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平成29年度
一般会計

決まる39億円
　平成29年第1回定例町議会が6日開かれ、会期を16日までの
11日間と決めた後、19議案が上程された。輪之内町人権擁護委員
候補者の推薦など5議案を可決、総額39億4,200万円の平成29
年度一般会計予算等12件、条例2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4件、その他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29年度一般会計予算など12議案と条例2議案を可決し、
閉会した。 小寺　強 議長

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
実現を目指す。
2．輪之内町行財政改革大綱（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
　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性
が高いことを認識し、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となって
いる。

■ 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
・地震防災機能強化のための計画的なまちづくりの
推進
・大規模災害時における緊急輸送路等ネットワーク
の整備
・ふるさとの自然保護と良好な生活環境の保全　など
②もっと！地域情報化の推進を
・輪之内光ケーブル網による迅速な情報提供の継続
・輪之内スマイルチャンネルの番組内容の充実と地
域情報発信力の強化　など
③もっと！みんなが働きやすいまちづくりを
・国県と連携した新たな企業誘致の推進
・雇用の確保　など
④もっと！暮らしやすいまちづくりを
・子育て環境の充実と支援
・高校生世代までの医療費無料化の継続
・介護の必要な高齢者、独居高齢者等への支援の拡
充強化　など
⑤もっと！ふるさとを愛するひとづくりを
・地方創生は住民と、共に考え共に実行を
・教育施設の整備推進
・特色ある小中学校づくりへの支援拡充　など
⑥もっと！さらなる行財政改革を
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・無駄のない行政運営と財政基盤の強化
・公共事業の仕分けによる次世代負担の軽減　など
⑦もっと！効率的な広域行政を
・広域基幹バスの機能強化、デマンドバスの利用促
進
・スマートインター設置の支援
・（仮称）新養老大橋の構想推進と関連道路網の整
備促進　など
⑧もっと！住民本位の町政を
・住民サービス向上のための役場窓口の時間延長
・住民と行政の協働による住みよいまちづくりの推
進　など

■ 主な事業について
　平成29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。
1．環境にもっとやさしいまちづくり
「生ごみ・古紙リサイクルポイントシステム導入事
業」は、リサイクルポイントの対象を従来のペット
ボトル・飲料缶等に加え県内で初めて古紙類と生ご
みの持ち込みに対しても付与する。
「大藪小学校太陽光発電設備設置事業」は、大藪小
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
「耐震シェルター設置助成事業」は、昭和56年 5 月
31日以前に建てられた木造住宅を対象に耐震診断の
結果により、耐震シェルターを設置した場合に設置
費用の一部を助成する。
「ハザードマップ更新事業」は、災害発生時に予測され
る被害規模や範囲を住民に把握してもらい、迅速・的
確に避難できるように現行のマップを更新する。
3．みんなが元気で働けるまちづくり
「特産品開発助成事業」は、町内産の素材を使用し
た「おみやげになる特産品」の開発に係る費用の一

部を助成する。
「地域食材活用弁当開発事業」は、観光や視察等で
輪之内町を訪れた人に提供できるような地域食材満
載の弁当メニューを開発する。
4．もっと温もりのある支え合いのまちづくり
「ピロリ菌除菌助成事業」は、胃がんの早期予防を
推進するため、ピロリ菌除菌を行った全ての人を対
象に除菌までにかかった費用の一部を助成する。同
時に、血液検査でピロリ菌の有無が判別可能な
ABC検診をガン検診メニューに追加する。
「認知症家族支援サービス事業」は、認知症により
徘徊の恐れがある高齢者を介護している家族に対し
て、位置検索端末機の貸し出しを行う。
5．生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「英語検定受験料助成事業」は、中学生を対象に英
検 3級以上の受験料を全額助成する。英語検定の受
検の機会を設け、卒業時には 3級以上取得率50％以
上を目指す。
「ブックスタート事業」は、町内に生まれた全ての
赤ちゃんと保護者に対して、絵本と保護者向けアド
バイスブックをプレゼントする。小さい時から本に
親しむ習慣のきっかけづくりを行う。
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）149
箇所にバス停を設置し、地域公共交通として利用者
の利便性の向上を図っている。　
「Webアンケートシステム助成事業」は、輪之内光サー
ビス加入者向けに紙媒体で行っている町の各種アン
ケートをWeb上で回答できるシステムを導入する。
回答者には、輪之内町光サービス使用料の割引に利用
できるポイントを付与し、利用促進を図る。

�

■ 予算の規模
　29年度予算は、一般会計3,942,000千円、特別会計1,964,000千円、企業会計270,000千円、総額で
は前年度予算に対して70,000千円、1.12％減の6,176,000千円。

（単位：千円、％）

会　　計 29年度予算額 28年度予算額 27年度予算額
29 - 28比較

増減額 増減率
一般会計 3,942,000 4,084,000 3,895,000 △142,000 △3.50
特別会計 1,964,000 1,951,000 1,953,000 13,000 0.66
企業会計 270,000 211,000 214,000 59,000 27.96
合　　計 6,176,000 6,246,000 6,062,000 △70,000 △1.12
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平成28年度 
一般会計補正予算（第 4 号）

2 億8,399万 4 千円減額

◆歳出の主な補正 △は主に不用額の減

議 会 費 �

・議会費（議員報酬他）� △149万円

総 務 費 �（総務管理費）

・一般管理費� △141万円

・人事管理費� △3,283万円

・財政管理費� 261万円

・財産管理費� △372万円

・基金費� 285万円

・企画費� △1,047万円

・生活安全対策費� 736万円

・電子計算費� △576万円

総 務 費 �（選挙費）

・福束輪中土地改良区総代選挙費� △245万円

民 生 費 �（社会福祉費）

・社会福祉総務費� △748万円

・障がい者福祉費� △305万円

・国民健康保険費� 1,758万円

民 生 費 �（高齢者福祉費）

・高齢者福祉総務費� △504万円

民 生 費 �（児童福祉費）

・児童福祉総務費� △230万円

・児童手当費� △1,332万円

・児童福祉施設費� △2,650万円

衛 生 費 �（保健衛生費）

・保健衛生総務費� △1,359万円

・予防費� △442万円

・環境衛生費� △300万円

農林水産業費 �（農業費）

・農業総務費� △8,300万円

・農業振興費� △306万円

・耕種農業費� △409万円

土 木 費 �（土木管理費）

・土木総務費� △383万円

土 木 費 �（道路橋りょう費）

・道路維持費� △650万円

・道路新設改良費� △3,250万円

・橋りょう維持費� △300万円

・用悪水路費� △200万円

土 木 費 �（都市計画費）

・公共下水道費� 2,000万円

消 防 費 �

・防災費� △168万円

・水防費� △102万円

教 育 費 �（教育総務費）

・事務局費� △395万円

・プラネットプラザ管理費� △355万円

人権擁護委員の推薦に同意
委員4名中1名が選任された

片野 敏行 氏 （新任）
任期 29.7月〜任期 3年
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教 育 費 �（小学校費）

・小学校管理費� △670万円

・教育振興費� △573万円

教 育 費 �（中学校費）

・中学校管理費� △180万円

教 育 費 �（奨学金）

・奨学金� △318万円

教 育 費 �（社会教育費）

・社会教育総務費� △122万円

公 債 費 �

・利子� △382万円

◆歳入の主な補正

町 税 �

・法人（町民税）� 2,761万円

・固定資産税� 1,682万円

・町たばこ税� 893万円

自動車取得税交付金 �

・自動車取得税交付金� 235万円

地方特例交付金 �

・地方特例交付金� 163万円

分担金及び負担金 �（負担金）

・教育費負担金� △169万円

使用料及び手数料 �（使用料）

・総務使用料� 185万円

国庫支出金 �（国庫負担金）

・民生費国庫負担金� △1,166万円

国庫支出金 �（国庫補助金）

・民生費国庫補助金� △604万円

・土木費国庫補助金� △1,306万円

・教育費国庫補助金� 391万円

国庫支出金 �（委託金）

・土木費委託金� 400万円

県 支 出 金 �（県負担金）

・民生費県負担金� 700万円

県 支 出 金 �（県補助金）

・民生費県補助金� △488万円

・農林水産業費県補助金� △8,641万円

・土木費県補助金� △441万円

財 産 収 入 �（財産運用収入）

・利子及び配当金� 194万円

繰 入 金 �（基金繰入金）

・財政調整基金繰入金� △2億2,942万円

・その他特定目的基金繰入金� △9,983万円

繰 越 金 �

・繰越金� 2億1,472万円

諸 収 入 �（雑入）

・過年度収入� 225万円

・雑入� 1,841万円

町 債 �

・総務費債� △1億3,610万円

・教育債� △250万円

平成28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から歳入歳出それぞ

れ4,169万 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ12億1,405万 2 千円と定めるもの。
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　国保会計におきましても、平成28年度の事業精

査、各種交付金の決算見込みにより補正を行うも

のです。歳出においては、事務費、退職被保険者

等療養給付費負担金、保険財政共同安定化事業拠

出金等を減額するものです。

　歳入については、療養給付費等交付金、共同事

業交付金を決算見込みにより減額するほか、一般

会計からの繰入金を補正するものです。

平成28年度
後期高齢者医療特別会計補正予算

（第 1 号）

◆歳入の主な補正
・特別徴収保険料� △245万円

・普通徴収保険料� 281万円

◆歳出の主な補正
・後期高齢者医療広域連合納付金� 109万円

平成28年度
児童発達支援事業特別会計補正予算

（第 1 号）

◆歳入の主な補正
・繰越金� 163万円

◆歳出の主な補正
・児童発達支援事業費（障害児給付費）�163万円

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 2 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� 2,038万円

・浄化センター管理費� △267万円

・特定環境保全公共下水道事業整備基金費�

� 2,000万円

公 債 費 �

・利子� △149万円

◆歳入の主な補正

分担金及び負担金 �

・下水道事業受益者負担金� 583万円

使用料及び手数料 �

・下水道使用料� 973万円

繰 入 金 �

・その他特定目的基金繰入金� △1,000万円

・一般会計繰入金� 2,000万円

繰 越 金 �

・繰越金� 659万円

諸 収 入 �

・雑入（消費税還付金）� 384万円

平成28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308万 4 千円

増額し、収益的支出では、原水及び浄水費170万

5 千円と総係費を94万 3 千円減額し、公課費を

133万 6 千円増額するものです。

　資本的収入は、工事負担金を100万円減額し、

資本的支出では、固定資産購入費の企業会計シス

テム導入費を79万 2 千円減額するものです。
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条　例
輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

　個人情報保護法等改正法により番号法が改正され、独自利用事務についても情報連携が可能とな
ること等により、必要な改正を行うもの。

輪之内町税条例等の一部を改正する条例について

　平成29年 4 月 1 日に予定されていた消費税10％への引き上げが延期されたことに伴い、同時期に
施行予定であった軽自動車税等の改正について、平成31年10月 1 日施行に向けて改正を行うもの。

輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

農業委員会委員報酬を改正し、新設された農地利用最適化推進委員の報酬を定めるもの。

輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定について

　農業委員会制度の改正により推薦又は応募のあった農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員
候補者から当該委員として任命又は委嘱を行う過程の公平性及び透明性を確保するため、選考委員
会を設置するもの。

そ　の　他
町道路線の廃止について

　道路法の規定により 7路線を廃止するもの。

町道路線の認定について

　道路法の規定により 9号線を認定するもの。

平成29年 5 月 1 日 輪之内町議会だより（　）7



▪ 上野賢二議員の質問

輪中堤を活かした公園整備と観光
戦略について
　平成24年 9 月議会の一般質問において「輪中堤
を活用した町おこしについて」と題し、輪中堤に
は春の桜トンネル、初夏のあじさいロード、秋に
は黄金色に染まった田園風景が見わたせ、そして
絶滅危惧種のカワバタモロコが生息する良好な自
然環境を有する輪中堤は、他県他市町から誘客で
きる唯一の観光資源であるとの考えから地場産業
センター的な観光情報発信基地の整備をご提案さ
せていただきました。
　そのときの答弁では、今後の観光事業の展開に
ついては設備投資額や維持管理経費及びその採算
性を考えなければならない。ハード、ソフト両面
からアプローチをどのように積み立てていくか、
町の基幹産業の一つである農業機関関係者などの
産業界と行政がそれぞれ果たすべき役割について
協議を重ね、それぞれ垣根を超えた理解をしなが
ら、動きながら考えていきたいとのことでした。
　その後、平成26年 3 月に本戸地区たいしょう池
の側に中将姫誓願桜の苗木などが植えられ、「中
将姫公園」として駐車場（乗用車 7台）、男女兼
用のバイオトイレが併設された小公園が完成し、
たいしょう池付近がきれいに整備されました。ま
た、「あじさいまつり」も本戸区民の努力により、

平成21年から継続して毎年開催され、その認知度
も年々高まってきております。
　私は今でも、洪水と戦い、その対策として先人
たちが囲いづつみである輪中堤防を築いてきた歴
史や数々の伝説があり、優れた自然景観を有する
輪中堤は、観光客を誘客できる唯一の観光資源で
あり、輪之内の観光の柱となり得ると思っており
ます。
　しかし、町施設の老朽化等による改修費用の増
大が見込まれる今、観光情報発信基地構想は理想
ではありますが、現段階での事業整備は難しいと
言わざるをえません。
　そこで、中将姫公園とあじさいまつりを通して、
今後の輪中堤を活かした公園整備と観光戦略につ
いてご提案申し上げ、その取り組みについて町長
のご見解をお尋ねいたします。

1 ．中将姫公園の整備について
　現在、町内にはプラネットプラザ内の千本桜公
園以外、多くの住民や家族の憩いの場となる公園
がありません。輪之内の豊かな自然環境に期待し
て移住された新たな住人ががっかりされておりま
す。休日に家族でのんびりと過ごすことができる
憩いの場として、この中将姫公園を輪中堤の桜や
あじさいを取り込んだ輪中自然公園、また千本桜
まつりのサブ会場、あじさいまつりのイベント会
場として長期的な展望をもって発展させてはどう
でしょうか。それには遊歩道、子ども広場、展望

所、休憩所などの公園施設や、付帯施設としてイ
ベントスペース、駐車場、トイレ等の整備が必要
になってきます。営農事業との関係上、用地確保
は簡単ではありませんが、次年度には安八スマー
ト IC へつながる本戸連絡道路の整備が予定され
ており、高速道路へのアクセスの向上が図れます。
ますます観光的要素が備わった場所となるのでは
ないでしょうか。順次先を見据えた計画的な観光
事業の展開が望まれます。
　公園整備に必要不可欠であるトイレについては

上野 賢二 議員

一般質問（原文掲載）
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現在、下水道事業が推進中でありますので、この
機会に公園までの管渠布設工事を実施して、トイ

レ整備時にすぐ接続できるよう対処していくべき
と考えますがいかがでしょうか。

�

町長答弁

　長期的展望に立った観光事業の展開について、
いろいろなご提言をいただきました。ハード・ソ
フト両面から各種施策を実施しておりますので、
地元のご支援もよろしくお願いします。その中で
輪中堤周辺における下水道整備の方針について、
具体的にどのように実施するのかとのご質問をい
ただきました。
　当町の下水道事業は、今年度末までに全体計画
面積のうち82％の整備率で、残り 3年から 4年で
下水道管路は概ね完了する予定をしております。
　ご指摘のとおり観光事業も含め下水道整備も将
来を見据えて計画的に進める必要がございます。

ご質問のトイレについては、中将姫公園整備計画
策定に併せ、その方向性を検討してまいります。

2 ．あじさいまつりについて
　あじさいまつりは本戸区の多大なるご尽力によ
り、平成29年度には第 9回を迎えます。年々盛大
に開催され町外からも多くの人が訪れるように
なってまいりました。しかし、 1年を通したあじ
さいの維持管理、除草作業等、あじさいまつりま
での準備や運営に本戸区民の負担も限界にきてい
るのではないでしょうか。今後は本戸区とよく相
談した上で、官民協働の全町的なあじさいまつり
実行委員会を組織して運営していくことを検討す
る時期に来ていると思います。
　また、あじさいまつりは全国各所で開催されて
おりますが、あじさいは花期が長いこともあり、
ほとんどが 1ヶ月くらいの期間開催されておりま
す。本町においても開催期間を長くして、広く
PRしてはどうでしょうか。長期間の開催は関係
者に大きな負担が掛かり大変であると考えがちで

すが、期間中の 1日もしくは 2日イベントを実施
し、その他の日は何もなしではいけませんので、
売店（輪之内町の特産品や飲食品などの販売）を
設営するだけでいいと思います。そのほかに出店
業者を募っても良いと思います。それと駐車場を
早急に確保することができませんので、期間中の
土曜日曜日にはシャトルバスを運行することも考
えていかなければなりません。
　この初夏のあじさいまつりを春の千本桜まつ
り、夏の納涼ふるさとまつり、秋のふれあいフェ
スタと併せて輪之内の 4大まつりとして内外に広
く PRを行い、来町者の増加、他市町からの誘客
を図っていくことが、輪之内の特産品の販路拡大
にもつながっていくと思いますがいかがでしょう
か。

�

町長答弁

　あじさいまつりは、今年で 9回目の開催となり
ます。本戸区を中心とした関係各位のご努力もあ
り、年々盛り上がりを見せております。
　西濃地方全体で見ても、あじさいをテーマにし
たイベントやあじさい鑑賞が出来るところは多く
なく、観光客を誘客できる観光資源となり得るこ
とは間違いありません。
　そのような状況の中、あじさいまつりを持続的

に発展させていくためには、多様な立場の参加者
に加わってもらい、役割分担をしながら、運営を
行っていくことも必要であり、多様な立場の意欲
ある方が集まることでそれぞれの経験を活かした
様々なアイデアが生まれ、より魅力ある行事に
なっていくものだと考えております。
　町としても、これまで地元で行っていたバザー
出店者用のテント設営作業を来年度は業者委託に
するなどの負担軽減や全町的な参加意識を高める
ために、出店者を町内の各区や団体から広く募集

木野町長 答弁
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し、より多彩な出店者に来てもらうことなどを地
元を含めた関係者と協議しながら検討していきま
す。
　最近は観光の形態も多様化しており、かつての
ように大型バスで定番の観光地に連れて行っても
らって最後にお土産を買って帰るだけの観光の割
合が低下し、SNS 等の普及もあり、スマートフォ
ン等からさまざまな情報を自分で取得し、行きた
いところだけを自分のプランで個人的に回る観光
が主流になっています。
　輪之内町にとってこの流れはチャンスでありま
す。売り出し方によって今まで全く注目されてい
なかった資源に急に多くの人々が行くことが全国
的に発生しており、輪之内町内の資源もその可能
性を秘めています。あじさいまつりのみならず、
その他のイベントも含めて、開催期間や内容、運
営方法を含めて関係者での議論を深めていくこと
が必要であろうかと考えておりますので、御理解、
御協力をいただきますようよろしくお願い申し上
げます。
　以上、中将姫公園の整備、あじさいまつりにつ
いての質問への回答とさせていただきます。
　ここで少し視点を変えてお話しさせていただき
ます。
　上野議員がお考えのように、「輪中堤の歴史や
数々の伝説、そして優れた自然環境を有する輪中
堤は、観光客を誘客できる観光資源であり当町の
観光の柱となり得る」という見解は、至極妥当な
ものと考えます。
　現在、人口減少時代を生き抜くために各地方は
もがいています。
　そのような状況下、私は地方自治体が取り組む
べきことは、三つあると考えております。

　まず、一つ目は「地元特産物の発掘、販売」に
より、域内経済を好循環に向けさせること、二つ
目は、観光振興により、流動人口（交流人口）が
増えれば地域は活気づくことから、いきなり定住
人口増施策を打つのではなく流動人口増施策を打
ちながら定住人口増に繋げていくこと、そして三
つ目は、地域アイデンティティー（個性）の創出
であると思います。住民の皆様が「私は岐阜県輪
之内町出身です」と胸を張って言えるようにする
ことだと考えております。
　その中で、二つ目に申し上げた観光振興を掘り
下げてみますと、何を「強み」とするか、そのキー
ワードは「あるもの活かす」「ないものねだりを
しない」ということだと考えます。「輪之内町の
魅力」を突き詰め、磨いていくことが観光振興に
おいて肝要かと考えております。
　そうしたことからも、先程述べました輪中堤を、
現在実在する観光資源と捉えることは現代的意味
のあるものであることは疑いの余地もありませ
ん。
　観光庁によりますと、訪日外国人旅行消費額の
製品別輸出額との比較（2016年速報値）では、今
や日本における観光産業は、訪日外国人旅行消費
額が 3兆7,476億円に上っており、自動車、化学製
品に次いで、 3位というデータが示すように、イ
ンバウンド戦略は主要産業になって来ております。
こうした背景からも資源を磨き上げれば産業とし
て成立する素地は備えていると考えております。
　先程、上野議員からは具体の例をお示し頂きま
した。これらを全庁的に体系化し、最終的に財源
というフィルターを通したうえで、取捨選択しなが
らできることから取り組んで参りたいと考えており
ます。

▪ 古田東一議員の質問

1 ．頑張る人は報われる
　現代は何をするにも就職に、事業に、資格があ
ると有利な事はいうまでもありません。今議会に
英検 3級受験助成案が出ておりますが、的を得た
施策だと思います。
　役場職員は、資格がなくても、それなりに仕事
はこなせるものと思いますが、資質向上を図る為、
積極的に仕事に役立つ資格を取得してもらうべき
だと考えます。
　職員の資格所持状況は把握されているものと思

古田 東一 議員
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いますが、新規の資格取得者に対して、助成措置
を取り入れられてはどうか？公平を期すためにも

種類を特定して、一般の人にも資格取得後に、申
請により受験料の助成制度を設けてはどうか？

�

町長答弁

　現代社会においては、様々な分野において資格
が求められることは、議員のおっしゃるとおりで
あります。当町においても、採用時に保育士や幼
稚園教諭の資格、保健師の資格等、採用の要件と
しているものがございます。また、役所の事務を
進めるにおいても資格を求められるものもござい
ます。例えば、水道技術管理者や下水処理場管理
者の資格、公共施設管理においては、防災管理者
の資格であったり、危険物取扱者の資格であった

りします。また、一般廃棄物最終処分場技術管理
者の資格等必要とされるものがございます。この
ような事務の遂行上不可欠な資格の取得につきま
しては、講習会等に参加することを職務とし、必
要なテキスト代等については、町費で負担してお
ります。
　また、平成26年度から一般住民にも防災士資格
のように、資格を取得することで、地域に貢献し
て頂けると判断できるものについては、助成する
制度を設けていますし、今後も同様の考え方で進
めてまいります。

2 ．小さなこと〜出来ること〜
　昨年 3月の議会で「輪中街道づくり」について
私の考えている一端を述べ、堤防沿い、街道沿い、
道路沿い等に、記念碑、看板等設置したらと、小
さなこと〜できること〜始める提案をしました
が、答弁は却下でした。
　先般、丸毛サミットが開かれ講演会としては久
方ぶりの盛況でありました。それだけ住民は、ふ
るさとの事、郷土の事になると、関心が高いので
あります。
　盛会であったのは、担当課職員だけでなく、関
係機関全職員の努力の賜物だと思います。交通整
理がいるほどの盛況で、寒い中、上司が表示板を
持って駐車場案内がかりをしていましたので、部
下にやらせたらと、受付に行き告げると、上司の
割り振りで、指示に従って仕事をしているとの返
事でした。自身は一歩引いての采配で、成る程と
感心しました。それでこそ、部下が気持ちよく動
いてくれるのだと、これは一重に、トップ（町長）

の日頃の指導の賜物だと感じました。
　それに引替え自身は、「人の気持ちを察知して
いるのか」と、振り替えるものであります。
　小和田講師の講演から、改めて輪中の魅力が発
信されたので有ります。福束城を再建したらとま
では申しません。記念碑、道案内、看板等の設置
くらいのことは、直ぐにでも出来る事ではありま
せんか？
　県の方に行き、私なりに調べてきましたが、今
回内示が出ていると伺いました。
　再度提案いたします。輪之内が全国的に売り出
せる財産は、薩摩義士の精神と、地域に連動した
「輪中」しか想い起こせません。
　再度、お聞きいたします。「輪中街道」を名称
商標登録しては？物品食品販売所の名称、お菓子、
果物、野菜等その外、何にでも活用できます。他
所のひとに登録される前に一考を。

�

町長答弁

　「輪中」の魅力を全国に発信してはとのお尋ね
でございますが、「輪中」は濃尾平野のごく一部
の地域でしか見られないものであり、その文化や
魅力を全国や、あるいは後世へ伝えていくことは
大変重要な事であるということについては、私も
意見を異にするものではありません。その「輪中」
を全国に発信するにあたり、輪中地帯で行われた
関ヶ原合戦の前哨戦ということで、福束城や北塚
などの関連史跡を中心として、その魅力の発信に

努めているところでございます。
　道案内、道路沿いの看板等の設置については、
議員ご指摘のとおり、県の「関ヶ原古戦場広域観
光環境整備事業補助金」を活用して、福満寺なら
びに北塚の 2ヵ所について、専門家の監修を得た
大型解説サイン板と道案内の誘導サインを設置
し、完成すれば、福束城ゆかりの福満寺や北塚の
わかりやすい解説と誘導が可能になり、輪中のま
ち・輪之内を全国的に売り出すひとつの有効な
ツールになると考えております。
　更に、「輪中街道」を商標登録してはというご
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提案をいただきました。これまでに輪之内町とし
ては平成24年 3 月に「輪之内スイーツ」を図案と
ともに第30類、輪之内町産の菓子およびパンとい
う区分で、平成26年 3 月には「大輪」「鵜舟」の
2つを第33類、日本酒、洋酒、中国酒等という区
分で、平成26年 9 月には「徳川将軍家御膳米」を
図案とともに第30類、輪之内町産のハツシモとそ
の加工品という区分でそれぞれ商標登録をいたし
ました。そして、徳川将軍家御膳米を原料とした
ポン菓子を「輪中パッカン」として販売を始めて、
およそ 2年になります。イベント会場、お千代保
稲荷、ホットステーション等での販売実績があり、
これについても商標登録も考えております。
　議員もご承知の通り、輪之内町のアイデンティ
ティーとして、「輪中」という言葉は非常に大き
な意味を持っておりますし、社会科の教科書に出

てくるような輪中が現存している風景を見ること
が出来るのは全国でも輪之内町をはじめこの一帯
だけであろうと考えております。
　その「輪中」を輪之内町の財産として売り出す
には、単に名前だけではなく、歴史や風習、産業
などあらゆる角度から考える必要があります。ま
た、それを持続的に成功させていこうとすれば、
行政機関だけではなく、観光産業の関係者やこれ
から観光産業の担い手になり得る方も含めた関係
者が一体となって取り組む必要があります。その
過程において、「輪中」をアピールするにあたり
ふさわしい名称等があれば、独占的に使用できる
商標登録をしておくこともひとつの手段であると
考えますので、輪之内ブランドの発信のために、
今後の展開に応じて、関係者を交えて検討してい
く必要があろうと考えます。

3 ．ふれあいセンター（建て替え）の検討を
　最近は高齢者の施策が多く取り入れられ、ふれ
あいセンター周辺でのイベントも多く組まれてお
り、皆さん楽しんでおられます。
　雨天の場合は中止になることがあるので、中々
気付きにくいものですが、町長のキャッチフレー
ズ（公約）は「もっと」「もっと」何々であります。
　住民の要望にはきりがありません。浴場があっ
た箇所は、「空」に衣替え、改修整備されましたが、
会館は雨が降ると、天井はだら漏り、バケツ、プ
ラの敷き物等での水受けで、転てこ舞で有ります。

トイレは和式、利用者は高齢者ばかりですので、
洋式に改修できないでしょうか。離れて 1箇所有
りますが、昭和60年頃の竣工時からのもので、座
ると「オー冷た」と悲鳴が聞こえてきそうです。
一度、雨降りに視察に行き、一服して、坐ってき
て下さい。
　今回、趣味の家の修繕が予算化されております
が、一緒に改修出来ないか。天井が漏りだすのは、
建物自体が耐久期限が近いのではないか。

�

町長答弁

　ふれあいセンターは、昭和60年 4 月に開所以来、
高齢者の生きがいと健康づくりの拠点施設とし
て、多くの高齢者の皆さまにご利用いただいて参
りました。
　また、センターに隣接して、平成14年にふれあ
い広場、平成15年にゲートボール場を設置する等、
高齢者の健康増進やレクリエーション活動の拠点
となるべく、整備を進めてきた所であります。
　現在では、老人クラブの健康・友愛・奉仕の諸
活動の拠点であると共に、働く意欲がある高齢者
の方へ、その場を提供するシルバー人材センター、
また、高齢者の介護予防に関する各事業の開催等、
地域包括支援センターの活動拠点として充実に努
めております。
　これらの取り組みは、高齢期を迎えても、それ

ぞれの方が豊富な経験や知識等を地域に活かすこ
とができる環境づくりにより、生き生きと、自分
らしく暮らし続けていただくことが、ますます重
要となっているからであります。
　高齢になっても支えられるだけでなく、それぞ
れの方の持つ力を発揮して、支える側としても活
躍していただくことが、地域の支え手の確保のた
めに必要であると共に、地域社会に貢献している
と言う実感を持っていただくことが自主・自立を
促すこととなり、更には、自身の介護予防のため
にも繋がるとの考えによるものであります。
　今後も、ふれあいセンターの存在が、地域の活
動拠点として、高齢者が気軽に通える身近な場所
であり、多くの方々が参加したいと思う、活動の
居場所であることが大切になります。
　現在、当該センターを含めた町全体の公共施設
の中長期的な在り方について、公共施設等総合管
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理計画を検討・策定することとしております。
　従いまして、当分の間は、当該施設については、
適切な維持補修を行いながら、有効活用し、先程

申しました公共施設等総合管理計画の中で、この
施設を今後どのように位置付けていくのか、結論
を得たいと考えております。

4 ．デマンドバスの受付について
　デマンドバスの利用については、過去にも、他議
員からも、種々、質問がありましたが、患者さんが、
病院から、帰りの連絡をお昼時に、入れた所、休み
時間で受付られませんとの返事だったそうです。

　一般的には、役場が受付業務もしているものと
思っています。一旦、電話を取ったのだから、そ
れなりに対応してもよいのではないか。みえない
所の、行政サービス徹底を期待するものです。

�

町長答弁

　デマンドバスは、平成27年 1 月から運行を開始
し、予約受付を含めた運行業務全般については、
全てを名阪近鉄バス株式会社に委託しておりま
す。
　予約受付に関しましては、保健福祉センター事
務所内にて名阪近鉄バスの方により予約受付業務
を行っています。
　予約受付につきましては1名で対応しており、昼

休憩である12時から13時の間は受付業務を行って
おらず、留守番電話での対応となっております。
　予約受付時間については、公共交通ガイドブッ
クや利用ガイドにも記載し、周知に努めていると
ころでございます。
　しかしながら、予約の受付に空白時間があるこ
とは、利用者の方にとって不便さを感じさせるこ
とから、この点を含めて改善できる事は改善する
よう名阪近鉄バスとその協議を重ねたいと考えて
おります。

5 ．保管現金について
　会計管理者手持保管現金についてお尋ね致しま
す。監査報告資料を閲覧しましたところ、ここ半
年分の手持ち現金は常に60万円前後でありまし
た。
　私の知りうる限り、以前の手持ち金は、常に 5
〜 6万円だったと聞いております。
　最近の世情は何があるかわかりません。手元に
おく現金は、必要最低限、少ない金額のほうが良
いとおもいます。
　現、会計管理者は、長らく務め上げられて、こ

の度、再任用は受けないそうで、家族の介護にあ
たられるそうですので、お顔が見られなくなり、
寂しくなります。まことにご苦労さまでした。
　以前なら、収入役待遇で、役所のナンバー 2か、
ナンバー 3であります。幾人かの、色んな性格の
「長」に仕えて、気苦労の多かったこととお察し
申しあげます。
　新しい旅立ちに対して、長年、務めあげてきて、
感じるところが、多々あるかと思います。町長殿
（挨拶）答弁の機会を与えてあげて下さい。

�

町長答弁

　古田議員からご要望がございましたので、会計
管理者から答弁させます。
※以降会計管理者
　保管現金とは、通常の口座振替になじまない現
金での支払いのために会計室で保管している現金
のことであります。
　現在、会計の窓口は、指定金融機関が午前 9時
から午後 4時30分の間、町関連の手数料や税金、
公共料金等の収納業務を行っております。従いま

して、役場始業時刻の午前 8時30分から午前 9時
までと閉庁間際の午後 4時30分から午後 5時15分
までの間は指定金融機関の業務外のため会計室で
対応しておりますので来庁者の窓口支払に対する
おつりが必要となり現金を準備保管しておりま
す。また、住民サービスのため毎日午後 7時まで
実施している窓口延長の際も同様におつりを準備
保管しており、合わせて計 7万円の現金を常に用
意しております。
　そのほか、町長、議長、教育長、消防団長の交
際費支出のためや職員の出張の際の旅費の資金前
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渡、また、現金立替払い等のため必要な金額を保
管しております。
　以前は、多額の手持ち現金を持たなかったので
はないかとのご指摘でありますが、参考までに申
し上げますと記録が確認できた古いもので平成10
年度の収入役手持ち現金は月平均27万4,586円で
ありました。
　古田議員のおっしゃるとおり、多額の現金保管

は公金など紛失のリスクがありますので、できる
だけ少額を保管するように心がけていきたいと思
います。
　また保管金の管理は現金の支払いのつど現金出
納簿に記帳し、毎月町監査委員に例月出納検査の
際に現金出納簿などの証拠書類を提出して監査を
受けており、適切に支出しておりますのでご理解
をお願いいたします。

▪ 田中政治議員の質問
　 3月も中旬に成り、各地で梅祭りが盛大に開か
れています。
　日に日に春らしい陽気になり、外出したくなる
季節に成って来ました。
　今回は2011年 3 月11日 2 時46分に発生した東日
本大震災が 6年を迎え、その後も熊本での大地震、
議会も現地へ赴き、あまりにも被害の大きさに言
葉を失いました。北と南の地域において大地震が
発生し今度は、私達の地域で東南海大地震がいつ
発生してもおかしくないと言われています。充分
な備えが必要だと思います。
　このテーマは数回に渡って質問させて頂いてお

りますが、その後の取り組み、様子について答弁
をおねがいします。

1 ．危機管理について
　水害、地震と分けてハザードマップが作成され
各戸に配布されている、今度新しいハザードマッ
プが作られる様です。
　地震の時は、第 1次避難場所、第 2次避難場所、
水害の時は水害非難マップによると、揖斐川、長
良川、各学校、各保育園であり、数ヶ所の神社で
ある。不思議と庁舎と、その周辺の大型施設は地
震時も、水害時の避難場所に入っていない。水害
の発生しやすい時期と言えば 7月〜10月頃までが
多いと思われるが、その避難所に町が指定してい
る所（堤防などは）雑草が繁茂しており、近接し
ている区の方で金を出し合い維持をしている現状
です。国交省とも相談して避難個所の打ち合せと、
管理について相談し有事にいつも備えてほしいと
思います。
　次に情報の取得の方法として、H 3年に導入さ
れた戸別受信機、H27年 9 月においては、3,166世
帯で貸与が、2,202台、69.6％で H29年 3 月 1 日に
おいて戸数は3,262戸で当時より100戸ほど増えま
したが普及は相当増加したと思われます。防災行
政無線屋外拡声子局と戸別受信機を組み合わせ、

さらに Jアラート（全国瞬時警報システム）によ
る緊急地震速報とか輪之内チャンネルによる緊急
災害情報として L字放送が放映できるシステム
も構築されているとか。本当に幾重にも災害情報
が提供出来るシステムを準備し、住民に確実な情
報、パニックに陥ることのない様にしなくてはい
けないと思います。
　又、避難所への道路もマップに示した方がよい
のではないか、緊急輸送道路も、県道羽島養老線、
県道安八平田線、羽島養老線から輪之内の庁舎に
向けて南進する県道、安八海津線の一部が第一次
緊急輸送道路としてあるが一般の通行制限がある
のか、又地域の緊急輸送を担う、主要な防災拠点
を継ぐ、第 2次緊急輸送道路の指定はどこにされ
ているのか。以上の事により、
①指定された避難場所の確保について
②情報提供の進捗状況（受信機、輪之内チャン
ネル）
③緊急輸送道路・避難道の確保について
　以上よろしくお願いします。

田中 政治 議員
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町長答弁

　「危機管理について」具体的に 3点のおたずね
がございました。まず、「指定された避難場所の
確保について」でありますが、第 1次避難場所は、
地区指定避難所で緊急時において、避難者の安全
が確保されるように、その災害の恐れのない場所
に位置した安全性に配慮された地区の場所、施設
などであり、第 2次避難場所は、町指定避難場所
で被災者が避難生活を送るために、災害が比較的
少なく、災害救援物資の輸送が比較的容易な場所
にある町の施設であり、災害毎に指定しておりま
す。御承知のとおり、当町の災害時の避難場所は、
2階建て以上の小中学校、各こども園、町民セン
ター等の施設と標高の高いところに位置する堤
防、神社でございます。庁舎等は、災害対策本部
等に使用するため、避難場所等には指定してござ
いません。
　町の指定している揖斐川、長良川、牧田川堤防に
つきましては、管理者である国土交通省が年 2回、
除草を実施しております。出水期の7月から10月の
間、絶えず草のない状態に管理されている訳ではご
ざいません。地域の避難場所という意識を持った地
域住民の方が除草されている所もあります。
　地区の避難場所であるので管理をしているし、
避難訓練も行っているが、法面であり、速やかに
避難ができないので、階段を作って欲しいという
要望がございました。揖斐川第二出張所に設置要
望をしておりましたところ、この 2月に階段が整
備されたところでございます。
　自分たちの避難場所となるところは常に意識
し、自分たちで管理するという気持ちを持ってい
ただければと考えております。又、階段などの整
備におきましては、地元住民の方のご意見を聞き
ながら、国土交通省と協議・打合せを行い、有事
に備えていきたいと考えております。
　次に、「情報提供の進捗状況について」お答え
いたします。
　戸別受信機の普及状況は、平成27年 9月におい
て、貸与台数が2,202台、世帯数3,166世帯、普及率
は69.6％、平成29年 3月1日現在においては、貸与
台数2,228台、世帯数3,262世帯、普及率68.3％でご
ざいます。貸与台数は26台増加しておりますが、
普及率においては、区長さん等と連携をとり、輪之
内町のホームページにも掲載し、普及率向上に努
めておりますが、普及率向上に至っておりません。
　前回もお答えしましたが、輪之内町に転入され

る際には、転入者の方に対して、窓口で希望の有
無を聞いております。希望の有無ではなく、「あ
るのが当たり前、全員に配ればいい」と言われる
かと思いますが、窓口の現実を見ておりますと、
希望しないという人がかなりお見えになります。
　防災行政無線は、基本的には、災害時の情報は
屋外拡声子局から流し、平時の行政情報の伝達手
段として、戸別受信機を組み合わせたシステムとし
て構築したものでございますので、今後においても、
区長さんと連携をとりながら、普及率向上、受信障
害のない様に努めてまいりたいと考えております。
　また、ご承知のとおり、わのうちスマイルチャ
ンネルは、（株）アミックスが運営しております
ケーブルテレビの12チャンネルを当町がコミュニ
ティチャンネルとして利用し、当町の様々なイベ
ントや行政情報をお知らせする情報提供媒体の一
つとして活用しております。災害時には緊急災害
情報として、通常の番組放送に割り込む形で L
型にスペースを取り、災害の規模や被害の状況、
また避難情報を随時発信するいわゆる「L字放送」
を放映するシステムを構築しております。
　もちろん、その情報を発信するのは災害対策本
部から発信することになりますが、いわゆるNHK
や民放TV会社のように災害が発生した直後から
リアルタイムで情報を発信することは、いささか無
理があろうと予測しており、情報発信体制が整うま
でには、相応の時間がかかると考えております。
　しかし、いざそういった状況になれば、町民の方々
は、一刻も早く情報を取得したいという衝動に駆ら
れるのは、今までの各種災害からも明白な事実で
あります。災害発生等により住民の方々が避難所
等へ避難した場合や、通信設備が影響を受けて通
話が不能となった場合に備え、あらかじめ重要な
避難所に電話回線と電話機等の設備を用意してお
くことで、災害が発生した際に電話機をモジュラー
ジャックに接続するだけで通話が確保できるといっ
た特設公衆電話があります。ただ、発信専用であり、
着信用としては利用はできませんが、災害用伝言
ダイヤル（171）の利用や知人への連絡を無料で出
来るものであります。避難所に、この特設公衆電
話設置について、NTT西日本岐阜支店と協議を進
めており、情報提供体制の整備を進めております。
　先程の同報系防災無線の利用やケーブルテレビ
での緊急災害情報の提供など、幾重にも災害情報
提供媒体を準備しながら、「この状況であれば、
どの情報提供媒体を使うのが最も有効であるか」
を適時的確に判断して町民の方々が様々な情報に
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惑わされず、パニックに陥ることのないよう的確
な災害情報提供を考えて参ります。
　続いて、「緊急輸送道路、避難道について」お
答えします。
　緊急輸送道路は、「緊急輸送を確保するために
必要な道路」と定義付けされ、地震直後から発生
する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必
要な道路であります。県内の道路を地震災害発生
後の緊急輸送の観点から、広域的な役割を果たす
もの、地区内の災害応援対策の輸送を果たすもの
等、その役割から第 1次、2次、3次に区分して、
緊急輸送道路が指定されているところです。
　岐阜県が指定している輪之内町内の緊急輸送道
路としまして、県庁所在地、地方中心都市など連
携し、広域の緊急輸送を担う道路として、国道258
号線が第 1次緊急輸送道路に、第 1次緊急輸送道
路と市町村役場、主要な防災拠点（ここでいう主
要な防災拠点とは、行政機関、公共機関、広域防
災拠点、ヘリポート、災害医療拠点、自衛隊等で
ございます。）を連絡し、地域内の緊急輸送を担う
道路として、主要地方道羽島養老線と県道安八平
田線並びに主要地方道羽島養老線から庁舎に向け
南下する安八海津線の一部及び庁舎までの町道
が、第 2次緊急輸送道路と指定されています。
　災害時に救急車などの緊急車両や災害対策基本
法に基づく標章掲示している車両が通行するため
の道路を緊急交通路といいますが、公安委員会が、
緊急輸送道路の一部の路線と区間について「緊急
交通路」として指定した場合は、一般車両の通行

を禁止し、又は制限されます。
　輪之内町道路基本計画（平成25年 5月）におい
ては、水害時の緊急輸送を担う道路として、主要地
方道北方多度線と大吉防災拠点への物流を担う道
路として、県道今尾大垣線を位置づけしております。
　町が管理する幹線道路を町独自で緊急輸送道路
として位置づけてはとのご意見かと思われます
が、この道路改良には多額の費用が必要となりま
す。従って現時点では、県が指定している緊急輸
送道路や堤防道路に繋がる幹線道路の復旧を被災
後の段階において最優先に行うことが肝要と考え
ております。
　ただ、手をこまねいている訳ではございません。
国土交通省、NEXCO中日本の協力により揖斐川
左岸堤防と名神高速道路を繋ぐ緊急開口部が平成
28年 3 月に完成し、又大吉新田に造成中の防災拠
点と名神高速道路が直結し、支援物資や人的資源
の集積もより迅速化が可能になりました。
　 8 月には、災害時に備え、国土交通省、
NEXCO中日本と高速道路の一時使用訓練を実施
し、機能の確保をしたところであります。
　町道におきましては、平成27年から橋梁の長寿
命化を実施しておりますし、平成29年には第 2次
緊急輸送道路として指定されておりますアポロンス
タジアム西側の県道安八海津線から中江川の山中
橋までの間の調査設計を実施します。直ちには出
来ませんが、今後も計画を立てて実施して参りま
す。

2 ．職員の再任用について
　数年前から、退職後の再任職員の方が多くなっ
て来ました。本年も 4人の方が退職されその内 3
人の方が再任用されると聞いております。来年も
数名の方が退職されますが、町職員として長年尽

くされ、知恵の宝庫です。ぜひ、健康で町の発展
に貢献して頂きたいと思います。新規採用、再雇
用についての考えをお聞かせ下さい。
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町長答弁

　職員の採用につきましては、町の定員適正化計
画に従って実施しております。現在の定員適正化
計画は、平成27年度から平成31年度の 5年間の計
画でありますが、平成32年 4 月 1 日現在の正規職
員数を条例定数の104人と定めており、毎年計画
的な採用に努めております。
　ご質問は、「新規採用、再任用について」のお
尋ねでありますが、再任用職員については、定年

退職前の職員と同様の勤務形態で 1週間当たり38
時間45分勤務するフルタイムの再任用職員と 1週
間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で勤
務する短時間勤務の再任用職員の 2種類がござい
ます。このうち、フルタイムの再任用職員につい
ては、条例定数の範囲に含まれますので、フルタ
イム再任用職員数を考慮しながら、条例定数を超
えないよう新規採用職員数を調整する作業を行っ
ております。
　ご承知のとおり、輪之内町職員の再任用制度の
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運用については、平成12年に輪之内町職員の再任
用に関する条例及び輪之内町職員の再任用に関す
る規則をそれぞれ定め、平成13年 4 月 1 日から施
行しております。根拠となっておりますのは、地
方公務員法であります。
　退職に継続して年金の受給が可能であった年代
においては、再任用の実績はございませんでした
が、平成25年度に60歳定年となる職員から退職共
済年金の報酬比例部分の支給が段階的に65歳へと
引き上げられたことに伴い、60歳で定年退職した
職員について無収入期間が発生することとなりまし
た。このため、国家公務員においては、「当面、任
命権者は、平成25年度以降に定年退職する職員が

退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達
するまでの間、再任用を希望する者については再
任用するものとする。」との方針が平成25年 3月26
日に閣議決定されました。これを受けて平成25年
3月29日付けで総務副大臣から地方公共団体にお
いても閣議決定を踏まえ、必要な措置を講ずるよう
要請があり、当町においても本格的に職員の再任
用制度を運営することとし、現在に至っております。
　なお、ご質問の中にもございましたが、定年退
職する職員は、その大多数が30年を超える地方公
務員として知識、経験を有しており、それを活か
して活躍することを期待して再任しております。

▪ 森島光明議員の質問

1 ．水路改良について
　大榑川に排水している水田の水路において、以
前、下大榑新田と海松新田の境で、幅600mmの
水路の中に制水柱を入れ、300mmの板で水を止
める工事を町が施工されました。
　この地区の水田受益面積は 5 ha 以上、宅地も
含めれば 6 ha もあり、その中に細長く水路が一
本あります。以前はこの水路の流末に幅1200mm
の板を当て、水の調整をしていましたが、町はこ
れよりも20mも上流へ移設し、しかも300mmの
幅にされました。
　管理をする方は、大変不便を感じてみえます。
これが行政の行う工事でしょうか。素人でもこん
な工事は行いません。
　この件についても建設課へ元の所へ戻すよう何
度も要望してきましたが改善されません。

　道路脇で作業すればどんなに楽で安全なのか。
こんなわずかなことがなぜできないのでしょう
か。
　行政が一度行ったことにやり直しはできないの
でしょうか。
　見解をお伺いいたします。

�

町長答弁

　町が施工した制水の移設について、移設先及び
移設方法に管理を行う方にご不便をおかけしている
ため、改善できないかということについてでござい
ますが、問題の制水は福束輪中土地改良区におい
て平成14年度に移設が行われました。この制水は、
地元の要請にお応えするため、設置位置を上流部に

移設を行ったということをお聞きしています。
　やり直しや改善についての考え方でございます
が、一度施工したものはやり直しができないとい
う事ではございません。その内容について、より
良い改善策があれば検討をしたうえで、改善を
行っていくべきものと考えております。
　詳細につきましては、後ほど担当課長がお答え
いたします。

2 ．大榑川環境整備について
　大榑川は輪之内町にとって歴史のある川である と共に、町内の農業用水の排水や雨水を揖斐川に

森島 光明 議員
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流下している重要な河川であることはご承知の通
りであります。
　河川改修を期待し平成 7年下流部で一級河川に
昇格されましたが未だに何も手が付けられていま
せん。
　この件については、何度も質問をしてきました。
　以前一部で木杭を打ち、土盛りで応急手当てを
されましたが、それも崩落し右岸堤は危険な個所
が多くあり、その役目を果たせなくなるのではと
心配されます。
　改修についてはどのように考えてみえるのか、
お伺いいたします。
　昨年 6月川の水が右岸堤を超えて、堤外へ流れ
出ました。今年もその被害が心配されます。川の

水位が高ければ堤は水で洗われます。
　大榑川の水位調整ゲートの操作はどのようにさ
れているのか。
　過去の質問において、一級河川は水面だけ、こ
この右岸堤は地番がないから個人で管理せよと答
えられました。堤がなくなったら、水面は保たれ
るのでしょうか。
　また、県に要望する、海津市と協議をするとい
われましたが、どのような協議や働きかけをされ
たのか伺います。
　昨年夏頃、下流部で県が測量調査を行うと聞き
ましたが何の測量をされたのか、その結果につい
てもお伺いいたします。

�

町長答弁

　議員も既にご存じのように大榑川は、平成 6年
7月に 1級河川指定がされ、県が管理する河川と
なりました。ご質問をいただきました河川改修へ
の考え方についてでございますが、住民や地域産
業にとっても、安全できれいな川を維持するうえ
において、河川の改修は必要不可欠なことであろ
うと思っています。
　また、大榑川に関する県への要望及び海津市へ
の協議でございますが、これまでに県に対しまし
て護岸の整備や民家周辺の護岸が浸食された危険
箇所への対応を要望して参りました。このことに
対し県では、ほかの県管理河川においても整備を
要するものの、残念ながら依然として手を加えら
れていない河川が多くあるとのことでございます。

　当町では、引き続き県に対し、松内地内の危険
箇所への対策を要望しているところでございます。
　また、海津市への働きかけにつきましては、河
川の所在が海津市内であるところの懸案事項に対
し相互に連携を取りながら県への協議を持ちかけ
ております。昨年は下大榑新田地内での堤の陥没
箇所の手当を県に要請することにあたり、市への
理解を得たうえで県への申し出をしたところでご
ざいます。
　最後に、県が実施した大榑川の測量調査につき
ましては、現況を把握するための測量で、要望等
に対する検討資料として官民境界の目安を把握し
ておくとのことでした。
　なお、水路改良についてのご質問と同様に詳細、
及び技術的な問題については、担当課長がお答え
いたします。

▪ 森島正司議員の質問

1 ．給食費の無償化について
　1954年「学校給食法」が制定され、2005年には
「食育基本法」を制定し、「食育を、生きる上での
基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となる
べきものと位置付ける」と明記されました。
　給食が教育の一環であるならば、憲法26条に保
障されている、教育を受ける権利と『義務教育は、
これを無償とする』との精神に照らして本来、無
料であるべきものです。
　すでに自治体の努力で学校給食を無料にしてい
る市町村や、給食費の保護者負担を軽減する市町

村が増えているということです。
　ある報告書によると、山口県和木町（わきちょう）
では、戦後の開始時から給食費は無料。現在でも

森島 正司 議員
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幼稚園、小・中学校で無料化を継続しています。
兵庫県相生（あいおい）市は2011年から市立の幼
稚園、小・中学校の無料化に踏み切っています。
　群馬県南牧（なんもく）村の公立小・中学、北
海道三笠市の小学校なども無料。茨城県大子町（だ
いごまち）や千葉県神崎町（こうざきまち）など
半額を補助している自治体もあります。
　その他北海道、千葉、山梨、兵庫、沖縄県など

で、全342市町村中、その47% に当たる163市町
村が独自に補助を行っていることが分かりまし
た。このように学校給食費の保護者負担を全額助
成して無償にし、また保護者負担への助成を行う
自治体が広がっています。
　当町においても、保護者負担の解消又は軽減を
図っていただきたいと思います。町長の見解をお
聞かせください。

�

町長答弁

　成長期にある児童・生徒への食育・徳育は健や
かに生きるための基礎を培うことを目的としてい
ます。また、地域を理解することや食文化の継承、
自然の恵みや勤労の大切さを理解する上で、食は
重要な教材になります。学校における食育の中心
は給食で学校給食は生きた教材と言えると思いま
す。
　先程のご質問のように、学校給食の無償化や保
護者負担を軽減する自治体が増えてきており話題
となっております。県内においても、岐南町に続
き、揖斐川町も無償化を実施すると聞いておりま
す。
　現在、町内小中学校へ約1,050食の給食を提供
し、昨年度の年間経費はセンター運営費、人件費、
施設・設備の維持管理費等が約4,000万円、原材
料費が約4,700万円となっており、このうちの原
材料費のみ保護者に負担していただいておりま
す。負担額は小学生月額4,100円、中学生月額4,750
円となっております。
　なお、学校給食法第11条により、給食の施設・設
備に要する経費並びに学校給食の運営に要する人
件費等の経費は設置者の負担とし、それ以外の学

校給食に要する原材料費は保護者の負担とすると
明記されていることからも食育は給食費の無償化と
は関係なく実施されております。
　また、義務教育は、憲法第26条第 2項で無償で
あると規定しておりますが、これは、教育基本法
第 5条第 4項で国または地方公共団体の設置する
学校における義務教育については授業料を徴収し
ない、教科書については「教科書無償給与制度」
により無償配布されているように、授業料及び教
科書については無償であるという意味と理解して
おります。学用品その他学校生活に必要な物品の
費用については無償となっておりません。
　公立小中学校の給食無償化は全国で55市町村ほ
どであると聞いておりますが、当町におきまして、
現時点で学校給食の無償化については実施予定は
ありません。町といたしましては、学校施設の大
規模改修等施設整備や環境改善に努め、児童生徒
の学びの場の提供、将来を見据えた教育の推進に
力を注いで参ります。設置者である町の責任とし
て、アレルギーチェックにも配慮し、今後も安全
で安心な給食、栄養バランスの取れた給食の提供
に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお
願いします。

2 ．農業経営基盤強化の促進に関する基本構想について
　今年度 4月以降の農業委員会で、 5件の「農業
経営改善計画」認定申請に対し、農業経営基盤強
化促進基本構想に合致しているとして承認されて
います。
　これらの「農業経営改善計画」には、現状に対
し 5年後の経営改善形態が示されています。
　ある農事組合法人の「農業経営改善計画」では、
現状の作付け面積24.5ha から27ha に拡大し、年
間農業所得目標は現状の300万円から500万円に設
定しています。そして、生産方式の合理化に関す
る目標では、トラクターは53ps と65ps の各 1 台

から60ps と85ps に、田植え機は 6条植えから 8
条植えに、コンバインは 6条刈りから 8条刈りに
するとなっています。年間所得500万円でこのよ
うな大型機械の導入ができるのでしょうか。
　また別の家族営農の「改善計画」では、現状の
作付け面積1.6ha を 4 ha に拡大し、年間農業所得
目標は現状の150万円から250万円に設定していま
す。それでもトラクターは33ps から54ps にする
ことになっています。年間所得250万円では生活
費にも満たないくらいで、どの様に資金繰りする
のでしょうか。これで農業経営が続けられるのか
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疑問であります。
　これ以外の、49ha、57ha と比較的大規模な農
事組合法人の計画でも、 5年後の年間農業所得は
1,200万円、2,000万円となっており、仮に役員 5
人だけで分配しても一人当たり240万円から400万
円程度の所得にしかなりません。農地提供者等役
員以外の関係者への配当はあるのでしょうか。こ
れで農事組合法人として農業経営が続けられるの
でしょうか。
　このような農業機械更新には莫大な資金が必要

です。農産物の売上高だけでは農業経営は成り立
ちません。国や県からはどのような補助があるの
か。これらの補助が受けられない場合は町独自の
補助も必要ではないでしょうか。町長の見解をお
聞かせください。
　過去の養豚、養鶏、酪農など大規模化しても衰
退してしまったことを考えると、やはり大きな不
安があります。同じ過ちを繰り返してはなりませ
ん。町長はどのように考えておられるのか、見解
をお聞かせください。

�

町長答弁

　今年度、岐阜県の基本方針の変更に伴い、町の
基本構想を変更し西美濃農業協同組合並びに農業
委員会へ諮問を行い、それぞれ同意の回答を得て
変更しました。
　この基本構想は五つの事項について、
1　農業経営基盤の強化の促進に関する目標
2　農業経営の規模、生産方式、経営管理の方
法等、営農の類型ごとの効率的かつ安定的な
農業経営の指標
3　効率的かつ安定的な農業経営を営むものに
対する農用地の利用の集積に関する目標
4　農業経営基盤強化促進事業に関する事項
5　農地利用集積円滑化事業に関する事項

について明記されております。
　その中でも農業経営基盤の強化の促進に関する
目標は、輪之内町の農業構造の現状とその見通し
の下に農業経営の発展を目指し農業を主業とする
農業者が地域における他産業従事者並の生涯所得
に相当する年間農業 1人あたり400万円から500万
円程度、年間労働時間1600時間程度の水準を実現
できる経営を目指すものです。
　また例示の法人営農組織の経理について継続で
きないのではとの疑問がお示しされましたが、改
善計画書に記載する農業所得は、交付金や補助金、
加工・販売その他の関連事業の収入を合計して経
費を差し引いた額が計上されており農業所得は純
粋に手元に残った利益となります。経費の中には
農業機械購入のための積み立ても含まれており
500万円あれば農業経営が成り立つ余地は十分あ
ると考えられます。比較的大規模な営農組合法人
についても同様であります。
　また認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組
み、やる気のある人であれば、国も一律の年齢制
限は設けておらず、経営規模が小さくても町の基
本構想で示す目標所得等を目指して農業経営の改

善を図ろうとする方であれば認定農業者になるこ
とができます。この農業経営改善計画における五
年後の年間農業所得の目標は、経営規模の大小に
より異なると思われます。ご質問の家族営農の方
は地域で農地を預けたいが預かってくれる人がい
ないなど、すこしでも認定農業者となって地域の
受け皿となればというお考えで手上げをされた方
と聞いております。このように兼業農家の方でも
中間管理事業の受け手となっています。これらの
事情を踏まえ兼業農家であることを考えれば支障
は無いと思われます。農業機械の購入に関する補
助については営農組合や認定農業者への機械購入
のための補助制度としては、融資主体としつつ融
資残の自己負担分の30% を補助する経営体育成
支援事業費補助金、また全体事業費の30% を補
助する元気な農業産地構造改革支援事業費補助金
がありますが、どちらも最近では単純な機械更新
では優先順位が低い、また経営規模により導入で
きる機械の能力などに制限があるため必ずしも希
望の機械等の導入ができない場合が生じておりま
す。
　ご指摘のとおり大規模化しても衰退する可能性
は排除できませんが現状で取り得る最前の施策と
してしっかりとした農業経営基盤づくりのため安
定した農地の貸し借りが出来るよう、農地中間管
理事業を進めてまいりたいと思います。
　なお、農業経営の将来をどう描くのか、国の施
策動向を注視しつつ、関係者と議論を重ねてまい
りたいと考えます。多種多様な問題・課題に完全
な対応策が見当たらない現状では、関係者の英知
を集めて地道にやっていき、あるべき姿を検索す
る以外に方法がないと考えます。ご質問の町単独
補助についても局所的な視点でなく、農業振興策
全般の中の課題として、全体バランスをどのよう
に考え、どう位置づけていくのかが重要であると
考えております。
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総務産業建設

平成28年度　一般会計補正予算（第 4号）

 議会事務局 
Q　委託料の議事録金額の増はページ数の増加か。
A　本会議の審議時間の増加により、委託料が増加
した。

Q　交際費の減額はしないか。
A　現予算額と執行額を考慮して減額を行わなかっ
た。

 総務課 
Q　ガスヒートポンプ方式の空調設備は何箇所使っ

ているのか。
A　 1階、 2階、 3階にガスヒートポンプ方式の空
調を設置しているが、部屋ごと、すなわち個別に
エアコンを設置したところは電気式のエアコンを
設置している。

Q　ガスヒートポンプ方式と電気式のどちらが効率
がよいか。
A　庁舎改修に際して比較検討し、導入費用はガス
ヒートポンプ方式の方が高いが、ランニングコス
トはガスヒートポンプ方式の方が安いので、ガス
ヒートポンプ方式を選択した。

Q　歳入の内、雑入のその他の内訳は何か。
A　保険の事務手数料や福束輪中土地改良区の負担
金、岐阜県町村会からの寄付金が主なものである。

Q　区長設置事業補助金の内容を教えて欲しい。
A　この補助金は区長会研修に対する補助金で、区
長15名が参加、町職員 3名が参加した。支出とし
ては、バス代、通行料、宿泊代、昼食代、その他

雑費である。これに対して収入には、区長参加負
担金と町職員参加負担金があり、これらを差し引
いて不足する金額を区長設置事業補助金として収
入している。

Q　研修補助金については、予算の範囲内で経理す
るという方法と 1 人あたりの金額で経理するとい
う方法の 2 通りの考え方ができる。過去にもこの
点について質問したことがあるが、その後どのよ
うな検討をし対応されたのか。
A　団体の研修事業は区長会だけではなく他の団体
も行っている。平成27年度決算説明のときにこの
ご質問があったが、その後、関係課が集まって予
算編成や執行の方法等について検討をした。その
結果、平成28年度予算は既に従前どおり予算編成
していたので平成28年度は従前どおり執行するこ
ととし、区切りは平成29年度からと考えた。従っ
て、平成29年度予算から他の団体についても電車
やバス代などの固定経費はいくら、参加者 1人あ
たりいくら、というように積算基準を統一した。

 危機管理課 
Q　防災士の地元住民の選出方法はどのように行っ

たか。
A　区長会で 2名選出のお願いをした。
Q　防災士の補助金は全額補助するべきではない

か。
A　個人の資格取得のため 2分の 1としている。
Q　防災士養成講座に中学生も参加できるようにし

たらどうか。
A　子どもも対象とし、参加できるよう検討する。
 経営戦略課 
Q　基金繰入金の取り止めや臨時財政対策債も 1 億

3,610万円発行を抑えることができるということ
は、町の財政にゆとりができたということか。
A　ゆとりができたとは言い難い状況で、国の補正
とか交付金が入ってきたなどの外部要因ではな
く、内部的なものが多く、その主な要因としては、
歳入では法人税や固定資産税の税収が伸びたこと
が主な要因で、歳出では各事業を精査した結果、
不用額が生じたのが主な要因で歳入総額が歳出総

総務産業建設
常任委員会
委員長報告総務産業建設常任委員会

　総務産業建設常任委員会は 3月10日と13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29年度予算、平成28年度補正予算、条例関係などを慎重に審査。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。

常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）
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額を大きく上回った。具体的には、今回の補正予
算では、調整前の純計額は歳入が46億4,169万 9
千円、歳出は41億5,405万 3 千円で剥離額は 4億
8,764万 6 千円であったため、歳入では基金繰入
金を 3億2,926万 3 千円、臨時財政対策債を 1億
3,610万円減額し、歳出では特定環境保全公共下
水道事業特別会計繰出金を2,000万円、基金積立
金を228万 3 千円増額し、歳入歳出それぞれの総
額を41億7,633万 6 千円に調整したものである。
今回の補正予算では、基金繰入金の取り止めや町
債の発行を抑制することができたが、当初予算の
段階では基金繰入金や町債を計上しないと編成で
きない状況であり、また、町債を抑制できただけ
で発行しているのは事実であり、町の財政にゆと
りができたということは言い難い。

Q　減額が大きいが平成28年度当初に予定した事業
は実施したのか。
A　当初に予定した事業を実施した結果、 2億8,399
万 4 千円の減額が生じた。

Q　予算と実績でなぜそんなに差が出るのか。
A　予算編成時は各業者等からの見積書を徴収し、
それを参しゃくして予算編成をしている。事業実
施の段階で各課等で安価に抑える努力をした結
果、不用額が生じたと考えている。

 税務課 
Q　法人税、固定資産税の増額については、町内企

業の業績が良かったということですが、すぎやま
工業は含まれているのか。
A　土地の固定資産税のみ含まれている。
 会計室 
Q　預金利子は0.025％から0.1％で運用したという

ことだが、他の基金もそうなのか。
A　その通り。
Q　町預金利子についても0.025％から0.1％で運用

したのか。
A　0.025％から0.14％の間で運用できた。
Q　町預金利子は普通預金か定期預金か。
A　定期預金である。
Q　基金より町預金の利率が良いのはなぜか。
A　そのときの運用によって利率は異なり、現在、
日銀のマイナス金利によりだんだん利率は下がっ
ていて、当初予算の時点では店頭金利0.025％だっ
たのが、現在は0.01％である。

 産業課 
Q　元気な農業の1,856千円の補助金が減額で、楡

俣北部とカワシマ共同の補助金分が認められな
かった理由は何か。来年度再度申請すると認めら
れるのか。
A　今回の申請は機械の単純な更新とのことで、こ
のような申請では補助金の審査の優先順位が一番
低い状況となり採択されなかった。来年度の補助

についても難しい状況にある。該当する組合には
採択されない理由と状況は伝え、それぞれ了承を
得ている。

Q　この機械の購入に対する補助率はどうなってい
るのか。県の補助が付かない場合町の補助はつく
か。
A　県が事業費から消費税を抜いた額の 4分の 1を
補助し町が 5％補助しますので、合計で30％の補
助となる。県の採択要件の結果を町の判断基準と
しているため町の補助もない。

Q　機構集積協力金83,000千円を減額した理由は、
その規定を定めた国の要綱が変わったとのこと、
その変更内容は。
A　平成28年 3 月30日付けで農地集積・集約化対策
事業実施要綱が改正され、機構集積協力金の交付
対象が新規集積面積のみとなりました。平成28年
1 月〜平成28年12月の間で中間管理事業により権
利設定された農地は、従前から集落営農が耕作し
ていたため交付対象とならなかった。国の基準が
厳しくなった。

 建設課 
Q　道路新設改良工事で本戸、十連坊の見送りした

理由は何か。
A　本戸地区においては安八スマートインターの兼
ね合いもあり、安八町道との同時施行をするため
で、十連坊については、圃場整備事業の計画もあ
り、道路も圃場整備の計画に合わせるため見送る
こととした。

Q　水路工事で、職員が設計を行った箇所、割合は。
A　プレハブ水路のコンクリート敷打ちは 4箇所ま
とめて職員で対応をした。

Q　形の決まった簡単な工事は職員で設計が行えな
いのか。また、職員の技術向上になるのでは。
A　簡易にできそうな水路でも、現地の測量や構造
物の勾配等の計画が必要になる。現在の職員数も
踏まえ、人事のこともあるがむづかしく、技術に
関しては計画段階での測量業者との検討をする中
で、職員も向上している。

 土地改良課 
Q　楡俣北部地区のほ場整備に向けた今後のスケ

ジュールは。
A　来る 3月26日に土地改良推進協議会の総会を開
催する。平成29年度には県、国のヒアリングを経
て認可申請の法手続きに入り、平成30年 6 月の事
業採択を目指している。

Q　四郷南部で農事組合法人が立ち上げられ、ほ場
整備の要望の声を聞くが、事業採択に向けた方針
は。
A　次のところは未定だが、楡俣北部地区の目処が
ついたところで取り掛かる予定である。四郷南部
では地元説明会は行っていないが、法人の役員の
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方にはほ場整備の概要説明を行っている。

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 2号）

 建設課 
Q　下水道工事費の追加2,300万円の工事内容は。
A　発注済み工事の変更等もあるが、民間造成工事
に関連し工事追加によるため。

平成28年度
水道事業会計補正予算（第 1号）

 建設課 
Q　キャッシュフローの期末残高が増えている理由

は。
A　平成28年度当初は見込みで作成しており、補正
予算では 6月の決算に基づき作成しているため金
額の差異が生じている。

Q　水道事業経営にゆとりができたのか。
A　期末の見込残高が期首残高と比べて減少してお
り、ゆとりができたものではない。

平成29年度　一般会計予算

 議会事務局 
Q　昨年12月の議員報酬のアップにより必要となる

金額の増加はいくらか。議員定数 9 名で積算した
場合の金額は。
A　議員報酬180万円、期末手当741,750円、議員共
済会負担金643,140円で合計3,184,890円。

Q　備品の IC レコーダー、デジタルカメラは 2 万
円で購入できるのか。
A　業者より見積書を取っている。購入できる。
 総務課 
Q　時間外勤務は近年厳しい状況ではあるが、サー

ビス残業にならないよう注意喚起しているのか、
職員には何時までに帰るよう徹底しているのか。
A　時間外勤務は課長が職員に勤務を命令し、承認
をしてから行うのを原則としている。長時間働き
続けると体調が悪くなることもあるので、就業時
間が終われば帰るべきであると考えている。課長
も特定の職員がいつも遅くなることがないよう配
慮するべきであるが、今は何時までに帰りましょ
うというような指示は特にしていない。

Q　残業について、言葉の努力だけではなく、現実
の努力もするべきではないか。
A　管理職も全ての業務についてその事務量を把握
するのは困難であるが、頻繁に残って仕事をして
いる職員については、目配りをするなどして他の
職員の協力体制をとるよう指導をしていきたい。

Q　庁舎警備委託により宿直体制を変えるのか、導
入する警備システムはどのようなものか。
A　現在、 1名体制で宿直を行っているが、庁舎の
警備を委託することにより宿直の体制を変えると
いうことは考えていない。導入する警備システム
はセンサーによる自動通報システムであり、宿直
者の仮眠中における侵入者への対応として万全な
体制をとるために導入したい。

Q　役場の電気は、中部電力ではなく新電力から電
気を購入しているが、電気代はいくら安くなった
のか。
A　平成28年度は13施設で新電力を購入しており、
新電力との仲介手数料を差し引いても約370万円
安くなる見込みである。

Q　平成29年 4 月新規採用予定の職員は何人か、採
用内訳は。
A　平成29年 4 月は 7名を新規採用する予定をして
おり、経験者採用枠も含めている。その内訳は事
務職が 4名、保健師 1名、保育教諭 2名。

Q　事務職の 4 名はそれぞれ何歳か。
A　上から42歳、34歳、31歳、25歳。
Q　今後、区長手当を上げる考えはあるのか。
A　過去にも見直していきたいと答弁したことがあ
るが、今般、町長と議員の報酬を見直したところ
でもある。具体的にいつとは決めていないが見直
していく必要があると考えている。

Q　今の予算書は、 1 つの科目に 2 以上の課の予算
が混在しているところがあり、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　予算書の作成にあたり経営戦略課と協議をした
が、結果として今回は見送ったところである。予
算計上する款・項・目を移すことも考えながら引
き続き検討していきたい。

Q　個人情報保護制度対応支援業務委託料はどのよ
うな作業を委託するのか。
A　当町においては輪之内町個人情報保護条例を制
定し、必要の都度、所要の改正を行ってきたとこ
ろである。本委託により、国の法改正による影響
調査、規定例との影響調査、法制執務上の観点か
らの精査を行い輪之内町個人情報保護条例等を見
直していく。

 危機管理課 
Q　ハザードマップ更新業務は電柱に貼付してある

想定浸水深の張り替えを行うものか。
A　現在のハザードマップを国交省の提示した新た
な浸水想定区域図に倣い、更新するもの。

Q　防災会議のメンバーは誰がいるのか。
A　町長、参事をはじめ、指定地方公共機関である
NTTや中部電力等の職員等で構成されている。

Q　購入したホースは地区に設置してある消火栓で
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も使用できるのか。また、消防団で不要となった
ホースが、使用できるなら、公平に分けてもらえ
るようお願いしたい。
A　購入したホースは消火栓での使用は可能で、区
長会の席で話をしており、地元の要望を受け配付
している。

 経営戦略課 
Q　輪之内光サービスの加入世帯数は。
A　加入世帯は、平成29年 3 月 1 日現在で1,656世帯、
加入率は50.8％。

Q　企業立地奨励金の内訳は。
A　 2社が該当し、現在の交付金の対象となる固定
資産税の土地及び家屋、償却資産の予測額の報告
がありました。

Q　企業立地奨励金は 3 年間同額を交付するのか。
A　平成29年度から 3年間交付するが、償却資産に
ついては資産の減価が生じるのでそれに伴い減少
する。

Q　地域情報化推進委員会及び総合戦略推進委員
会、公共施設等総合管理計画検討委員会のそれぞ
れの役割は。
A　地域情報化推進委員会については、「第三次地
域情報化計画」の進捗状況の管理や「輪之内スマ
イルチャンネル」で放送する番組内容について協
議している。総合戦略推進委員会については、「輪
之内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ
た事業の進捗状況の管理や「まちづくり創生アイ
デア募集事業」で提案のあった事業について実現
に向けて検討している。公共施設等総合管理計画
検討委員会については、人口減少時代を迎え、生
産年齢人口は減少し、税収も減少することが予測
される中、老朽化した公共施設等や道路や水路、
下水道、水道などのインフラ資産をどう維持して
いくかを協議する。具体的には、建設最盛期に建
設した公共施設が同時期に更新時期を迎え、多額
の費用がかかることから、施設の利用状況を勘案
し、更新時期に統廃合するなど施設の総量最適化
などについて、今後の方向性を定めた全体的な計
画と中・長期で考えたアクションプランの二段構
成で協議していく。

Q　公共施設等総合管理計画検討委員会の委員構成
及び任期は。
A　議員 1名、区長会の会長及び副会長 4名、有識
者 3名、公募による 2名の合計10名で、任期は 2
年。その中で、区長会の会長及び副会長の任期は
1年であり、 1年で委員が交代するのではなく、
もう 1年継続してお願いしてはどうかと意見が
あった。

Q　動画コンテンツ使用料はどの業者の番組を放送
するのか。
A　現在交渉を進めているのは大垣ケーブルテレビ

が制作した番組の放送を考えている。また、当町
が制作した番組を他市町でも放送できるよう協議
している。

Q　Web アンケートシステムについて、アンケー
トの送付方法は。
A　当町でアンケート対象者を無作為で抽出し、光
サービス事業者である株式会社アミックスコムが
対象者が光サービス加入者かどうか確認を行い、
アンケートを加入者にはメールで送信し、未加入
者には文書にて郵送する。

Q　新規誘致企業は企業連絡協議会に加入している
のか。
A　加入していない。企業連絡協議会は企業の情報
交換の場でもあることから加入して頂きたい。

Q　企画費の補助金の中で「地方創生」に関連した
事業と内容は。
A　 5事業該当し、最初に就職・転職フェア開催補
助金は、UIJ ターンを促すために就職・転職フェ
アを開催し、企業が出展に係る費用の一部を助成
するもので、平成28年度は今月の18日・19日の 2
日間、地元の企業など16社が参加して開催する。
二つ目に育児休業助成金は、女性が安心して育児
休業を取得でき、職場に復帰できる環境を整備す
るため、育児休業を取得しようとする女性労働者
を雇用する事業者に対し、対象者一人当たり10万
円を助成するが、平成28年度は申請がなかった。
三つ目に三世代同居・近居助成金は、統計による
と三世代同居率が高い県は世帯の所得や子どもの
学力は非常に高いというデータがあり、当町は、
岐阜県内において三世代同居率が 1位であること
から更に同居率を伸ばし、世帯所得及び子どもの
学力向上を図るため、また、併せて、親世帯に子
ども世帯が同居又は近居することで、親世帯の老
後において、安心して暮らせる環境をつくり、ひ
いては、人口減少に歯止めをかけることを目的と
している。助成の具体的な内容は、三世代同居・
近居するための住宅取得又はリフォーム工事を行
うための費用の10分の 1、30万円を上限に助成す
るが、平成28年度は問い合わせはあったが申請ま
では至らなかった。四つ目に創業・第二創業助成
金は、町内で新規又は、第二の創業をしようとす
る事業者に対し、創業に要する経費の 2分の 1、
100万円を上限に助成するが、平成28年度は問い
合わせはあったが申請までは至らなかった。五つ
目にインナービューティー&農業コラボ実行委員
会補助金は、東京及び大阪などでダイエット教室
を展開するインナービューティーダイエット協会
とコラボレーションし、協会に無農薬野菜の生産
者10名で結成したインナービューティーダイエッ
ト&農業コラボ実行委員会が野菜を提供するこ
とで農家の増収及び当町の農業のクオリティの高
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さの PRをめざすもので、実行委員会に資機材、
肥料を購入する費用などの一部を補助している。
平成28年度の実績としては、 6月から29年 2 月末
まででインナービューティーダイエット協会他 2
社に出荷し、売り上げは約126万円であったが、
無農薬野菜は非常に栽培が難しく、商品として出
荷できるのは 2割程度である。

Q　三世代同居・近居助成事業の対象要件の一つに
町外から町内に居住とあるが、それがネックに
なっているのでは。
A　町外から転入し、町内の集合住宅に居住してい
る場合は、転入してから 3年以内の申請であれば
該当する措置も設けている。

Q　地方創生に関連した事業は交付金を受けて実施
しているのか。
A　平成27年度は国より交付を受けたが、平成28年
度からは一般財源で実施している。

 税務課 
Q　経営戦略課の企業立地促進奨励金交付事業交付

金の予算額と固定資産税の対前年比の額に差が生
じているのは。
A　予算額では、収納率を加味している。
Q　固定資産税の前納報奨金の計算はどのようにし

ているのか。
A　報奨金額は、二期分の税額×0.2パーセント×18
か月で、報奨金の上限は、3,600円とのことでした。

Q　差押物件鑑定評価委託料については滞納処分し
たものか。
A　土地に係る鑑定料。
 産業課 
Q　写真コンテストはいつどのようにやるのか。
A　まだ日程等について具体的には決まっていない
が、輪之内町の地域の宝を掘り起こす目的で、開
催したい。

Q　特産品開発の事業補助や地域食材活用弁当開発
事業補助は関連していると思うが、過去にやって
いなかったか。弁当はどうやって販売するのか。
A　特産品開発はやっていましたが、さらなる特産
品を開発していきたい。弁当は地域の食材を使っ
た農家レストランが最近では増えてきている。そ
こまでは行かないが地域の農産物を使った弁当を
開発したい。弁当は、販売というよりホッとステー
ションなどで試食会を開いて、広く輪之内の農産
物を PRしていきたい。

Q　物を売ると言うことは大変だと思う、ただやり
たいだけでやると言うことではなく、積み上げが
大切ではないか。いろいろな仕掛けをしていくこ
とはよいが、過去の特産品開発の反省を活かして
いるのか。継続性がないのが一番の問題ではない
か。
A　今までの反省点ということでは、売れる商品や

継続して行くというのが大切だと思う。またこの
弁当開発事業については売れる農産物を探すとい
うことも目的。

Q　御膳米を使った黒豆御膳なども弁当事業に入る
のか。
A　そうです。
Q　弁当事業はどうしていくのか、主体はどこで毎

日やるのか、提案してきた人にやらせるのか。
A　特定の間隔で弁当販売と言うより、試食会を行
いたい、加工するのに厨房がいりますし保健所の
検査や届けが必要。

Q　一般個人ではそこまでの設備のある人はいない
と思うが、そういった設備投資から始めるのか。
A　設備のある人はないので、朝市で弁当を出して
いる方に話をしたい。

Q　軽トラ朝市の補助金の内訳は、現在何件の登録
があるのか、また、売上げはどうか。
A　今年度30万円の補助金の内訳は、イベント開催
時の消耗品や食材代や新聞折り込み代。

Q　登録は、30から40事業者ある。天候不良の時で
も平均して出展者数は120％増加しており、売上
げは700万で前年比105％の増である。

Q　地域密着型の良い事業だと思うが、参加費とか
を取って、自助努力をしていることはあるのか。
A　今現在登録料や参加費等を取っていることはな
い。参加者の中で出典を取りやめることを考える
方も多くなってきており、出店者の確保を考える
と話しづらい状況にある。また、たとえ少額でも
徴収して、みんなでこの会を大きくしようという
意気込みをもたせることが大切なのではという意
見もありました。

Q　軽トラ朝市の概要は、今後の目標は。
A　朝 8時30分から11時までの2.5時間で24回あるの
で年間60時間、 1店舗当たりの売上額は平均する
と7,000円程度です。10,000円の売上げを目指して、
単価アップができるような取組として研修会や視
察も行っているがまだ単価アップまでに至ってい
ない。

Q　街路灯事業は更新はすべて終わったのか。新規
に設置すると 1 基いくらかかるのか。

A　すべてを更新して終わったということではなく、
更新をしてほしくないという方もいらっしゃるの
で、そういう箇所は残っております。今年度完了
したのは、新規23基、更新は原則今年度で完了の
予定であと30基ほどある。新規設置は、38,000円。

Q　更新しても点灯していない街路灯もあるし、昔
の水銀灯と違い照射範囲が違うので付け替えた位
置が全然効果がない場所に付けられている所もあ
るので、夜見に行ってはどうか。
A　付け替えて問題があるという箇所については商
工会に確認し善処させていただく。
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Q　街路灯の負担金はいつまでもらうのか。
A　来年度からは、いただかない。
Q　FC 岐阜のイベント開催の費用にバスの借上料

やドローン使用料は何か。
A　FC岐阜がホームタウンデーとして、町民の方に
長良川競技場に来てもらうため設定した。ドロー
ンの使用料は、イベントの空撮用。その他にサッ
カー少年団の関係者だけでなく、町民にも広くPR
する必要があるので、輪之内チャンネルなどで呼
びかけてはどうかという意見もありました。

Q　青年就農給付金は、ゼロになったが応募者がな
かったので補正でゼロにしたが、次年度平成29年
度は、制度がなくなったのか。
A　本年は就農の相談を受けていた方が、最終的に
就農しないことになったために新規就農者があり
ませんでした。次年度も制度はあります。新規相
談者があれば補正予算で対応していきたい。

Q　元気な農業の補助金が、来年度予算化されてい
ないが、補助金を受けたい場合はいつまでに申し
込まなければならないのか。
A　来年度は補助金の要望がなかったため予算化し
ていません。補助金の要望は、例年12月から 1月
の間に県から要望調査があるので要望がある場合
は、早急に申し出て欲しい。

Q　元気な農業の機械補助を受けられる対象者は。
A　営農組合や農業法人、認定農業者などが受ける
ことができるが、単純な機械更新ではなく、規模
拡大や新たな作目に取り組む方があれば優先順位
が高く補助をうけられやすい。

Q　年度途中で補助を受けたいとした場合、追加要
望とかはあるのか。
A　平成29年度ですと、事業が開始して 4月 5 月、
9月頃までに機械導入が完了して補助残があれば
県から町に追加希望の照会がくる。

Q　町民センターの畳替えを行ったと思うが、他に
悪いところはないのか。
A　今は空調関係が調子が悪いのでだましだまし
使っているが、電気に代えるとキュービクルの交
換が必要で、費用は莫大になるため今のまま使っ
ている。

Q　町民センターの管理について、公共施設の協議
会等があるが、たんぽぽの作業所もあるが、この
先まだ使っていけるのか。
A　すぐに立て替えという議論ではなく、避難所等
に指定されていることもあり、今のままできるだ
け維持していきたい。

Q　丸毛戦記の意義は何なのか。輪之内町として歴
史的価値があるとして掘り起こしている。今後戦
略的にどう考えているのか。
A　丸毛氏は西軍に味方した。大阪では御膳米を販
売した時にいろいろ話を聞くと大阪は西軍を指示

する人が多いため、西向きは丸毛、東向きは徳川
御膳米で売っていきたい。

Q　機構集積協力金に該当する法人の受託規模と対
象面積金額は。
A　該当する法人が機構を通じて転貸した面積は
45.5ヘクタールで、その内新規の契約は44ヘク
タールであり、約 1ヘクタールほどは、以前他の
農業者が耕作していたとか営農組合に管理を任せ
ていたということで、平成29年度は44.4ヘクター
ルに 5万円をかけた、22,200万円を予算計上して
おります。

Q　機構集積協力金の該当法人の地域は再ほ場整備
をしていきたいと考えているようだが、今後の指
導や方向性は。

A　ほ場整備についは、土地改良課が所管となるので
産業課としても連携して地元の方に話をしていく。

 建設課 
Q　予算が少なくなっているが、要望件数に対し工

事予定箇所の予定はどのようになっているか。
A　現在146件の要望があり、そのうち 6件が予定
箇所となっている。要望に対し地区のバランスを
考慮し予定している。それ以外では、圃場整備完
了地内の農道舗装と緊急輸送道路の整備を計画し
ている。工事件数は昨年と同様。

Q　水路工事の水路深さについて、現在の 2 枚から
3 枚にすることが可能なら、将来の土地利用を考
えて地元と調整の上、設計・工事を実施して欲し
い。
A　楡俣新田地区については、検討の余地があるた
め、地元と調整の上進める。

Q　本戸地区の連絡道路の 3 路線とはどこのこと
か。また、買収単価は緊急輸送道路と異なるのか。
A　本戸の道路改良は側道があるため 3路線となっ
ている、また買収単価は両路線とも農地のため平
方メートル当たり5,000円で同じ単価となる。

Q　側溝工事を計画する場合の条件があるのか、片
面が農地沿いの場合は工事を実施しないのではな
かったか。
A　今回の計画地は道路の両側が埋められており水
が溜まり、舗装の勾配を片側にしても対応できな
い。農地を埋められた場合、側溝は町で実施しな
い基本方針は変わらないが、おかれた状況により
対応する。

Q　安八海津線から堤防道路へのアクセス道路の進
捗はどうか。
A　設計は完了しているが、実施については県に要
望しているが、明確なスケジュールは未定。

Q　耐震シェルターの値段はどれくらいか。また補
助金の割合は。
A　耐震シェルターの値段は、メーカーにもよるが、
シェルターの内部の広さが、4.5畳で90万円や、
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安価ものは38万円もある。補助金は上限を30万円
とし購入価格の 1／ 2を補助する。

 土地改良課 
Q　楡俣北部地区のほ場整備で計画されている農用

地面積はどれだけか。
A　約34ha の農用地が計画されている。その他、地
区役員が県外研修にバスで出掛ける予定をしてい
るが、目的意識を持っていろいろな観点から最も
ふさわしい工法を研修してきてほしいと言う前向
きな意見が出された。

平成29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　下水道推進協議会は年 2 回開催されていると思

うが、平成28年度のそれぞれの審議内容は。
A　年 2回の開催の内、第 1回は当初の下水道発注
状況と加入率、住まいる住宅助成金の状況や加入
促進についての PRの内容について、第 2回は平
成29年度の計画と年度末の住まいる住宅の実績や
第 1回開催での状況の動向についてを審議した。

Q　下水道加入促進について、委員からの意見はあ
りましたか。加入促進についてのネックは。
A　加入促進の意見に基づき実施している取り組み
は、下水道事業の PRを毎月広報で掲載しており、
町のケーブルテレビでは毎月月末の接続率を掲載
している。ネックは、下水道未接続の方に対する
必要性や、下水道料金の考え方など意見がある。

Q　庁舎の下水道接続について、接続に対する考え
方が違うのではないか。今後の見通しは。
A　当然、早期に接続して頂きたいのが本音で、関
係機関との調整がある。

Q　浄化センターでの汚泥処理運搬は何処へ処理し
ているのか。
A　汚泥は乾燥させてセメントの原材料として行っ
ている。処理場は上石津町に在る「りゅういき」で、
処理に必要な金額は 1トン当たり24,000円と消費
税。

輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例について

 産業課 
Q　農業委員会委員の報酬が年額から月額に変わ

る。今後の最低額はいくらか。
A　固定額と、加算額で、加算額については実績に
応じて変動があり未定。

Q　他の市町はどのような状況か。
A　他の市町は月額13,000円から15,000円の間で、

その他に市町長の定める額を追加している。
Q　輪之内町の農業委員の報酬は低いのではない

か。
A　現在が88,000円で月額に直すと7,333円で、7,500
円だと90,000円になり、確実に交付される活動実
績交付金とあわせて13,500円となるので、他の市
町と比べても変わらない。
▼反対討論　農業委員会委員の報酬は県下でも低
い。近隣町に比しても、低い。最低でも県下の平均
レベルにまで引き上げるべきと考える。反対。
異議があるので、挙手による採決を行った結果、
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委員候補者等選考委
員会設置条例の制定について

 産業課 
Q　農業委員の任期は何年か。
A　 3年で今年の 7月19日で現在の委員の任期が終
了する。

Q　12月の農業委員の定数条例では施行に必要な事
項は規則で定めるとしてあるが、今回は規則では
なく条例なのか。
A　当初農業委員会で示した時は規則であったが、
選考委員に対して報酬を支払うことになるため条
例として提案した。

Q　条文の中の第 3 条の選考方法で適当と認める方
法とは何か。又、必要と認める場合はどういうと
きか。
A　推薦された者、面接を行う。必要と認める場合
とは、申込者が定数を超えた場合に町長が選考委
員会に要請する。

Q　募集に満たない場合はどうするのか。
A　そのときの状況で、農業委員会や団体に推薦を
依頼する。

Q　平成29年の農業委員の募集は。又、どうやって
選ぶのか。
A　 4月の広報で一般公募する、そのうえで 6月に
議会承認を得て決定していく。

Q　事務的に農業委員の候補となることの要件はあ
るのか。
A　農業委員会の過半数は認定農業者または認定農
業者に準ず者ということで、法人の営農組合の構
成員も対象になる。またその他の方については、
全く農業に関係ない方も応募できる。青年層、女
性層も多く採用するよう指導がある。利害関係の
ない者も必ず一人は採用する必要がある。また他
市町からの応募も可能で、選考委員会では、そう
いった方々を総合して判断する。
　その他に、農業の知識のないものが、定数通りで
採用された場合がとても心配であるが、何でもあり
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ということはとんでもない話ではあり、しっかり対 応してほしい。
�

文 教 厚 生

平成28年度　一般会計補正予算（第 4号）

 住民課 
Q　国庫負担金の保険基盤安定負担金がかなり多く

なっているが、増える要因は何か。
A　国民健康保険税の低所得者対策強化のため、国
から自治体への財政支援である1,700億円の投入
の意味で増えたこともあるが、保険基盤は支援分
と軽減分からなる 7割、 5割、 2割の軽減額に対
して、国と県の補助がある。軽減者が増えれば補
助金も増える。

Q　平成27年、平成28年と国から自治体への財政支
援である1,700億円が入っている。平成29年は倍
になる。その補助金の決定はいつか、予算の当初
では見込めないのか。
A　10月に交付申請して、交付決定は12月である。
12月の補正には間に合わない。

Q　収入があれば国保税を下げることができる。国
は自治体への財政支援である1,700億円の予算が
あるのでもっと早く申請して欲しい。補助金が入
るのはいつか。
A　決定された補助金は、年明けと年度末の 2回に
分けて交付される。交付申請は 5月に前年の所得
が確定し、被保険者数や一人当たりの平均保険料、
軽減額が分かってからしか申請することができな
いのでこの時期になる。

Q　予算はすべてが見込みであり、 7 割、 5 割、 2
割の軽減者を想定して予算を立てるべきである。
想定に基づいて申請をし、年度末に微調整をする
べきであって申請そのものが遅いし、 3 月の補正
では遅いのでは。
A　輪之内町だけが遅いのではなく、全国的に申請
時期が決められている。全国からの申請が集まっ
てから、補助金が配分されるので、当初から交付
額は決められていない。

Q　環境衛生費の太陽光発電補助事業の太陽サンサ
ン補助金の実績は何件か。同じく、水質浄化対策
事業の浄化槽設置補助金の実績は何件か。

A　太陽サンサン補助金は 8件、浄化槽設置補助金
は 0件である。

 福祉課 
Q　扶助費の軽減は、給付見込みによるということ

だが、利用者の状況を把握しているのか。
A　扶助費の予算は、過去の実績に基づき計上して
おり、年度で給付額に差があるが、窓口で利用で
きるサービスの相談に応じている。また、民生委
員や福祉委員からも相談や情報の提供を受けてい
る。

Q　第 3 子以後出産祝金の見込み数は。
A　当初予定者の20人から 8名減少して、12名であ
る。

 教育課 
Q　大藪小学校大規模改修工事の設計委託の業者と

金額は。
A　業者は株式会社大幸建築設計事務所で金額は
793万 8 千円。

Q　選奨生の内訳は。
A　当初予定では、新規 5名、継続 5名の予算を組
んだが、実績では新規 0名、継続者が 4名であり、
内訳は専門学校生 1名と大学生 3名。

Q　小中学校の電気代が減額となった理由は。
A　空調設備設置に伴い電気代が増える見込みの予
算を組みましたが、設置時期が遅かったこともあ
り、想定を下回ったため。

平成28年度　国民健康保険事業特別会計
補正予算（第 3号）

 住民課 
Q　退職者の被保険者数の減少の理由は何か。
A　退職者医療制度は平成26年で新規の被保険者が
なくなり、その方が65歳になるまでの 5年の経過
措置として、平成31年度まで制度が続く。

Q　退職者医療制度について説明して欲しい。
A　退職者医療制度とは、退職被保険者にかかる医
療費、医療費から保険税等を差し引いて支払基金
から交付される療養給付費交付金、またそれを賄
う保険税については、国保特別会計上、一般被保
険者と区分けしているが、被保険者として受けら
れるすべての給付サービスは、一般被保険者と何
も変わりはない。

Q　被保険者にとっては、一般被保険者であろうが
退職被保険者であろうが何も変わらず、行政の出
所が違うだけである。平成31年に支払基金からの
交付がなくなれば、その補填はどこでもらえるの
か。財源がなくなった分一般会計から繰り入れる

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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のか。
A　補填は今のところ何も無く、退職被保険者制度
が無くなれば、60歳から一般被保険者として加入
することになる。

Q　支払基金からの交付金が無くなれば、国保会計
の財政が圧迫されないのか。
A　退職者医療に対する交付金は減ってきている
が、その分一般被保険者数に応じた療給負担金や
調整交付金の額が増えてきている。

平成28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になり、普通徴収が増

額しているのは。
A　後期高齢医療の被保険者になると普通徴収から
始まるので、対象者が多かったことが要因である。

Q　特別徴収と普通徴収の選択はできるのか。
A　切り替えることはできる。
Q　すこやか検診の受診者数は。
A　受診率は45.3% で、対象者1,017名中467名であ
る。

平成28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　公共施設等整備基金の積立金は、児童発達支援

事業に充てるものか。
A　児童発達支援事業に充てるものとして管理して
いる。

Q　発達支援教室には現在何名、通園しているのか。
A　登録しているのは、27名である。

平成29年度　一般会計予算

 住民課 
Q　新リサイクルポイント事業について、古紙は重

量制なのか、生ゴミのポイント対象はどういう扱
いか。ポイントがたまったら、何がもらえるのか。
A　古紙は重量制であるが、生ごみは重量に関係な
く 1日 1回のポイントである。ポイントの商品は
食品ラップ、トイレットペーパー、軽トラ朝市の
100円券である。

Q　消費生活相談員の賃金は 1 日 5 千円か、その人
は町内にいるのか、どんな人か。
A　勤務は午前10時から午後 3時までで 5千円であ
る。消費生活相談員の資格がある方で、町内には
おらず、県の相談センターからの紹介で、大垣在
住の方と垂井町在住の方を予定している。

Q　地域協働水質改善協議会はいつまで続くのか。
中江川はきれいになってきているが、大榑川の、
特に海松の上流の方はほとんど改善されていな
い。大榑川は協議会のテーマではないのか。
A　川がきれいになる方法を検討して頂くため、今
後も協議会は継続していく。大榑川は、長良川か
ら寸断されて以来、水源がない。大榑川水質改善
の具体的な対策はまだ見つかっていないが継続し
て検討していきたい。

Q　協議会で大榑川の現地視察をした事はあるか。
大榑川は水源が小さいのに川が大きい。水の入れ
替わりがなく、汚濁の原因となっている。協議会
でも十分検討して欲しい。
A　大榑川の現地視察は協議会として出向いたこと
は無いが、協議会は地元の委員であり、地域性で
大榑川の話は出る。今年度で 5年間の森林環境税
の補助は終了するが、平成29年度は新たな事業を
申請中である。今後も水質改善を何らかの対策で
継続していきたい。

Q　親水広場の消耗品とは何か。工事費に含まれて
いないのか。
A　L型擁壁で、川側に直角なコンクリート面がむ
き出しになるので、その面に絵を施すか、または
タイルを使用するかを検討中である。見栄えのい
い物を作るための材料代である。工事費には含ま
れていない。

Q　船着き場は年中やるのか。安全対策については
どうか。
A　船着き場はイベントのみである。普段は解放し
たままで、安全対策としては、階段に手すり、足
下はすべりにくい対策を施しており、万が一川に
落ちた場合ははしごを使用できる様に計画してい
る。

Q　中江川浄化用井戸の948,000円の電気代は、何
時間運転するものか。
A　10月〜 3月の間で、自然排水ができる日で、月
に10日程の稼働に対する電気代である。

Q　保険基盤安定繰出金は、どうやって積算したの
か。
A　過去 6年間の平均である。
Q　国から自治体への財政支援である1,700億円が

平成29年は3,400億円で倍となる。国の指図で当
初予算に計上しないのか。歳入の見込みがあるも
のは当然計上するべきではないか。
A　国保への国の投資でも、途中で変更となる場合
もあり、不透明なものは安全を考えて入れていな
い。見込んだ収入が少なかった場合に医療費が払
えなくなるため歳入はなるべく少なく見込む。

 福祉課 
Q　ピロリ菌除菌の助成額は。
A　保険適用の場合、除菌費が6,000円程であるので、
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その半額の3,000円を助成する。また、保険適用
にならない場合は、25,000円程の費用になるので、
上限額を20,000円として自己負担額、3,000円を差
し引いた額を助成する。

Q　ピロリ菌の検査は血液検査か。
A　ABC 検診として血液検査を集団検診で実施す
るもので、自己負担額は600円である。

Q　ピロリ菌除菌の予算の積算根拠は。
A　ABC検診の受診者を120名と見込み、その半数
程が、ピロリ菌に感染しており、その中の 9割が、
胃炎等の症状があり、保険適用になるとして計上
している。

Q　福祉医療費助成事業の母子家庭、父子家庭の世
帯数は。
A　母子家庭は52世帯、父子家庭は 3世帯である。
Q　検診等委託料が減少しているが、対象者は減少

しているのか。
A　予防接種では、1歳までに13回行い、接種率は、
9割程度である。今年度は、出生数が減少してい
る。

Q　障害福祉計画を安八郡で策定する理由と、その
内容は。
A　安八郡で自立支援協議会を設けており、広域で
検討することで地域格差の解消や支援体制の強化
が期待できるので、 3町で策定している。また、
この計画は 3年間のサービス見込み量と、その確
保の方策を定めるものである。

Q　こども園の入園予定数は。
A　仁木113名、福束80名、大藪180名で、その内、
新入園児は仁木18名、福束13名、大藪43名である。

Q　こども園での英語教育は義務なのか。
A　義務ではないが、町として小学校、中学校に繋
がるものとして実施している。平成28年度より、
こども園専任のALTを配置している。

Q　カリキュラムの内容は。
A　こども園になり、教育の部として午前中は学ぶ、
午後では触れると言う内容で実施している。

Q　こども園の改修計画はあるか。
A　昭和56年頃の建設であり、築35年程になる。大
規模改修は中学校、小学校と実施しているが、今
後必要な時期に改修等を計画していきたい。

Q　ささえあいプランの策定委員は、どのように選
出されるのか。
A　設置要綱に基づき、選出する。
Q　認知症カフェは、どのような人が参加している

のか。今後も続けていくのか。
A　認知症の方やその家族の方が、気楽に参加でき、
相談等ができるような居場所となるようにしてい
る。施設等にも呼び掛け、参加を募っている。平
成29年度も継続して行く予定である。

 教育課 
Q　英語検定受験料補助金について英検 3 級とは合

格率はどれくらいか。
A　基本的な日常会話ができる程度の英語力であ
り、 3級の合格率は50から55パーセント。

Q　鹿児島派遣交流事業について派遣先の学校はど
こか。派遣児童の人数、選出方法は、どのように
するのか。自己負担金金額は。
A　鹿児島市立南方小学校を予定している。派遣す
る児童は各校 4名、計12名で引率者が 4名、合計
16名の予定で、派遣児童の選出は希望者に作文の
提出と面接を行い決定していく。又、自己負担分
については、派遣費用の 4分の 1、一人当たり 2
万円程度と考えている。

Q　Q − U 検査とはどのようなものか。
A　学校生活の様子についてのアンケート調査であ
り、アンケートの集計結果をもとに、児童生徒の
学級での立場や様子がわかるもの。

平成29年度
国民健康保険事業特別会計予算

 住民課 
Q　特定健診の受診率は。特定健診の検査項目は。

第 3 期の特定健診実施計画についてどのように改
善されるのか。
A　特定健診の受診率は、40%〜50% でこの 5年間
推移している。特定健診の検査項目は選択できず、
血圧、血液検査など、メニューは決まっている。
第 3期の計画については、特定健診の受診率60%
を最終目標としているが、達成が難しいため、健
診方法や実施時期を検討する他、保健指導として、
メタボの人を改善していき、目標を達成するよう
計画する。

Q　高額医療制度で還付される金額は、所得によっ
て違うのか。
A　高額医療制度は70歳未満、70歳以上で分かれ、
更に、それぞれ所得に応じ、70歳未満については
5段階の区分に、70歳以上は 4段階に分かれる。

Q　その他一般会計の繰入金は、どんな根拠がある
のか。18歳まで、医療費は無料である。医療費が
増えるから、その補填なのか。福祉医療費はどれ
くらいか。
A　平成29年度保険給付費の福祉医療分を対象とし
て計上している。また、福祉医療分の医療費は、
国保臨時特別助成事業補助金額に法定負担割合分
と国庫負担金減額割合分を割り戻したおおよそ 2
倍である。
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平成29年度
後期高齢者医療特別会計予算

 福祉課 
Q　保険基盤安定繰入金は、どういう内容のものか。
A　保険料の軽減に対するものであり、県が 3／ 4、
町が 1／ 4を負担するものとして、一般会計より
繰入する。

Q　保険料の滞納状況は。
A　平成27年度の滞納繰越分は完納済みであり、そ
れ以前では 1件あるが、計画的に分納されている。

平成29年度
児童発達支援事業特別会計予算

 福祉課 
Q　発達支援教室職員の勤務時間は。
A　町職員と同じく、平日の 8時30分から17時15分
である。 1日の時間割により、各児童を指導して
いる。

Q　 1 日に何名を支援するのか。
A　 1日、10人以内である。
Q　利用料はいくらか。
A　自己負担額は、課税世帯で一ヶ月4,600円が上限
であり、町から2,500円を補助するので、2,100円
である。

�

仁木小学校校舎大規模改修特別委員会
 教育課 
Q　仁木小学校に設置されたエアコン室外機の振動

と騒音について授業に支障とならないか。
A　振動及び騒音測定の結果、問題ない。
Q　小中学校屋内運動場の照度にバラつきがないよ

うにしてもらいたい。
A　照明器具を変更して対応する。その後、設置後
の実測照度の報告があり、いずれも設計照度以上
であり、学校体育館の照度基準を満たしていた。

Q　LED に変更して消費電力はどの程度下がるか。
A　現状の半分以下にはなると思う。
Q　空調設備工事の処分費については、当然マイナ

スで計上される部分もあるはずだが、そのあたり
はどのように積算されているか。
A　資材として売れるものについては、マイナス計
上し差引計算して処分費を算出している。

Q　アリーナ以外の玄関ホール等についても LED
化してはどうか。

A　公共施設の照明については LED化していく方
針でもあり、対応していく。

Q　体育館の照明器具について、ボール等が当たり
落下する事はないか。
A　落下防止用のワイヤーも設置してあり、問題な
い。

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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議 会 活 動 日 誌

《 1月》
5 日　農業委員会
7日　消防出初め式
8日　成人式
10日　町老人クラブ連合会新年互例会
12日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設促

進協議会の要望活動
16日　広報編集委員会
19日　福束小学校（ 6年生）役場・議場見学
20日　身体障害者福祉協会新年互例会

地域別農業委員会・農地利用最適化推進委
員研修会

23日　全員協議会
安八郡広域連合監査
ふれあいフェスタ実行委員会

25日　千本桜まつり実行委員会
26日　第 2回自立支援部会

総合戦略推進委員会
31日　例月出納検査

災害補償等認定委員会

《 2月》
2 日　愛知県豊山町議会常任委員会研修視察

千本桜まつり実行委員会
3日　農業委員会
8日　青少年育成町民会議運営委員会
14日　安八郡教育振興会総会

千本桜まつり実行委員会
15日　地方財政対策等説明会及び合同懇親会
20日　西濃環境整備組合議会定例会
21日　議会運営委員会

全員協議会
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

23日　例月出納検査
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

27日　国民健康保険運営協議会

《 3月》
3 日　青少年育成町民会議総会

農業委員会
5日　安八園遊会
6日　第 1回定例町議会

全員協議会
7日　中学校卒業証書授与式
8日　文教厚生常任委員会
9日　文教厚生常任委員会
10日　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

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
19日　カナダハリーコリンジ高校生徒歓迎会
20日　日本百名水・菊水泉「若水取り」

養老改元1300年祭・本祭オープニングセレ
モニー式典

21日　総合戦略推進委員会
23日　各小学校卒業式

土地開発公社第 3回理事会
下水道推進委員会

24日　学校職員送別会
植物防疫協会理事会

26日　消防団並びに女性防火クラブ入団式
27日　岐阜県町村議会議長会第 4回評議員会
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

30日　例月出納検査

▼編集後記
　「わのうち議会だより」114号をお届けします。
　心地よい薫風の季節を迎えた。今年度は養老町で1300年
祭、岐阜市では織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年事業、
当町では関ヶ原合戦の前哨戦に位置づけられる福束城の戦
いと歴史を紐解く試み等、各地で開催される。
　当たり前の風景も視点を変えると新しい見方ができるの
ではないか。自ら体を動かして、動ける間に見聞を広めた
いものだ。
　歴史から様々なことを学んで行く、先人から学んでいく
ことは大切だ。
　永六輔さんは、「生きているということは、誰かに借り
をつくること。生きていくということは、その借りを返し
てゆくこと。誰かに借りたら誰かに返そう」とおっしゃっ
てます。
　輪之内町議会は、議員一人ひとりが、町民の皆様の負託
という借りを返していけるよう、皆様の意見に耳を傾ける
だけでなく、町民の皆様ともに輪之内町の将来について多
いに語らい、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 6月の予定です。多数の傍聴を期待いたし
ます。

（　）輪之内町議会だより 平成29年 5 月 1 日32


