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平成 28 年度
補正予算

2,173万円を追加

２０16年
９月 定 例 議 会
5日～16日

平成28年第３回定例町議会が開かれ、初日に議長選挙を行い新議長には小寺　強議長が就任しまし
た。議長選挙後、町長から提出された固定資産評価委員会委員の選任同意、補正予算、決算の認定、条
例など合計９議案、議員提出の請願１件が上程され、審議の結果、固定資産評価委員会の委員の選任、
条例１件を可決し、補正予算、決算の認定、請願１件の合計８議案を各委員会に審議付託されました。
最終日には、補正予算２件及び各会計の決算認定５件、請願１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、補正予算２件、決算認定５件は原案のとおり承認・可決され、請願１
件は不採択されました。
なお３名の議員により一般質問が行われました。

一般会計

輪之内町議会議長「浅野常夫氏逝去」
　輪之内町議会議長の浅野常夫氏は、平成 28 年９月１日午前病気に
より、逝去されました。氏は、平成 19 年に初当選され、副議長等を
歴任され、本年５月より輪之内町議会議長としてその職にあたってい
ました。哀悼の意を表します。 浅野 常夫 氏

第２回臨時町議会　７月28日開催

条　例
輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について

児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、同施行令を引用する輪
之内町福祉医療費助成に関する条例との整合を図るため改正を行う
もの。

請　願
所得税法第56条の廃止を求める意見書採択を求める請願

◆こちらの請願は不採択されました。

小中学校空調設備設置工事請負契約の締結について
福束小学校、大薮小学校及び輪之内中学校にエアコンを設置し、教育環境を設備しようとするもの。
契約業者　戸島工業株式会社　　契約金額　141,480,000 円　　完成　平成 28 年 12 月 28 日

固定資産評価
審査委員会委員に
吉田 哲生 氏
（大藪1208番地）

任期 　平成28年10月 1日～
平成31年 9月30日　
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委員会等の名称 人員 議　員　氏　名
議 長 １ 小寺　　強
副 議 長 １ 森島　光明

総 務 産 業 建 設 常 任 委 員 会 ８
◎ 髙橋　愛子 ○ 小寺　　強 森島　正司
森島　光明 北島　　登 田中　政治
古田　東一 上野　賢二

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 ８
◎ 田中　政治 ○ 小寺　　強 森島　正司
森島　光明 北島　　登 髙橋　愛子
古田　東一 上野　賢二

議 会 運 営 委 員 会 ４ ◎ 森島　正司 ○ 北島　　登 田中　政治
森島　光明

監 査 委 員 １ 北島　　登
農 業 委 員 会 １ 森島　正司
公 民 館 運 営 審 議 会 ３ 小寺　　強 髙橋　愛子 上野　賢二
国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 ３ 森島　正司 森島　光明 北島　　登
民 生 委 員 推 薦 会 １ 森島　正司
給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 ３ 北島　　登 田中　政治 小寺　　強
選 奨 生 選 考 委 員 会 ３ 森島　正司 古田　東一 上野　賢二
青 少 年 育 成 町 民 会 議 ３ 小寺　　強 古田　東一 上野　賢二
岐阜県共同募金会輪之内町分会 １ 小寺　　強
植 物 防 疫 協 会 ３ 田中　政治 小寺　　強 髙橋　愛子
農業振興地域整備促進協議会 ３ 北島　　登 田中　政治 上野　賢二
土 地 開 発 公 社 ２ 議長 小寺　　強 副議長 森島　光明
都 市 計 画 審 議 会 ３ 議長 小寺　　強 森島　正司 古田　東一
あすわ苑老人福祉施設事務組合議会 ３ 議長 小寺　　強 副議長 森島　光明 文 教 厚 生

委 員 長 田中　政治
安 八 郡 広 域 連 合 議 会 ３ 議長 小寺　　強 副議長 森島　光明 文 教 厚 生

委 員 長 田中　政治
下 水 道 推 進 協 議 会 ３ 議長 小寺　　強 副議長 森島　光明 総 務 産 業

建設委員長 髙橋　愛子

議 会 広 報 編 集 委 員 会 ４ ◎ 小寺　　強 ○ 髙橋　愛子 古田　東一
上野　賢二

総 合 戦 略 推 進 委 員 会 １ 議長 小寺　　強

仁 木 小 学 校
大 規 模 改 修 等 特 別 委 員 会 ８

◎ 田中　政治 ○ 小寺　　強 森島　正司
森島　光明 北島　　登 髙橋　愛子
古田　東一 上野　賢二

平 成 2 8 年 度 輪之内町議会役員構成表 （平成 28 年９月 16 日）
◎委員長　○副委員長

　輪之内町議会議長就任あいさつ　

平成 28 年９月５日開催の９月定例会において、前議長浅野常夫様の急逝に伴い、
議員各位のご支援により、議長に就任いたしました。前浅野常夫議長の思いを受け継
ぎ議長職にあたると共にその責任の重さを痛感しているところです。
さて、私たちは、本格的な人口減少社会の到来と少子高齢化の進行、これまでに経
験したことのない課題に直面しています。こうした課題を早期に解決するため、輪之
内町が将来に向けてその特徴を活かし自律的で持続的な社会を創生できるよう、私た
ち議会議員は、町民の皆様の代表者としてご意見を町政に反映させることはもちろん、
町民の皆様の付託に応え、「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」

の実現に向け、全議員が一丸となって、町政推進に全力で取り組んでまいります。
輪之内町議会は、時代の変化に的確に対応し、公正かつ透明で、町民の皆様に分かりやすい開かれた

議会運営に努めてまいりますので、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
町民の皆様の心からのご支援、ご協力をお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。
� 輪之内町議会議長　小　寺　　　強　

小寺 強 議長
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平成28年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）� 258万９千円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
258 万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ 12 億 758 万９千円と定める。

歳 出 の 主 な 補 正

総 務 費

・一般管理費� 43万円
　　国民健康保険システム改修委託料
　　　　　　　（国保改革連携のため）

諸 支 出 金

・償還金� 215万円
　　療養給付費交付金返還金

歳 入 の 主 な 補 正

国庫支出金

・システム開発費等補助金� 43万円
　　国保制度関係業務準備事業費補助金

繰 越 金

・療養給付費交付金繰越金� 215万円

平成28年度
一般会計補正予算（第２号）
� 2,173万３千円を追加

総 務 費

・戸籍住民基本台帳費� 142万円
　　個人番号カード関連事務交付金

民　 生　 費

・社会福祉費� 153万円
　　福祉医療費県補助金精算還付金
・介護保険費� 710万円
　　安八郡広域連合負担金

商　 工　 費

・観光推進費� 1,114万円
地域コミュニティ活性化事業運営委託料、観
光推進工事費など

消　 防　 費

・防災費� 50万円
　　防災対策工事費

歳 入 の 主 な 補 正

・地方交付税� 1,169万円

国庫支出金 （国庫補助金）

・教育費国庫補助金� △3,206万円
　　公立学校施設整備費補助金
・総務費国庫補助金� 142万円
　　個人番号カード交付事業費補助金

県 支 出 金 （県補助金）

・商工費補助金� 862万円
　　関ヶ原古戦場広域観光事業補助金

繰 越 金 （基金繰入金）

・財政調整基金繰入金� △860万円
・その他特定目的基金繰入金� △2,103万円

町 債

・総務費債� 860万円
　　臨時財政対策費
・教育債� 5,310万円
　　小中学校空調設備設置事業債

歳 出 の 主 な 補 正
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去る７月 19 日・７月 20 日の２日間にわたり、平成
27 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 27 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 27
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５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27年度輪之内町一般会計歳入歳出決算
②平成27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27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27年度輪之内町児童発達支援事業特別会
計歳人歳出決算

⑤平成27年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27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 28 年７月 19 日と 20 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 28 年９月 5日

　代 表 監 査 委 員

 兒 玉  俊 雄  氏

輪之内町議会議員古田東一君の議員
辞職を勧告する決議
本議会は、輪之内町議会議員古田東一君の議員辞職を勧告します。
以上、決議する。
　平成 28 年９月 16 日

� 輪之内町議会　
理由
自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）の罪に問われ禁固 10 ヶ月執行猶予
３年の有罪判決を受けた。このことは、輪之内町議会議員政治倫理要綱の第２
第３項に「議員は、自らの行動を厳しく律し、議員としてふさわしい品位と識
見を養う」に反するため。

輪之内町議会議員古田東一氏の「議員辞職勧告」を議決
輪之内町議会は９月 16 日開催の９月議会
最終日に全会一致で古田東一議員に対して議
員辞職勧告を決議しました。
勧告の理由は、自動車運転処罰法違反で、
有罪判決を受けたためです。
辞職勧告は、９月議会初日の９月５日議員
発議により古田東一議員に対して「輪之内町
政治倫理審査要綱」に基づく審査会の設置要
求を可決し、会期中に委員会を開催し審査を
実施。委員会において「辞職勧告が相当」と
の決議をうけたものです。尚、古田東一氏よ
り「灰を飲み胃を洗う」という弁明がありま
した。決議は右記のとおり。
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一般質問（原文掲載）

１．健康寿命の延伸に向けた
　　取り組みについて
社会構造の変化等により超高齢化社会が到来
し、この超高齢化社会の課題解決に向け、健康長
寿の社会づくりが急務となってきております。日
本はいま、世界トップクラスの長寿国となりまし
た。しかし、世界で一番寝たきりの人が多いのも
日本だそうです。せっかく寿命が伸びても寝たき
りだったり、体の調子が悪かったりでは、豊かな
生活を送ることはできません。日本人の平均寿命
は、女性が 86.6 歳で、世界１位。男性が 80.2 歳で、
世界第３位で、毎年伸び続けています。人が死ぬ
までの年齢の平均値である平均寿命に対して、日
常生活において介護を必要としないで、心身とも
に自立し、健康的な生活を送ることができる年齢
の平均値を、健康寿命といいます。
日本人の健康寿命は女性が 73.6 歳、男性は
70.4 歳で平均寿命との差は女性が約 13 年、男性
が約９年です。平均寿命と健康寿命との差は日常
生活に制限のある不健康な期間を意味します。い
かにして、健康寿命を延ばして、不健康で不自由
な期間を短くしていくかが極めて重要な課題であ
ります。健康寿命を延ばして平均寿命との差を小
さくすることは本人の生活の質を防ぐだけでな
く、家族の介護の負担を減らし、加えて医療費や
介護費用などを減らすことにもつながります。
健康寿命の延伸は、厚生労働省が示す「健康日
本 21」の第１番目の目標として掲げられていま
す。本町としての健康づくり、健康寿命の延伸に
対する考え、取り組みについて質問いたします。

⑴　平均寿命と健康寿命について
本町の平均寿命と健康寿命はそれぞれ何歳かお
伺いします。
⑵　健康寿命延伸の取り組みと今後の展開について
健康寿命の延伸について、厚生労働省は各自治
体にとって、健康格差の要因を把握、分析しそれ
を伸ばす戦略を考えることは、健康づくりの推進
上、重要であるとありますが、本町における現在
の取り組みと今後の展開はどのようにお考えです
か。
⑶　ロコモティブシンドロームについて
不健康になる原因として、特に生活習慣病や身
体活動の減少、運動不足が指摘されております。
内臓脂肪の蓄積を原因とするメタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）は、一般的にも認知さ
れ、メタボ解消に向けた様々な対策が講じられて
おりますが、高齢者の骨や関節、筋肉などの衰え
による運動機能の低下が原因で歩行が困難になる
など自立度が低下し、介護が必要となるなどのロ
コモティブシンドローム（運動器症候群）につい
ては、まだまだ認知度が低く、その危険性や対策
への関心が希薄であるのが現状です。健康づくり、
介護予防を進めていくうえで、このロコモ予防の
認知度を高め、その対策を講じていくことが極め
て重要であると思います。

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員
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（４）健康マイレージ事業の導入について
健康づくりは本人の意識が一番重要なことであ
ると思いますが、今後、健康長寿を実現するため
には個人への意識づけ、動機づけや健康無関心層
の取り込み策が必要であると思います。今、健康
診断の受診や健康づくり活動への参加において、
ポイントをためると特典を利用することができる
健康マイレージ事業が全国的に注目をされており
ます。健康マイレージ事業は、生涯を通じた健康
づくりを推進するため、その取り組みをポイント
化し、健康づくりへの積極的な参加を促進する仕
組み事業で、健康診断の受診率を上げ、健康づく
りに励むことで、医療費や介護費の抑制につなが
り、住民相互の交流や地域経済の活性化など、ま
ちづくりや人づくりにもつながる施策でありま
す。実際に静岡県や愛知県では県との協働で多く

の市町（静岡県 24 市町、愛知県 40 市町）がこの
取り組みを積極的に行っており、特に静岡県は健
康寿命第１位と効果を上げており、大きな成果も
報告されています。岐阜県では岐阜市や関市で実
施されております。
本町においても、健康寿命延伸に効果が期待さ
れる健康マイレージ事業を導入してはどうでしょ
うか。
以上、健康づくりは「自分の健康は自分で守る」、
これが基本であると思いますが、町民が日ごろか
ら健康を強く意識する啓蒙活動や多種多様な健康
づくりメニューを導入した健康づくり活動の推
進、健康寿命の延伸に一層の力を入れて取り組ん
でいただきたいと思います。
町長のご見解をお伺いいたします。

町長答弁

我が国の平均寿命は、生活環境の改善や医学の
進歩により、世界有数の水準に達していますが、
人口の急速な高齢化とともに、疾病全体に占める
がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等の生活習慣病の
割合は着実に増加しており、これに伴って、要介
護者等の増加も深刻な社会問題となっております。
町民の皆様が、健やかで心豊かに生活できる活
力ある社会とするために一層の健康増進、発病を
予防する「一次予防」の対策を推進することが、
認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期
間、いわゆる、健康寿命の延伸等を図る上で、極
めて重要なことであると認識しております。
１点目の「平均寿命と健康寿命について」であ
りますが、輪之内町の平均寿命は、男性 79.4 歳、
女性 85.8 歳となっております。
健康寿命については、いろいろなシステムがあ
るようですけれど、国保連のKDB（国保データ
バンク）システムより算出した数値でいいます
と、輪之内町では男性 65.3 歳、女性 66.9 歳となっ
ています。このKDBシステムにより国の健康寿
命を算出すると、男性は 65.2 歳、女性は 66.8 歳

（ちなみに岐阜県の男性は 65.5 歳、女性は 67.0 歳）
となっております。
なお、ご質問の中で示された厚生労働省が公表

している健康寿命（質問内の数値：男性 70.42 歳、
女性は 73.62 歳）は、要支援者も健康な者に含め
て算出されていますが、KDBシステムは、要支
援者と要介護者を除いた数値にて計算されてい
るため、KDBシステムによる健康寿命の年齢は、
かなり厚生労働省数値より低くなっていることを、
計算のちがいがあることをご理解いただきたい。
２点目の「健康寿命延伸の取り組みと今後の展
開について」でありますが、輪之内町の健康づく
り事業は、輪之内町健康計画・食育推進計画に基

木野町長 答弁
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づいて、「みんなで楽しく取り組もう、広げよう
“健康づくりの輪”」これを基本理念として、生活
習慣や食習慣の見直しのため、自ら改善し、継続
できるような肥満教室やウォーキング教室、健康
相談を行っております。また、各種検診の受診率
をあげるために、無料クーポン券の発行や、検診
助成等を実施しており、少しずつではありますが、
検診受診率の向上に寄与しているものと考えてい
ます。
また、老化に伴う身体機能、及び認知機能を維
持するための介護予防への取り組みでは、通年で
介護保険サービス事業者に委託して転倒予防教
室、認知症予防のための脳リフレッシュ教室等を
実施しております。
現在各地域で活動する単位老人クラブには、20
クラブで、1600 人余りの会員が在籍しておりま
す。各種スポーツ活動を中心とした健康づくり、
仲間づくりや地域貢献のための奉仕活動等、明る
い長寿社会づくりに、全員自らが取り組まれてお
ります。
また、シルバー人材センターは、60 歳以上で、
元気に働く意欲のある方、100 名程が会員として
登録され、自主・自立、協働・共助の理念を持ち、
各々の希望や経験、能力に応じて、生涯健康であ
ることを目標にして、日々の仕事をしておられま
す。
各地区でも住民主体の活動が立ち上がってお
り、地域の区長さん、民生委員さんが中心となっ
て様々な活動、一例をあげれば福束地区でのカ
フェふくろうや、サロンなかよし等、様々な出会
いとふれあいの場づくりをしております。
今後とも、生活習慣病予防対策、予防接種、各
種健診、介護予防等を総合的に推進することによ
り、家庭や地域、健康づくりに関わる関係者、関
係団体と連携しながら、個人の健康づくりを支援
してまいります。
３点目のロコモティブシンドロームについてで
ありますが、これは筋肉や関節、骨等と言った運
動器に障害が起こって、要介護になるリスクが高
い状態になることとそんな定義がされておりま

す。要介護となる原因の約 20％が、運動器の障
害によるものと言われています。
町としても、健康づくり、介護予防を推進して
いく上で、それらへの対策は、非常に重要である
と考えております。
現在保健センターの活動として、腹まわりスッ
キリ教室やウォーキング教室の一環として、ロコ
モティブシンドロームについての講義、いわゆる
知識の普及や、筋力、骨密度を高める運動指導を
実施しております。地域包括支援センターでは、
高齢者を対象に骨密度測定を実施しており、今年
度から新規事業として、壮年期を対象に骨密度検
診を導入したところです。
今後も、更にロコモティブシンドロームに対す
る認識を深めていくことは当然でありまして、保
健センターと地域包括支援センターが連携して、
その対策の普及や予防事業を継続的に推進して行
きたいと考えております。
４点目の健康マイレージ事業の導入であります
が、健康づくりは、今まで申した通り多くの方が
継続して取り組むことが何より重要です。しかし
ながら、若者や現在健康に不安のない方の中には、
健康づくりに関心が薄い方が見えるのも現状でご
ざいます。
健康づくりに無関心な方々にも、生活改善を促
す１つの仕掛けとしてご提案のありました「健康
マイレージ事業」は、有効な方策であると考えま
す。
また、高齢化・人口減少が進んでも、地域の方々
が、身体面の健康だけではなく、生きがいを感じ
て、安全・安心に豊かな生活が送れる「健幸」（健
やかで幸せ）であるために、地域で暮らすことで、
この健幸になれる「まちづくり」が１つのテーマ
として求められています。そのためには、生活習
慣病等の予防が重要であることに加えて、地域住
民全体が、日常の身体活動量の増加をさせること
が、こんなことが大事で重要な課題となります。
この事業は、日ごろの健康づくりへの取り組み
をポイント化し、健康づくりへの積極的な参加を
誘導する仕組みであるとともに、住民の検診受診
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率を引き上げ、健康づくりに励むことが結果とし
て医療費や介護費の適正化につながることができ
るものと認識しており、町が実施している健康教
育や各種検診の受診勧奨、保健指導等の、生活習
慣病予防の普及、啓発を更に展開させるものであ
り、住民が自ら健康を意識し、健康づくりに参画
する手立てとなるものと考えております。岐阜県
でも、マイレージ事業に関する調査がなされてお
り、県の動向も視野に入れながら、町として、先
進事例を十分に検証しながら、実効性が高い事業
として検討してまいりたいと考えております。

「健康」は、目標ではなく、心豊かに生活して
いくための手段であります。平均寿命の延伸や、
健康寿命との差を１つの指標として、健康増進や
疾病予防、介護予防等、健康づくりの展開が、個
人の生活の質を向上させるために必要であるとと
もに、医療費、介護費の適正化につながるもので
あると考えております。
年齢や心身の状態にかかわりなく、能力や状況

に応じ、生涯にわたり、健やかで幸せに暮らせる
まちづくりを心がけ、今後も、町民の健康づくり
の取り組みを拡大して参りたいと考えております。

１．生活保護行政について

アベノミクスの進展によって、格差が広がり、
仮にTPP が批准されると輸出の恩恵を受けられ
ない多くの町民は、ますます生活が困難になって
きます。
生活に困窮しても安心して暮らせる町にしてい
くため、我が町の生活保護行政の現状と今後の方
針についてお伺いします。
まず、ここ数年の生活保護申請数と保護開始件
数、現状の生活保護受給世帯数と人数を教えてく
ださい。
町民はだれでも生活に困窮し生活保護を受けよ
うとするときは、役場福祉課又は社会福祉事務所
に保護申請することができ、担当課はそれを受理
し、２週間以内に保護を開始するか否かの通知が
なされることになっています。
2013 年の法改正で、保護申請にあたって申請
書の提出が義務付けられましたが、「申請書提出
の義務付けは申請のハードルを高くし、申請権
の侵害につながるのではないか」、という共産党
議員の質問に対し、政府側の答弁は「従来から保
護の相談にあたっては申請権を侵害することのな
いよう適切な窓口対応に努めるように通知してい

る」「申請事項や申請時の様式も含め、現行の取
扱いを変えるものではない」と答弁しています。
すなわち、申請時に申請書がなくても口頭での
意思表示があればその時点で受け付けるというこ
とです。そしてその時点から２週間以内に保護を
開始するか否かの通知をしなければなりません。
当町においてはそのように対応していただいてい
るか確認させていだだきたいと思います。
６月議会において、国保世帯で７割軽減世帯の
所得状況をお聞きしましたが、７割軽減世帯は
289 世帯、440 人、そのうち所得０の世帯は 199
世帯、７割軽減世帯の平均所得は５万４千円とい
うことでした。このことは７割軽減世帯のかなり
の世帯が生活保護基準以下ではないかと思います
が、どのように把握しておられるかお聞かせくだ
さい。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員
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町長答弁

当町の生活保護申請数は、平成 26 年度が３件、
平成 27 年度４件、今年度は、現在まで１件であり、
保護の開始件数も同数であります。また、現在の
生活保護世帯と人数は、14 世帯、14 名であります。
生活保護の申請の際には、実施機関である西濃
県事務所福祉課とともに、生活保護制度の内容説
明を行って、資産や能力等を活用しなければなら
ないことや、毎月の収入状況を申告すること、最
低生活を保障、援助するために指導や指示に従わ
なければならないこと等、義務や制約があること
を相談者にご理解して頂いた上で、申請書の記入
をお願いしておりますが、これは法改正以前の運
用と変わるものではありません。
その後、町からの進達により実施機関である（西
濃）県事務所福祉課が、預貯金、生命保険、その
他の資産の活用や扶養義務者の援助等の調査を経
て、保護の要否が決定されますものであり、生活
保護法の規定に基づき、適切に実施されていると
理解しています。
なお、生活保護基準額ですが、厚生労働大臣の
定めるいくつかの基準により、実施機関が決定す
るもので、質問にあります「40 代の夫婦と中学生、
小学生の４人世帯」と言う仮定の中で、例えば、
年齢区分は８区分に分かれており、40 代の夫婦
であれば、41 歳から 59 歳との区分を適用する等、
仮定の世帯の各区分を積算してみますと、あくま
でも仮定の積み上げですが、204,360 円となりま
すが、これはあくまでも基準生活費であり、その
世帯に収入があれば、その収入から生活保護にお
ける控除額を差し引いた額と比べ、不足分を補う
扶助として支給されるものであります。
また、「７割軽減世帯をどのように把握してい
るのか」とのご質問ですが、国保税の軽減判定は、

国民健康保険税条例に基づいて実施しており、そ
の世帯の国保加入者及び擬制世帯主の所得で判定
しております。
一方、生活保護は、課税の対象となる所得では
なく、就労や年金等の収入額、その他に資産や能
力等の活用、扶養義務者からの援助等の要因によ
り決定されております。
そのことから、国民健康保険税の７割軽減と生
活保護基準は、直接的にリンクしているものでは
ないことをお知らせしていきたい。
しかしながら、課税部局では、税金が支払うこ
とが困難な方について、個別に納税相談を実施し、
その生活状況の把握に努めており、その際、納税
相談を通じて生活困窮のため生活保護を相談され
る方については、関係部門に連絡する等、横連帯
を緊密にして、町民の方の生活再建に努めており
ます。
また、学校での要保護、準要保護の対象となる
児童生徒についても、お尋ねがありました。この
ことについては、輪之内町要保護及び準要保護児
童生徒援助費給付要綱を設けておりまして、町内
各小中学校の在籍者の内、経済的な理由により、
適切に就学させることが困難な児童、生徒の保護
者に対して、学用品や通学用品費用、校外活動や
修学旅行費、学校給食費等を援助しております。
この運用につきましては、新入学の児童生徒及
び各学年すべての児童生徒の保護者あてに毎年、
学校を通じてお知らせをしております。したがっ
て漏れのないように対応しておると思っておりま
す。
今後も、保護者からの申請、学校との情報連携
を図りながら、児童生徒の就学及び育成の円滑な
実施を図ってまいります。

ちなみに、当町の生活保護基準は、仮に 40 代
の夫婦と中学生・小学生の４人世帯の生活保護基
準額はいくらになるのでしょうか。
また 27 年度の決算説明書では小中学生の要保

護者は０人、準要保護者は 25 人ということです
が、実際にはもっと多くの児童生徒が対象になる
可能性が高いと思いますが、教育課においても積
極的に対応して頂きたいと思います。
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岐阜県は、平成 27 年４月に「岐阜県公契約条
例」、今年４月に「岐阜県中小企業・小規模企業
振興条例」を制定し、施行されています。
私はこれらの条例が、地域経済の発展と住民の
生活向上のために果たす、地元中小業者の役割の
重大さに注目し、小規模事業者を含む地元業者の
持続的な発展のための施策を講じるために制定さ
れたものと認識しています。
公契約条例は、発注者側には適切な公契約の締
結、適切な価格の積算、発注の平準化、県内事業
者の発注機会の確保等の努力義務を課し、事業者
側には、県内の下請け人の選定と公正な契約を締
結することの努力義務を課しています。
中小企業・小規模企業振興条例は、県内の総企
業数のほとんどを占める中小企業、その大部分を

占める小規模企業が、岐阜県経済の発展に大きく
貢献していることから、中小企業・小規模企業の
持続的な発展に向けた取り組みを支援していく必
要があるとしています。
当町においても地元業者の経営の安定は町の持
続的発展に欠かせないものと思います。これらの
条例の、「岐阜県」を「輪之内町」に置き換え、
輪之内町の特色を生かした条例を制定するよう、
検討していだだきたいと思います。
なお、町内の建設業者から工事発注に関して陳
情があったと聞きましたが、その内容はどういう
ものだったのか、またどのように対応されたのか、
あるいは対応しようとしているのか、お聞かせく
ださい。

２．公契約条例及び中小企業・小規模企業振興条例の制定について

町長答弁

森島議員のご質問にございましたとおり、岐阜
県では、平成 27 年３月 24 日に岐阜県公契約条例
を公布し、平成 28 年３月 29 日に岐阜県中小企業・
小規模企業振興条例を公布しております。
まず、公契約とは、国・地方公共団体が行政目
的を遂行するために民間企業や民間団体と締結す
る契約のこととされております。公契約には、国・
地方公共団体が民間企業に発注する建設工事や公
共施設の清掃等の業務委託など多くの公共サービ
ス事業が含まれます。
この条例の制定の背景には、近年、企業間の価
格競争が激化して、落札額の低下が進み、サービ
スの質の低下やそこで働く労働者がワーキングプ
アとなる労働条件の悪化が問題となり、適正な価
格で積算し、労働者には適正な賃金や労働条件を
確保し、質の高い公共サービスが提供されるとい
う好循環による地域の経済の活性化を図るため、
条例化して基本理念や地方公共団体の責務や事業
者の責務等を明確化、そして義務付け或いは努力

義務を課すのが公契約条例の趣旨であり、内容で
あります。
ここで岐阜県公契約条例について少し述べさせ
ていただきます。岐阜県が発注する事業者向けの
広報によりますと、この条例は、公契約の適正な
履行と質を確保するとともに、事業者の皆様が取
り組まれているより良い職場づくり等の後押しと
なるよう、基本理念や関係者の責務を明らかにし
て県の入札制度のより適切な運用を図ることを目
的に制定するものとしています。また、県の条例
における適用範囲は、県が発注する工事又は製造
その他についての請負契約とし、基本理念のほか、
県の責務や県と契約しようとする事業者及び下請
人の責務や社会的責任が明記されています。
全国では、条例化した地方公共団体も既にあり
ますが、条例の対象となる公契約の内容が「建設
工事・業務委託・指定管理」としているものとか、
「建設工事・業務委託」としているもの、「建設工事」
のみとしているものなど内容は様々であり、また、
理念的な条例や労働環境の整備などを規定したも
の、建設工事の質の確保などを規定したものなど
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規定内容も様々であり、条例化するにあたっては、
それぞれの地域の状況に応じた公契約条例の要件
を明確にする必要もあると考えております。
現在、輪之内町では条例化はしておりませんの
で、当面は岐阜県公契約条例の内容を当町が発注
する場合の参考とし、また、平成 26 年６月に改
正された公共工事の品質確保の促進に関する法律
も遵守しつつ事務を進めてまいります。尚、当然
のことながら公契約条例制度を目指す主旨に異を
唱えるものではないことを申し添えておきます。
なお、当町でも条例化が必要と判断した際には、
当然適切に対応をしてまいります。

また、岐阜県中小企業・小規模企業振興条例に
おいては、すでに当該条例の第５条において市町
村の役割が明記されておりますので、この規定に
従って国、県及び他の市町村と連携して、地域の
特性を生かした施策を実施するよう今後とも努め
てまいります。
なお、質問にございました町内の建設業者から
の工事発注に関する陳情については、現在のとこ
ろ、その内容等を含め承知しておりません。お答
えはできない状況です。

今年度当初予算で、地域協働水質改善事業の最
終年度事業として、中江川に「親水広場」なるも
のが計画されています。そのために当初予算にお
いても、過去最高の 1400 万円近い予算が計上さ
れています。当初予算の説明で町長は、「町民が
水と親しみを持つことで水質改善への関心がより
高まるよう、中江川において親水広場の整備を行
う」と述べられました。町長は水質改善に対する
町民の意識が低いと考えておられるのでしょうか。
大榑川の水質改善は、町民の関心の高まりや意
識の変革で進むものではありません。すでに多く
の町民は、これまでずっと町内河川の水質悪化に
心を痛めており、何とかしてほしいという声が相
次いでいました。私はこうした町民の声を受け、
これまでたびたびこの問題を取り上げてきまし
た。そしてようやく「地域協働水質改善事業」と
して行政が重い腰を上げたということではないで
しょうか。
大榑川の水質悪化の最大の要因は、大榑川が流
れのない川になっていることにあります。大榑川
に流れを取り戻し、水の入れ替えをしない限り水
質改善は望めません。
今でも大榑川、中江川、東、西江川の上流部で
は透明な水が流れています。川の水位が下がれば、

上流部の流水部分が拡大されることになります。
また、下流部においても、水位が低ければそれだ
け貯留水量が少なくなり、水の入れ替わりが早く
なります。
中江川上流部に浄化用井戸を設置しましたが、
現状では大榑川の水質改善には全く効果はありま
せん。しかし、水位を下げ、貯留水量を少なくす
ればいくらかは効果があるのではないでしょう
か。用水確保等に必要な、最小限の水位を確保し
たうえで、極力低水位で運用すべきと思います。
今年度建設が予定されている「親水広場」は、
逆にある程度の水位を確保する必要が出てくると
思いますが、これでは水質浄化に逆行するのでは
ないでしょうか。町長は、この「親水広揚」が水
質改善にどのように効果があると考えておられる
のかお聞かせください。
財政が厳しいと言って町民にさまざまな負担や
我慢をお願いしながら、その一方で不必要な事業
に膨大な資金をつぎ込むようなことは許されませ
ん。
決算委員会で、中江川浄化用井戸の電気代が毎
月３万５千円かかっていると言われました。なぜ
そんなに高いのか、建設以降のポンプの毎月の
運転時間および電力使用量と電気料金を 100V、

３．「地域協働水質改善」に名を借りた「親水広場」建設工事の中止を
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町長答弁

大槫川をきれいにするという活動は、皆さんご
承知のとおり、グラウンドワークの大槫川河川清
掃や西濃水産組合の河川清掃活動が以前から行わ
れている中、大槫川関連の河川をきれいにするこ
とを目的に町民、団体、行政等地域社会が一体と
なって活動をすることで、平成 24 年度に森林環
境税の県補助事業メニューとしてこの地域協働水
質改善事業が採択されたところです。この採択に
至るまでの経過につきましては、ご質問の中で森
島議員が言われましたが、町民の関心度につきま
しては、平成 25 年９月に実施した町民アンケー
トにより、普段川を見る人は 36％であり、とい
うことは３人に２人はほとんど見ない、たまにし
か見ない人で、残念でありますが河川について十
分関心があるという結果ではありませんでした。
ただ、アンケートがこうだからと言って町民の関
心が低いと即断もするものではありません。
また、河川をきれいにするための効果的取り組
みとしては、定期的なごみ拾いと川に流れを作る
という意見が多く、これに関しては森島議員のご
意見と同様であります。
これらのご意見を基に、水に関わる町内関係団
体や企業、県からは環境や土木関係、農政局や大
学の先生などで構成されております輪之内町地域
協働水質改善協議会で検討していただき、様々な
実験や検証を踏まえた結果、昨年度に中江川をモ
デル区域として水質浄化用に井戸の設置を行った
ところです。
この井戸につきましては、４月から９月までほ
場の灌

かん

漑
がい

期
き

は、河川の水が泥水で濁っているため
汲み上げての放流は行わず、10 月から春までの
非灌漑期に汲み上げ放流を行い、かつ排水機に余
計な費用がかからないよう、排水樋門が自然に開
く干潮時に合わせて行うことにしております。

このような考えに基づき、効果の見込めない時
期に余計な費用をかけることなく、まだ計画した
放流時期でないためにポンプによる放流はしな
かったことをご理解頂きたいと思います。
ただし、自噴水については原則、開放し放流さ
せております。
次に井戸の電気代についてでありますが、ポン
プ用として 200V の低圧、33 キロワットで基本
料金は全て込みで 37,066 円並びに電灯用として
100Vの 30 Ａで基本料金は 842 円を契約しており
ます。
電力使用料と電気料金は毎月まちまちですが、
２キロワット～ 1,857 キロワットで、39,365 円～
65,449 円となっております。
また、この水質改善事業の最終年である今年度
の事業として、中江川に「親水広場」の建設を計
画しておりますが、長年にわたり、もっと町民の
方に水に触れていただき、水に親しみを感じて頂
きたいとの思いから、先程お話した地域協働水質
改善協議会でご検討いただいて建設する運びとな
りました。
各種方面からのご意見を頂戴して計画した「親
水広場」であり、水位に関係なく水面に触れてい
ただけるような設計上の配慮もしております。
井戸からの放流もまだ本格稼動はしておりませ
んので、現時点での費用対効果を求めることは尚
早ではないかと思います。
非灌漑期での本格的な放流の際には、より効果
的な方法やその対策・効果について、検討を重ね
てまいります。

200V ごとに明らかにして説明してください。
中江川の浄化用井戸建設も費用対効果から見れ
ば無駄な工事であったと言わざるを得ません。こ

の上さらに無駄を重ねることは許されません。「親
水広場」建設は中止していただきたいと思います。
町長のお考えをお聞かせください。
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第１避難所に集合し、点呼を受け、役場の職員
の方から色々説明を受けました。訓練時は平時で
あり、時間単位で物事が進められますが、有事の
時は、どのタイミングで人員掌握被害の状況報告
等をするのか、現場と行政の連絡の方法、また援
助要請等の方法等、全くわかりません。
自助、共助は発生してから３日間程度は頑張れ

と言われていますが、その間は、自分達（区長を
中心に）考えて行動し救助等をするということで
すか。今回の訓練を通して一歩進んだ大きな課題
として早急に考えなくてはいけないと思います。
また、建物の耐震について前回お尋ねしました
が、当町の対象戸数（昭和 56 年以前の木造建物）

は、2,425 棟で 48 棟が耐震診断をしたとの事です
が 0.019％で非常に低い。８月 23 日の新聞一面に
耐震化補助 30 万円上乗せにより、国土交通省方
針で住宅改修を促すとの記事があり、その中で全
国的な耐震化率は 82％（2013 年）と推計されてお
り、政府目標（2020 年）には 95％達成に向けて補
助との事です。我が町の低さと比してどうでしょ
うか。
以上の事により
① 耐震診断～改修に向けての町の方針について
② 有事の際の情報共有について
町長にお尋ねします。

町長答弁

まず、ご質問にお答えする前に、今回の台風
10 号で犠牲になられた多くの方々に哀悼の意を
表したいと思います。また、罹災され今でも避難
生活を余儀なくされている５百人近くの方々に心
よりお見舞いを申し上げるとともに、１日も早い
生活再建ができますように心から願っているもの
でございます。
１点目の「防災について」お答えします。

耐震診断から改修にむけての町の方針について
でございます。
当町の住宅の耐震化率は、国土交通省が公表し
ている住宅の耐震化率 82％と比較しますと私ど
もの調査によりますと 58％となっており、ご指
摘のとおり低い数字であります。
そこで、住宅の耐震化を促進するための施策で
ございますが、これまで当町では、耐震診断の普
及のために、広報誌やケーブルテレビ又は、個別
訪問による啓発活動や、ふれあいフェスタなど各

立秋も過ぎ、時折、秋を思わせる涼しい風が吹
く季節と成って来ました。
北海道、東北地方には台風による甚大な被害が
発生しお見舞いを申し上げます。幸いにも私達の
地域では大きな被害もなく、実りの秋を迎えよう
としています。
９月４日には、町を上げての防災訓練が実施さ
れ、多くの町民の方々の参加もあり、防災意識の
高さを伺わせました。今回は防災と、防犯につい
て質問をさせていただきます。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員

１．防災について
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種イベントの際には、県からの専門家の派遣によ
り、木造住宅の耐震化に関する無料相談会の開催
を通し、相談体制の実施をしてきたところであり
ます。
しかしながら、耐震診断の申請は、今年度申込
者３件を含め 51 件にとどまっています。
今後、住宅耐震化の普及啓発を強化するために
区・自治会との連携を図り、幅広く町民の皆様に
無料耐震診断への理解を求めて、啓発活動を実施
してまいります。
これは個人の所有物件であるため、所有者の意
識が変わらない限り、耐震補強の進展は望めない
側面もありますが、人命損傷を防止することが、
防災・減災の観点からも重要であり、申すまであ
りません。耐震シェルター補助金・町単独耐震補
強補助金等の新たな支援を行い、より一層の意識
啓発及び耐震補強の実施スピードを上げる、そん
な施策をとりたいと考えています。
次に有事の際の情報共有についてお答えします。
本年度は福束小学校をメイン会場として、地域
住民参加による総合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
2,133 人、メイン会場では、関係者は約 530 人で
あり、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効果があったもの
と考えております。又、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、連携・協力体制の
確認もできたと考えております。
今回の訓練で町民の皆様には、地震発生後、家
族の安否の確認や身の回りの安全確認をした後、
その後に第１次避難場所に集合していただきまし
た。この第１次避難場所への集合訓練は、地域住
民皆様の安否確認が主たる目的であります。実際
の災害の際には想定している避難場所以外への避
難もあるかと考えており、第１次避難場所に参集
できなかった方の安否については、各地区におけ
る住民及び避難行動要支援者の名前等を情報共有
し安否確認をしていきたいと考えております。も
ちろん、消防団員等も自分の安全を確保した後で、

地域住民の方と協力して実施することは言うまで
もありません。
実際の災害時においては、主要道路の破損、通
信回線の不通等により速やかな情報伝達が困難と
なることは十分予想されるところであります。常
日頃から複数の情報伝達手段を確保し、災害時に
は、その時に使える手段は何なのかを的確に判断
し、その中で最も有効な手段を用いるべきではな
いかと考えております。
広域的な災害が発生し、その被害が甚大であれ
ばあるほど、消防組織、自衛隊による公助がその
機能を発揮するまでには相当な時間が必要となり
ます。これは過去の阪神大震災や東北大震災の検
証の中で明らかになっています。発災当初におい
ては、地方自治体として最大限の努力はいたしま
すが、やはり自分自身と家族を守る「自助」と自
分の地域は地域で守る「共助」につきるのではな
いかと考えております。
今回関係機関と連携した総合的な防災訓練で
あったため、訓練には時間的にも内容的にも制約
があります。有事の際の情報共有について分かり
辛いとのご指摘だと受けとめました。
昨年度から、区長、消防団長を中心に地区別防
災訓練及びそれから防災士による自主防災総合指
導を実施しております。区長、消防団長、地区の
防災士を中心に「防災ネットワーク」の構築を目
指した自主防災訓練を実施し、地域住民が望む形
で情報共有できるようにさらなる取り組みを考え
ております。
また、今回、訓練開始の合図を全国瞬時警報シ
ステム（J-ALERT）による緊急地震速報の発表
の形式で実施しました。訓練終了後において、屋
外拡声子局は聞こえたが、戸別受信機は聞こえな
かったと言う住民の方のご指摘がありました。今
後、広報などで現状把握と状態の解消に努めてま
いります。また、対策本部内においても被害状況
の集約、避難住民の人数把握等のより効率化等い
くつかの課題がありましたので、今一度基本に立
ち戻り、適切に対応して参りたいと考えておりま
す。



平成28年11月 1 日（　）輪之内町議会だより16

町長答弁
夜間パトロール、青色パトロールカーのこれま
での経緯について認識を共有しておきたいと思い
ます。
夜間パトロールは、平成 12 年６月に起きた町
内スーパー駐車場の悲惨な事件を深く憂慮して、
同年７月から青少年育成町民会議が取り組んでい
ます。
青色パトロールカーは、平成 17 年３月にくし
くも田中議員から学校の安全対策として、青色回
転灯をつけたパトロールカーのご提案をいただい
たところであります。その時点でも時宜を得た提
案であったため、同年８月に中部運輸局より青色
回転灯の設置に関する基準緩和認定を受け、防犯
パトロールを実施するに至っております。
現在、先程の議員の御指摘のように、青少年育
成町民会議では、年 24 回の夜間パトロールを実
施しております。昨年８月より、夜間パトロール
カーに青色回転灯を設置して、地域の犯罪防止機
能の向上に努めております。
スクールガードリーダーと地域の見守り隊の方
の２名で、毎週金曜日に小学校の下校時の１時間
通学路等の巡回し、帰宅下校の安全指導をするほ
か、学校・PTAとで危険箇所の把握に努めてお
りますし、教育委員会では、青色パトロールカー
運行時に回転灯をつけて運行し、犯罪抑止に努め
ております。
住民課におきましては、シルバ一人材センター

に委託し、週１回主に水曜日に、低学年の下校時
に合わせ、３校区で一斉に防犯パトロールを実施
しております。
地域見守り隊の方には、毎日、小学校登下校時
の見守りを実施していただいております。
田中議員が例示された羽島市について現状の調
査をしましたが、自主防犯ボランティア団体が
12 団体あり、自治会・こどもの保護者等を中心
として様々な活動をしておられるようです。徒歩
による防犯パトロールをしている団体もあれば、
青色パトロールカーを活用して、通学路パトロー
ル及び夜間パトロールを実施している団体もあり
ます。議員は、その通学路パトロール及び夜間パ
トロールをご覧になり、輪之内町も地域の子供達、
住民の安全に対する取組をもっと充実させる必要
があるとのご意見であると思います。それについ
て議員と見解を異にするものではありません。
羽島市など近隣市町の状況等を把握し、できる
限り夜間パトロールの回数増、青色パトロール
カー３台による毎週３校下一斉の実施等、町とし
て出来ることから順次、防犯対策に取り組んで参
ります。いろいろな思いもありますが、同じ思い
で今後も住民の安全・安心対策の一つとして、地
域の犯罪抑止機能の向上を図って参ります。

今年から認定こども園も始まり、各園において
セキュリティ等も見直され飛躍的に安全になった
と思います。小学校、中学校においても校内にお
ける安全は良くなっていると思われますが、まだ
まだ改善しなくてはならないと思われます。とこ
ろが校外はどうでしょう。一年を通じて青少年育
成協議会により夜間パトロールが実施されていま
すが、特定の金曜日、同一時間、また、住民課に
おいてシルバー人材センターに週１回委託をして
いるのが主です。

長い夏休みも終わりましたが、他の市内（羽島
市）を走行していたら、朝６時半頃、夕方７時頃、
青色回転灯を取り付けた車で、住宅密集地～樹木
が多く薄暗い所へ巡回をされておる様子を見まし
た。地域の子供達、住民の安全に対する取り組み
に、我が町の取り組みを充実させる必要があると
痛感しました。今の青色パトの運用についても残
念です。今後の進め方について、旧来の方針を見
直す時期が来ているのではないかと思います。
町長の防犯に対する考えをお尋ねします。

２．防犯について

古田東一議員より一般質問が提出されまし
たが、輪之内町議会会議規則により不許可に
なりました。



平成28年11月 1 日 輪之内町議会だより（　）17

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 12日開催され、平成 28年度一般会計補正予算、国民健康保険事業特別会計
補正予算の２議案と議員提案の所得税法第 56条の廃止を求める請願についてを審議し、補正予算２議
案は原案のとおり可決すべきものと決定し、請願は不採択されました。

総務産業建設

平成28年度 一般会計補正予算（第２号）

経営戦略課
Ｑ　「小中学校における空調工事において、財源と

して予定していた国庫補助金は、単年で歳入する
のに対し、教育債の学校教育施設等整備事業債に
おける交付税算入措置の期間は 20 年間という理
解で良いか。
Ａ　そのとおりである。
産業課

Ｑ　工事請負費の説明の看板などはどの程度のもの
か。
Ａ　大薮の北塚と福束福満寺の２ヶ所にそれぞれ２
m×１mの現地説明看板と誘導用サインポール
を建てる。

Ｑ　１ヶ所 400 万とはかなりの額だがそんなに費
用がかかるものなのか。
Ａ　県の関ヶ原古戦場グランドデザイン事業の一環
で県内全域すべて同じ仕様で劣化しづらい材料を
使い約 10 年間は劣化しない設計とのこと。

Ｑ　目で見てわかるものはないのか。
Ａ　県仕様の見積によるイメージ図がありますので
ご覧ください。

Ｑ　看板を設置する目的は、また対応年数 10 年と
いうことは、それだけの期間観光客を呼び寄せる
ことができるのか。

Ａ　関ヶ原合戦の前哨戦が行われた地域すべてにこ
の看板等を設置することで、岐阜県が一体となっ
てこれから推進していくことになる。

Ｑ　丸毛戦記の史実は本当にあるのか、何故今まで
取り上げられなかったのか。
Ａ　大榑川の戦いは史実で、そのとき福束城が落城
したと言われている。

Ｑ　学問的裏付けはあるのか。
Ａ　美濃国諸日記という文献に出てきている。
Ｑ　せっかくマンガ本を作成したのだから、看板以

外にも予算を盛り込んでもっと広く町民に PR し
ていってはどうか。
Ａ　町内の小中学校の各クラスに１冊、また図書館
にも設置している、今後県内の図書館などには進
呈する予定である。工事費は全額県補助だが、こ
ういう機会を確実にいかして皆に知ってもらえる
ように周知していきたい。

請願第１号「所得税法第56条の廃止を求
める意見書採択を求める請願ついて」

Ｑ　青色申告に取り組んでいる人を救済するのでな
く白を救済するのはなぜか。
Ａ　会計士が必要と思われる青色申告をやったこと
がない人を救済するため。

Ｑ　青色申告と白の割合は。
Ａ　青色申告 273 件、白 2250 件。
▼反対討論
請願の趣旨に対して、納税は、青色申告制度があ
り、その制度を利用して申告をすればよいので請
願には反対。
異議があるので挙手による採決を行った結果、反
対多数で、請願第１号　所得税法第 56条の廃止
を求める意見書採択を求める請願ついて採択しな
いものと決定。

総務産業建設常任委員会
委員長報告
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文 教 厚 生

平成28年度 一般会計補正予算（第２号）
住民課

Ｑ　個人番号カード発行の委託料について、カード
を発行するための集積や入力に伴う委託業務か。
Ａ　委託事務の内容については、地方公共団体情報
システム機構（J-LIS）に通知カード・個人番号カー
ドの作成、発行の事務の委託をしている。
福祉課

Ｑ　福祉医療費助成事業の乳幼児等は、高校生世代
まで含まれた返還か。
Ａ　事業としては、高校生世代までの医療費を助成
しているが、県補助金の対象は、小学校就学前ま
での乳幼児であるので、小学生以上は、含まれて
いない。

Ｑ　返還が生じた要因は何か。
Ａ　11 月頃に当該年度の助成見込額により、補助
金変更を申請しているが、助成額の実績が、変更
時の見込額を下回ったためである。
教育課

Ｑ　空調設備の国庫補助金不採択の理由は。
Ａ　不採択の理由については国から通知がある訳で
はないので解りかねるが、施設の災害や耐震化等
に重点が置かれているため見送られたと思われ
る。

平成28年度 国民健康保険事業特別会計
補正予算（第１号）
住民課

Ｑ　平成 30 年からの岐阜県１本化、保険者が県で、
統一的な保険料にしていくためのシステム改修
か。
Ａ　県が保険者として全市町村の情報を連携できる
よう、システム改修をする。

Ｑ　平成 30 年から岐阜県になるのは決定事項か、
平成 28 年と 29 年で体制作りをしていくと言う
ことか。
Ａ　平成 30 年からの岐阜県１本化は決定事項であ
り、それまでに体制を作る。

文教厚生常任委員会

文教厚生
常任委員会
委員長報告

決算特別委員会

平成27年度 一般会計歳入歳出決算の認定
議会事務局

Ｑ　安八郡議長会負担金の内訳と安八郡議長会負担

金の事業効果。
Ａ　安八郡負担金には郡補助金・西南濃議長会負担
金・県議長会負担金が含まれている。事業効果は、
安八郡内議員研修会及び交流会等会議を通して、
議員の資質向上、意見交換を通して、各町の課題
を認識、課題の解決方策を模索することができる。
総務課

Ｑ　特種建築物定期報告書作成委託料について、委
託先はその建物の設計等に携わった者に限定して
いるのか。
Ａ　委託先については、１級建築士のいる事務所で
あれば良く、その他の要件は無い。業者の選定に
ついては、指名願いの提出のある業者のうちから
数社指名し、入札の結果、最低価格業者と契約し
ている。

Ｑ　広報配布謝礼の計算は、４月１日現在の世帯数
を基準にしているのか。
Ａ　謝礼の計算については、４月１日の世帯数では
なく、１年間の配布部数に 18 円を乗じた金額を
年度末に支払っている。

Ｑ　広報配布謝礼は、報償という性格上、個人の所
得となり税金を支払うことになる。しかしながら、

決算特別委員会

決算特別
委員会
委員長報告

委 員 長　森島　光明
委　　員　森島　正司
委　　員　小寺　　強
委　　員　上野　賢二

副委員長　髙橋　愛子
委　　員　田中　政治
委　　員　古田　東一
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実際に広報を配るのは区長ではなく班長であった
りするので、実態にあっていないのではないか。
Ａ　町は広報の配布は区長さんに依頼しているので
あり、よって謝礼の配布先は区長さんとしている。

Ｑ　区長研修会補助金の執行については、３月議会
の際に予算の範囲内であれば参加人数が減っても
補助額には関係ないとの説明であったが、その後
検討したか。
Ａ　ご指摘を頂いていることもあり、バス代等の交
通費の限度額はいくら、１人あたりの補助はいく
らかというように平成 29 年度予算編成から他の
補助金も含めて積算方法を統一したいと考えてい
る。

Ｑ　庁舎と町民センターの電気代が下がったという
説明があったが、その要因は。
Ａ　役場庁舎内の照明や外灯の LED化、省エネル
ギー空調機器への改修、太陽光発電の設置が主な
要因と考えている。庁舎改修前の平成 25 年度と
平成 27 年度の電気使用量を比較すると年間９万
6,995kw の減となった。また、平成 27 年度１年
間の太陽光発電の発電量は、20,483kw であり、
全体使用量の約１割を賄ったことになる。

Ｑ　広報わのうちに掲載する広告料金はいくらで、
町内者と町外者では料金が異なるのか。
Ａ　町内者と町外者ともに同一金額で１件あたり
5,000 円。

Ｑ　広報わのうちは全世帯に行き渡ることや、広告
作成や新開折込を考えると町外者の料金はもう少
し高くても良いのではないか。
Ａ　値上げによって申込みが減ることも考えられる
ため、状況を見ながら考えて行きたい。
危機管理課

Ｑ　個別受信機の調子が悪い場合は対応してくれる
のか。
Ａ　受信機をいったん預かった上で受信状況の確認
や修理を行うなどの対応を行っている。

Ｑ　大吉の水防倉庫は撤去なのか、移設なのか。
Ａ　倉庫は撤去し、資材は塩喰、松内、福束等の各
水防倉庫に移動した。

Ｑ　警備班が機動班のホース巻きをしていると聞い
たが、役割に変更はあったのか。
Ａ　変更はない。
Ｑ　塩喰川西と福束川西の備蓄倉庫は町のものか区

のものか。また、備品の管理は誰が行うのか。
Ａ　備蓄倉庫は町のもので備蓄の管理も町が行う。
Ｑ　留守家庭などで使用する際のコミュニティー防

災センター使用料は有料か。
Ａ　施設利用については公益性が高いものは無料。
経営戦略課

Ｑ　財産に関する調書の建物の面積の誤りがあった
と説明があったが、何を誤っていたのか。
Ａ　過去において面積の増減報告漏れによる計上漏

れがあった。
Ｑ　小中学校等の面積の誤りについては普通交付税

に影響しないのか。
Ａ　普通交付税の小中学校費は学校数、学級数、児
童・生徒数で算入されるので影響はない。
税務課

Ｑ　諸収入の延滞金は何件分なのか。
Ａ　480 件分。
Ｑ　延滞金の税率は年率 14.6％なのか。
Ａ　平成 26 年に法改正があり、最初の１か月は
2.8％で、１か月を超えると 9.1％である。

Ｑ　督促状に延滞金も記載しているのか。
Ａ　本税の納付日に延滞金が確定するので記載され
ていない。

Ｑ　町民の所得は増えているのか、生活状況を把握
しているのか。
Ａ　平成 27 年度税制改正にて税率の改正が行われ
ず、納税義務者数が減少しているにもかかわらず
個人町民税の調定額が増加していることから所得
は増加していると推測できる。町民の生活状況を
把握しているかについては、課税当局として町民
の方すべての生活状況までは把握できないが、税
金が支払えない方については個別に納税相談を実
施し、生活状況の把握に努めている。
住民課

Ｑ　水質浄化対策事業の 1,519 万５千円の内、工事
費の内訳は。ポンプ２台で井戸はひとつなのか。
どれくらい自噴はしているのか。
Ａ　設計金額ベースでさく井工事 426 万円、ポン
プ本体 409 万円、諸経費 209 万円である。深さ
60m の井戸にポンプ２台で、最大で毎分７㎥の
吐出量であるが、自噴していないときもある。

Ｑ　ポンプを動かすときはいつか。自噴を止めると
きはあるのか。
Ａ　10 月～３月の運転計画であり、現在は月に２、
３回動かしている。自噴は台風や雨が降り続くと
きに止めることはあるが、通常はない。

Ｑ　完成したのは２月で、その効果は。どこで検証
したか。
Ａ　役場前の中江川で、川底が見える程になったの
を確認した。

Ｑ　電気代はいくらか。また監視カメラは設置して
あるのか。
Ａ　基本料金は１ヶ月、約３万５千円で、監視カメ
ラ看板は、設置してある。

Ｑ　環境パトロールの時間帯は。どんな方法で作業
をしているのか。
Ａ　ゴミの回収は主に午前中、防犯パトロールにつ
いては、小学生の下校時に行っている。３地区に
分かれて委託している。

Ｑ　パトロールはどこを行ったかの把握と、今まで
不審者を見掛けたことはあったか。
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Ａ　パトロール後に、実績報告を徴収している。不
審な人物は平成 27 年はいなかった。
●意見
　車にステッカーを貼っただけでは危険である。
パトロール車の活動中、ハザード点灯やオレンジ
色の回転灯をつけたらどうか。交差点付近での作
業は危ない。委託するところに資格を取得しても
らって青パト車を使用し、身の危険を防ぐ効果的
な運用をお願いしたい。

Ｑ　地域公共交通会議補助金事業はどのように行っ
ているのか。どこかに委託しているのか。
Ａ　株式会社テイコクに委託している。輪之内町地
域公共交通会議や事業計画、事業評価を委託して
いる。年１回、業務評価についてアンケートを実
施している。内容の公表については広報わのうち
７月号に折込み済みである。

Ｑ　デマンドバスで利用されていないバス停が５か
ら６ヶ所あるそうだが。
Ａ　区長会においても説明済みであるが、１回も利
用されていないバス停は 10 ヶ所ある。無くすの
ではなく利用しやすい様に移転する等の検討をし
たい。

Ｑ　個人番号カードの発行は、想定したのより多い
のか。
Ａ　近隣の市町村と比べ、人口比率で見ると、ほぼ
平均的な数である。

Ｑ　エコパークの運用について、資源の再利用とし
て、衣類リサイクルは、かなりのニーズがある。
エコドームでも販売しているか。保管状況を良く
し、もっと買いたくなる様にしてはどうか。
Ａ　今は販売していない。欲しい人には無償で譲っ
ている。使えそうなものはあるが、保管場所が限
られている。販売をするなら古物商の資格が必要
ではないか。
●意見
　どうしたら違法ではないか、資格が必要なら取
得するべきである。輪之内町はリサイクルの先進
地。捨てればごみ、使えば資源、日進市を参考に、
積極的に取り組んでもらいたい。

Ｑ　野外焼却、田んぼでわらを燃やすことは禁止さ
れているのか、基準はあるのか。
Ａ　農業を営むためにやむを得ないものとして行わ
れる草やワラの焼却は、風向き等に十分注意し、
隣近所に迷惑とならないよう、周囲に気をつけて
焼却すれば問題はない。
福祉課

Ｑ　こども園に移行して、認定者数は。
Ａ　現在の園児数は、380 名で１号認定 29 名、２
号と３号認定が 351 名であり、広域入所で町外の
利用が７名、町外からの受入が１名である。

Ｑ　介護保険料の所得段階で、第９段階の所得金額
が低いのではないか。

Ａ　介護保険料は、安八郡広域連合にて３年毎に見
直しされるもので、次期の平成 30 年度に向けて
国が示す基準を参考にしながら、色々な考え方を
踏まえて検討し、決定される。

Ｑ　こども園の防犯システム整備工事の管理は、施
設管理委託料に含まれるのか。
Ａ　防犯システム関係の管理委託は、していない。
導入後、現在まで正常に稼働している。施設管理
委託料は、自家用電気工作物の他、貯水槽清掃、
消防設備点検等、施設の維持管理に関するもので
ある。

Ｑ　社会福祉協議会への補助金の内訳は。
Ａ　地域福祉推進事業の人件費 2,497 万円の内、職
員の 3.5 人分を補助している。この事業では、給
食サービス、サロン活動、近隣助け合いネットワー
ク事業等、「ささえあいプラン」に基づき、町と
一体になり地域福祉を推進する活動を実施してい
る。

Ｑ　ヘルパーステーションを止めた理由は。
Ａ　ヘルパーステーションが行っていた訪問介護支
援を実施する民間事業所の増加等により、平成
26 年８月から休止と判断されたもので、各利用
者には、サービスが継続されるように対応した。

Ｑ　老人クラブへの補助金の内容は。
Ａ　老人クラブ連合会への補助金と、単位老人クラ
ブの運営費として、１単位クラブあたり、32,640
円の補助金がある。単位クラブへの補助金も連合
会ヘ支払い、連合会で補助配分を決定して、単位
クラブヘ支払っている。
産業課

Ｑ　商工振興費の御膳米補助金の内訳は、その補助
に対する効果は。
Ａ　東海コープネット販売への補助として 409 万
9,680 円、中広が発行しているフリーペーパーに
地元の名産品として２回広告を出した費用 59 万
6,700 円とのことでした。東海コープと御膳米販
売元のギフライスは取引はあるが、御膳米は取り
扱ったことがなかったが、補助事業が終わった後
も、リピーターがあった。東海コープと中広を通
じた御膳米の販売金額は 690 万 400 円あり、補助
以上の売上げがあった。中広では西濃エリア以外
の層である岐阜エリアにアプローチができたとの
こと。

Ｑ　農業委員会事業のその他の内訳は。
Ａ　145 万円の内の主なものは、76 万 5,600 円が費
用弁償、13 万 9,200 円が旅費、21 万円がバス借
り上げ料、20 万 7,000 円が岐阜県農業会議への拠
出金。

Ｑ　今回の研修の目的は何だったのか。
Ａ　宮崎で開催される全国担い手サミットに参加す
ることでしたが、抽選に外れたため、先進地視察
を行った。



平成28年11月 1 日 輪之内町議会だより（　）21

Ｑ　全国担い手サミットが今年岐阜県で開催される
のはわかっている、そのために行くのであれば前
回の開催地などを見て回るべきであり費用弁償に
は値しない。単なる旅行と言われても弁解の余地
はない、農業委員には返還してほしいくらいで行
政として反省しなければならない。
Ａ　この反省を糧にして目的達成に努められるよ
う、事業を進めていきます。

Ｑ　多面的機能支払交付金事業の本通り区ヘ 17 万
円はどのように使われているのか。
Ａ　本通り区の水路清掃及び環境美化運動に使われ
ている。

Ｑ　多面的機能の補助対象でカバー出来ない部分は
どこが所管となるのか。
Ａ　用水施設は福束輪中土地改良区へ農道・水路は
町へ移管されるため、福束輪中土地改良区や町建
設課が所管する。

Ｑ　カワバタモロコ保全事業の 25 万円の内訳は。
Ａ　保護員３人への報酬と、生き物観察会に講師と
して来てくれる岐阜大学の先生への講師料。

Ｑ　かわばたファミリーの活躍も大変よいが、昔か
らあるタンポポちゃんはどうなっているのか。
Ａ　これからもっと露出するよう働きかけていく。
Ｑ　実際にカワバタモロコは増えているのか、生息

する水質はどうなのか。
Ａ　昔のような生息域調査を今はやっていないの
で、総数は把握できていない。先日の生き物調査
で下中郷のトンボ池で１匹確認できた。水質は悪
くても生息できる。

Ｑ　大正池の水は淀んでいるが、年中ポンプを動か
し水を流してはどうか。
Ａ　農業用電源で契約しており農繁期の５月から
10 月までしか契約しておらず、常時通水はでき
ない。

Ｑ　費用はかかっても常時通水して水質改善すれば
いい。
Ａ　本戸のたいしょう池から流しても最終的に中江
川、大榑川の水質改善にはつながらない。カワバ
タモロコのことを考えるなら、越冬できる水量が
必要であり、橋の下などを浚渫（しゅんせつ）し
て水たまりを作る方がよい。

Ｑ　ホッとステーションを産業課でやる意味は何
か。
Ａ　イオンタウンの空き店舗を町として有効活用出
来ないかという考えから、産業課で計画した。

Ｑ　営業は社協が行いコーヒーは 100 円で、周辺
の飲食店から客が減る、安すぎないか、他に悪影
響は無いのか。
Ａ　あまり影響は無いと考えている。
Ｑ　野菜販売等をしているが売上げはどうなのか。
Ａ　11 人が出荷し月６万ほどの売上げがあり、年
間で 75 万円程度の実績。

Ｑ　ご当地アニメの制作費とあるが、いつ輪之内
チャンネルなどで放送されるのか。
Ａ　今回丸毛戦記の漫画本を作成した。300 冊作成
しそのうち 150 冊を西濃管内の市町や図書館など
に送った。また 50 冊は定価 1,080 円で販売した。

Ｑ　漫画本では町民の目に触れにくい。本来のみん
なが見てもらえるアニメにしては。
Ａ　今後検討していく。
Ｑ　ホッとステーションが町の PR 目的に利用され

ることが少なくがっかりしている。土日は観光案
内所だが中途半端で代わり映えがしない。
Ａ　輪之内町の道の駅のようにしていきたいと考え
ているがもっと外に向かって出せるものを検討し
ていきたい。
●意見
　　いろんな課とコラボして企画をしていってほし
い。一週間とかの単位で書道展や絵画展をやると
か、出張町長室として町長にきてもらってふれあ
いの場所を作るとかよく考えてほしい。
土地改良課

Ｑ　長良川用水推進協議会とはどのような団体か。
Ａ　平成 27 年９月、場水機場改築のため海津市、
羽島市、輪之内町の３市町で設立され、輪之内町
の受益地は大榑川沿い左岸に 5.4ha ある。

Ｑ　ほ場整備が済んだ中郷新田地区の農用地は水は
けが悪く、多目的に使えないので、県営事業で暗
渠排水を施工してほしい。
Ａ　今後とも、県に対して要望していく。
建設課

Ｑ　舗装工事の要望は何件あって、計画的には順位
を付けるのか。
Ａ　舗装工事の要望は 20 件あり、どこから施工す
るのかは、圃場整備済みの道路は順次施工し、要
望ヶ所については地区のバランスを考慮して施工
している。

Ｑ　道路改良工事の場合、採択基準はあるのか。
Ａ　要望ヶ所の地権者の同意は全て必要で４ｍ以上
に拡幅できるところから行っている。

Ｑ　道路と農地の間に水路が在る場所の除草につい
ては誰が行うのか。
Ａ　水路を挟んでの管理する方がいない場合は、周
辺の土地の方にお世話していただきたい。どうし
てもみえない場合は検討していきたい。

Ｑ　排水機場の運転に関して、町から指示している
のか。
Ａ　操作が必要な場合には、指示もしている。
Ｑ　福束大橋西詰から南への道路が通行止めになっ

ているが、いつ頃解除されるのか。
Ａ　道路の下にある排水機場の樋管にクラックが在
り、木曽川上流河川事務所から危険のため大垣市
と輪之内町に対し通行止めする、と依頼があり現
在も継続中。
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教育委員会
Ｑ　選奨生の奨学金に利息はあるか、また滞納は。
Ａ　利息はなく、滞納については８名で平成 21 年
からある。

Ｑ　特別支援教育就学奨励費で学用品費や給食費を
補助する意味は。
Ａ　国の補助要件により、特別支援学級に就学して
いる児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽
減するため、費用の一部を補助するものである。

Ｑ　カナダ派遣における随行者の費用負担は。
Ａ　公務という判断で費用負担はない。
Ｑ　文化会館の音響設備や運転中の空調設備の音が

大きく、コンサート等に支障があるのでは。
Ａ　設備も古くなってきており、改修も考えていき
たい。

Ｑ　給食費の滞納状況は。
Ａ　若干あるので、学校と給食センターで家庭訪問
するなど、徴収に努めていく。

▼反対討論
　水質浄化事業について 1,500 万円を投入したが、
効果がない、又、町民の負担が増えているため反
対。

▼賛成討論
　水質浄化については１～２年で解決するものでは
ない。次年度に向けてよりよい結果を目指してい
る。決算には賛成。
　異議があるので挙手による採決を行った結果、賛
成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。

平成27年度 国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算の認定
住民課

Ｑ　医療費の半分近くを 65 歳から 75 歳の前期高
齢者が占めている現状を鑑みると、今後この世代
の医療費を抑制する施策とは何か。
Ａ　特定健診等に力を入れているが、受診者が少な
い。60 歳を過ぎて、高額な医療費の方が増える
のを抑制するため、さらに予防のため特定健診を
勧める施策である。

Ｑ　特定健診の検診割合、受診率は。
Ａ　40％～ 50％で推移している。保健センターと
は情報を共有している。

Ｑ　国の追加支援である 1,700 億円は、被保険者一
人当たり、5,000 円程の軽減になると言われてい
るが、国保会計のどこに入れられているのか。
Ａ　保険基盤安定繰入金に含まれており、一人当た
り平均保険税と軽減被保険者数により算出され
る。平成 26 年度よりこの額は増えているが、輪
之内町の国保被保険者一人当たりの軽減額として
は、約 2,487 円が軽減されたことになる。いずれ
にしても、増額された保険基盤安定交付金は、国

保会計に一般会計から法定繰り入れされているの
で、国保の制度上、保険税を下げる方向に働いて
いることになる。
　異議があるので挙手による採決を行った結果、賛
成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定。

平成27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　町内の子どもが対象になるのか。
Ａ　児童発達支援教室「そら」は、児童福祉法に基
づく一事業所であるので、希望され、空きがあれ
ば、町外の子どもも利用可能である。

Ｑ　町外施設の利用者はいるのか。
Ａ　町外の施設を希望されて、利用している子は、
現在、１人である。

平成27年度 特定環境保全公共下水道
事業特別会計歳入歳出決算の認定
建設課

Ｑ　浄化センターの処理水量は、どのようになって
いるのか。
Ａ　放流量で、平成 26 年度は日平均 1,082 トン、
平成 27 年度は 1,145 トン、現在は 1,331 トンであ
り、増加している。

Ｑ　下水道の加入率はどれだけか。
Ａ　平成27年度末、処理区域内戸数2,149戸に対し、
860 戸の利用を頂いており、率は 40％。

「仁木小学校大規模改修等特別委員会」
大藪小学校屋内運動場を視察

仁木小学校大規模改修特別委員会（田中政治委
員長）は、９月 14 日午前９時 30 分より委員会を
開催し、最初に大藪小学校屋内運動場の照明設備
及び大藪小学校に本年度（町内小中学校全てに設
置）する空調設備の現地視察をしました。
教育委員会の担当や設計監理会社から事業内容
やスケジュールについて説明を受けました。
委員からは、屋内運動場について「屋内運動場
の照度は基準を満たしているか。」「照明施設が災
害時に落下することはないか。」、空調設備につい
ては、「空調設備の吹き出しは、上下左右に可動
するのか。」「保健室等の全ての教室に設置される
のか。」等についての質問が出され、それぞれ「照
度は基準以上で平均 530 ルックスある。」「災害時
に落下することはない。」「空調の吹き出しは上下
する。」「全ての教室に空調設備が設置される。」
とのことでした。（表紙参照）
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桜会が、総会・懇談会を開催
さる、８月４日、役場庁舎に森島光明副議長を迎え、
桜会（加藤正昭会長）の総会が開かれました。平成 28
年度事業報告・収支決算報告と平成 28 年度事業計画・
収支予算を審議し、承認されました。
総会後、平成 28 年度予算の概要について、兒玉隆参
事より説明を受け意見交換が行われました。

輪之内町・安八町議員交流会開催
さる、７月 25 日、輪之内町の協議会室において輪之内町・
安八町議会は、脇坂県議会議員、堀正安八町長、木野隆之
輪之内町長を来賓に迎え、両町の抱える課題や取り組みに
ついて意見交換並びに交流会を開催しました。
脇坂県議会議員からの「県政報告」に引き続き、安八町
から「やすらぎ苑」の利用状況説明があり、輪之内町から「輪
之内地域公共交通」について取り組みについての説明があ
りました。又、災害等の対応策として、名神高速道路に設
置された、「緊急開口部」の報告がありました。
その後、両町の議員から活発な意見交換がされました。

森島 光明 議員
「岐阜県町村議会議長会特別表彰」を受賞

輪之内町議会議員の森島光明氏は平成 28 年 10
月 12日岐阜市のグランヴェール岐山で開催された、
岐阜県町村議会議長会定期総会の席で長年地方自
治に功労があったとして「岐阜県町村議会議長特
別表彰」を受賞しました。氏は受賞について「多
くの関係者家族のおかげに感謝しています。」との
ことでした。

受賞者を代表して謝辞を述べる森島光明議員

議場にて
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▼編集後記
「わのうち議会だより」１１２号をお届けします。
輪之内町の紅葉スポット役場周辺の木々が紅葉し
て、庁舎から見える紅葉シーズン真っ最中だ。
「紅葉狩り（もみじがり）」の「狩り」は、獣を捕
まえる意味で使われていた。そこから、「狩り」が
草花を眺める意味になった由来は、狩猟をしない貴
族が現れ、自然を愛でるようになったという説があ
る。紅葉（草木）を手に取りながめたことだろう。
今年の流行「ポケモンGO」の町内のスポットは
役場、文化会館周辺だそうだ。普段見かけない若者
が携帯片手に歩いているのを見かけるようになった。
今年の秋は雨の日が多かった。気持ちの良い季節
出会いを求めて出かけよう。
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。
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　髙橋　愛子
　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。多数の傍聴をお待
ちしています。

《７月》
４日　大垣消防組合議会臨時会
５日　農業委員会
６日　安八郡町村議会議長会
７日　広報編集委員会
14日　全員協議会
　　　仁木小学校大規模改修等特別委員会
19日　決算審査
20日　決算審査
21日　西南濃町村議会議長会
22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臨時会
25日　安八町・輪之内町議会議員交流会
26日　例月出納検査
27日　地域ケア推進会議
28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
　　　促進期成同盟会

《８月》
２日　㈱エフピコ中部寮起工式
３日　全国農業担い手サミット総決起大会
　　　～100日前イベント～
４日　桜会総会
５日　農業委員会
６日　輪之内町納涼ふるさとまつり������
７日　あすわ苑夏祭り
９日　議会運営委員会
17日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会総会
22～24日
　　　西南濃町村議会議長会県外視察研修
25日　薩摩義士慰霊祭
　　　議会運営委員会
　　　全員協議会
　　　仁木小学校大規模改修等特別委員会
26日　木曽川・長良川新架橋促進協議会総会
27日　舛屋伊兵衛顕彰祭
29日　農業振興地域整備促進協議会
30日　総合戦略推進委員会
　　　例月出納検査
　　　輪之内町子ども・子育て会議
31日　岐阜県農業委員会委員研修

《９月》
１日　第１回町自立支援部会
４日　防災訓練
５日　第３回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
　　　農業委員会
７日　決算特別委員会
８日　決算特別委員会
12日　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会
14日　仁木小学校大規模改修等特別委員会
16日　第２回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
17日　輪之内中学校体育祭
18日　敬老祝賀会
20日　ふれあいフェスタ実行委員会
23日　第70回全国レクリエーション大会
　　　i n�岐阜総合　開会式
24日　各小学校運動会
26日　例月出納検査
29日　西南濃管内町議会議員研修会及び
　　　合同交流会

議 会 活 動 日 誌


