する質問
農用地の大区画化、及び集積による担い手育成
を推進する為に、新年度から経営体育成基盤整備
事業（再木場整備事業）により、調査、計画が策
定され新課も設立されるようです。しばらくする
と隣町の安八町地内に E.T.C. インターチェンジ

が新設される予定であり、我町の道路設備、農地
をとりまく環境整備も充分考慮しなくてはいけな
いと思います。再ホ場整備による道路、水路問題
は特に重要と思いますが、町長の推進に対する考
えをお尋ねします。

町長答弁
TPP の合意をうけ、その効果を真に経済再生、
地方創生に直結させるために必要な政策により、
農政は新時代を迎えるべく、攻めの農林水産業
への転換が求められているのは周知のことであ
ります。
生産者の持つ可能性と潜在力を遺憾なく発揮
できる環境を整えることで、次の世代に対して
も日本の豊かな食や美しく活力ある輪之内町を
引き継いでいくことが今最も大切なことと考え
ております。
農業者の高齢化が進むなか、今後の輪之内町の
農業を牽引してくれる優れた経営感覚を備えた担

い手を育成支援し、持続可能な農業構造を実現し
なくてはなりません、その実現に向けて生産コス
トを大幅に削減するため、農地の大区画化、排水
対策、水管理の省力化のため、新年度から経営体
育成基盤整備事業、いわゆる再ほ場整備を再開し
たいと考えております。
これまでに実施した再ほ場整備は 458ha で輪之
内町の耕地面積の約 45.5％となり、その農地の担
い手への集積率は８割を超えており事業のあるべ
き効果を十分に発揮できていると考えております。
再ほ場整備を望む農家がある一方で、多額の経
費負担に消極的な農家もいらっしゃるなど、事業
実施に二の足を踏むケースも多々あろうかと思い
ます。新しい事業スキームとして再ほ場整備後の
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農地を中間管理機構を通した集積で 80％以上の
農地を農事組合法人などの担い手に集約を行うこ
とができれば地元負担をゼロにすることができる
など、制度のあるうちが、農政推進の新時代とも
言える今がチャンスと考えておりますので、この
事業へのご協力をお願いいたします。
また安八町のスマートインターが新設されれ
ば、平成 28 年度から実施予定の楡俣北部区は輪

之内町の北の玄関となります。優良農地を確保し
つつ、美しく活力ある輪之内町のまちづくりを積
極的に展開するチャンスでもあることから、道路
整備、環境整備等を適時的確に行ってまいりたい
と考えております。以上の点から、ホ場整備の必
要性、農業の担い手の方向性について申しあげま
した。集約化は、もちろん段階的に必要ですし、
受け方の育成も必要になってきます。

２．教育について
３月４日、議会初日に提案され、議決された教
育長人事について町長にお尋ねします。
４月１日より教育長に就任される箕浦氏につい
ては仁木小学校の校長、輪之内中学校校長と我町
の教育については充分理解された方だと思いま
す。今回は御本人から、教育に関するお話を聞い

た事もなく、お考えを聞いた事もありません。最
近でも中学生の方が自殺されたと痛ましい事が起
きています。
町長が、新教育長に何を指示され、どう進めら
れていくのか、お考えを示してください。

町長答弁
まず、本議会初日において箕浦靖男氏の教育長
への任命についてご同意をいただきました。
箕浦氏は、ご承知のように仁木小学校校長、輪
之内中学校校長を歴任され、教諭時代も含めます
と輪之内で 25 年間教職をされ、また、退職後は、
輪之内町社会教育指導員として９年間活躍されま
した。これで、輪之内には通算 34 年間関わって
いただいていることとなります。
今、ご紹介しましたように、輪之内町に長きに
わたって学校教育の現場を経験され、また、社会
教育の分野においても経験豊富な方であり、輪之
内のことをよくご存じで、力になってくれるもの
と期待をしているところであります。
ところで、昨今の教育を取り巻く環境は大きく
変わっています。平成 23 年の大津市のいじめ事
件の対応をきっかけとして「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」�が
平成 26 年６月に公布され、平成 27 年４月１日か
ら施行されました。ご案内のとおりではあります
が、その改正の主な点としては、教育委員長と教
育長を一本化し、首長が直接教育長を任命・罷免
することとなりました。また、首長は、教育長と
教育委員とで構成する「総合教育会議」を主宰し、
教育大綱等をまとめることとなっております。
そこで、輪之内町では、平成 27 年７月 16 日に
第１回輪之内町総合教育会議を開催し、そこでの
協議を経て同年同月に「輪之内町教育大綱」を策
定したところであります。

その内容としましては、
「未来に夢と希望をもち、生きる力を育むふる
さと輪之内の教育」を基本理念とし、
①教育環境の整備・充実
②確かな学力の育成
③たくましく心豊かな人づくりの推進
④生涯学習の推進
⑤文化活動の推進
⑥スポーツの向上
以上、この６本の施策を掲げているところであ
ります。
新教育長には、教育委員会と私との間で協議・
調整し策定した当大綱の具現化に向けて着実な推
進をお願いしたいと考えております。
さて、大津のいじめ事件が起きてから５年が経
とうとしています、しかしながら、いじめによる
自殺や事件があとを絶ちません。大変悲しいこと
でありも憂慮すべきことだと思います。
輪之内町におきましては、輪之内町総合教育会
議を平成 27 年 10 月７日に第２回目を、続いて平
成 28 年１月 20 日に第３回目を開催し、「輪之内
町におけるいじめ防止等のための基本方針案」に
ついて協議・調整を行ったところであります。両
会議において、教育委員さんと私とで真摯な議論
を重ね、概ね合意に至りこの３月中に策定をして
いきたいと考えているところであります。
その主な内容項目は、
①いじめ防止等に関する基本的な考え方
②輪之内町が実施する施策
③学校が実施すべき施策
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④重大事態への対処
⑤基本方針の点検・見直し　等
であります。また、その内容や手順を平生から特
に教育行政関係者には十分理解をしておいていた
だく必要があると私自身考えております。
最後に、私が常々機会あるごとに申しておりま
すのは、教育委員会制度のうち組織機能について
首長が、総合教育会議を通じて教育大綱を策定す

る大きな法の改正がありましたが、戦後教育の根
本の部分はいささかも変わっていないということ
であります。教育行政の現場においては、教育委
員会が、そしてその長である教育長が中心となっ
てまた、本当の意味で教育のプロとしてプロ意識
を十分発揮してブレることなくしっかりやってい
ただきたいと考えております。

３．自主運行バス事業について
平成 27 年１月から、コミュニティーバスとデ
マンドバスが組み合せて運行されています。輪之
内町にとって公共交通の存在は無くすことの出来
ない最重要な事業と考えます。
特に、デマンドバスは、町内 145 ヶ所にバス停
があり商業施設や病院、銀行、ＪＡ等へは自家用

車で移動出来ない人達にとっては、大変便利なも
のと思われます。バス停の設置数も可能な限り増
やし、又、駐輪できるスペースのある所など、もっ
と身近に利用しやすくしてほしいと思います。
今後の進め方について町長の考えを示してくだ
さい。

町長答弁
先ずは、輪之内町にとって公共交通の存在は無
くすことができない事業であるとのお考えであり
ます。これは、第５次総合計画にもありますよう
に「住んでいて良かった、これからもずっと住み
続けたいまち」づくりには必要不可欠の施策だと
認識いたしており、田中議員と意見を異にするも
のではないことを申し上げておきます。
平成 27年１月、朝夕は定時定路線バス、昼間は

電話で予約するデマンドバスを走らせる公共交通
体系の見直しが行われたところであります。今日
までの１年２ヶ月の間の特徴的な状況をお話させ
ていただきますと、先ずは、利用者数ですが平成
26 年はトータルで 7,520 人でありましたが平成 27
年は 12,085 人と 4,565 人増え、約 1.6 倍に増加し
ております。次にデマンドバスの利用者の状況で
は１日あたりの利用者数は平成 27年１月は 17.9 人
でありましたが、平成 28年２月には 41.1 人まで増
加してきております。予約の状況については、予
約確定乗車時刻と希望時刻との差を見てみますと、
希望時刻に乗車できた方は約 43%であり約７割の
方は希望時刻の前後 10分以内で予約できておりま
す。また、バス停別乗降者数では岐阜羽島駅が第
1位、ザ・ビッグ輪之内店が第２位、安八温泉が
第３位、輪之内文化会館が第４位、コミバス今尾
が第５位となっており、岐阜羽島駅の利用者の目
的地は東京、大阪、名古屋、岐阜など町外の玄関
口としてご利用いただいていると思っております。
さらに、利用者の利便性の向上を図るため、昨
年 12 月から今年２月にかけて２種類のアンケー

ト調査を実施しておりますので、その結果の概略
をご報告申し上げます。
1つ目の調査は、デマンドバスの車内で調査票
と返信用封筒を利用者に 150 票配布したアンケー
トで、有効回答数は 46 票でありました。その中
で特徴的なことを申し上げますと、利用目的とし
ては、通院が 40％、買い物 19％、帰宅 12％と通
院や買い物に約６割使われていることがわかりま
した。デマンドバスの運行については、バス停の
位置で 76％、車輌では 81％の方が満足されてお
り、運行日、最終時刻、予約時間については検討
の余地はあるもの各調査項目の満足度は高い水準
になっております。
2つ目の調査は、広報輪之内に同封し、郵送回
収したもので、有効回答数は 845 票でありまし
た。その中で、利用したことがある方は 13.2％、
利用しない理由は、自動車を利用しているから
が 85.3％でありました。町民の暮らしを支える交
通手段として、デマンドバスが良かったかについ
ては、約６割の方からは良かったと思っていただ
いております。ちなみに良かったとは思えないは
7.6％ほどあったことをご紹介しておきます。
今後、町の進め方については、どのようにした
ら利用促進に繋げていけるのか、アンケートの結
果を踏まえ、バス停の設置要望のあった施設や地
点については、運行効率の観点からも有効であり
ます「停留所方式」�を堅持しつつ公共交通会議で
もよく審議し、高齢者ばかりでなく運転免許証を
持たない若い世代、特に大学生、高校生、中学生
そして小学生の利用の促進についてもよく検討し
てまいりたいと考えております。
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町長答弁
議員からは、具体的に所管課が住民の方に有益
な、また楽しい情報提供を積極的に配信するよう、
また議会の様子も配信したらどうかというご提案
を頂いたものと解しました。
ご案内のように、平成 26 年４月から、町内の
各種行事等を「わのうちスマイルチャンネル」で、
保育園、小中学校の様子を「わのうちキッズ」�で
放映しております。その他文字放送やデータ放送
で町からのお知らせを放送致しております。
議員からのご指摘は同じ番組が長く放送された
り同一画面が長く、情報の更新も決して早くない
との趣旨でありますが、他からも同様の声も聞い
ております。
そうしたことから、議員ご提案の各課からの情
報提供や議会の様子などの放送のご提案について
は、取り入れるべく積極的に取り組んで参ります。
現在、議会中継については導入を前提に、他市
町の議会中継の状況を調査するなど庁内で協議を
進めているところであります。

今後は、放送に向けて具体的な点を議会側と協
議を進めて参る計画であります。
その他、各課の情報提供につきましては、各課
に配置しております情報推進員を中心に、住民の
方に有益となる町の各種補助金制度などの情報を
すぐに見れるようデータ放送の中でコーナーなど
を設け、情報提供できる環境を整備するよう指示
しております。
また、現在、当町のケーブルテレビの電気通信
事業者である㈱アミックスコムとは、他のケーブ
ルテレビ会社の番組などを双方のケーブルテレビ
で放送できるよう交渉中でございます。これが実
現すれば近隣市町の各種行事などの放送も出来る
ことになり、近隣市町に住んで見えるお子様やお
孫さんの姿も、当町のスマイルチャンネルを通じ
て見ることが可能となりますので、この協議も是
非実現に向けて進めて参りたいと考えておりま
す。
いずれにしましても、楽しく、そして有益な番
組づくりをしていくことで、住民の皆様の情報提
供というニーズに応えて参ります。

４．輪之内スマイルチャンネル配信事業について
平成 22 年に光ケーブルが整備され、平成 26 年
４月から 12 チャンネルでスマイルチャンネルに
よる動画放送が始まりました。同じ番組が長く放
送されたり、同一画面が長く、情報の更新も決し
て早くありません。
各課がもっと！町民のために情報を積極的に提
供したり、各課の面白番組（何でも良い）を作っ

たりして楽しいものが出来ないか。
先日行われた輪之内中学校の卒業式でもカメラ
が入り、リアルタイムで写し出していました。議
会の様子も町民の方々に見てもらい、その様子（頑
張っている姿）を見てもらいたいと思います。
町長の考えをお尋ねします。

１．年金生活について

今、日本全国で高齢化社会になり、当町でも他
ではありません。当町では平成 17 年の 10 年前
は日本人のみで 9,547 人、世帯数が 2,708 戸、平
成 22 年の５年前は外国人も含めて 10,060 人、世
帯数が 2,966 戸、５年後の平成 27 年の２月１日
には 9,932 人、世帯数が 3,181 戸、これを見ると、
世帯数が５年毎に 200 戸以上増えています。平
成 22 年をピークに年々人口が減少して居ります。
これが何を意味するかと申しますと、一家の中で

別々に暮らすという事が見えます。私が何を言い
たいかは、国民健康保険、町県民税、家屋税等々、

　　▪ 浅野常夫議員の質問

浅野�常夫�議員
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町長答弁
現行の年金制度は、自らの寿命や経済社会変動
の予測が困難であるとともに、年金支給額の引き
下げや消費税、医薬、介護等の費用負担が増える
悩みや不安を持っている方々が多く、とりわけ高
齢者を取り巻く環境は、一層厳しくなっていると
認識しております。
国においては、「一億総活躍社会」の実現に向
け、65 歳以上の低所得高齢者または低所得の障
害・遺族基礎年金受給者を支援するための年金生
活者等支援臨時福祉給付金として１人につき３万
円を支給し、低所得者を支援する臨時福祉給付金
として１人につき３千円を平成 28 年度中に支給
しようとしております。
当町では、65 歳以上の高齢者単独世帯が平成
26 年度の 175 世帯から、平成 27 年度では 203 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 26 年度の 86 世帯から、
平成 27 年度では 98 世帯となり、ともに増加傾向
にあります。
ご質問にあります高齢者世帯に対して、今後、
どのような支援をしていくのかは、大変に重要な
問題であり、また難しい課題でもあります。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、今後ますます、社会保障費が増大する中で、
町が単独にて、直接的な経済的支援を行うことに
は、尚、そういった支援の是非を含めて相当の議

論・検討を要するものと受け止めております。国
が社会保障全体の枠組みの中で整合性をもって検
討すべき課題であろうと考えております。
当町では、平成 27 年度より県が実施する「生
活困窮者自立相談支援事業」�の相談窓口を福祉課
に設置し、社会福祉協議会と合同で生活困窮者へ
の支援を開始しました。
平成 28 年度からは、高齢者支援等の中核的な
機関となる地域包括支披センターの体制を強化
し、住まい・医薬・介護・介護予防・生活支援の
５つの要素を一体的に提供する地域包括ケアシス
テムの構築に取り組みます。
また、三世代同居・近居助成事業も新たに実施
を致しますが、これは単に若年世代の転入を促進
するだけでなく、家族機能を高めることで、高齢
者世帯が安心して生活できる環境づくりに繋がる
ものであります。
なお、輪之内町社会福祉協議会においても、日
常生活自立支援事業を新たに開始し、福祉サービ
スの利用に関する手続き等の援助や日常的金銭管
理、年金証書や実印等の書類預かりサービスを行
います。
今後も、多職種の関係者と地域住民が連携、協
力することにより、高齢者の方が、住み慣れた地
域社会で、生きがいを持ち、継続して生活できる
施策を積極的に講じ、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よう
高齢者福祉の更なる充実と進展に知恵を出して努
めて参ります。

色んな税金を納めて、生活をして見えます。その
中で町が推進している下水道に接続しなさいと
か、出来る分ないです。
色んな問題の中、一生懸命に生活して見えます
高齢者のほとんどの人が年金生活。夫婦２人そ
ろっている時は何とか食べていけますが、１人に
なったら１人の年金では食べていけないのが現実
です。
あと少しのお金が足りません。１人になられた

戸数が、3,000戸の1/3あっても1,000戸。具体的に、
１戸３万、４万補助しても 3,000 万位で、なんと
かなると思います。
節約して、なんとか町単独でそんな政策が出来
ないでしょうか？これからどんどん高齢化が進み
ます。こういう事こそ、町民目線の政治かと思い
ます。大きな事業も大事ですけど、この様な政策
が、一番喜んでもらえると思います。
町長の見解を、お聞きします。

　　▪ 森島正司議員の質問

１．街路灯電気代の地元負担廃止
について

街路灯の電気代地元負担は、各地区において大
きな負担になっています。私たちの下大榑新田区

では、町から区運営費として 18 万 6,950 円頂い
ていますが、その内４割にあたる７万 6,000 円も
の電気代を負担させられています。
町長は、各区に交付する区運営費の目的をどの
ように考えておられるのでしょうか。
この電気代地元負担は、輪之内町街路灯事業委
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２．マイナンバー流出によるリスクについて
これまでにシルバー人材センター含め、町等か
ら私のところヘマイナンバーの提供を求められた

件数は３件になります。私は、提供したナンバー
が第３者に流出しないかどうか、不安が拭えず躊

森島�正司�議員

町長答弁
まずもって、外灯の協力金に関する経緯につい
てご説明致します。外灯の所有者区分は設置当時
の状況がわからず電気代の支払い者区分に応じて
個人所有、区所有、町所有に分けられておりま
す。以前からの経緯は判然としませんが球切れ等
の修繕は所有区分に関係なく一律商工会において
行ってまいりましたが、平成 20 年を過ぎたあた
りから外灯機器本体の故障並びに独立柱の錆等に
よる腐食が目立ち始め、修繕費も年々増加し、平
成 23 年度には 68 万円になりその多くは、昭和時
代に設置された個人・区所有の外灯でありました。
また、東日本大震災以降電気代の高騰も原因とな
り外灯の維持管理費が増大したため、これらの問
題を解決すべく外灯のLED化を計画しましたが、
町所有の外灯の LED化では維持管理の高騰に対
する根本的な解決にならず、個人・区所有の外灯
の LED化を優先すべきとの街路灯委員会での結
論となったため平成 24 年度から、各区より協力
金をいただいております。協力金の総額について
は、平成 24 年度から平成 27 年度までの４年間で
416 万８千円と把握しております。
そして、各区からの協力金および町の予算を
合わせて LED 化や新設に取り組んでおります。
LED化については、各地区順番に平成 24 年度か
ら平成 27 年度までの４年間で 291 基の LED 化
を行いました。特に平成 27 年度は町所有の外灯
のLED化を中心に行いました。新設については、

毎年ではありませんが、平成 24 年度から平成 27
年度までの４年間で 33 基を新設しました。特に
平成 27 年度は過去２年間行えなかったこともあ
り 24 基の新設を行いました。
電気料金につきましては、最近まで原油高や円
安、また太陽光発電普及のための賦課金の上昇
により高騰しておりました。その時期は町所有
の外灯の LED化に着手しておりませんでしたの
で、電気代は同じように高騰を続けました。平
成 24 年度に総額 226 万７千円だった電気代は、
平成 25 年度は 251 万９千円、平成 26 年度は 297
万９千円になりました。平成 27 年度には原油価
格の下落とともに、町が電気代を負担している外
灯の LED 化を 135 基行ったことにより、260 万
円くらいになると予想され、昨年度に比べ 40 万
円程度削減が見込まれます。
今後の見通しでありますが、LED化について
は、平成 28 年度でほぼすべての外灯の LED 化
が完了する予定であります。それにより町が負担
している電気代も大幅に削減され、平成 28 年度
は平成 27 年度に比べ、およそ 100 万円の削減、
平成 29 年度には平成 27 年度に比べおよそ 150 万
円の削減が見込まれ、電気代は 100 万円程度と現
在の 4割程度の水準になります。
このように平成 28 年度で LED 化が完了し、
電気代の削減も進みますが、LED化が完了した
段階で、今後の外灯のあり方、各区からの協力金、
電気代の負担、管理者などを含めて、再度見直し
を行いたいと考えております。

員会から区長会に対して、街路灯の新設、更新のための予算を確
保するために、１基当たりの電気代の約半分の負担を依頼された
ものと聞いていますが、街路灯事業委員会は町からの委託を受け
て街路灯の維持管理、新設等を行っているのであり、その予算は
町に求めるべきものです。また水銀灯から LED灯にすることで
電気代が 1/3 程度になると言われているのに、新設された LED
灯にも 1/2 の電気代を徴収するのは筋が通らないのではないで
しょうか。
街路灯電気代の地元負担は廃止していただきたいと思います。
なお、平成 24年度からこれまで（27年度まで）に徴収された電
気代は総額でいくらになるのか、その資金で何基の街路灯が新設、
又はLED化されたか、その結果電気代はどのように変化している
のか、その実績と今後の予定をお聞かせください。
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町長答弁
まず、個人番号の提出根拠についてお答えしま
す。行政手続における特定の個人を識別するため
番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律（平成 25 年法律第 28 号）�
及び関係政令等の施行により、社会保障や税の決
められた書類にマイナンバーを記載することは法
令で定められた義務であると規定されました。
例えば国税通則法第 124 条によると、国税に関
して提出する書類には、氏名、住所に加え、個人
番号を記載しなければならないとあります。また、
所得税法第 194 条によると、所管税務署長に提出
する扶養控除等申告書に個人番号を記載すること
を明示しております。よって町や事業者が個人番
号の記載を求めるのは法令で定められた義務であ
ることを根拠にしております。
地方公共団体情報システム機構に対して個人番
号の提供を求めることができるため、個人から番

号の提供がなくても業務に支障がないのではない
かという見解については、法令上の義務であるこ
とを根拠に記載していただくのが原則であり、番
号法第 14 条第２項に基づき地方公共団体情報シ
ステム機構から情報の提供を受けることができる
のは、記載を拒否された場合の例外規定でありま
す。
個人番号が流出した場合のリスクについては、
通知カードを紛失し、または盗難に遭った場合の
成りすましが考えられます。ただし、窓口では免
許証やパスポートなどで本人確認を実施するた
め、成りすましによる個人番号の不正利用は防止
できると考えております。
また、町内部から個人番号が漏えいするリスク
が考えられますが、これは次の質問で合わせてお
答えします。

躇しているところです。そこで再度お伺いします。
マイナンバー法では、その第９条第１項から５
項で、マイナンバーの利用範囲を定めていますが、
いずれも「必要な限度で個人番号を利用すること
ができる。」となっているのであり、個人番号の
使用は義務化されているわけではありません。
また、同法第 14 条第２項で、個人番号利用事
務実施者は事務処理に必要なときは、地方公共団
体情報システム機構に対して個人番号の提供を求
めることができることになっており、個人から番
号の提供がなくても業務に支障はないと思いま
す。
町長は、「国税通則法や所得税法等で個人番号
の記載が義務付けられており、個人番号の提出は
法令により必要となっている」といわれましたが、
個人番号の提出について、条文は、どこに、どの
ように記載されているのかご教示ください。
私が 12 月議会の一般質問で「町民が事業者等
に届け出たマイナンバーが、第３者に流出しない
保証がない。流出した揚合、だれが、どのように
責任を取るのか。」と質したのに対し町長は、「届
け出た番号が流出した揚合は、その責任者が『正
当な理由』がないのに他に提供した時は、４年以
下の懲役もしくは 200 万円以下の罰金に処せられ
る」、「万が一、マイナンバーが流出し、悪用され
る恐れがある揚合にはナンバー自体を変更するこ
とができる。成り済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手続きを行う
際に『厳格な本人確認』が義務付けられている」と、

心配はないかのように言われました。
しかしマイナンバーの流出は「責任者が『正当
な理由』が無く他に提供した時」だけでなく、提
供されたマイナンバーの利用、保管管理の中でも
起きるのではないか。
「万が一、マイナンバーが流出した揚合はマイ
ナンバーの変更ができる」とも言われましたが、
自分のナンバーが流出したことが分かるのは、ほ
とんどの揚合は被害が出てからではないか。マイ
ナンバーを使って手続きを行う際の「厳格な本人
確認」というのは、行政事務上のミスを無くすの
が主な目的であり、「成り済ましによる悪用防止」
にはならないのではないか。等々、疑問が払拭で
きません。
私は、マイナンバー流出の最大の被害は、その
番号から個人の所得や資産、家族構成などの個人
情報が流出してしまうことだと思っています。
町長は、「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」といわれましたが、
技術の進歩は犯罪手口にも及んでおり、普通の人
には出来ないことでも、ICT 技術に詳しい人た
ちは番号が分かれば容易に必要な情報を得ること
ができるのではないでしょうか。だからこそマイ
ナンバーはむやみに他人に知られないようにすべ
きであるものと思っております。
町長はマイナンバーが流出した揚合のリスクに
ついてどのような事態を想定しておられるので
しょうか。
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３．当町におけるマイナンバーの具体的活用とそのセキュリティ対策について
マイナンバー法第２条で定める「個人番号利用
事務」および「個人番号関係事務」は、当町では
どういう事務があるのか、また、これらの事務に
携わる「個人番号利用事務実施者」および「個人
番号関係事務実施者」はそれぞれ何人いるのか、
さらに、これらの事務の全部または一部を外部委
託することがあると思いますが、その委託事務の
内容等について、各課ごとに分かる資料を提出し
ていただきたいと思います。
マイナンバー法では、基本理念として「個人番
号を用いて収集、整理された個人情報が漏えいす
ることがないよう、管理の適正を確保すること」

（第３条１項４号）、「カード記録事項が不正な手
段により収集されることがないよう配慮」するこ
と（第３条３項）、また地方公共団体の責務とし
て「個人番号その他の特定個人情報の取り扱いの
適正を確保するために必要な措置を講ずる」（第
５条１項）、「個人番号の漏えい、滅失または毀損
の防止その他の個人番号の適切な管理のために必
要な措置を講じなければならない」（第 12 条）な
どと、いたるところでマイナンバーや個人情報の
漏えいに対する対応が規定されていますが、当町
ではそれぞれどのような措置を講じているのか、
具体的にお答えください。

町長答弁
個人番号利用事務とは、番号法第９条第１項、
第２項、別表１及び別表２に定められている事務
のことで、現在は社会保障や税分野の業務に限定
されています。当町で実施する主な事務は、住民
基本台帳及び戸籍に関する事務、個人住民税に関
する事務や障がい者に関する事務など、詳細は広
報わのうち２月号で町民の皆様にもお知らせして
おります。
個人番号関係事務とは、番号法第９条第３項の
規定により個人番号利用事務に関して他人の個人
番号を必要な限度で利用して行う事務のことで、
給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書等を提
出する事務がこれにあたります。
当町における上記事務の実施者数については、
個人番号利用事務実施者数は、税務課７人、住民
課８人、福祉課８人、保健センター４人の計 27
人であります。
また、個人番号関係事務実施者数は、総務課（人
事給与係）１人、会計室３人の計４人であります。
これらの事務の委託については、現時点ではあ
りませんが、今後委託を実施する場合には、委託
先の適切な選定、委託先に安全管理措置を遵守さ
せるための必要な契約の締結、委託先における特
定個人情報の取扱状況等、町が果たすべき安全管
理措置と同等の措置を委託先が講じられるよう必
要かつ適切な監督を行うものと考えております。
当町におけるセキュリティ対策については、町
内部から個人番号が漏えいするリスクを回避する
ため、次の４つを実施しています。
まず、第１に平成 28 年１月のマイナンバー制
度開始に備え、個人番号取扱事務の調査を実施し、

個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実
施者を特定したうえで、業務システム上個人番号
を参照する権限を上記実施者のみに制限しており
ます。
第２に個人番号取扱事務に関するシステムの
ネットワークをインターネットと分離し、イン
ターネット経由でのウイルス感染によるシステム
障害やインターネットへの特定個人情報漏えい等
の事故を防止しております。今後よりセキュリ
ティを強化するため、来年度には個人番号取扱事
務、その他の事務、インターネットの３つの専用
ネットワークを構築し、ID・パスワードに静脈
などの生体認証を加えた認証強化を実施する予定
であることは、平成 27 年度補正予算においてご
説明申し上げたとおりであります。
第３には、職員の利用するパソコンについては、
USBメモリや CD-ROM等あらゆる外部媒体によ
るデータ持ち出しを禁止することで、パソコンか
らの情報漏えいを防止しております。
第４には、申請書等に記載された個人番号の管
理については、個人番号取扱事務課が書庫に保管
して施錠し、保管する必要がなくなった場合は直
ちに廃棄する等厳重に管理しております。
なお、議員もご承知のとおり、番号法に規定す
る特定個人情報の保護のための措置として、輪之
内町個人情報保護条
例の一部改正も行っ
ておりますので申し
添えます。
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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27年度　一般会計補正予算（第４号）
総務課
Ｑ　町有地の使用料の㎡単価はどこも同じか。
Ａ　使用料の算出は、固定資産評価額に基づいて
行っており、場所により異なる。
Ｑ　区長設置事業補助金を33万円減額しているが、
予算の積算が１人４万円であるならば減額も４の
倍数になるのではないか。区長１人につき４万円
を補助金として支出し、超えた分を個人負担とす
るべきではないか。
Ａ　区長設置事業補助金は、区長会の研修事業の
補助金であり、予算の積算としては 4 万円掛け
る 25 人で 100 万円であるが、これは個人単位の
補助金ではない。すなわち参加人員による補助金
ではなく、区長研修事業全体経費に対する補助金
である。従って、参加された区長さんから区長会
で同意された個人負担金を頂いて全体経費を精算
し、不要となった予算額を減額したものである。
Ｑ　光熱水費の電気代の減額として、原油価格の下
落、新電力の導入や照明の LED化の効果による
ものとの説明があったが、太陽光発電による効果
はどうか。
Ａ　今後検証してみる。
危機管理課
Ｑ　防災士養成事業補助金は何人を予定していたの
か。また、現在の申請状況は。
Ａ　５人を予定していたが、現在１人の申請予定。

Ｑ　防災士はどんな方がなるのか。
Ａ　４日間の研修を終えて、試験に合格をすれば誰
でも取得できる。
Ｑ　大吉新田の防災拠点の除草委託料は全額減額な
のか。
Ａ　全額減額である。
Ｑ　防災拠点が完成するまで除草は国交省が行うの
か。
Ａ　協定により国交省が行う。
経営戦略課
Ｑ　市町村振興宝くじ収益金交付金の配分方法は。
Ａ　市町村に人口割等で配分される。
Ｑ　繰越明許費補正の財源としての町債は平成 27
年度に発行するのか。
Ａ　予算を繰り越して平成 28 年度に発行する予定。
Ｑ　情報セキュリティ強化対策事業は平成 28 年度
に繰り越して実施するのか。
Ａ　そのとおりである。
Ｑ　なぜ、情報セキュリティ強化対策事業を平成
28年度当初予算に計上しないのか。
Ａ　国は平成 27 年度補正予算（第１号）で地方公
共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を予算
化し、併せて、平成 28 年度に繰り越す予定であ
ることから、市町村も平成 27 年度の補正予算で
計上し、平成28年度に繰り越す必要がある。また、
推測ではあるが、国は、日本年金機構における個
人情報流出問題を受けて、早急にセキュリティ対
策に対応したいのではないか。
Ｑ　情報セキュリティ強化対策事業はいつ発注する
のか。
Ａ　議決をいただいたら早速準備に取りかかるが、
発注は平成 28 年度になる予定。
Ｑ　情報セキュリティ強化対策の二要素認証で静脈
認証を採用予定の説明だったが、指紋認証でも良
いのでは。
Ａ　認証する方法としては、指紋認証と静脈認証等
があるが、導入経費について比較しても大きな差
がないため、静脈認証の方がセキュリティ強化が
期待されることから選択した。
Ｑ　二要素認証は職員を認証するのか。

総務産業建設常任委員会は３月 10日と 11日の２日間、文教厚生常任委員会は３月８日と９日に開
かれ、平成 28年度予算、平成 27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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Ａ　事務に携わる職員を認証するものである。
Ｑ　二要素認証を行うのは具体的に何の業務が該当
するのか。
Ａ　個人情報を扱う主に税業務や戸籍等の住民系業
務、福祉関係業務などが該当する。
会計室
Ｑ　預金利率はすべて同じか。
Ａ　金融機関により異なる。
Ｑ　一番高い利率は。
Ａ　0.23％。
Ｑ　一番低い利率は。
Ａ　0.025％。
Ｑ　預けている金融機関はどこか。
Ａ　西美濃農業協同組合、大垣西濃信用金庫、大垣
共立銀行の３金融機関。
産業課
Ｑ　元気な農業産地構造改革支援事業で里営農組合
やカワシマ共同が機械を購入しなかった理由は何
か。
Ａ　里営農組合は平成 28 年度から始まる産地パ
ワーアップ事業への切り替え、カワシマ共同は補
助の手続きの上でタイミングが合わなかったため
自己資金で購入した。
Ｑ　補助率は。
Ａ　30%。
Ｑ　新中郷が機構集積協力金の交付対象とならな
かったのは。
Ａ　機構集積協力金の対象であったが、優先順位が
低いので交付対象とならなかった。
Ｑ　機構集積協力金とはどのような補助金なのか。
Ａ　農地中間管理機構に農地を預け、その預かった
農地を中間管理機構が担い手である認定農業者や
農事組合法人にあずけるもので、これまでの経営
面積から、新規に面積拡大することが出来た場合
に交付されるもの。
Ｑ　農業委員会の費用弁償の減額の内容は。
Ａ　九州への視察に対し 14 名の内 11 名参加し欠席
の３名分の減額。
Ｑ　九州とはどこか、何泊したのか。
Ａ　鹿児島と熊本で 2泊の研修をした。
Ｑ　農業担い手サミットとは何か。
Ａ　全国の意欲のある農業の担い手が一堂に会し、
相互研鑽や交流を通じて、自らの経営改善や地域
農業の発展に資するため、毎年各県持ち回りで行
われており、平成 27 年度は宮崎県が会場となっ
た。農業委員がサミットヘ参加するため申込をし
たが２年連続で参加資格の抽選に外れた。
Ｑ　費用弁償を払って行ってもらったということか。
Ａ　そのとおり。
Ｑ　当初の目的から変更して費用弁償を払ってもい
いのか。
Ａ　本年は岐阜県で担い手サミットが開催されるた

め、抽選には漏れたが似たようなテーマの視察と
考え実施した。
Ｑ　費用弁償を払ってまで行ってもらうのに、目的
外なのはおかしいのでは。
Ａ　抽選に外れたのが９月 30 日で、26 年度も外れ
だったので、今回は研修に行きたいとの声があっ
た。
Ｑ　平成 26年度は行ったのか。
Ａ　行っていない。
Ｑ　なぜ今年は行ったのか。
Ａ　平成 28 年度にこの担い手サミットが岐阜県で
開催され輪之内町もそのコースの１つに入ってお
り、研修しておきたかった。
Ｑ　前の開催地でやり方を聞くとかなら、わからな
いこともないが、やり方に問題があるのでは。
Ａ　当初式典には参加出来ないまでも、２日目以降
の現地研修だけでも行けないか調整したが、結局
それも無理なことが 10 月に入ってわかった。
Ｑ　研修を行った成果はあるのか。
Ａ　オーガニック栽培の視察を行うことができ、28
年度から実施するインナービューティー事業と連
携した野菜栽培などに活用することができる。
Ｑ　財政課としてはどうなのか。
Ａ　当初目的と違うのでだめだと思う、財政として
も責任は感じる。
Ｑ　機構集積交付金が作業受委託からの付け替えで
もだめだという見解はいつから。
Ａ　当初から付け替えは優先順位は低かったが、平
成 26 年度は交付希望者に対し予算が充分であっ
たため交付された。平成 27 年度以降は希望者が
増加し、優先順位を付けざるを得ない状況になっ
ている。
Ｑ　利用権設定をしていないものを付け替えという
のか。
Ａ　管理機構の規定に基づくものでありそう言って
いる。
Ｑ　特定農作業受委託の契約書の取り交わしがなけ
ればよいのか。
Ａ　任意組合が特定農作業受委託契約を取り交わし
ていなくても、転作の営農計画書の申告に貸借が
記載されているものは該当する。
Ｑ　機構集積協力金の未交付の地域は何か不具合が
あるのか。
Ａ　今回の交付要件にマッチしたことに補助を出す
ということだけで、農地の集約化が本来の目的で
あり、地域集積協力金が交付されなくても法人に
影響は全くない。2,600 万のうち 230 万は組合に、
残りは農地を手放す人に面積に応じて一回だけリ
タイヤ金として補助がでる予定だった。
Ｑ　管理機構に預けた人は何人いるのか。
Ａ　60 人程。
Ｑ　2,600 万円は何人分くらいか。
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Ａ　33 人が対象外となった。
Ｑ　対象外の原因はすでに営農にあずけているから
か。
Ａ　その通り。
Ｑ　法人化支援の 20万円の減額の内容は。
Ａ　下大上営農組合が年度内に法人化しなかったの
で 40 万円の減額でしたが、カワシマ共同が任意
の組合を設立したので組織化支援額は 20 万円を
交付しており合わせて不要額の 20 万円を減額し
た。
建設課
Ｑ　道路の延長と土地購入費の増額理由は。
Ａ　延長が 392mで、現況道路が地権者の提供で拡
幅されており、測量の結果予算に不足が生じた。
Ｑ　買収単価と面積は。
Ａ　買収単価は平方メートル当たり 5千円で、敷地
幅 2.1 ｍの道路を 6.5 ｍに広げる予定。
Ｑ　雨水貯留槽助成金の実績とタンクの大きさはど
れだけか。
Ａ　実績は１件で、貯留タンクの設置又は既存浄化
槽の廃止に伴うポンプの設置で助成金額は上限
３万円。
Ｑ　委託料の減額で、職員での設計施工はどの工事
で何件実施したのか。
Ａ　舗装や側溝等の延長が短い工事で、場所や件数
までは把握していない。

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２号）
建設課
Ｑ　工事費の５千万円の減額は、どれだけの延長が
出来るのか。
Ａ　一概に延長に換算することはできないが、１件
か２件の工事が出来る。
Ｑ　事業の完成予定は、どれくらい延びる予定なの
か。
Ａ　整備面積の残り分からすると、あと３，４年か
かると思う。
Ｑ　補助金要望が減額されることについて、国に対
して交渉はしているのか。
Ａ　県を通じて国に要望している。
Ｑ　年度末に工事が集中しているが、計画的に早期
発注は出来ないのか。
Ａ　補助金の交付決定がないと、設計の契約も出来
ないため早くて８月下旬の工事発注しか出来ず、
早い交付決定を県を通じてお願いしている。

平成28年度　一般会計予算
総務課
Ｑ　今の予算書は、１つの科目に２つ以上の課の予

算が混在し理解しづらいので、余白欄に課名等を
表示するなどして、もっと分かりやすい予算書に
できないか。
Ａ　今は地方自治法施行規則に規定されている目的
別の予算書を作成している。２つ以上の課の予算
が混在する場合などは、２段書きする方法も考え
られるが、システムで対応できるか否かの問題も
あるのでシステムを担当している経営戦略課と相
談し、分かりやすい予算書の作成に努めて行く。
Ｑ　１世帯あたり 750 円で積算する区長手当はど
れか。
Ａ　節１委員報酬の中にある区長手当がそれに該当
する。
Ｑ　ホームぺージの作成は業者に委託しているの
か、職員が作成しているのか。
Ａ　ホームぺージのコンテンツ（内容）は職員が作
成している。
Ｑ　新たに取り付けたカーブミラーについて、地元
が思っていた取付位置や角度と異なっている場合
があるが、取り付ける際、業者にはどのような指
示をしているのか。
Ａ　カーブミラーは地元の交通安全委員から要望書
が提出され、職員が現場を確認し、設置する必要
性があれば取り付けている。位置や角度について
は、現場を見て必要に応じて修正を加える。
Ｑ　増加する職員数 12名の内訳は。
Ａ　現在の正規職員数は、フルタイムの再任用職員
３名を含む定数内職員が 90 名、定数外の短時間
勤務の再任用職員が１名、総職員数は 91 名。平
成 28 年４月１日の正規職員数は、フルタイムの
再任用職員１名を含む定数内職員が 99 名、定数
外の短時間勤務の再任用職員が４名、合計 103 名
である。従って、この差 12 名が増えるというこ
とで、この 12 名のうち９名（事務職２名、保育
士５名、保健師２名）は新規採用者。なお、町が
策定した定員適正化計画では、平成 32 年４月１
日を目途に定数内総職員数 104 名を目指して計画
的に採用していく。
Ｑ　職員採用については、どのような方針か。職員
の年齢構成に偏りも見受けられる。
Ａ　現在は、新卒の定期採用は 30 歳未満を対象に
実施しており、もう少し年齢要件を拡大した経験
者採用も実施している。職員の年齢構成について
は、経験者採用で是正してまいりたい。
Ｑ　保育園には臨時職員と正規職員がいるが、新卒
などの若い人で臨時職員だから給料が安いという
のは可哀想ではないか。
Ａ　職員募集をしても応募が少ないので年齢枠を広
げないと集まってこないのが現実である。臨時保
育士として勤務していて、経験者採用に応募する
という道もある。また、臨時職員方々の希望する
勤務時間もまちまちであり、臨時職員を望まれる
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方もある。
Ｑ　職員の定数 104 人は、人口が減っても事務が
増えているから必要なのか。これだけコンピュー
ターが進化した時代でも職員は足りないのか。
Ａ　一言で言えば事務が従前よりも増加しているこ
とが挙げられる。その他には、権限委譲により国
や県から事務が下りてきていることや事務の複雑
化、更には、従前はそれほど力を入れていなかっ
た分野について近年は力を入れるようになったこ
ともある。
Ｑ　総合教育会議とはどのような会議か。
Ａ　新制度に基づき、教育行政について教育委員会
のみで協議するのではなく、町長及び教育長並び
に教育委員が会して教育に関する重要な事項や方
針などについて協議を行う会議。
Ｑ　借地の買取り希望はどうか。
Ａ　時々申出はあるが、再考する方が多い。
Ｑ　借地の買い取り価格はいくらか。
Ａ　１㎡あたり７千円。
議会事務局
Ｑ　議長交際費の支出については、適宜執行されて
いるか、議長としての職務として積極的に交流を
奨める上からも執行すべきと考えるがどうか。
Ａ　必要に応じて適切に執行している。今後も議長
と相談しながら執行していきたい。
危機管理課
Ｑ　防災士養成講座開催委託料は何人を取得目標に
しているのか。
Ａ　平成 28 年度は 100 名を予定しており、各区２
名と役場職員に取得してもらう。
Ｑ　防災士などの講師謝礼は各区の防災活動を支援
していくのか。
Ａ　３校区２地区づつ計６地区で防災士などによる
訓練指導を計画しており、各区の地域防災意識の
レベルを同じにしていきたい。
Ｑ　小型動力ポンプ積載車の更新基準年数は。
Ａ　大垣市等の更新基準年数を参考として輪之内町
は 20 年。
Ｑ　小型動力ポンプ積載車の装備は。
Ａ　はしご及びホースカー、発電機や投光器、スタ
ンドパイプなど。
Ｑ　どういう車種なのか。
Ａ　日産アトラスでダブルキャブ型、1.5 トンの４
輪駆動。
Ｑ　２輪駆動と比べて金額はどれくらい違うのか。
Ａ　約 73 万円高くなる。
Ｑ　車両本体価格は。
Ａ　消費税抜きで約 327 万円。
Ｑ　戸別受信機の普及向上については。
Ａ　町のホームページに載せ、９月の区長会で普及
率向上の協力をお願いをしており、普及向上を
図っている。

Ｑ　戸別受信機の普及率は。
Ａ　75.8％。
経営戦略課
Ｑ　社会保障・税番号制度導入に伴う費用はどれだ
けか。
Ａ　平成 28 年度は 2,255 万６千円予算計上をして
おり、内訳は、健康管理システムの改修及び総合
行政システムとの連携、業務開始に向けての通信
テスト、総合行政システムのログイン切替、メー
ル無害化ソフト導入に係る費用に加え、中間サー
バーの利用負担金及びリース料、保守料である。
Ｑ　社会保障・税番号制度導入にあたり、国からの
補助金はどれだけか。
Ａ　システム整備に対する補助金 85 万７千円に加
え、中間サーバー利用負担金の一部を地方交付税
で措置される予定であるが、どれだけ措置される
かは明確でない。
Ｑ　育児休業助成金について、なぜ企業に対して助
成するのか。
Ａ　企業では、女性が出産を機に雇い止めすること
が現実的に起こっており、育児休業制度がない企
業、制度があっても活用されていない企業が多く
存在するのが現状で、企業に女性が安心して子育
てができ、働ける環境を整えてもらうために企業
に対して助成する予定をしている。
Ｑ　育児休業助成金の助成要件に休業期間を定める
のか。
Ａ　企業によって育児休業期間は様々なので定めな
い予定をしている。
Ｑ　育児休業助成金は、企業のみでなく個人事業者
も対象にならないのか。
Ａ　助成対象は、雇用保険の適用を受け、育児休業
の規定を設けている企業を予定している。
Ｑ　育児休業制度を設けている企業はしっかりして
いるので、制度を設けていない企業や個人事業者、
不安定な企業も対象にすべきでは。
Ａ　この事業は雇用を継続的に確保することを目的
としており、社会保障につながるところまで加味
していない。
Ｑ　育児休業助成金の対象になる企業は何社あるの
か。
Ａ　現在においてはまだ把握していない。
Ｑ　育児休業助成金は正職員を雇用する企業しか対
象にならないのか。
Ａ　そのとおり。
Ｑ　育児休業助成金制度の企業への周知方法は。
Ａ　町ホームページ等で周知していくが、具体的な
方法については今後検討をしていく。
Ｑ　社会保障・税番号制度の委託業務を具体的に誰
に委託するのか。
Ａ　輪之内町に指名願を提出している IT企業に業
種ごとに分けて発注する予定をしている。



平成28年 5 月 2 日 輪之内町議会だより（　）25

Ｑ　平成 28年度の 12 チャンネルの放送内容は。
Ａ　従来の行事の他に議会中継を検討しており、現
在、議会中継を実施している市町に運用について
の調査を行っている。また、議会中継の実施につ
いて、今後、議員の皆様に協議する予定。
Ｑ　12 チャンネルの放送内容を検討する場はある
のか。
Ａ　毎年度、地域情報化計画推進委員会で協議を
行っているが、福祉や介護の情報を流してほしい
という意見があり、データ放送で町の行っている
施策について紹介する予定をしている。
税務課
Ｑ　個人所得は、前年より伸びているのか。
Ａ　調定では、前年度より見込額で 370 万円ほど減
額しているが、現在確定申告期間中であり、住民
の所得を補足中であるので、まだ確定していない。
国税庁の民間給与実態調査の給与総額は、1.4％
増加していることや、人事院勧告により、平成
28 年度反映されることを考慮して、増額の見込
みとなる。
Ｑ　福束輪中土地改良区賦課金徴収委託金はどのよ
うなものか。
Ａ　耕作台帳整備、賦課金徴収等に係る委託金で、
賦課額の４パーセントと郵送料３万円を計上して
いる。
会計室
Ｑ　システム改修とはどういうことか。
Ａ　国からの通知等や業務を行う上で改善したい様
式の変更等を修正するもの。
Ｑ　根本的なシステム修正ではないのか。
Ａ　根本的なシステム修正ではない。
産業課
Ｑ　経トラ朝市の補助金が増額しているのは何故か。
Ａ　経トラ朝市の集客目的イべントを行う際の景
品、容器代などの消耗品はすべて参加者の持出費
用であったのでその分の購入費などを増額した。
Ｑ　朝市の参加者に出店料などは取っているのか。
Ａ　当初から取っていない、10 人程で始め、出店
料を取らないことで気軽に参加出来る事から年々
参加者が増加してきたそのような経緯から今更出
店料を徴収できない。
Ｑ　補助金 30万円の内訳は。
Ａ　集客用のチラシの新聞折り込み代、7,000�円を
10 回分、抽選会の景品やイベント時の豚汁など
の容器代。
Ｑ　朝市に出店し利益を得ているなら、その費用か
ら支出するのが本来だと思うが、売上額はいくら
くらいか。
Ａ　年間で 600 万円ほど。
Ｑ　朝市出店者のメンバーは。
Ａ　現在までの登録者は 130 人。
Ｑ　朝市開催の趣旨はなんら問題ないが、運営指導

については昨年も質問したと思うがどうか。
Ａ　朝市もオーガニック野菜を取り込んでバージョ
ンアップしていくが、自立を求めると活動が縮小
しないか心配になる。
Ｑ　街路灯事業では、電柱への付け替えに対しやり
直しをしていることがあったがなぜか。
Ａ　設置場所への最終確認ができてなかったため
で、今後はしっかり確認して設置するよう指導す
る。
Ｑ　FC�岐阜については昨年ホームタウンデーとい
うことがありサッカー少年団が参加したというこ
とを聞いたが何故産業課が実施しているのか。
Ａ　始まりはふれあいフェスタにFC岐阜が参加し
てくれたこともあり産業課で対応している。
Ｑ　ホームタウンデーの意味は。
Ａ　子どもたちのスポーツ振興と地域特産物や輪之
内町の PRを行う。
Ｑ　あじさいまつりの補助金の増額は。
Ａ　平成 28 年度に実施される全国農業担い手サ
ミットの分科会研修先に本戸地区が予定されてい
るためたんぼアートをバージョンアップしたい。
Ｑ　長良川用水推進協議会の負担金はなにか。
Ａ　高須輪中の導水管において沈下による漏水が発
生しため、国営で緊急工事が必要となったため。
Ｑ　高須輪中の受益地区なのに輪之内町で負担する
必要があるのか。
Ａ　高須輪中土地改良区の受益地に輪之内町分が５
ha ありその面積に対する費用負担の請求がある
のでまず海津市、羽島市、輪之内町で推進協議会
を立ち上げた。
Ｑ　今年のふれあいフェスタの出演者は。
Ａ　まだ確定ではないが、前川清親子を予定。
Ｑ　27 年度で購入したパッカンの機械は今はどう
しているのか、もう使用者と委託契約をしている
のか。
Ａ　使用方法等の研修も兼ねて一度使用した。今後
の使い道は、町で開催するイベントや朝市などで
有効活用していきたい。
Ｑ　農業委員の研修は平成 28 年度も費用弁償で予
算立てしているが、研修先は決めているのか。
Ａ　耕作放棄地等を解消している先進地の視察を考
えている。
Ｑ　研修であるなら費用弁償でなく、研修会費とし
て予算計上すべきなのでは。
Ａ　平成 29 年度より指摘のとおり変更していきた
い。
Ｑ　御膳米分析手数料とは。
Ａ　寿司米コンテストなどに出品し分析する手数料。
Ｑ　広告料の内訳は。
Ａ　岐阜新聞全面で１回 100 万円、中日新聞の尾張
地方版で３分の１面で 216 万円。
Ｑ　今年の御膳米の作付けは。



平成28年 5 月 2 日（　）輪之内町議会だより26

Ａ　平成 27 年は 85ha で 7,000 俵の収量があり今年
は昨年並みの作付けを予定している。
Ｑ　再ほ場整備を再開されるとのことだが TPP関
連で予算は付くのか。
Ａ　ハード事業は予算が増額され、ソフト事業にお
いても、ほ場整備後の農地を集積・集約化し、農
地中間管理機構を通して法人の営農組合などに貸
付を行えば集積面積に応じて地元負担金が軽減さ
れる。
Ｑ　その負担の割合は。
Ａ　国が 50% 県が 27.5％で残りの 22.5％を町と地
元で負担します。受益面積の 85％を担い手に集
約することが出来れば 22.5％の内地元負担がなく
なり町負担の 10％だけになる。
Ｑ　ほ場整備の実施は 100％同意が必要か。
Ａ　原則必要であり、事業実施しながら 100％同意
を目指す。
建設課
Ｑ　井戸の補償費は、どこの道路で本数は。
Ａ　福束の道路で、６本分。
Ｑ　道路改良工事費の工事ごとの予算は。
Ａ　中屋敷 380 万円、十連坊 864 万円、本戸 2,250
万円、福束 1,482 万円。
Ｑ　本戸の道路は、地元からの要望はあるのか。
Ａ　地元の要望は出ていないが、地元への説明会の
中で中村へ抜けられるので便利になるとの意見を
聞いている。

▼反対討論　マイナンバーのシステム改修に予算が
かなり使われている。マイナンバーが町民の生活
向上につながると思えない。町民サービスの向上
に顕著な面がない。もう少し改善の余地がある予
算であることから反対。

▼賛成討論　マイナンバーについては、国の事業で
あり、実施すべき。その他の事業も組まれており、
賛成。
異議があるので、挙手により採決を行った結果、
原案のとおり可決すべきものと決定。

平成28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　工事の単独分はどこなのか、補助事業が出来な
いと単独分が出来ないのか。
Ａ　１本の工事で補助分と単独分を併せて行ってい
る。
Ｑ　既設下水管が在る所に新たに住宅が出来た場合
は、いつごろ発注するのか。
Ａ　年間を通じて通宜施工している。
Ｑ　平成 28 年度では補助事業が２億６千万円、単
独事業が６千万円あるが地区を決めて行っている
のか。

Ａ　計画に基づき順次施工しており、一地区に偏ら
ないよう工事発注している。

平成28年度　水道事業会計予算
建設課
Ｑ　水道事業会計は収益的には黒字になる予定なの
か。
Ａ　まだ、決算時期ではないため流動的だが、資本
的にはマイナスになるが、会計全体としては安定
している。
Ｑ　給水戸数が昨年は 2,960 戸で新年度では 2,860
戸と 100 戸少なくなる理由は。
Ａ　以前は前年度の給水戸数に新規加入した戸数を
プラスし、閉栓した戸数をマイナスしていたが、
これでは現在の輪之内町の戸数と合致しないの
で、今回から現在戸数から川西地区と井戸利用戸
数を差し引き、養老町の給水戸数を加えた方法で
算出したため今回の差が出た。

行政不服審査会条例の制定について
総務課
Ｑ　行政不服事案は、従求はどのように処理してい
たのか。この法律は、新しく作られたのか。
Ａ　この法律は、この度 50 年ぶりに改正されたも
のであり、既に行政不服に対する審査制度はあっ
た。これまでは、審査庁においては、処分や決定
に関っていた者が審議に加わる場合もあったこと
から、行政不服審査法が改正され、公平性の観点
から処分に関係のない者を審理員に指名する制度
や審理員が作成した裁決の案を第３者機関である
審査会に諮問する制度となった。
Ｑ　議員は通常政治活動をしているがこの審査会の
委員になれるのか。
Ａ　現在は、弁護士や行政書士などを考えており議
員を審査会の委員として選任することは考えてい
ない。

いじめ問題調査委員会設置条例の制定
について

総務課
Ｑ　委員会を設置するか否かは、どのような流れで、
どのタイミングで判断するのか。
Ａ　まずは内部調査として学校や教育委員会が中心
となっていじめの重大事態について調査を行い、
その結果を教育委員会を通じて町長に報告するこ
ととしている。町長はその報告を受けて、調査結
果が適正と判断すれば調査を終了し、更に調査す
る必要があると判断した場合には、外部調査とし
て弁護士などの専門家で組織する第３者委員会に
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諮問することになる。
Ｑ　第一段階は学校だけで調査するのか、いじめが
重大事態の時は最初から第三者委員会を開いては
どうか。
Ａ　いじめ防止対策推進法に規定する手順に沿って
行う。
Ｑ　この条例が対象とするのは教育関係だけか。
Ａ　いじめ防止対策推進法第２条に学校教育法に規
定するとあるので、一般の企業などは想定してい
ない。

行政不服審査法の規定による提出資料
等の写し等の交付に係る手数料に関す
る条例の制定について

総務課
Ｑ　この条例の第２条と第３条の違いは、書類と資
料のことばの違いだけか。
Ａ　条文に引用している法の条項が異なる。

行政不服審査法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　情報公開審査会の委員の報酬はいくらか、この
委員会には弁護士も入っているのか。
Ａ　報酬は日額５千円で、弁護士も入っている。
Ｑ　他市町も同じ条例をつくっていると思うが、行
政不服審査会の委員の報酬の状況はどうか。
Ａ　規模の大きな市はこれよりも高いし、近隣では
低いところもある。しかしながら、現実にお願い
する段になって果たして日額５千円で弁護士等の
専門家に委員を引き受けてもらえるのかも検討
し、当町は日額１万円とした。
Ｑ　１万円が高いとは思わないが、弁護士というだ
けで差をつけるのは職業の公平性に欠けるのでは
ないか。
Ａ　この委員会は重要な委員会であるため、そもそ
も委員構成ができないと困る。確かに、同じ時間
を費やすのであれば報酬額は同じで良いとも考え
られるが、委員を依頼し、引き受けて頂くために
は、この程度の額は必要であろうと考え定めた。
Ｑ　全体的に各種委員の報酬を見直してはどうか。
Ａ　直ちにとは考えていないが、将来に向けて考え
ても良い。

職員の降給に関する条例の制定について
総務課
Ｑ　降給、降号の時には、不服申立てが出来るのか。
Ａ　それは公平委員会に申出ることになる。
Ｑ　降給、降号の決定には従わなければならないの

か。
Ａ　第６条のことを言われていると思われるが、そ
れは第３条のイの心身に故障がある場合に医師に
診断を受けるよう命ぜられた場合のことを規定し
ている。
Ｑ　条文に公正に判断してとあるが、それはどのよ
うに担保するのか。
Ａ　当町では以前から勤務評定を行っているがその
結果で直ちに降給・降号の決定をする訳ではない。
勤務成績が良好でない場合は、まずは指導を行い、
それでも改善が見られない場合にこのような処分
をすることになる。
Ｑ　降給、降号の元になる勤務評定は誰がつくるの
か。
Ａ　勤務評定では、まず自分で自らを評価する。次
に課長が評価をし、更に総合評価するという３段
階のステップを踏む。いきなり上席者が評価をす
る訳ではない。

▼反対討論　この条例を制定することで職場の雰囲
気が悪くなり、職員間に疑心暗鬼を招くこととな
るので反対。

▼賛成討論　この条例を制定することは、職員がお
互いに高めあうことにもなり、職場の雰囲気も良
くなると思う。規定は整備すべきものである。
異議があるので、挙手により採決を行った結果、
原案のとおり可決すべきものと決定。

町職員の退職管理に関する条例の制定に
ついて

総務課
Ｑ　この条例は、退職したものがロを出すというこ
とか。
Ａ　地方公務員法が改正され、簡単に言えば、職員
OBが後輩に要求や指示等することを禁止するこ
とが法で定められたが、法律上は、退職前５年の
間に属していた組織の役職員に対して要求等をす
ることを禁止している。この条例は退職の５年以
前も規定することにより上乗せするものである。

公共施設等総合管理計画検討委員会設置
条例の制定について

経営戦略課
Ｑ　委員の任期が２年以内であることから、第４条
の委員の区長会の会長、副会長４人については区
長会の役員の任期が慣例で１年のため、会長、副
会長と限定しない方が良いのでは。
Ａ　少子高齢化など社会構造が変化し、税収も今後
は落ち込むことが予測されるなかで、施設の維持
管理費や老朽化した施設の更新費用が多額で財政
を圧迫する要素の１つであるということを１人で
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も多くの方に理解してもらうために住民の代表で
ある区長会から委員に委嘱することを考えてい
る。区長会の役員は慣例で１年交替であるが、組
織全体の意見を反映したいという思いから、その
時点の会の代表である会長、副会長に委嘱するも
のである。また、会議を開催する時は区長会の会
長、副会長に事前に内容について説明し、また、
協議の結果について、区長会で報告する予定をし
ている。

▼反対討論　委員構成で、任期が慣例により１年の
区長会の会長、副会長を委員に委嘱するのは反対。
異議があるので、挙手により採決を行った結果、
原案のとおり可決すべきものと決定。

課設置条例の一部を改正する条例について
総務課
Ｑ　新設する土地改良課はどこに置くのか。
Ａ　仕事に関連性があるので産業課と並ぶ形を考え
ている。
Ｑ　以前の土地改良課には多くの臨時職員がいた
が、今回はどのように考えているのか。
Ａ　職員の配置については人事異動の中で考えてい
くことになるが、直ちにほ場整備の工事が始まる
訳ではないので、調査等に必要となる人員を配置
する。

 文 教 厚 生

平成27年度　一般会計補正予算（第４号）
住民課
Ｑ　生活安全対策事業の補助金について、大きく減
額になった理由は何か。
Ａ　理由のひとつはバスの事業費に対する国庫補助
金がついたことによる減額である。名阪近鉄バス
が国へ補助金申請をし、その補助額を差し引いて
町に請求がくることから減額となった。
Ｑ　予算編成時には把握できなかったのか、国庫補
助金がついた理由は何か、補助金は継続されるの
か。
Ａ　町地域公共交通会議で、平成 25 年度に地域公
共交通総合連携計画を策定し、それにもたれて国
庫補助金の申請を行っている。平成 27 年４月に
申請し、補助金がついた。平成 28 年度について
は未定なので、28 年度の予算には見込まれてい
ない。国庫補助金は、毎年申請し確定したら補正
する。
Ｑ　町地域公共交通会議は年間何回開かれるのか、
毎年補助金申請をするのはなぜか。
Ａ　地域公共交通会議は平成 27 年度は４回。毎年
４～５回開催している。国の予算が単年度である
ため、毎年申請が必要。
Ｑ　マイナンバーカードの発行状況は。

Ａ　咋日現在で、申請者 495 件に対し、輪之内町ヘ
カードが届いているのは、348 件、町で交付する
ために案内葉書を出しているのが 334 通、交付し
たのが 152 件。
Ｑ　申請者 495 件の世帯数は分かるか、補正予算
の増額の根拠は何か。
Ａ　世帯数は把握していない。増額の根拠について
は、国の想定の３倍の申請があり、算定の計算式
に基づいている。人件費の増額については、マイ
ナンバーカードを発行するのに、一人当たり 20
分～ 30 分かかり、フレックス職員と合わせ、三
人体制で時間外対応をしている。
福祉課
Ｑ　保育料を負担金から使用料に変更する理由は。
Ａ　子ども・子育て支援新制度の開始に伴う児童福
祉法の一部改正により、保育園の利用者負担額を
負担金から公の施設の使用料として徴収すること
になったため。
Ｑ　保育料算定への影響は。
Ａ　平成 27 年度より、午前８時 30 分から午後４時
30 分までの８時間利用である保育短時間と、午
前７時 30 分から午後６時 30 分までの 11 時間利
用である保育標準時間の区分が設けられ、保育標
準時間の保育料には、保育短時間の保育料に従前
の延長保育料相当分 2,000 円を加算することで算
定しているが、保育料自体の算定方法は同じであ
り、収入科目の移管のみである。
Ｑ　安八温泉利用券の減額は、利用者の減少による
ものか。
Ａ　安八温泉の利用券販売数は、前年度の実績 1,003
冊に対し、今年度は 1,028 冊の見込みで増加して
いる。利用券の在庫があることから、今年度の購
入枚数を減らす。
Ｑ　敬老祝金の減額の理由は。
Ａ　節目年齢の方の人数が死亡や転出により、変動
したため。

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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教育課
Ｑ　光熱水費の減額理由は。
Ａ　電気料金の値下げ及び電力会社の変更による減
額。
Ｑ　留守家庭児童教室委託料の内容は。
Ａ　賃金で支払う支援員さんが不足する場合にシル
バー人材センターに委託する。
Ｑ　留守家庭児童教室利用者数は。
Ａ　平日平均で福束 16 名、仁木 13 名、大藪 22 名。
夏休み期間のみの方が福束 10 名、仁木 19 名、大
藪 17 名。

平成27年度　後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）
福祉課
Ｑ　保険料の特別徴収が減額で普通徴収が増額とな
る要因は。
Ａ　当初予算では、保険料の徴収割合を特別徴収
で 75％、普通徴収で 25％としていたが、決算見
込みでは、特別徴収が 71％、普通徴収が 29％に
なった。被保険者数は、特別徴収が前年度末から
33 人減少して 879 人、普通徴収が 58 人増加して
166 人であり、全体では 25 人増加しており、75
歳に到達された方は、普通徴収からの徴収となる
ため、普通徴収の増加の要因になっている。

平成27年度　児童発達支援事業特別会計
補正予算（第１号）
福祉課
Ｑ　支援費の増額理由は。
Ａ　利用者が 21 人から 24 人に増加したことと利用
単価が日額 8,330 円から 8,430 円に増額された。

平成28年度　一般会計予算
住民課
Ｑ　水質浄化対策事業において、親水ひろばはどこ
か、そこに階段を作る目的は何か。
Ａ　光輪橋の北側の右岸に設置する予定であり、井
戸を掘って河川に流すことによって浄化され、き
れいになった水を川岸まで降りて間近でみること
ができる。千本桜まつりなどの乗船体験の船着き
場としての利用や、花いかだもあり、水質改善啓
発の中心地になることを目的としている。
Ｑ　水を流せば 100％水がきれいになる、まずはそ
ちらを先行され、住民が体感し、全部の川がきれ
いになってから次のステップヘ進むべきではない
か。
Ａ　地域協働水質改善協議会は平成 24 年に立ち上
がり、水質改善を協議会の目的とし、県の補助を

５年計画で受け、平成 28 年度は最終年度になる。
全部の川がきれいになるよう揖斐川からの導水を
願っても実現には至ってない。限られた予算の中
で、中江川をモデル的に水質改善に取り組み、５
カ年の成果を示す。水質改善の啓発のために、今
できる範囲で、中江川をひとつのモデルとして取
り組んでいる。今後、いろいろ意見を頂いて事業
を展開し、今年度事業はひとつの成果を示すもの
としてご理解いただきたい。
Ｑ　県の補助金は 100％か。
Ａ　県の補助金は２分の１。
Ｑ　エコパーク運営事業費の中の剪定枝粉砕機はど
のようなものか、住民が使うものなのか、使用料
はいくらか。
Ａ　剪定枝粉砕機は今まで直径３センチのものを使
用していたが、今年度、直径 13 センチのものま
で使える粉砕機を購入する予定。住民の方に使用
してもらい、今のところ使用料は無料であるが、
今後有料にするかどうかは検討している。
Ｑ　剪定枝粉砕機はいくらのものか、個人の家庭へ
持ち込んで使用できるのか。
Ａ　税込みで 150 万円ほどで、使用についてはエコ
ドームで使用してもらうことを原則とする。
Ｑ　粉砕で出たごみはどのようにするのか。
Ａ　すべて持ち帰ってもらい、畑にまいてもらえば
肥料になる、その他は可燃ごみとして処理しても
らう。
Ｑ　南波の最終処分場のごみの埋め立て残容量はど
れだけか。
Ａ　本年度は残容量調査を現在発注している段階な
ので、平成 27 年度末では、10,500 ㎥、残り 12，
3 年は投棄可能である。
福祉課
Ｑ　認定こども園の改修内容と認定こども園化によ
り整備するものは何か。
Ａ　認定こども園化に向けた整備では、平成 27 年
度補正予算にて各教室の LED照明の取り替えや
黒板の貼り替え、防犯システム等を設置した。ま
た、幼児教育の観点から、ツイン時計や大型積み
木等を購入した。平成 28 年度の施設関係では、
福束こども園のトイレ改修や防水工事等、備品
関係では、３園のオルガンや教室用の机・イス、
AEDの更新等を計画している。また、幼児教育
を充実させるため、３歳以上のクラスごとに週１
回、英語の幼児教育を実施する。
Ｑ　こども園使用料が増えた理由は。
Ａ　平均月額は 16,546 円から 16,139 円に減ったが、
園児数が 350 人から 368 人に増加するため、増額
した。
Ｑ　こども園利用料の変更点は。
Ａ　1号認定の教育標準利用料が、平成 27 年度で
は保育園で特別利用保育として受け入れたため、
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一律 3,000 円としていたが、平成 28 年度は国の
階層区分に準じて町が定めた料金を徴収するの
で、利用料が増えないように 4,000�円の給食費を
無料化し、預かり保育料を引き下げる。
Ｑ　臨時福祉給付金等の内容は。
Ａ　1 つ目は、低所得高齢者給付金で、平成 27 年
度臨時福祉給付金対象者のうち、平成 28 年度中
に 65 歳以上となる方に 3万円を給付するもので、
660 人を見込んでいる。2つ目は、障害・遺族基
礎年金受給者給付金で平成 28 年度臨時福祉給付
金対象者の内、障害基礎年金等の受給者に 3万円
給付するもので、140人を見込んでいる。3つ目は、
臨時福祉給付金で、平成 27 年度は 6,000 円であっ
たが、平成28年度は3,000円給付するもので、1,350
人を見込んでいる。平成 27 年度では、1,152 人に
給付し、給付率は 88.5％。対象者には町から通知
し、未申請者には促進通知を 3回発送した。
Ｑ　低所得者とは。
Ａ　住民税非課税の方であるが、非課税であっても
住民税を課税されている方の扶養になっている場
合は対象外。
Ｑ　地域包括支援センターを福祉課へ移転する理由
は。
Ａ　これまで介護保険の申請受付は福祉課、介護予
防事業や相談業務は地域包括支援センターに分担
していたが、介護保険制度の改正により、医療・
介護・生活支援を一体的に提供する地域包括ケア
システムを強化するため福祉課に移転する。福祉
課には、新たに在宅医療との連携のための臨時保
健師 1名と認知症施策推進のための推進員 1名を
配置し、ふれあいセンターに生活支援サービスを
調整する地域支え合い推進員を 1名配置する。
Ｑ　新たな推進員の資格要件や待遇は。
Ａ　地域支え合い推進員は資格要件はなく、認知症
地域支援推進員は社会福祉士等の資格要件を求め
る。待遇は、臨時職員で、資格に応じて賃金を決
定するが、人材確保の観点から人事担当課との検
討を重ねていく。
Ｑ　保育教諭の賃金が減った理由は。
Ａ　人数は 35 人で同じであるが算出根拠となる勤
務日数を 250�日から 245�日に変更した。
Ｑ　正保育教諭の人数は増えるのか。
Ａ　育児休暇中の職員を除き新規採用を含めた 24
名で総務費に計上しており、育児休暇の職員が復
帰すれば臨時職員は減る。
Ｑ　給食費は 1食いくらか。滞納はないか。
Ａ　1�食あたり 175�円である。給食費は保育料に含
まれており、前年度までの滞納はない。
Ｑ　第三子以後出産祝金の額と 3人以上の子ども
がいる世帯数は。
Ａ　出産祝金は 15 万円。多子世帯数は把握してい
ないが、平成 26 年度の出生児 100 人のうち、19

人が第三子であったことから子育て世帯の約 2割
程度と思われる。
Ｑ　子育て応援ガイドブックの配布方法は。
Ａ　平成 27 年度に平成 28 年度版として l,000 部作
成し、園児や母子手帳交付時等に配布する。平成
28 年度は婚活情報を加えて、1,200 部作成する計
画であり、これらの情報が周知されるような手段
も活用して行きたい。
教育課
Ｑ　学校の補助員、講師の内訳は。
Ａ　常勤講師が各校 1名、支援員が計 12 名、校務
員が 4名、相談員が 2名、スクールガードリーダー
が 2名、学校司書が 2名。
Ｑ　空調設備工事の内訳は。
Ａ　中学校が 28 台、福束小が 24 台、大藪小が 23
台設置予定。
Ｑ　海外派遣の内訳と予算額は。
Ａ　派遣生徒6名、随行者3名で3,577千円の予算額。
Ｑ　派遣生徒の負担金額は。
Ａ　海外派遣経費の 2分の 1の額を負担いただいて
いる。
Ｑ　中国派遣は今後どうしていくのか。
Ａ　鹿児島や災害協定を結んでいるところなど、今
後教育委員会の中で検討していきたい。
Ｑ　図書館の蔵書数及び特色は。
Ａ　蔵書数は 26 年度末で、一般書が 56,795 冊、児
童書が 26,873 冊。新刊コーナーの設置や各種図
書館イベントを開催し、図書館の充実を図ってい
る。
Ｑ　中学校のオーケストラ鑑賞については一般来場
も進めてはどうか。
Ａ　広く広報していく。
Ｑ　大藪小学校大規模改修の目玉は。
Ａ　築後 30 年以上経過しており、建物及び設備の
老朽化に対処するものであり、木質化を図り、教
育環境を整えていく。
Ｑ　空調設備設置工事は、大規模改修工事と同時に
施工した方がよいのでは。
Ａ　施工にあたっては極力手戻りの無いようにし、
学習環境改善のため早期に設置していきたい。
Ｑ　太陽光発電設備の蓄電池は必要ないのではない
か。
Ａ　小学校は避難所に指定されており、災害発生時
には必要と考えている。
Ｑ　全国レクリエーション大会とは。
Ａ　全国レクリエーション協会が主催となり、この
地域ではグラウンドゴルフ大会を開催することと
なっている。
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平成28年度
国民健康保険事業特別会計予算
住民課
Ｑ　国保税対象者、一般 2,300 人、介護 750 人、
後期 2,300�人、退職者の方は、115 人、介護 110
人、後期 115 人であるが、前年の予算の対象者
は何人か。
Ａ　今年度は全体で 50 人減っている。前年度の対
象者数は一般 2,350�人、介護 800�人、後期 2,350 人、
退職者の方は、150 人、介護 125 人、後期 150 人。
Ｑ　療養給付費は、一般で 5,000 万円増えている。
退職は減となっている。増える要因、保険者は減っ
ているのに、給付費が増えている根拠は。
Ａ　医療費の増加傾向を反映している。平成 27 年
の実績を勘案し、一人当たりの医療費を求め、人
数を掛けたもの。
Ｑ　一般の一人当たりの医療費は高くなっているの
に、退職の予算額は減っているのはなぜか。
Ａ　積算の根拠は、退職で一人当たりの医療費

382,282 円を想定している。前年は、一人当たり
の医療費 328,280 円と今年度は増加している。一
人当たりの医療費は高くなっているが、対象者数
の減少が影響し予算上は減額となっている。

平成28年度
後期高齢者医療特別会計予算
福祉課
Ｑ　保険料の徴収割合と人数は。
Ａ　被保険者数は 993 人で、保険料の徴収割合は特
別徴収が 75�％、普通徴収が 25％である。

平成28年度
児童発達支援事業特別会計予算
福祉課
Ｑ　職員体制の内訳は。
Ａ　正職員 1名と臨時職員が 2名である。

仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
平成27年度　一般会計補正予算（第４号）
教育課
Ｑ　仁木小学校の建設年次は。
Ａ　西棟が昭和 51 年３月、東棟が昭和 56 年２月。
Ｑ　福束小、大藪小の建設年次は。
Ａ　福束小が昭和 58 年３月、大藪小が昭和 53 年３
月。
Ｑ　耐震補強工事を実施した時に内部改修はしてい
ないのか。
Ａ　改修はしていない。
Ｑ　トイレの仮設はないのか。
Ａ　校舎西棟のトイレを使用する。
Ｑ　トイレの便座及び洗面台の高さは、小さな小学
生が使用するという配慮がされていないのではな
いか。
Ａ　配慮が必要かを学校と相談して、検討する。
Ｑ　解体、 斫（はつ）りの騒音対策は。
Ａ　児童の学習に支障が無いよう土日に実施する。
Ｑ　改修工事における設計のコンセプトは何か。
Ａ　全体的に木質化を進め、明るく開放的な教室空
間を作り、子供たちがのびのびと学習できる教育
空間を作る。
Ｑ　改修の目的は。
Ａ　築後 30 年以上経過しており、建物及び設備の
老朽化に対処するもの。
Ｑ　太陽光パネルの設置はできないか。

Ａ　検討する。
Ｑ　教室のエアコンが吊り下げ式１台のため、冷暖
房の循環が悪いのではないか。
Ａ　窓際の上部に梁があるため、施行上支障がある
こと及びコスト面からも安価であるため吊り下げ
式とした。
Ｑ　今後、教室の床のメンテナンスはどうしていく
のか。
Ａ　床等の取扱いの仕方について説明書を学校に配
布し、長く綺麗に使っていただくようにする。

仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
委員長報告
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▼編集後記
「わのうち議会だより」110 号をお届けします。
子供の頃自宅の隣を流れる小水路はいつも水が流
れていた。その中にはドジョウやアメンボ、ザリガ
ニがいて、のぞき込んだりして遊んでいた。あれか
ら 50 年、だんだん自噴する井戸もなくなり、水が
なくなり生き物も小水路からいなくなった。町内の
河川では、だんだん水が濁るようになった。表紙は、
今年３月「輪之内町地域協働水質改善協議会」が中
心となって実施した取り組み「地下水をポンプで汲
み上げ放流し河川浄化を行う」取り組みの「中江川
浄化用井戸完成式」の模様です。
ふるさとの川を取り戻すために一人一人ができる
こと「食器洗いの洗剤を減らす」「お風呂のシャン
プーやリンスは最小限に」「川や水路にゴミを捨て
ない」等を心がけたい。
きれいな川を取り戻すために。
輪之内町議会は、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
８日　町老人クラブ連合会新年互例会
９日　消防出初め式
10日　成人式
12日　広報編集委員会
13日　町総合計画審議会
19日　地方財政対策等説明会及び合同懇談会
21日　身体障害者福祉協会新年互例会
22日　第15回千本桜まつり実行委員会
25日　全員協議会
� 輪之内町・安八町議員交流会
29日　例月出納検査

《２月》
３日　第２回自立支援部会
� 東海環状自動車道整備促進総決起大会
５日　第３回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
� 岐阜県農業担い手研究大会
� 農業委員会総会
８日　西濃環境整備組合議会定例会
10日　青少年育成町民会議運営委員会
12日　第15回�千本桜まつり実行委員会
　　　町総合計画審議会
13日　北方町長町葬
14日　輪之内町まちづくり創生塾講演会
22日　議会運営委員会
� 全員協議会
23日　あすわ苑老人福祉施設事務組合議会定例会
� 安八郡広域連合議会定例会
24日　安八郡教育振興会総会
� 農業委員会総会
� 例月出納検査
29日　町総合計画審議会

《３月》
３日　国民健康保険運営委員会
４日　第１回定例町議会
� 全員協議会
� 青少年育成町民会総会
６日　安八園遊会
７日　卒業証書授与式
８日　文教厚生常任委員会
９日　文教厚生常任委員会
� 仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
10日　総務産業建設常任委員会

11日　総務産業建設常任委員会
16日　第１回定例町議会（最終日）
� 全員協議会
18日　農事改良組合長会
23日　岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
� 下水道推進委員会
24日　小学校卒業式
� 土地開発公社第３回理事会
25日　学校職員送別会
　　　植物防疫協会理事会
27日　消防団並びに女性防火クラブ入退団式
29日　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
� 西南濃町村議会議長会
31日　例月出納検査

議 会 活 動 日 誌


