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平成 28 年度
補正予算

3億 2848万円を追加

２０16年
12月定例議会
9日～16日一般会計

平成28年第４回定例町議会が開かれ、初日に、補正予算、条例な
ど合計13議案が上程され、審議の結果、条例３件の合計６議案が可
決され、補正予算、条例の４議案を各委員会に審議付託された。
最終日には、条例２件、委託契約の締結１件を追加上程し、可決さ
れました。また、初日に所管の各常任委員会に付託された補正予算３
件及び、条例４件はそれぞれ、慎重審議の結果、原案のとおり承認・
可決されました。
なお４名の議員により一般質問が行われました。

小寺　強　議長

歳 出 の 主 な 補 正

総 務 費

・人事管理費（人事院勧告による）�299万3千円

民 生 費

・社会福祉総務費� 2,413万円
　（臨時給付金ほか事務費）
・児童福祉施設費� 345万円�
　（広域入所委託料、償還金など）

農林水産業費

・耕種農業費� 400万円
　（農地利用集積モデル地域支援事業補助金）
・町民センター管理費� 160万円
　（町民センター工事費）

教 育 費

・小学校管理費　　　
　（大薮小学校大規模改修工事管理業務委託料）
� 6,609万円
　（大薮小学校修繕工事費）� 1億3,020万円

歳 入 の 主 な 補 正

・地方交付税（普通交付税）� 1億355万円
・国庫支出金（臨時福祉給付金）� 2,413万円
・教育費国庫補助金
　（公立学校施設整備費補助金）� 6,609万円

県 支 出 金 （県補助金）

・農林水産業費県補助金
　（農地利用集積モデル地域支援事業補助金）
� 400万円
・町債（教育債）� 1億3,020万円
　（大薮小学校大規模改修事業債）

平成28年度
一般会計補正予算（第４号）
� 3億 2848万円を追加
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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一部を改正する条例について

庁内連携に関する規定が現行では、マイナンバー法別表第２包括方式プラス独自事務分の連携方式であ
り、庁内連携において漏れが発生する可能性もあるため、個別連挙方式に改めることを主な内容として、
条例改正を行う。

輪之内町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について

人事院規則の一部改正により、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に関する規定が
追加されたことにより、同様の規定を条例に盛り込むために改正を行う。

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

人事院勧告による職員の給与改正に併せて町議会議員の期末手当の支給率を改正するほか、ここ 10 年
ほど見直しを実施してこなかった議員報酬について、輪之内町特別職報酬等審議会の答申内容を尊重し、
改正を行う。

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

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と同様の主旨
で改正を行う。

平成28年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）� 4,816万円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
4,816 万 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ 12 億 5,575 万 1 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� 3,243万円
・一般被保険者高額療養費� 1,526万円
■ 歳 入

国庫支出金

・療養給付費等負担金� 1,495万円
・前期高齢者交付金� 1,936万円

繰 越 金

・その他繰越金� 1,384万6千円

平成28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）�1億 2,440万円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
1億 2,440 万円を追加し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ 7億 240 万円と定めるものであります。�
下水道事業におきましても、一般会計と同様、
国の平成 28 年度第２次補正予算に関連して、国
庫補助金が追加交付されることにより、事業費を
増額するものであります。
歳出におきましても、下水道事業の実施設計業
務委託料を 340 万円、下水道管渠工事費を 1 億
2,100 万円追加し、歳入につきましては、国庫補
助金を 3,800 万円、特定環境保全公共下水道事業
債を 8,640 万円追加するものであります。
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輪之内町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

今年８月に出された人事院勧告により、職員の扶養手当、勤勉手当及び給料表等の改正を行う。

輪之内町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により農業委員会等に関する法律の一部が改正され、条例
で引用する法律の条ずれが生じておりますのでこれを改正する。

輪之内町税条例の一部を改正する条例について

租税条約が存在しない日本と台湾において、民間取決めとしての「所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が結ばれたことを
受け、国内法が整備されたことにより、特例適用配当等の額に係る所得を申告分離課税とする措置を規定
する。

輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

輪之内町税条例の一部を改正する条例により、町民税で分離課税される特例適用利子等の額及び特例適
用配当等の額を国民健康保険税の所得割算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることとするため改
正する。

輪之内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について

雇用保険法の一部が改正されるため、法律と条例の内容を整合させる。

輪之内町農業委員会の委員等の定数を定める条例の制定について

農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員会委員の定数及び農地利用最適化推進員の定数
を定めるものです。なお、農業委員会委員がこれまでの選挙制から町長による任命制に変更となるため、
関連する現行条例の廃止を附則で行う。

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及び輪之内町職員の育児
休業等に関する条例の一部を改正する条例について

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律の一部を改正する法律が平成 29 年１月１日から施行されることに伴い改正を行う。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おいては、育児休業等の対象となる子の
範囲の見直しや介護時間を盛り込む。
また、輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、育児休業の対象とな
る子の範囲の拡大、再度の育児休業ができる特別の事情等を盛り込む。

契約の締結
輪之内町情報セキュリティ強靱化に伴うネットワーク構築業務委託契約の締結について

地方自治法並びに輪之内町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定によ
り契約を締結したいので、議会の議決を得ようとする。
本契約はマイナンバー制度に関連して、庁内の情報システムの強靱化を図るため、国が示す強靱化向上
モデルを参考に、マイナンバー系統、LGWAN系統及びインターネット系統を物理的に分断し、マイナ
ンバー系統については、強力なアクセス制御をかけるため、二要素認証機能及び外部媒体使用制限を持た
せる。
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一般質問（原文掲載）

１．職員提案規定について
「職員住民提案規定」に変更を

輪之内町職員提案規定が昭和の終わり頃に制定
されております。当時、工場誘致（未来工業）し
た企業が実施していた提案制度を参考に取り入れ
て策定されたものと聴き及んでおります。その企
業は、現在では、町に、税収、雇用等で大変貢献
を受けているのであります。
当規定が制定されてから 30 年程経ちますが役
場職員からの提案があまり無いようであります。
何人かの職員に訊いて回りましたが、幹部級以外
規定のあることすら知らないと答える職員がほと
んどでした。
○執行部は、部下の教育不足ではないのか？
○�提案が出てこないのは、規定に問題が有るので
はないでしょうか？

提案採用者には、町長が表彰するとありますが、
権威ある町長の１枚の表賞状だけでは、余りにも
意欲が沸かないと思います。そこで、せめて「給
与の号級、等級」を上げる位の配慮があれば、そ
れなりの提案も出てくるのではないかと思います
が如何がでしょう。
○�職員だけの提案に限定せずに、住民からの提案
も募る規定にしてはどうか？
○�「職員住民提案規定」に名称変更をしては如何
でしょうか。

　　▪ 古田東一議員の質問

古田 東一 議員

町長答弁

現在、当町の職員に対する表彰の規程としては、
古田議員のご質問の中にありました輪之内町職員
提案規程と、そしてこれとは別に輪之内町職員表
彰規程がございます。職員提案規程は、事務政善
に対する創意工夫を奨励し、積極的な職務意欲を
高めることを目的に事務の合理化、事務能率の向
上、経費の削減等に関する提案を職員がした場合
において、当該提案が採用された場合に表彰を行
うものであります。
また、職員表彰規程は、職員又はその団体が、
職務に関して有益な発明、発見をなし、又は技術
上の改良、進歩発展に貢献した場合や町行政の進
展に多大の貢献をした場合、天災、事故等に際し、

特別の功労があった場合等に表彰をするものであ
ります。
議員のご質問にございました職員提案規程に基
づく表彰については該当がありませんでしたが、

木野町長 答弁
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町長答弁

古田議員のご質問にあるとおり、今年度末で４
名の職員が定年となります。また、来年度末には

５名の職員が定年となります。また、再来年度には、
４名としばらく定年を迎える職員が続くこととな
ります。
現在、職員採用については、定員管理計画に基

職員表彰規程による表彰につきましては、平成
23 年４月に町特産品開発プロジェクト事業にお
いて豆乳リゾットジェラートを開発し、商品化し
て販売にこぎ着けた功績により、町職員食材開発
チームが表彰されております。
この職員表彰規程による表彰対象者について
は、各課長等が功績調書を作成して提出すること
としておりますし、毎年表彰担当課より、各課等
に対して該当者の有無について照会をし、周知し
ているところでございます。
地方創生の時代と言われている中で、各地方自
治体とも知恵を絞ることが当然求められておりま
すので、トップダウンだけではなく、ボトムアッ
プも当然に必要であります。職員表彰制度に該当
するような提案が数多くなされることを私も願っ
ております。

なお、現在、職員については、人事評価制度を
導入しております。それぞれの結果を勤勉手当や
昇給に反映させておりますので、当然のことなが
ら被表彰者の人事評価においては、考慮の対象と
しています。
なお、現在、職員の表彰規程が具体の分野を異
にして２件ございますが、今後、職員にも分かり
やすくするため、一本化してまいります。
また、住民の皆様からの町の施策に対する提案
については、現在、地方創生に関連して、輪之内
町まちづくり創生アイディア募集実施要綱に基づ
き提案募集を行っております。町内のみならず、遠
方からも提案を頂いておりますし、各種施策に関
するそれぞれのアンケート調査においても、フリー
の意見を記載して頂けるよう配慮しております。

本年度は４人もの幹部が定年を迎えると聞いて
おりますが、様々な厳格な上司に仕えて、気苦労も
多かった事とお察しいたします。長い間のお勤め、
お疲れ様ご苦労様でした、今暫らく頑張って下さい。
12 月の広報に職員募集が掲載されておりまし
たが、他の記事と比べて目立ちにくく一考を要す
ると感じました。パンフレット等にして、広報に
挿入してたらとおもいました。
別枠で職員２名が既に内定しているそうですが、
○�職員採用試験前に、採用する人の、受験者の年
齢に合わせて、年齢条件を引き上げ、採用が終
われば、元の条件に戻したりして、色々あった
と聞いております、これは明らかに縁故採用で
あり、公平な採用試験を行ったとは申せませ
ん。こういった形で入った入材は、いくら優秀
であっても、何時迄たっても縁故で入ったと言

われ続けなければなりませんし、当時者の為に
もなりません。同時期に受けた受験者は差別を
受けていた訳でたまりません。
○�現、町長になってからは、公平に採用試験が行
われているものと理解しておりますが、事例の
ような話を耳にされたことはありませんか、お
答え下さい。

○�中堅、若手等の、職員教育はどうなっているのか、
条例、規定、規則等の勉強は自己任せなのか？
○�当町の人口は、昭和を知らない平成生まれの団
塊の世代の住民が３分の１を占める時代に来て
おります。
○�職員採用は、大学卒出の人しか採用しない方針
なのか？�学歴だけで採用するのか、職を求め
ている全ての人に採用受験機会を与えるべきと
考えますが如何でしょう。

２．職員採用試験について
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今、議会に、特別職、議員報酬等の議案が提案
されておりますが、例えば、区長手当ては、輪之
内町は 25 区有りますが、63.000 十戸数× 750 で
計算されており平均、年間 14 ～ 15 万程度で有り、
概ね議員報酬の１ヶ月分にも届かない、１年間の
報酬手当てであります。
仕事量の割りに少なすぎないか、以前、私も区
長経験もありますが、雑用から取りまとめ迄、業
務量は議員の非では有りません。行政をスムーズ

に進めるのには、区の協力は欠かせません。各種
委員の報酬手当、日額も、今検討すべきではない
か、適正額を出すのは中々に難しいものが有りま
す。各委員さんにあっては、ポランティア精神で
引き受けて頂いている方が多いと思いますが、そ
れに甘えることなく、各種委員に、無記名で、ア
ンケートをとるのも一案ではないか。本人以外の
部門のアンケートも同時にとるのも一考かと考え
ますが如何でしょうか。

３．各種委員報酬手当の見直しを

づき、再任用希望者の状況を考慮しながら行って
おります。また、職員の募集に際しては広報紙が
町内のみの配布であることを考慮し、広く応募者
を募るため、インターネットのホームべージにも
掲載しております。また、昨年から町で実施して
おります、就職・転職フェアにもブースを出展し、
より多くの応募者の確保に努めているところでご
ざいます。
職員の応募要件に関しては、輪之内町の場合、
採用する職員数も多くないことから、学歴による
採用枠を設けることもなかなか困難であるため、
現在は、事務職の場合、大卒者としております。
なお、保育教諭や保健師等の資格を必要とする人
材については、大学や短期大学の新卒者のみを対
象にするのではなく、幅を持たせた年齢層を対象
に募集をしております。最近の状況として、企業
の募集が増加したためか、１度の募集では応募人
数も少ないことから、岐阜県町村会が実施してい
る統一試験に参加する機会が２回あることを活用
し、優秀な人材確保のため、統一試験の都度募集
し、内定者を決定しております。なお、先程古田
議員のご質問にありました「別枠で２名が内定済

み」ということにつきまして、誤解の生じないよ
う説明いたしますと統一試験を受けた受験者の中
で事務職として採用を予定している内定者が現在
２名であるということであります。
また、職員の年齢構成に配慮し、職務に民間の
ノウハウを生かして貰うために経験者採用も実施
をしております。この経験者採用について、現在、
広報紙、ホームページで募集しているところであ
ります。
職員採用要件については、その時々の判断もあ

ると考えられます。古田議員のご質問にあった件
については、私も聞き及んでおりますが、当時の
首長のひとつの判断であったと思います。
中堅、若手等の職員教育に関しましては、現場
実習を基本としておりますが、それぞれの職責の
段階において外部の研修も受けさせております。
また、外部団体が主催する研修メニューを職員に
周知し、希望する研修を受けることができるよう
配慮しております。条例等の勉強は、当然に職員
自らが職務遂行のために行うべきものと考えてお
ります。

町長答弁

現在の各種委員等の報酬額等については、行政
改革により見直しが行われ、その額が今日に至っ
ておるものでございます。

今般、同時期から据え置かれた議員報酬月額や
常勤の特別職の給料月額についての見直しを提案
いたしましたので、今後、各種委員の報酬等につ
きましては、適切な時期に見直しを図る必要があ
ろうかと考えております。
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１．学校教育について

近年、国際化や情報化、少子高齢化など社会環
境や生活様式の急激な変化に伴い、高度化・複雑
化する諸々の教育課題が山積してきております。
いじめ・不登校の増加への対応、ゆとり教育から
の脱却による授業時間や学習内容量の増加への対
処、ゲーム依存度による自然体験や生活・社会体
験の減少への対応、多岐にわたる教職に対する学
校での組織的な対応や子どもと向き合う教育活動
の展開、教員を支える仕組みづくり、特別支援教
育の充実、ICT の活用など、複雑かつ多様な課
題に対応することが求められています。これらを
踏まえ、教育委員会制度の改革が行われ、町長が
教育行政に果たす責任や役割が明確になるととも
に町長と教育委員会が協議・調整して教育政策の
方向性を共有し、一致して執行にあたることがで
きるようになりました。
そこで本町の学校教育諸問題についての考え、
取り組みについて質問いたします。

（１）土曜日授業の取り組みについて
ゆとり教育による学力や学習意欲の低下、教育
格差の拡大等が社会問題となり、平成 25 年 11 月
に学校教育法施行規則の改正があり、公立の小・
中・高等学校において、教育委員会の判断で学力
向上を目的として土曜日に授業ができるようにな
りました。改正の趣旨をどう生かすか、教育委員
会の方針や学校の取り組みが問われています。本
町では当初から土曜日授業は実施しないとの考え
で推移してきましたが、土曜授業の実施市町が増
加してきたことから、土曜授業等検討委員会を立
ち上げ、平成 29 年度に向けて検討され、その結果、
夏休みを短縮して半日授業を３日間実施する旨、

一部の保護者に賛否を取られたようですが、どの
ようなお考えなのか、今後の展開についてお尋ね
いたします。

（２）中学校の部活動について
学校の部活動は、生徒の生涯にわたってスポー
ツに親しむための基礎づくりや、体力の向上と健
康の増進、豊かな人間性の育成など、心身の健や
かな成長に必要であり、平成 20 年３月改訂の中
学校学習指導要綱では、初めて部活動が学校の教
育活動の中に正式に位置づけられました。これは、
生徒の教育において部活動が大きな役割を果たし
ていることが認識されたものと考えます。
しかし、学校現場では依然教員の自助努力に頼
ることが多く、指導者不足や少子化による生徒数
の減少等の問題が生じており、生徒が本来望んで
いる部活動ができない状況があるのではないで
しょうか。
本町においてもサッカースポーツ少年団より、
サッカー部の復活要望が再三、出されているよう
ですが、中学校では指導者不足、使用グラウン
ド、他部への影響等々の理由によりサッカ一部の
復活は難しいとの見解だそうです。しかし、困難
な諸問題があることは理解できますが、スポーツ
少年団から中学校の部活動への継続性が必要なの
ではないでしょうか。現在、スポーツ少年団の中
で一番多くの子どもが活動しているのはサッカー

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員

その際には、古田議員のご提案のアンケート調
査も一つの方法かと思いますが、適切な判断ので

きる見直し方法についても検討して参りたいと考
えております。
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スポーツ少年団です。子どもたちの才能を伸ばし
ていくことも中学校における部活動の重要な役割
であるならば、そのための柔軟な取り組みが学校
や行政に求められると思いますが、今後どのよう
に対処されるのかお尋ねいたします。

（３）戦争と平和を伝える教育について
戦後 71 年が経過し、当時 10 代だった人は 80
歳を超え、20 代だった人は 90 歳を超えました。
戦争ははるか昔のことになってしまった感があり
ますが、最近の領土問題を初めとする近隣諸国と
の摩擦、憲法改正や憲法解釈の変更など、国にとっ
ても岐路に立たされています。改めて日本の進む
べき道を考えなければならない今、過去の戦争体
験を学ぶことは、非常に大切なことであると思い
ます。しかし、戦争を知らない世代が圧倒的に多
くなる中で、戦争体験を直接聞いたり、戦時下の
生活用品等を直接見たりする実感を伴った学習の
機会が減少してきており、戦争体験の継承、平和
の継承が危惧されております。
このような中、最近の新聞報道によりますと「岐
阜市教育委員会が戦争体験者の話を年内に約 70
人分集め、動画保存して今後の授業に活用してい
く」、「大垣市の 86 歳の方が自らの戦争体験を記
録した本を自費出版して子どもたちに戦争の悲惨
さを伝えようと、市内の全小中学校と図書館に寄
贈された」、「関ケ原町今須中学校の３年生が今須
地区での戦争体験者の声を聞くなど調査した結果
を関ケ原合戦祭りにブースを出して発表した」、
「愛知県碧南市の小学校校長が赴任先の小中学校
で約 20 年間、校区内の戦争資料や体験者の話を
題材に、平和学習の実践に取り組んできた事で、
中日教育賞を受賞された」など各地で様々な動き
が出てきており、その活動に対して大きな評価を
得ております。
平和教育は教科書等による学習で十分という考
え方もあると思いますが、本町の教育現場におい
て、平和教育はどの程度行われているのか、子ど
もたちが戦争体験を直接聞く機会がどれくらいあ
るのか、戦争と平和を伝える教育についてのお考
えをお尋ねいたします。

（４）校務支援システムの導入について
冒頭に述べました通り、学校教育においては
様々な問題が山積しています。その一つの要因と
して教員の多忙化、長時間労働が常態化しており、
事務的な業務に多くの時間が割かれ、本来、児童
生徒としっかりと向き合い、きめ細かな指導・支
援にあたるべき時間が十分に確保できていないこ
とが指摘されております。
近年、教員の事務負担軽減の観点から、校務支
援システムを導入している自治体が多くなってい
ます。この校務支援システムは、個々の重複作業
の解消や点検作業・データの転記が容易になり、
教員の事務負担が軽減されるだけでなく、児童生
徒一人一人の出欠状況・健康状況・生徒指導上の
情報等が、全教員で共有でき、不登校・いじめな
どの早期発見・早期対応、さらには未然防止にも
つながると期待されております。また、教員一人
一人が心身ともにゆとりをもって、児童生徒と
しっかり向き合うことで、これまで以上に子ども
理解・家庭理解に立ったきめ細かな指導・支援が
充実できるものと考えられています。
本町の学校教育においても、この校務支援シス
テムの導入は諸問題の解決策として有効であると
思いますが、いかがでしょうか。
以上、輪之内町教育大綱に掲げられた「未来に
夢と希望を持ち、生きる力を育むふるさと輪之内
の教育」の基本理念の実現を目指し、教育現場の
複雑かつ多様な諸課題の対応に、より一層の力を
入れて取り組んでいただきたいと思います。
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町長答弁

今般の教育委員会制度政革においては、町と教
育委員会が相互に連携を図り、地域住民の意向を
適切に反映した教育行政を推進していくこととし
ております。
それを実現するため、町では定期的に総合教育
会議を開催することとし、教育の目標や施策の根
本的な方針について教育大綱を策定したところで
あります。
また、大綱に基づき、教育振興の諸施策を総合
的かつ計画的に推進するため、輪之内町教育振興
基本計画の策定をいたしました。更に今日的課題
である、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的
に推進するため、輪之内町いじめ防止等のための
基本方針を策定するなど、学校教育の向上、諸課
題への改善に向け、教育委員会とともに取り組ん
でいるところであります。
さて、１点目の「土曜授業の取り組みについて」
でありますが、現在、学校関係者や教育委員会等
で協議を重ね、来年度から夏休みを短縮し、半日
授業を３日間実施する方向で進めておると聞いて
おります。今年度、小中学校の全教室にエアコン
を設置し学習環境の整備を図ったところでありま
すが、夏休みの短縮を導入する大きな目的である
学力の向上に、それが役立つ事を願っているとこ
ろでもあります。いずれに致しましても、授業時
間確保策については、児童生徒にとって何が必要
かの観点から不断の見直しをすることが必要と考
えております。
２点目の「中学校の部活動について」でありま
すが、町教育振興基本計画の目標の中にも、「た
くましく心豊かな人づくりの推進」、「スポーツの
向上」等を掲げ、体力の向上と健康増進、豊かな
人間性の育成を推進していくこととしておりま
す。町内の状況を見ますと、各スポーツ少年団が

活発な活動により優秀な成績を収めております。
子どもたちの向上心を損なうことのないよう、継
続してサポートしていくことは、大切なことと考
えております。町としましても、ご指摘の問題・
課題を早急に改善する方策を探るため、スポーツ
関係団体や総合型地域スポーツクラブ等との連携
を図ってまいります。
いずれにしても、子どもたちにとってより良い
スポーツ環境を創出する必要があると考えており
ます。
３点目は「戦争と平和を伝える教育について」
であります。戦後 71 年が過ぎ、日本では戦争を
直接経験していない人々が大半を占め、現在の平
和が当然であるかのように考えて生活している状
況にあります。しかしながら世界各地での内戦・
民族紛争等は相変わらずの状況であり止むことの
ないのが現実であります。
そんな中で身近な人々の戦争体験や当時の実情
等を学習することは、戦争の悲惨さや平和につい
て、子ども達自身が自分の問題として捉え、考え
ていく上でも重要なことであると考えておりま
す。また、教育基本法の前文には「個人の尊厳を
重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期す
る」とあります。今後も「平和や命の大切さ」に
ついて学ぶ機会、世界の現状について考える機会
を設け、継続して平和教育を進めることが、大切
であることは、多言を要しないものであります。
４点目の「校務支援システムの導入について」
でありますが、教員の業務量の増加による多忙化、
長時間労働の常態化が問題となっております。教
員の本来業務に専念できる体制整備のため、全国
的にも効率的な校務事務処理システムを導入する
方向性が出ております。町としても、このシステ
ムが教職員の事務負担軽滅や事務の効率化につな
がることを期待し、具体的に導入に向けて検討し
てまいります。

教育長答弁

１点目の「土曜授業の取組みについて」であり

ます。
全国の小中学校で土曜授業が実施されるように
なった背景には、平成 14 年度より始まったいわ
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ゆる「ゆとり教育」と完全週５日制の実施や授業
時数減少により、学力低下を招いたことも一つの
要因と考えられています。
子どもたちに土曜日における充実した学習機会
を提供する方策の一つとして土曜授業を捉え、公
立学校において、設置者により、土曜授業を行う
ことが可能であることをより明確にするため、学
校教育法施行規則の一部を改正し、平成 25 年 11�
月に公布、施行されました。それに伴い土曜授業
を実施している市町も増えてきました。
輪之内町教育委員会では、今年度に入り土曜授
業等検討委員会を立ち上げ、平成 29 年度からの
土曜授業の実施等について検討してきました。検
討委員会としては土曜授業を実施するのではな
く、夏休みを短縮して２学期の開始を３日早める
こととし、３日間は、午前中の３時間授業とする。
また、平成 30 年度以降はその都度検討すること
としました。
土曜授業ではなく、夏休みを短縮することにつ
いては、
①�学力向上のために授業日をふやしたい。
②�土曜日に、中学校では、部活動の対外試合、小
学校では、スポーツ少年団活動等で重なること
が多く、全員が揃うことが難しい。
③�町内の学校にエアコンが設置された。
ことが主な理由でした。
次に検討委員会の方向について、町内の小中学
校の教職員と PTA役員の方に意見をお伺いした
ところ、多数の賛成がありました。また、町内小
中学校の保護者にアンケートをとった結果、夏休
みを短縮する案に賛成が 86.7％、反対が 13.3％と
なりました。
また、11�月の定例教育委員会においても、色々
意見をいただきながら承認をいただいたところで
あります。
次に２点目の「中学校の部活動について」でご
ざいますが、輪之内中学校の部活動は、学校の教
育活動として、仲間とともに運動や文化活動に取
組むことを通して、体力の向上と健康の増進、豊
かな人間性や社会性を育むとともに、より高い資
質や能力を育成することを目標としています。

輪之内中学校では、現在、学校教育の部活動
は 10 団体、社会体育の部活動は８団体あります。
社会体育の部活動（保護者会が運営）は、午後７
時から９時の時間帯に夜間練習を行っておりま
す。学校教育の部活動は、学校の教師と社会人コー
チが平日と休日に、社会体育の部活動は、保護者
と社会人コーチがつき指導にあたっています。
平日は、４日間を活動日とし、休日は、土曜日、
日曜日のいずれかは休みとしており、１日の活動
時間は、半日以内とするなど、生徒・顧問の健康
管理に配慮しています。
指導は、原則、複数顧問による体制をとってい
ます。このことは、生徒の事故、けが等の防止の
徹底及び個に応じた指導に配慮するためです。
サッカー部の新設につきましては、複数顧問に
よる指導体制が必要で有り、現在 10 団体の部活
で手一杯であり、学校教育の部活動としての位置
づけはなかなか難しいと考えています。
今後も学校の部活動と保護者が運営する社会体
育としての部活動の両者が連携をとりながら進め
ていきたいと考えております。
次に３点目の「戦争と平和を伝える教育につい
て」のご質問にお答えします。
戦後 71 年が経過して戦争を知らない世代がま
すます多くなる中、戦争体験の継承、平和につい
ての教育は地域社会に頼る部分が大きくなると考
えられます。
その中で、現在の学校教育の実態についてお話
しいたします。
小学校・中学校とも、教科書等を使用して「社
会科」の学習を中心として指導しています。小学
校６年生では、日本国憲法の三つの原則の中の平
和主義や国際連合の加盟国としての日本の役割を
指導します。中学校でも戦争による甚大な被害や
平和国家の樹立に向けた復興について学び、公民
的分野で、平和国家の在り方を指導しています。
また、「国語科」の教科書でも、平和教材を使
用しながら戦争による惨劇、平和の尊さについて
学習し、自らの考えを深める指導をしています。
この平和教材は、小学校３年生から中学校３年生
の教科書に掲載されています。時期をとらえて学
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12 月に入り霜が降る季節と成りました。
稲の取り入れもすみ、小麦の播種も終わりに近づき新しい
年への種まきも順調です。
今年の水稲の作柄は、９月の多雨の影響で思ったより収量
がなかったの声が多く聞かれます。
自然の恵み、自然の怖さが感じられます。
今回は、公共バス関係と農地、水路の整備保全について質
問させて頂きます。

　　▪ 田中政治議員の質問

田中 政治 議員

校図書館に戦争と平和に関する図書コーナーを設
置するなど、文学作品や読み物資料を通じて戦争
や平和について考えることができる環境づくりも
行っています。
特に、本年度、中学校では、学校評議員さんか
ら提供いただいた「被爆体験伝承講話」を全校に
配布し、全校集会で戦争の恐ろしさや平和の尊さ
について指導しました。
終戦記念日には半旗を掲げて教育指導の一助と
しています。
今後も、ますます教科指導を充実させて、指導
の充実を図って参ります。また、生の声を聞いて
学ぶ場は大変貴重な学びとなると考えますので、
そのような機会を設けることも検討して参りま
す。
次に４点目の「校務支援システムの導入につい
て」でありますが、どの学校においても教員の多
忙化は深刻なものとなっており、時間外に長時間
の勤務をしているのが現状であります。校務の多
忙化の解消に向けて各学校で様々な工夫をしなが
ら取り組んでいますが、十分な効果が表れてきて
いるとは言えません。
各学校において、教員は様々な校務の中で文書
の作成に時間と労力をかけています。多くは、パ
ソコンを活用して少しでも作業が効率化するよう
にしています。
しかし、現在使用している児童生徒の指導要録
と教育通信（通知表）において相互にデータがリ
ンクしておらず、それぞれで必要なデータを入力

して作成をしております。また、出席簿は担任が
毎日手書きで記入して、月末、学期末、年度末に
集計し、管理職に提出したり、指導要録に転記し
たりしています。これもシステム化することによ
り集計や点検作業が効率よくできます。ご質問に
あったように、校務支援システムを導入すること
によって、各帳簿類が一元管理できるようになり
ますし、成績等のデータの移行もスムーズに行え
ます。小学校と中学校の間でもデータの引き継ぎ
が容易に行えるようになります。このようなこと
から、教員の多忙化が少しでも解消されれば、上
野議員が言われるように、教員が子どもたちと向
き合う時間が増え、一人一人に応じたきめ細かな
指導ができるようになると思われます。したがい
まして、教育委員会としましては校務支援システ
ムの導入に向けて検討していきたいと思います。
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H27 年１月より運行開始となり年々利用者が
増加し 60 歳以上の方の利用が利用者全体の 63％
以上あるとのアンケート調査の結果でした。最近
は高齢者による重大な事故が連日のように報道さ
れ、社会問題の様子を呈しています。若いドライ
バーなら防げる事も多いと思われます。早目の対
策が必要に成って来ます。その中で、特にデマン
ドバスが導入された大きな意義があると思いま
す。交通会議でも多く話し合いがもたれ、利用者
増に向けて議論が活発な事は大変重要です。

デマンドバス住民アンケート調査によると、
13％の人が利用した事があると回答しています
が、利用したくても出来ない方が多くいると思わ
れます。
以上の事から、住民の足として増々重要となっ
てくるバス運行のあり方（方向性）について町長
の考えをお尋ねします。
輪之内線　羽島線　デマンドバス　の３形態を
うまく組み合せての運行

町長答弁
輪之内町の公共交通につきましては、平成 15
年に近鉄バスを輪之内町文化会館まで引き込み、
更に輪之内町から岐阜羽島駅への自主運行バス
「輪之内羽島線」の新設を決定しました。
その後、幾度の新設・廃止・改編を重ね、平成
27 年１月から利用者の多い朝夕は定時定路線バ
スで、利用者の少ない昼間帯はデマンドバスを運
行する町独自の運用で、町内の交通空白区域の解
消とバス利用者の確保を図ってきたところであり
ます。
バス停の設置を含め、バス路線の選定につきま
しても各区や老人クラブの皆様にご検討して頂
き、地域公共交通会議を経て決定する等、町民の
皆様にとってより便利な公共交通を目指してまい
りました。
現在大垣駅と当町をつなぐ「輪之内線」は終日
の定時運行としております。岐阜羽島駅と当町を
結ぶ「輪之内羽島線」と隣接する安八町と海津市
へのアクセスを確保する「南北線」については朝
夕の定時運行と、昼間帯のデマンドバスでの随時
運行としたところであります。
現状を見ますと「輪之内羽島線」「南北線」と
も通勤・通学の足として多くの方にご利用頂いて
おりますし、デマンドバスにつきましても利用者
は右肩上がりに増えてきております。

今後は定時定路線のバス運行とデマンドバスを
組み合わせ、隣接地域間との交通ネットワークを
より完成させたいと考えております。
利用者の利便性向上をいま以上に進展させ、利
用者を増やしていくことが各年代を通じた「移動
の自由」の実現のためにどうしても必要なものと
考えております。
そのため、運行についての町民・利用者アンケー
トを実施し、その要望から平成 27 年度、平成 28
年度にはそれぞれ各４箇所のバス停も増設したと
ころでございます。
また、デマンドバスを含めた自主運行バスの第
三者評価も毎年度実施し、その効果検証を行って
おります。
今後も町民・利用者の皆様の声を聞き、出来る
ことから実行に移し更に利用しやすい、色んな意
見がありますが、何をもって利用しやすいか、多
数意見をいかに集約していくか、それが今問われ
ています。それらをもれなく吸い上げながら、バ
ス運行に努めてまいります。

１．輪之内町の公共交通について
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町内において再ほ場整備も多く行なわれ、早い
所では完成後 20年近くが経過しようとしています。
近年畦畔のいたみが激しく、農地、水、環境に

よる保全、修理も行なわれていますが、追いつか
ない現状となっています。
又、再ほ場整備が終わっても、今なお暗渠排水

が施工出来ない現状　中郷新田地区、先般亡くな
られた浅野常夫議長や、私も複数回質問させて頂
きましたが、前向きの検討のみでいまだに実現して

いませんし、立ち消えの様子です。
過去に大きな問題があったと思いますが、解決

したのであれば、当然のごとく排水対策が行なわ
れなくてはいけないと思っております。地域の農業
者は大変困っております。どのようにしたら出来る
のでしょうか？町長のお考えをお尋ねします。
又、畦畔の激しいいたみについてどの様に進め

ていかれるお考えか、お尋ねします。

２．農地の整備、水路の整備、保全管理について

町長答弁
土地改良事業は、農地の生産基盤を整備するこ
とにより、農業生産性の向上や営農条件の改善を
図るものであると同時に、整備された農地や施設
を長期にわたり保全管理していく役割を担ってお
り、そういう意味では「整備」と「管理」という
２つの側面を有しております。
「整備」につきましては、平成元年から農地の
大区画化、いわゆる再ほ場整備を県営で実施し、
これまでに耕地面積の約４割となる 450 ヘクター
ルの整備を行いました。
今年度からは、土地改良課を新設し、新たなほ
場整備事業推進のため、楡俣北部地区において地
元との合意形成を図りながら事業計画案をまとめ
ているところであります。
また、再ほ場整備を実施していない地区につい
ては、平成 24年度から水田の畦畔除去や均平化に
よる簡易な整備を県営で実施しております。現在
までの実績は 142.1 ヘクタールとなっております。
今年度は、西濃３期地区輪之内工区第８期工事
として福束北部・南部地内の約 11 ヘクタールの
整備を行っております。
この簡易な整備につきましては、草刈りや障害
物除去など農業者の自力施工を活用し、安価かつ
迅速に実施することが求められております。
一方、「管理」につきましては、土地改良法に
基づく事業として福束輪中土地改良区が行う農業

水利施設等の管理に加え、農家自身による草刈り、
水路の泥上げ等が現在行われているところであり
ます。
ただ、福束輪中土地改良区による管理は賦課金
を財源とするため、農業者のご理解とご協力が前
提として不可欠であります。
また、近年では、農地、水路等の地域資源の保
全管理を、非農家である地域住民も参加して環境
保全の側面から支える活動、これが一層重要と
なってきております。
よって、基本的には農家が行う畦畔等の定期的
な点検や損傷による簡易な補修、これらにつきま
しては、農地・水保全管理団体においても実施し
ていただきたいと考えております。
また、構造物の激しい損傷のため補修が必要な
場合には、用水路については福束輪中土地改良区
が、排水路については町が窓口となり対応策を講
じていきたいと考えております。
これらを踏まえ、今後においても計画的な整備
を進め、農業者の自力施工や農地・水保全管理団
体の活動と併せ、長期にわたる管理を持続して参
りたいと考えております。
既に再ほ場整備が完了している中郷新田地区の
暗渠排水につきましては、現在実施している西濃
３期地区の均平化工事が平成 29 年度で完了予定
であり、平成 29 年度県農業農村整備事業管理計
画に採択されるべく県に要望していくこととして
おります。
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１．入札制度の改革について

９月議会で、町内建設業者からの陳情について
の対応についてお伺いしましたが、その時点では、
町長は何もご存じなかったようでしたが、先日の
グランドワークにおいて、当の建設業者は「いま
だに何も連絡もないがどうなっているのか」と
言っていました。その後どのように対応されたの
か、陳情の概要及びそれに対する町の見解をお聞
かせください。
当町では公共工事発注に当たって、予定価格を
公表の上、競争入札によって請負業者を決めてい
ますが、この予定価格はどのように決められてい
るのでしょうか。また、公共工事の品質確保のた
めに必要な最低限の価格については公表されてい
ませんが、最低価格は決められているのでしょう
か。お尋ねします。
私は、当町の予定価格を公表して競争入札を行
う方式は、仮に落札する気のない業者が高い札を
入れようとする場合でも予定価格を上回ることは
できないため、経費削減の効果的な方式だと思っ
ております。
そもそも落札する気のない業者が応札すること

自体本来あってはならないことですが、そういうこ
とが横行しているのが実態であり、本当の競争入
札にはなっていないのではないかと思っています。
今年９月９日に行われた入札結果を見ても、予
定価格の 99.8％での入札と、もともと落札する意
思はなかったのではないかと思われる実態が見ら
れます。
９月９日の下水道管渠敷設工事入札結果を例に
詳しく見てみると、６本の工事が地元業者８社に
よる指名競争入札で請負業者が決められていま
す。結果は６社がきれいに１本ずつ落札し、２社
は外れました。しかし、入札指名回数は、外れた
２社は２回しか指名されていないのに、落札した
業者の中には最高５回も指名されている業者がい

る。この５回指名された２業者が、５回とも真剣
に受注しようと思って入札しているとは考えられ
ません。現にこの２社の入札額は、落札した工
事は 98％台の入札率であるのに他の４回は全て
99％台で入札しています。
どのように入札が行われているか承知していま
せんが、仮に工事番号順に入開札を行い、１本ず
つ落札を決めていくなら、落札した業者を順次指
名から外し最後は３社による入札でもいいのでは
ないでしょうか。
またこの過程において入札率が 100％に近いな
どと、競争意欲のない業者は不適格とみなすべき
ではないでしょうか。町長の見解をお聞かせくだ
さい。
指名競争入札において、指名された業者は辞退
すると次回からは指名されなくなるため辞退でき
ないとも言われています。業者はそれぞれの経営
方針で経営しており、予定価格で採算が合わない
という業者は辞退もやむを得ないのではないで
しょうか。入札に参加してわざと落札しない札を
入れるようなことは入札制度の主旨に反すること
になると思います。
地域経済の発展に欠かせない地元業者の経営の
安定は欠かせません。町内業者を対象とした応募
型の指名競争入札にすることはできないのでしょ
うか。
地元業者の経営の安定と町の行政コスト削減が
両立する方策を選択することが求められるのでは
ないでしょうか。

　　▪ 森島正司議員の質問

森島 正司 議員
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町長答弁
国や町にとって公共工事は豊かな生活の実現や
安全の確保、地域社会の形成に欠かせない社会資
本の整備を進めるものでございます。尚、輪之内
町内での公共工事を担う、建設工事への入札参加
資格事業者の登録状況は、現在、一般土木工事で
11 社、舗装工事８社、管工事 11 社、建築工事６
社の登録がございます。
また、工事の発注にあたり法令を遵守し発注、
契約を行っています。
ご存じのように、入札の方式には、大きく区分
し、一般競争入札と指名競争入札とがございます。
一般競争入札は、広く公告を行い、参加者は自ら
の意思で条件が合えば入札に参加できます。一方
で指名競争入札は、事前に発注者が当該工事の条
件に合う事業者を選び、その中で入札を実施いた
します。
輪之内町では、大規模な工事以外は主に指名競
争入札という形で実施しております。
一般競争入札を行うには日数や事務作業を多く
要すので、業務の効率化も考慮した結果でありま
す。
また、指名された事業者が技術者不足等により
入札を辞退されることによる、事業者へのペナル
ティーはありません。入札額につきましては、そ
の事業者の方が示された実行可能な価格であると
考えております。
つぎに、予定価格と最低制限価格の設定につい

てでございますが、当町におきましては、共に設
定をしております。予定価格につきましては設計
金額を元に金額の端数を調整し設定をし、最低制
限価格につきましては、設計金額を構成している
労務費と工事材料費を下回ることの無いように定
めておりますが、いずれも公共工事の品質と地域
の担い手を確保するためには必要であると考えて
おります。
町内建設業者からの陳情の概要と町の見解につ
いてのお尋ねでありますが、陳情の概要につきま
しては、９項目あり主なものは、適正価格での発
注、及び、工事発注の平準化、工事書類の簡素化、
町内事業者の育成等々でございました。
この、陳情に対しまして、さる、12 月７日に
建設業者と輪之内町とで意見交換を行い町の考え
を回答をさせて頂きました。具体的には、当町で
は、建設工事設計書の作成にあたり、市場におけ
る労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確
に反映した積算を行っており、地元建設業の重要
性も認識の上、限られた予算を有効活用し住民の
利便性を損なうことの無いように工事の諸条件に
合わせた適切な発注に努めております。また、工
事書類等の簡素化につきましては、来年度からの
実施に向け検討を行う、との見解を伝えさせて頂
きました。
いずれにいたしましても、町内事業者の育成は、
当町や地域経済の健全な発展に寄与するとの観点
からも重要なことと認識をしつつ、住民目線でも
納得できる適切な工事の発注に努めて参ります。

今議会に町長の給与と議員報酬引き上げの議案
が提案されました。提案説明で、前回の報酬改定
から10年が経過しており、見直しの時期に来てい
るというような説明がありました。しかし、財政状
況は10年前と比べてゆとりが出てきたかどうかに
ついて説明はありませんでした。
本当に“ゆとりが出てきた”というなら、町長や

議員の報酬引き上げの前にやるべき事があります。

私はこれまで街灯電気代や消火栓の地元負担の
解消を訴えてきました。国保会計への一般会計か
らの繰り入れを要求してきました。その他町民の福
祉向上や負担解消などを要求してきましたがなか
なか実現していません。
当町では議会事務局のように、本来正規の職員
で行われるべき業務が臨時職員に置き換えられて
います。非正規職員の待遇改善も要求してきまし

２．町長の給与や議員報酬引き上げより町民の福祉向上を
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町長答弁
議員ご承知のとおり、今定例会に輪之内町議会
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及び輪之内町常勤の特
別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例を提出し、10 年ほど据え置きとなっておりま
した、議員報酬月額及び町長、副町長の給与月額
の見直しについて、議会の審議に付したところで
ございます。
この２件の条例改正につきましては、議会初日
において、総務産業建設常任委員会にその審査が
付託され、12 月 12 日に開催された同常任委員会
で慎重な審議がされました。
今回の議員報酬等の改正案の提出に至った経緯
につきましては、常任委員会において説明してお
ります。常任委員会において、森島議員はただ今
のご質問でされた理由により反対されましたが、
最終的に常任委員会として妥当と判断されました
ので、この件に関しては議会のご理解を頂いたも
のと受けとめております。
議員報酬や特別職の給料については、本来的に
その職責に応じて支払われるべきものであると考
えておりますが、条例で定めるものであるため、
議決当事者また、特別職の給料に関しては当事者
に係る議案提出となりますので、予め特別職報酬
等審議会に諮問することとされており、今回もそ
の条例の提案については、前提としてルールに
従っております。
よって、質問の後半部分にありました 65 万円
では町長職を勤めることができないのかというこ
とにはお答えを差し控えさせていただきます。私
としては、報酬等審議会で引き上げの評価をいた

だいたことをありがたく思うところであります。
また、議員報酬を引き上げて議員にどういう活動
を求めるのかという質問もございましたが、ご案
内のとおり、町長も議員も町民の皆様の直接投票
で選ばれています。議員活動がどうあるべきかは、
むしろそれぞれの議員各位の政治信条によるとこ
ろが大であろうかと考えます。
ただ今のご質問の中で、住民福祉の向上のため
に、これまでの森島議員が要求された事項の一端
を披露されておりましたが、私も当然であります
が、住民福祉の向上が第一と考え、日々努力して
いるところでございますし、一般質問等で議員各
位からご提言頂いたものにつきましても、検討を
加え判断し、実行可能なものについては、ご提言
を取り入れさせて頂いております。
なお、質問の中に私共職員の人事或いは待遇に
関するご意見もございましたが、関心をお持ちい
ただくことに大変ありがたく思っております。状
況判断し、可能なことは実施するというスタンス
を基本としてまいります。

た。岐阜県の零細企業も含めた最低賃金は 776円
に対し、本町の臨時職員は時間給わずか 800円に
過ぎません。少なくとも1000円以上にすべきであ
ります。また長期の臨時職員は正職員にすべきであ
ります。
町長は、65万円では町長職を務められないと言

われるのでしょうか。

議員報酬を引き上げて議員にどういう活動を求
めておられるのでしょうか。
議員にもっと活動してほしいと言われるなら、少

なくとも様々な委員会等に提出されている資料は、
積極的に議会にも提示していただきたい。様々な
資料をもっともっと提供して議会の意見を求めるべ
きではないでしょうか。
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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 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、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一部を改正する条例、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、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、輪之内町農業委員会の委員等の定数を定める条例の制定の７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。

総務産業建設

平成28年度 一般会計補正予算（第３号）
総務課

Ｑ　公務災害があった職員の職務とその発生状況は
どうであったのか。
Ａ　今回、公務災害があったのは図書館に勤務して
いる女性臨時職員である。５月 29 日に図書の返
却を受けた際、町の図書館以外の本があったため、
その本を返却者に返そうと追いかけた際に転倒し
てケガをした。

Ｑ　今後に向けて再発防止のための対策を講じるよ
うな会議は開催したのか。
Ａ　今回は公務災害として認定するか否かの認定委
員会は開催し、公務災害と認定した。公務災害の
発生が、工場等であれば設備や作業環境の改善に
ついて検討するということも考えられるが、今回
は図書の返却者を追いかけて転倒したものである
ため、安全対策を検討する会議までは開いていな
い。
経営戦略課

Ｑ　地方債の借入れ先は。
Ａ　近年は民間の金融機関から借り入れることが多
い。
産業課

Ｑ　四郷南部地区の事業内容は。
Ａ　中間管理事業を利用した農地の集積を行う法人
として、県から重点地区として認定を受けた。

Ｑ　四郷南部地区の面積と件数は。
Ａ　約 31ha で、件数については正確に把握してい
ない。

Ｑ　四郷南部地区への補助金 400 万円の内容は。
Ａ　利用する法人が効率的な運営や作業ができるよ
うな機械などの購入に対して定額補助するもの
で、トラクターや田植機の購入の一部に充てるこ
とができる。

Ｑ　400 万円ちょうどでもよいのか、何回受けるこ
とが出来るのか。
Ａ　400 万円ちょうどでもよいが、１回だけの補助
である。

Ｑ　購入する機械の台数は。
Ａ　トラクター 87 馬力と６条植えの田植機それぞ
れ１台を購入予定。

Ｑ　メガファームはいきなり法人化して中間管理機
構を利用するということだが、町として中間管理
事業を利用することについてどのように考えてい
るのか。
Ａ　中間管理事業は国の施策に基づき行われてお
り、町としてもそれに基づいた集積を行っていく
必要があると考え、今後も中間管理事業を進めて
いく。

Ｑ　四郷南部は小区画で、営農していくための条件
整備が出来ていないような農地なのに、法人化し
て経営が成り立つと思うのか。
Ａ　四郷南部地区は後継者不足のため集落営農の立
ち上げを計画していたところで意欲があり、農地
の貸し借りなど権利関係がはっきりして、経営の
ために安定した貸し借りが出来るよう、中間管理
事業を進め法人化することになった。

Ｑ　補助金目的ともとれるような設立の仕方だが、
１・２年で頓挫したらどうなるのか。
Ａ　農家は中間管理機構と利用権設定を行うため、
今の受け手がだめになっても、中間管理機構との
契約はそのままで２年間は次の受け手を探すこと
になる。

Ｑ　そうした場合、もらった補助金は返還にならな

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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いのか。
Ａ　地域に交付される地域集積協力金は返還はな
い。出し手の農家も自ら中間管理機構と解約しな
ければ返還はない。

Ｑ　楡俣はほ場整備をする。そのほ場整備をしたあ
と営農というならわかるが、何も出来ない今の農
地の状況でどうやって営農するよう指導している
のか。
Ａ　再ほ場整備をしたい意向を聞いているのでそれ
を目指すにあたって営農組合を作るというのも一
つの手法である。

Ｑ　営農組合を将来どうしたいのか、中間管理事業
についての見解は。
Ａ　今ある集落営農を法人化し、将来はそれを合併
し各地区にひとつ営農組合を作っていく。中間管
理機構は農地の流動化が国の狙いでありそれに向
かって今後も進めていく。

平成28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　補正予算の追加分の発注件数は。
Ａ　地区的には３地区で、発注件数は４件から５件
を予定している。

Ｑ　発注見込みはいつ頃を予定しているのか。
Ａ　29 年の１月から２月に発注したい。

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一部を改正する
条例について

Ｑ　番号法第９条第２項を読み上げてもらったが、
要するに条例で定めた事務についてはマイナン
バーを利用できるということか。
Ａ　現行の条例は庁内連携に関して「法別表第２包
括方式＋独自事務分」の連携方式で記述してあり、
マイナンバーを利用する事務の情報を列挙するこ
となく「法別表第２に類似する事務を庁内連携し
ます。」というものである。しかしながら、法別
表第２は外部連携を規定したものであり、いざ庁
内連携をする際に必要な事項が漏れている可能性
があるため、本改正条例により「個別列挙方式」
に改めるものである。これにより、職員のみなら
ず町民にも分かりやすくなる。

Ｑ　今回の改正で、町がマイナンバーを利用できる
範囲が拡大するのか。
Ａ　条例別表３については新たに追加するものであ
るため、この分は拡大することになるがその他は
特に変わらない。

▼反対討論
　マイナンバー制度にはそもそも反対である。個人

情報が一人歩きする可能性がある。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・適用範囲の拡大等、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。

▼賛成討論
　個別列挙方式に改めることにより、情報連携する
事務の内容が分かりやすくなるので賛成である。
　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、原案のとおり可決すべきものと決定。

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

Ｑ　今回、特別職報酬等審議会において教育長の報
酬をもう一度見直してはどうかという意見はでな
かったか。
Ａ　今回諮問したのは約 10 年間据え置いていた町
長、副町長、議長、副議長、議員についてである。
審議会の中で教育長の報酬について言及する発言
もあったが、教育長の報酬については昨年議会で
審議されたばかりであり、早々に見直しをするこ
とはいかがなものかと考え、今回は諮問していな
いので答申は貰っていない。
　　また、報酬の額については、昨年に開催した審
議会と同様、今回も事務局案を提示するのではな
く白紙の状態で諮問し、最終的には昨年開催した
審議会の答申内容を支持する結論に至った。

Ｑ　審議会委員はどのように決めたのか、公募した
のか。
Ａ　条例には住民の中から７名という規定があり、
以前に開催した報酬等審議会のメンバー構成を参
考にして学識経験者や議員OB、その他女性や若
い人の意見を取り入れることを視点に委員を選定
した。なお、審議会の委員はその性格上、公募は
馴染まないと判断したので、公募は行っていない。

Ｑ　今、報酬を上げなければならないとは思えない
がどうか。
Ａ　審議会を２回開催したが、報酬の額は上げてい
くべきだろうという委員の総意のもとに審議がな
された。なお、昨年は２年毎に報酬を見直すこと
としてはどうかという付帯意見があったが、今回
は執行部が必要と認めたときに見直して欲しいと
いうことになった。
　　なお、審議会の会議録の中に「若い世代から議
員に出てほしいという記録があるが、この金額で
それが実現可能かどうか疑問である。片手間の議
員活動ではなく、真剣に取り組んでくれる若者の
出現が期待できるような報酬水準になることを今
後期待したい。」との意見があった。
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▼反対討論
　審議会の委員は、全ての町民の意見を代表してい
ない。財政に余裕があるのであれば、町民のため
に他にするべきことがあると思うので反対する。

▼賛成討論
　次の世代に繋げるように、順次報酬の額を引き上
げて貰う第一歩であると考え賛成である。
　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、原案のとおり可決すべきものと決定。

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

▼反対討論
　議員報酬の引き上げと同様の理由で反対である。
▼賛成討論
　議員報酬を平成 10 年度の水準に戻すということ
であれば、町長も副町長もその水準に戻しても良
いと考え賛成である。
　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、原案のとおり可決すべきものと決定。

輪之内町農業委員会の委員等の定数を定
める条例の制定について

Ｑ　農業委員会の改正のメリットは。
Ａ　町長の任命制となったことで、より町施策など
の方針との整合性が進んでいく。

Ｑ　条例制定後の運用規則等の細部整備はどうなっ
ているのか。
Ａ　条例制定されたあと規定を順次定めていく。
Ｑ　運用規則の方向性だけでも示せないか。
Ａ　農業委員の定数は、農地法で 1,300 ヘクタール
以下の農地の農業委員会は 14 人、推進委員の定
数は 100 ヘクタールにつき一人設置すると定めら
れており、1,140 ヘクタールの当町はそれぞれ 14
人と 12 人となる。推進委員は区域を分け募集す
る予定で、仁木地区で６人、福束３人、大薮３人
でとなる。

文 教 厚 生

平成28年度 一般会計補正予算（第３号）
福祉課

Ｑ　臨時福祉給付金では、扶養にとられている方は
対象になるのか。
Ａ　課税者の扶養にとられている方は該当しない。
Ｑ　臨時福祉給付金事業は、単年度事業か。
Ａ　平成 28 年度から平成 29 年度にかけて実施する
もので、来年の２月中旬から申請の受付を開始し、
順次支給していく。

Ｑ　臨時福祉給付金の対象人数に対する世帯数は。
Ａ　約 900 世帯を見込んでいる。
Ｑ　消費税の増税分に対応する給付金か。
Ａ　平成 29 年４月から平成 31 年９月の２年半分で
１万５千円を支給するものである。

Ｑ　平成 28 年度の該当者を平成 29 年の扶養にとっ
た場合、返還することになるのか。
Ａ　基準日は、あくまでも平成 28 年１月１日であ
り、返還金は生じない。但し、平成 28 年分の修

正申告により該当者が非該当になった場合には返
還もある。
教育課

Ｑ　木育関係の補助金 50 万円に対し歳出は 57
万８千円であるが７万８千円の内容は。
Ａ　椅子７脚分等を町の持ち出し分とした。
Ｑ　大薮小学校大規模改修工事の施工時期は。
Ａ　平成 29 年度施工予定。

平成28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　医療費が大幅に伸びているが、どういう病気が
増えているのか。
Ａ　高額療養費の分で大幅に伸びている。100 万円
以上の高額療養費は、平成 27 年度 43 件から平
成 28 年度 52 件、200 万円以上は５件から 14 件、
300 万円以上は８件から８件、400 万円以上は２
件から０件であり、病名については高血圧症、虚
血性疾患、肺癌、糖尿病、直腸癌などである。

Ｑ　傾向として当初予算ではつかめないのか、予想
外の案件ということか。
Ａ　どれも当初予算より上回っているが、今回の補
正は今年度上半期に実際に支払った額から今後の
不足見込み額を算出して補正している。
　　月ごとに 4000 万円代の月もあれば 5500 万円位
の月もあり、年間何千万の差となる。医療費は年
度によって変動するもので、１年間の医療費をあ
らかじめ正確に見込むことは困難である。

文教厚生
常任委員会
委員長報告文教厚生常任委員会
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平成 28年度　議会常任委員会合同研修会を開催
11 月 28 日・29 日の２日間にわたり総務産業建設委員会（委
員長�髙橋愛子）と文教厚生常任委員会（委員長�田中政治）に
よる合同研修会が開催されました。
研修は、本年４月に発生した熊本地震の被災地を視察しまし
た。特に熊本地震による被害状況と被災後の仮設住宅の状況を
中心に視察を実施しました。
28 日は、熊本城の状況を現地の「くまもとよかとこ案内人
の会」の方より説明を受けました。「４月 16 日の前震では、城本体にさほどの被害が見られなかっ
たものの、本震において大きなダメージを受けた」とのことでした。夕方には熊本市南西の宇城市
の被災状況と仮設住宅の方の訪問を実施しました。（表紙の写真参照）地元で被災者の支援を行っ
ている（本人も被災）方からは仮設住宅も種類があり「プレハブ型」のものから「戸建て」とのこ
とでした。「プレハブ型」では、冷暖房や雨天時の雨音に悩まされるとのことでした。まだまだ支
援が末端にまで行き届いていない、状況が伝わっていないとの言葉が心に残りました。
29 日は南阿蘇大橋の崩落現場や益城町の状況を視察しました。雄大な阿蘇の自然を地震が飲み
込んだ状況には、言葉を失いました。又、益城町では、被災状況がまちまちで、被害の大きな家屋
の隣には、全く被害が
見られないなど被災者
の被災感情が複雑であ
るとのことでした。
今回の視察を通じて
想定される災害への対
応を今後も町と一緒に
なって強化していくこ
とを強く感じました。

宇城市の仮設住宅前

熊本城石垣崩落現場

南阿蘇大橋の崩落現場 益城町の状況

仁木小学校校舎大規模改修等特別委員会現地視察を実施
仁木小学校校舎大規模改修等特別委員会（田中政治委員
長）の現地視察を 12 月 13 日に輪之内中学校屋内運動場及
び北校舎にて実施しました。屋内運動場では、吊り天井対
策工事、北校舎では、空調設備について関係者より説明を
うけました。
屋内運動場においては委員から、「工事の進捗状況に関し
て」質門がありました。「順調に工事は進捗していること、
他の小学校の改修も同様に進んでいる」とのことでした。
空調設備工事では、「工事により発生した機材の処理につ
いて適切に処理されるように。」との意見がありました。当
然のことであり法令を順守して、処理するとのことでした。

輪之内中学校
屋内運動場

輪之内中学校北校舎

輪之内町スマイルチャンネルでの輪之内町議会中継開始
輪之内町議会では、議会の模様をより町民の方に知ってもらいたく、９月より議会の中継をいた
しました。内容は、一般質門の模様で、次回は２月に実施予定です。詳しくは、「スマイルチャンネル」
又は、「広報輪之内２月号」の折り込みをごらん下さい。
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▼編集後記
「わのうち議会だより」113 号をお届けします。
今年もまた１つ歳をいただくことができた。1950
年１月１日に施行された「年齢のとなえ方に関する
法律」により、従来まで用いられていた数え年から、
満年齢によって表すことが義務づけられた。現在で
は数え歳を用いていた時代があったことすら知る由
もないが、個人的には数え年の考え方に、大切な「壽」
を感じる。母親の胎内にいた時間、寿ぐ元旦によっ
て等しく１年を賜る、そんな願いが込められている
ように感じる。この法律が施行された狙いの一つに
は「若返る」ことで日本人の気持ちを明るくさせる
効果を求めたようである。
世界一の長寿国となった日本。平均寿命から健康
寿命へと、老の予防方法が宣伝される時代であるが、
老いてはじめて知る。「身の事実」にうなづく一年
でありたい。�
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　髙橋　愛子
　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。多数の傍聴をお待
ちしています。

《10月》
１～２日
　　　ふれあいフェスタ2016
４日　定期監査
５日　薩摩堰治水神社秋期大祭　
　　　農業委員会
６日　輪之内町・羽島市老人クラブ親善軽スポー

ツ大会
　　　定期監査
７日　定期監査
８日　ＧＯ！ご～どんとこい祭り2016
10日　町民運動会
12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
13日　広報編集委員会
16日　町消防団特別検閲及び規律訓練大会
20日　岐阜県社会教育推進大会
　　　例月出納検査
21日　全員協議会
　　　仁木小学校校舎大規模改修等特別委員会
25日　輪之内町教育研究発表会
　　　岐阜県薩摩義士顕彰会
28日　広域連合監査
29日　安八ふれあいまつり
31日　全国環整連第42回全国大会

《11月》
２日　輪之内中学校音楽祭
４日　農業委員会
５日　ふれあい垂井ピア2016
８～９日　
　　　西南濃町村議会議長会「第60回町村議会議

長全国大会」
10日　全国担い手サミット
17日　安八郡３町議会議員研修会及び合同交流会
21日　すぎやま工業落成披露祝賀会
23日　政権与党国会議員との意見交換会
24日　議会運営委員会
　　　全員協議会
25日　安八郡広域連合議会・あすわ苑議会
27日　安八郡消防連合演習
28～29日
　　　議員委員会研修（熊本県）
30日　例月出納検査
　　　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�
　　　安八郡町村議会議長会

《12月》
１日　桜会追弔会並びに町政懇談会
２日　県町村議会議長会評議員会
４日　消防反省会
５日　農業委員会
８日　総合戦略推進委員会
９日　第４回定例町議会（初日）
　　　全員協議会　
12日　文教・総務産業建設常任委員会
13日　仁木小学校大規模改修等特別委員会�
16日　第４回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
20日　例月出納検査
21日　下水道推進協議会�����
27日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会による県知事要望
28日　消防団年末特別夜警

議 会 活 動 日 誌


