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平成29年度
補正予算

を追加774万円
　平成29年第3回定例町議会が開かれ、初日に町長から提出され
た固定資産評価審査委員会委員の選任、教育委員会委員の任命、補
正予算、決算の認定、条例など合計10議案、議員提出の意見書が
1件上程され、審議の結果、固定資産評価審査委員会の委員の選任、
教育委員会委員の任命、条例1件、意見書1件を可決し、補正予算、
決算の認定の合計7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の認定5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件は原案のとおり可決・認定されました。
　また、3名の議員により一般質問が行われました。 田中 政治 議長

市橋 修 氏
任期　平成29年10月 1 日〜
　　　平成31年 9 月30日　

浅野 武彦 氏
任期　平成29年10月 1 日〜
　　　平成32年 9 月30日　

野村 誓子 氏
任期　平成29年10月 1 日〜
　　　平成30年 9 月30日　

2017年
9月定例議会
4日〜13日一般会計

教育委員会委員に
2名を任命同意しました

　市橋 　修 氏
　野村 誓子 氏

固定資産評価審査委員会
委員に選任同意しました

　　浅野 武彦 氏

（　）輪之内町議会だより 平成29年11月 1 日2



●
平成29年度
一般会計補正予算（第 2 号）

774万 4 千円を追加
●

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

774万 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ39億7,270万 5 千円と定めるもの

です。

◆歳出の主な補正

総 務 費 �（総務管理費）

・広報費（広報掲示板設置工事費等）� 18万円
・電子計算費� 173万円
　（システム保守修正委託料）

民 生 費 �（社会福祉費）

・福祉医療費� 51万円
　（福祉医療費県補助金精算還付金）
・国民健康保険費� 81万円
　（国民健康保険事業特別会計繰出金）

土 木 費 �（道路橋りょう費）

・橋りょう維持費� 82万円
　（橋りょう補修工事費）

消 防 費 �

・非常備消防費（費用弁償等）� 314万円
・消防施設費（修繕料）� 45万円

◆歳入の主な補正

地方交付税 �

・地方交付税� 3,225万円

国庫支出金 �（国庫補助金）

・総務費国庫補助金� 19万円
　（社会保障・税番号システム整備費補助金）

町 債 �

・総務費債（臨時財政対策債）� △2,470万円

平成29年度
国民健康保険事業特別会計補正予算

（第 1 号）123万 1 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

123万 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ12億123万 1 千円と定めるもので

す。

◆歳出の主な補正

総 務 費 �（総務管理費）

・一般管理費（職員手当等）� 113万円

◆歳入の主な補正

国庫支出金 �（国庫補助金）

・システム開発費等補助金� 32万円
　（国保制度関係業務準備事業費補助金）

繰 入 金 �（他会計繰入金）

・一般会計繰入金� 81万円
　（職員給与費等繰入金）

条　例
輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について

　これまで教育・保育給付の申請が保護者からあった場合には支給認定証を交付することが義務付けら
れていましたが、子ども・子育て支援法施行規則の改正により任意とされたことにより、利用者負担額
の通知で支給認定の内容を通知できるように改正するものです。

平成29年11月 1 日 輪之内町議会だより（　）3



意 見 書 を採択しました

道路整備事業に係る補助率の嵩上げ措置の継続を求める意見書
　道路は、最も重要な社会基盤として、経済・社会活動を支えるものであり、空港・湾岸
及び鉄道を持たない本町においては、自動車交通への依存度が高く地域の活性化や災害時
の防災ネットワークとして、期待されています。また、道路施設の老巧化、交通安全対策
等の課題に直面するなか、安全安心で円滑な交通を確保する道路整備は急務であり、持続
的かつ安定的な財源の確保は極めて重要となっています。
　輪之内町では、東海環状自動車道を始めとする高規格幹線道路を基軸とした幹線道路ネッ
トワーク形成として、同自動車道西回りルートにおける養老インターチェンジへのアクセ
ス道路と、新養老大橋の架橋建設推進を要望しています。さらに、国道258号に接続する主
要地方道羽島・養老線の福束大橋付近の交通渋滞解消など、多くの住民から要望が寄せら
れています。
　このような状況において、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（以
下、「道路財特法」という。）の規定による補助率の嵩上げ措置が平成29年度末で切れ、地
方負担が増加することになれば、自治体運営にも多大な影響を招くことになります。
　よって、国においては道路整備を引き続き促進するため、長期的かつ安定的な予算確保
と充実を図るとともに、道路財特法の補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も
継続するよう強く要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

　　平成29年 9 月 4 日
岐阜県安八郡輪之内町議会

　内閣総理大臣　安倍　晋三　様
　財務大臣　　　麻生　太郎　様
　総務大臣　　　野田　聖子　様
　国土交通大臣　石井　啓一　様
　衆議院議長　　大島　理森　様
　参議院議長　　伊達　忠一　様

（　）輪之内町議会だより 平成29年11月 1 日4



監 査 報 告
　平成29年第 3回定例町議会の初日に兒玉代表監
査委員より、次のとおり報告を受けました。

●�報告内容
　去る 7月19日、 7月20日の 2日間にわたり、平
成28年度輪之内町一般会計、各特別会計の決算、
及び各基金の運用状況の審査を古田東一監査委員
とともに、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28年度の輪之内町一般会計、各特別会計の
決算、及び各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28
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28年度輪之内町一般会計歳入歳出決

算
　②　�平成28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28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28年度輪之内町児童発達支援事業特

別会計歳入歳出決算
　⑤　�平成28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28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29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、あわせて、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、各特別会計の歳入
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、決算計数は誤りのないものと認め
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、関係諸帳簿及び証書類と合致してお
り、誤りのな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、今後の本町の財政運営にあたり、これ
までの基本である「身の丈予算」において、前年
度の踏襲を是とせず、事業の選択と重点化の中で、
健全財政確保に努められ、多様化する町民ニーズ
や、増大する行政需要等に対応し、町民サービス
の向上と経費の節減に向けて、積極的に取り組ま
れることを望みます。また、財政構造の硬直化に
より、中・長期的なインフラ整備や、公共施設の
長寿命化に掛かる費用などへの影響が危惧される
ため、将来を見据えた健全な財政計画のもと、安
定的な財政運営に努めていただき、「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」
の実現をめざし、邁進されることを期待するもの
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。

平成29年 9 月 4 日

代表監査委員

兒玉 俊雄 氏

平成29年11月 1 日 輪之内町議会だより（　）5



▪ 古田東一議員の質問

1 ．頑張る町長副町長をおかれて
は

　町長におかれては、今月には、古稀を迎えられ、
誠におめでとう御座います。県職定年退職後、連日
休みなしの公務、ご苦労様で御座います。
　本来ならば、還暦を迎えた時、悠々自適の生活が
送れることが出来たのに、「一念発起」輪之内町を
変えようと「もっと、もっとの、八つの政策」を掲
げられて、実現に向かって突き進んでこられました。
が、「10年一昔」と言う言葉もあり、一区切りの時
期でもあります。
　安倍総理、トランプ大統領は夏休み休暇を取って、
英気を養っていると報道がありますが、町長が夏休
みを取っているとは聞いた事がありません、年中無
休であります。
　「もっと」プライベートの機会をとって、英気を
養って下さい。
　現在、西濃二市九町では、副町長を置いていない、
市、町は、神戸町と輪之内町だけになりました。
　以前では、我が町には、副町長は、必要が無いと
言う意見が、多数を占めておりましたが、現在では、
意見の割れるところであります。
　町民には、町長の勤務実態が分かっていないから

であり、近くで見ていると、尋常では勤まらない職
務（激務）であると感じます。
　町長独自で、参事は決められますが、副町長選任
は、議会の承認が必要で、町長一存の権限だけでは、
置けない案件であります。
　平成19年町長就任以来、町長を必死でサポートし
てきた幹部職員達が、続々と定年を迎えつつ有り、
有能な職員が去って行く時、今後の町政運営が大変
であろうと思われます。法制上幹部達の再任先（ポ
スト）も、考慮して頂かなければなりません。町長
の一存では、首の切れない、副町長を置く事を考慮
されては如何がでしょうかお答え下さい。

�

町長答弁
　まずもって、ご質問の中で、私に対するねぎらい
の言葉を頂きましてありがとうございました。
　確かに忙しい毎日を過ごさせて頂いております。

そのような状況から少しでも余裕をもてるようにと
の配慮のご質問かと思います。
　現在は、副町長は置いておりませんが、私が必要
と判断した際には、躊躇することなく設置をしてま
いります。

2 ．66回消防操法大会優良賞（町長公用車運行規定は）
　消防操法出場消防団員の皆さんには、連夜の猛練
習の成果を発揮されおめでとう御座います。
　先月 8月22日尾張地方では、落雷が3000回以上も
発生したとニュースであり、落雷による火災と思わ
れる被害が 4件あったと報道されました。当日私は、
東の方角を見つめていて、何時こちらに雷雨、豪雨
がやって来るかと心配をしておりましたが、幸いこ
ちらには、大した事も無く幸いでありました。
　地震、雷、火事、おやじ、（職員は町長）と最近
の災害は、現実に、何時こちらに、雷雨豪雨災害が

発生してもおかしくないよそ事ではない状況であり
ます。
　公共施設の避雷針の検診は、何時行われているの
か？
　数年前（25年 9 月 4 日午後〜）時間108mmと言
う豪雨があり、当町でも 1件、床下浸水が発生した
と当時、報道がありました。
　当日、私は、店の駐車場の車の中にいて、おおよ
そ 1時間、外にも出られない状況で、何時豪雨が止
むかとジッと閉じこもっておりました。

古田 東一 議員

一般質問（原文掲載）

（　）輪之内町議会だより 平成29年11月 1 日6



　言葉じりを捕らえるようで、真に申し訳ありませ
んが、「ゲリラ豪雨の被害にあっていない当町」と、
（ 4日の議会）で、おっしゃいましたが、25年 9 月
4 日午後のゲリラ豪雨当日、町内には居られなかっ
たのでしょうか。本来ならば役場に緊急待機してい
る状況だったと考えますが？
　町長は、当日（25年 9 月 4 日）どんな体験、経験
だったかお答え下さい。
　当町は堤防が崩れない限り浸水だけで、免れられ
る地帯ですが、町長の強い政治力で、念願の 4号排
水ポンプが、ゲリラ豪雨の半年遅れの、26年 3 月に
完成し、やや安心しております。 5号目のポンプは
必要ないとお考えかお答え下さい。
　雷雨時の消防団の出動は大変危険を伴いますが、
いざとゆうときには、出動していただかなければな
りません。消防団の活躍を期待するものであります。

　それに引き換え最近の町長の行動はどうか？疑問
を感じる所であります。
　先般の消防操法大会の時には、町長の選挙参謀を
勧められたと云われているK氏を、No 1 番の公用
車に同乗なさって大会に出席なさったそうですが、
如何なものでしょうか？
　議長は、皆んなと一緒のバスで応援に出かけてお
ります。帰りのバスの中での会話ですが、区長会、
まとい会のメンバーや、他の応援のグループの人達
からも、議会が軽視されているのではないかと問わ
れました。
　何方の発案（町長、K、参事、？）で選挙参謀と
言われるKさんを同乗させたのかお答え下さい。
　町長公用車運行規定はあるのかどうかお答え下さ
い。
　人の振り見て我が振り直す

�

町長答弁
　輪之内町消防団は、去る 8月 6日に瑞穂市で開催
された第66回岐阜県消防操法大会に安八郡の代表と
して出場いたしました。結果は、第10位で優良賞を
獲得いたしました。消防団員の連日に渡る訓練、本
当にお疲れ様でした。また、大垣消防組合の熱心な
ご指導に感謝を申し上げるところでございます。
　私が感銘を受けましたのは、好成績もさることな
がら、消防団が「オール輪之内」をスローガンに掲
げ、大会に選手として出場した第 2分団だけではな
く、他の分団も一丸となって訓練を積み重ねたこと
であります。一つの目標に向かって消防団が一つに
なった。このことが組織の団結力を高め、火災や災
害が発生した際にもその力が発揮できるものと確信
しております。
　それでは、具体のご質問に対して、お答えさせて
頂きます。
　まず、公共施設の避雷針の点検についてお答えい
たします。避雷針は、建築基準法では、20m以上の
建築物に設置することとされており、町の公共施設
にも庁舎をはじめとしていくつかの施設に設置して
おります。避雷針はよほど大きな雷撃でない限り、
かなり長期間使用に耐えるものであり、点検は行っ
ておりませんが、設置してから年数も経過しており
ますので、今後接地抵抗等の点検を行ってまいりま
す。
　今議会の初日に提案説明の中でゲリラ豪雨の被害
に言及させて頂きました。今年は各地でゲリラ豪雨
による被害が発生しているが、幸い「今年は」今の
ところゲリラ豪雨による被害が発生していないと申
し上げたものであります。
　議員のおっしゃった平成25年 9 月 4 日に輪之内町
を襲ったゲリラ豪雨は鮮明に記憶しております。当
日は、私自身は赤十字奉仕団員のつどいが岐阜市文
化センターであり、どしゃ降りの雨の中を役場まで
帰ってまいりました。その後は、庁舎内で待機し、
情報収集等にあたっておりました。15時19分に岐阜
県記録的短時間大雨情報（輪之内町付近で約

110mm）が発表され、まさにこれがゲリラ豪雨の
実態かと感じたところでございます。なお、幸いな
ことにゲリラ豪雨の継続時間が比較的短時間であり
ましたので、町内の被害も最小限に留まりました。
　福束排水機場に 5機目の排水ポンプは必要ないと
考えているかとのお尋ねでありますが、 4号ポンプ
を設置したことにより、計画的には整備は完了した
ものと認識しております。しかしながら最近におい
て国土交通省が想定している年超過確立 1 /1,000以
上いう最大想定の降雨があった場合にも対応出来る
かどうかについては、慎重に検討する必要があると
考えております。
　最後にご質問の後半部分の中で、岐阜県消防操法
大会における送迎の件につきまして、ご質問があり
ました。
　課長の報告によりますと、私もKさんも、県大
会本部から来賓として案内状が送付され、併せて駐
車場の場所を指定した駐車券も送付されておりまし
た。課長とKさんが県大会について話す機会があっ
た際に、Kさんは最近長い距離を歩くことが辛く
なってきたというお話の中で、大会会場に最も近い
来賓駐車場に駐車出来る私と同乗してはどうかとお
勧めしたとのことでありました。
　なお、公用車の使用にあたっては、自動車使用簿

木野 町長 答弁
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の記載を義務付けておりますが、ご質問にあります 町長公用車運行規定は特に定めておりません。

▪ 上野賢二議員の質問

地域公共交通について
　近年、全国的に少子高齢化、人口減少、マイカー
の普及を背景とするバス利用者の減少に伴い、バス
事業者の撤退が進む中、路線バスの廃止に呼応する
形で、公共交通空白地域対応、高齢者福祉対応など
を目的に、コミュニティバスの導入が増加し、中部
運輸局管内でも全市町村の 9割が運行するに至って
います。しかし、コミュニティバスの拡大は、自治
体の財政負担も増大させています。このような中、
路線バスやコミュニティバスなどの路線定期型交通
に替わり、生活弱者の足を効率的に確保する究極の
システムとして、デマンド型交通を導入する自治体
が急増してきています。
　本町においても同様の状況下であることから、平
成25年度に公共交通に関する調査、課題研究を実施
し、平成26年 3 月に輪之内町地域公共交通総合連携
計画が策定され、平成27年 1 月 5 日、いち早くデマ
ンドバスの運行が開始されました。現在では広域的
な移動に対応するために町と大垣駅前を結ぶ「輪之
内線」、町と岐阜羽島駅を結ぶ「輪之内羽島線」、隣
接市町への移動に対応する「南北線」の 3路線バス
と、公共交通不便地域のカバー、地域生活交通とし
ての「デマンドバス」を組み合わせた方式で運行さ
れています。

　本町のこの地域公共交通形態は多方面に配慮され
た最良のシステムとして、高評価をいたしておりま
すが、平成27年10月に行われた町民アンケートでは
住みにくいまちと感じている人は24.7％で、その理
由として75.5％の人が公共交通機関が充実していな
いからと回答しています。輪之内町地域公共交通総
合連携計画の基本理念《「住んでいて良かった、こ
れからもずっと住み続けたいまちづくり」の一翼を
担う公共交通の構築を目指す》の更なる推進に努め
ていただきたいと思います。
　そこで、今後の重点施策であります、広域基幹バ
スの機能強化とデマンドバスの利用促進について質
問いたします。

（ 1 ）広域基幹バスの機能強化
　輪之内町地域公共交通総合連携計画には、新たな
幹線系統として通学・通勤の便利性を向上させるた
め、墨俣・穂積駅方面への導入を検討するとありま
す。お隣の安八町では今年度、アンケートによる町
民ニーズに応え、安八温泉から穂積駅間の地域幹線
バス事業を予算化し、瑞穂市と連携して計画を進め
ています。この路線は穂積駅から岐阜・名古屋方面
への通勤・通学のみならず、途中には大垣桜高校、
朝日大学、大型商業施設があります。輪之内町にとっ
ても大変魅力的な路線であります。私は前々から、

比較的渋滞の少ない南北移動であり、名古屋へ行く
のに大垣駅からよりも所要時間が 6分短く、運賃も
90円安い穂積駅へのバス運行を熱望しておりまし
た。町長も以前から、海津市─輪之内町─安八町─
瑞穂市を結ぶバス路線の開設に意欲を示されており
ました。先を越された感はありますが、今からでも
この計画に参入できないでしょうか。参入できない
のであれば、今後、安八温泉での接続を考え、南北
線を強化していかなければならないと思います。

�

町長答弁
　安八町が瑞穂市と連携し進めている穂積駅までの
バス路線計画に参入してはどうかというご提案でご
ざいますが、この穂積駅までの路線バス運行につき
ましては、平成25年度に岐阜県が「地域公共交通協
議会調査」において、東海道本線より南側に居住す
る方に対して「穂積駅までのバス路線が新たに運行
された場合」についての住民アンケートを行いまし

た。
　輪之内町の世帯にも無作為での調査が行われ、輪
之内町では「利用したい」「運行条件によっては利
用したい」とする人は合わせて26.5％であり、その
運行条件とは①バス停までの時間が 5分程度②30分
に 1本程度の運行があること③運賃は500円程度で
あることでありました。
　安八町と瑞穂市が計画する運行経路は、あすわ苑
経由で20箇所のバス停を経由する事から、輪之内町

上野 賢二 議員
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から穂積駅到着までには約 1時間を要することにな
りますし、バスも 2台で運行するため 1時間に 1本
の運行割合となります。
　運賃につきましては、安八温泉と穂積駅間は安い
金額ではないと想定されている事から当町からはそ
れ以上の金額になるなどアンケートで希望する運行
条件を満たす事が困難な状況にあります。

　更には、関係市町との負担金の問題、南北線との
運行調整もしくは廃止、運賃の調整等が必要になり
ます。
　いずれにしましても、この新規路線に関しては隣
町の安八町からも情報提示や協議も無く、数多くの
問題や調整が必要になる事が予想され、現時点にお
きましては白紙の状態でございます。

（ 2 ）デマンドバスの利用促進
　本町のデマンドバスは平日（月曜日〜金曜日）運
行で運行時間は 8時30分〜16時30分です。乗下車地
は定められた約150のバス停で、乗車 1時間前まで
に予約する必要があります。利用者のニーズに合わ
せ、利用促進を図るには、運行時間の延長、予約可
能時間の短縮、乗下車地の拡大等検討する必要があ
るのではないでしょうか。
　参考までに近隣のデマンド型交通を導入している
市町の運行状況を調べますと養老町は平日の 8時30
分〜17時00分運行で予約は乗車30分前まで、大野町
は平日の 7時30分〜17時00分運行で予約は乗車30分
前までで、バス停乗下車が基本ですが、自宅前事前
登録（要件あり）をすれば家の前にて乗下車でき、
自宅前登録が可能になってから利用者が激増してい
ます。海津市は平日の 8時30分〜17時00分運行で予
約は乗車 1時間前まで、美濃市では毎日、 8時00〜
18時00分運行で予約は乗車30分前までとなっていま
す。全国的に見ますと最究極のシステムとして、決
められたバス停はなく、需要に応じて自宅から外出
先へ、外出先から自宅へといった戸口から戸口を結
ぶ（ドア・ツー・ドア）のデマンド乗合タクシーを
運行している自治体もあります。
　運行時間は少なくとも前後30分の延長、予約可能
時間については、多くの自治体が実施しているよう

に乗車30分前までに短縮する。それから、乗下車地
については、大野町形式の自宅前事前登録制度を取
り入れることも一考ではないでしょうか。もちろん
自宅前事前登録には肢体不自由者等の障がい者、妊
婦、運転免許証自主返納者、後期高齢者など一定の
要件を定めることが必要であると思います。バス停
については、観光委員会から要望が出ております
ウォーキングマップに掲載されている名所や文化
財、遺構、歴史的建造物等でバス停未設置個所にバ
ス停を設置して、歴史探訪やウォーキングツアーへ
の活用の利便性を図っていただきたい。また、バス
停設置を現行ルートから 3 km以上離れており、名
鉄羽島線・竹鼻線によりアクセス可能として見送ら
れた羽島市民病院のバス停設置を再考していただき
たい。確かに名鉄羽島線・竹鼻線にてアクセスは可
能であるが、バスから岐阜羽島駅にて乗換え、名鉄
電車に 7〜 8分乗り、竹鼻駅にて下車して10分程歩
かなければならず、さすがにこの方法で羽島市民病
院へ通院する人はいないのではないでしょうか。デ
マンドバスであれば岐阜羽島駅から10分もかからな
いはずです。羽島市民病院の町内利用者は少なくな
いと思います。是非ともバス停設置に向けて検討し
ていただくことを要望いたします。

�

町長答弁
　自宅前事前登録と予約時間の短縮、運行時間の前
後30分の延長についてお尋ねがありました。
　当町では、区域運行という形でミーティングポイ
ント制（バス停からバス停まで）での許可を受けて
おり、ドアツードアである自宅前事前登録の方法は
採っておりません。
　種々の問題点の解消が前提となりますが、行うの
であれば、改めて中部運輸局の許可を取る必要があ
ります。
　ご指摘の改善策の実施にあたっては、オペレー
ターや運転手の増員、使用車両の増車等の問題が生
じて参ります。
　名阪近鉄バスからも、これ以上のオペレーターや
運転手を増員することは難しいとの指摘もございま
すので、当面、何が可能かの議論を深めて参ります。
いずれにしても利便性の向上を求める方向性につい
ては、議員と意を共にするものでございます。

　利用者の多い大垣方面へのアクセスとして、運行
本数の多い横曽根までのデマンドバスの延長やこれ
に伴う輪之内線の運行時間の調整、隣接市町である
安八町・海津市・羽島市への更なる利用促進への改
善等を図って参りたいと考えております。
　バス停の追加設置につきましては、住民アンケー
ト結果による希望上位の箇所に設置しているほか、
区長要望による箇所を公共交通会議に諮って設置し
ているところでございます。
　町内の名所や旧跡、文化財や歴史的建造物へのバ
ス停希望が行政目的と合うことがあれば、会議に
諮って設置していきたいと思います。
　最後に羽島市民病院のバス停設置についてでござ
いますが、現在町の中心から30分以内の施設にバス
停を設置し、予約受付もそのように配車できること
を前提に受付をしております。
　このことからすると羽島市民病院は遠く、30分で
は輪之内町に戻ってこれない。これを解決するため
には、バスの増車が必要になるほか、羽島駅から羽
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島市民病院までは羽島市の定期路線バスが 2路線運
行していますが、競合路線を当町がバス運行するこ
とに対する羽島市の同意を得ることや中部運輸局へ
の運用区域の変更認可が必要になる等の事から、設
置は難しいものとご理解いただきたいと思います。

　デマンドバスの利用者も年々増加しており、利用
の定着が図られてきたようですので、今後も現行の
バス形態を維持しながら、利便性の向上に努めて参
ります。

▪ 森島正司議員の質問

防災訓練の在り方について
　今年も例年通り 9月 3日に防災訓練が実施されま
した。残念ながら私は所用のため、メイン会場での
訓練には参加できませんでしたが、例年通りにそれ
なりの成果があったものと認識しております。同時
にいくつかの課題も明らかになったと思います。こ
れらを今後に生かしていただきたいと思います。
　そこで私なりに思いついた幾つかの点についてお
尋ねします。

（ 1 ）訓練想定の「内水被害」について
　以前にも指摘したことがありますが、今回も時間
雨量100mm、24時間雨量250mm で、「大榑川で内
水被害」が発生したという想定になっています。「大
榑川の内水被害」とはどういう現象なのか、想像で
きません。
　輪之内町第 5次総合計画によると、当町の総面積
は22.36㎢、その内田及び河川・水面の合計面積は
14.26㎢となっています。当町は「輪中」であり、
基本的には他町に降った雨は流入してきません。計
算上では、24時間で250mmの雨が降っても総降水
量は559万㎥であり、これが全て田及び河川・水面

に流れ込んだとして平均で390mmの上昇で済みま
す。
　排水機場の排水機が故障で使用できない場合等
で、降雨前の河川水位が田面と同じとした場合で、
河川水位は田面より39cm上がることになります。
　この現象で、町内のどこの地域で、どういう被害
が発生すると想定されているのか。どこで 5棟が床
下浸水となるのか。もしそのような被害が発生する
恐れがあると想定されているなら、対象箇所はごく
限られた箇所であり、事前に改修しておくことが求
められているのではないでしょうか。

�

町長答弁
　輪之内町の防災訓練は、水害や地震等に対する複
数の訓練を行う総合的な訓練として実施しておりま
す。訓練を行うに際して、その訓練を行うための災
害状況を想定し、その想定を踏まえて必要な訓練を
実施することとしております。今年度の防災訓練も
国土交通省と連携し、リエゾン※1の派遣や排水ポ
ンプ車の出動をお願いいたしました。関係機関と訓

練を通じて普段から顔の見える関係を構築すること
も目的としております。従いまして、国土交通省の
協力の中で排水ポンプ車が出動する理由付けが必要
であると考え、内水被害があったことを想定に盛り
込んだものであります。具体的にどの場所で床下浸
水が発生するかを想定したものではございませんの
で、ご理解をお願いいたします。
※ 1　リエゾン：災害対策現地情報連絡員

（ 2 ）自治組織に参加していない町民の防災対策について
　あるアパートの住民の方から、防災訓練について
の情報は何も知らされておらず、参加の要請もない
ということを聞きました。そして避難場所も聞いて
おらず、どこに避難していいのかわからないとも
言っていました。

　私たちの地元にも何軒かのアパートがあります
が、そこにどういう人が入居しておられるのか、ほ
とんど把握できていません。
　輪之内町に籍があっても各区の自治組織に加入し
ていないと、区長を通じての連絡ルートはないと思

森島 正司 議員
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いますが、自治組織に加入されていない町民の防災
対策はどうなっているのか、その人たちに対する連

絡はどのように行われているのでしょうか。

�

町長答弁
　防災訓練の実施に際しては、各区長さんに協力し
て頂き、毎年実施しておりますが、防災無線でも予
め訓練の実施について広報もしておりますし、当日
も防災無線で訓練の開始をお知らせいたしました。
　なお、有事の際には、災害に関する情報は防災無
線で逐次流す予定でありますし、ケーブルテレビの
12ch での字幕放送等も行うこととしております。

また、町のホームページでは、常時ハザードマップ
も掲載しておりますし、気象警報や震度情報、災害・
避難情報を伝えるメール配信サービスの登録案内も
掲載しておりますので、是非ご活用して頂きますよ
うお願いいたします。
　災害が発生した際には、これまで何度も申し上げ
ておりますが、自分の命は自分で守る「自助」、地
域で助け合う「共助」が大切であり、この「共助」
を具現するためには、住民の皆さんには是非とも自
治組織に加入して頂きたいと考えております。

（ 3 ）災害発生時の町民の安否確認について
　実際に災害が発生した場合、町としては町民の安
否を確認することは最も重要なことです。防災訓練
において参加者数を確認していますが、この時に各
世帯の世帯員の状況を確認するようにし、この訓練

で全町民の何割を把握できたかを確認し、その率を
毎回比較しながらその向上を目指すようにしてはど
うでしょうか。

�

町長答弁
　災害時には、避難場所に集まられた方の確認だけ
ではなく、避難場所にこられなかった家族の方の安

否確認も当然に重要であると考えております。この
点に関して、議員と意見を異にするものではござい
ません。また、そういった訓練も必要であると認識
しております。

（ 4 ）J アラートによる退避行動について
　先日、北朝鮮の無謀なミサイル発射で北海道はじ
め北日本一帯に Jアラートによる警報が発せられま
した。それによって多くの人々に混乱を与えました。
北朝鮮の暴挙に強く抗議したいと思います。同時に
日本政府に対しても必要以上に北朝鮮を刺激するよ
うな言動や態度をとるのでなく、一刻も早く、平和
的解決のために対話による解決の道を求めたいと思
います。

　その上で、仮に当地域に今回と同様 Jアラートに
よる警報が発せられたとしたら、当町ではどのよう
な対応をされるのでしょうか。
　私は今回のような Jアラート発令は町民の被害防
止にはほとんど役に立たず、返って必要以上に町民
の不安と北朝鮮に対する憎悪の念を増幅するだけだ
と思いますが、町長の見解をお聞かせ下さい。

�

町長答弁
　議会初日にも申し上げたとおり、現状における周
辺国の動向は、国民保護の観点から非常に注視しな
ければならない事態であり、平和裏にその解決が図
られれば、それにこしたことはないと考えておりま
す。
　Jアラートは、周辺国がミサイルを発射したこと
を確認した場合にはサイレンを吹鳴し、頑丈な建物
等への避難を自動的に呼びかけるものであります。
ミサイルの発射から日本に到達するまでの時間は僅
か数分しかございません。この数分間に身の安全を
確保し、命を守る行動を確実にとることができるの
か、不安を禁じ得ないのが正直な気持ちではありま

すが、ミサイルを迎撃するという対応策を除けば、
予告なしに発射されるミサイルに対しては、現在の
ところ身を守るための手段としては、この方法しか
ないものも事実であろうと考えております。
　なお、Jアラートによる警報が発令された場合の
町の対応としては、Emネット※2や県の防災無線、
或いはテレビ放送等により発射時刻や日本に到達、
或いは上空を通過する時刻、着弾予測地点等の情報
収集を行うこととし、必要に応じて防災無線により
町内に向けての情報提供を行うことに尽きるのかと
思います。
※ 2　Emネット：緊急情報ネットワークシステム
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総務産業建設

総務産業建設常任委員会

平成29年度　一般会計補正予算（第 2号）

総務課

Q　広報掲示板の設置の基準はあるのか。
A　特に設置基準は無く、区長から要望があれば、
必要性を調査して設置している。

Q　掲示板の修理は、どのような内容か。
A　べニア板の張り替え等で損傷が激しい箇所につ
いて、実施している。

危機管理課

Q　消防費で職員の時間外手当と団員の費用弁償
は、どのように積算したのか。
A　職員の時間外手当については、通常訓練で、 1
日 2時間を30日間分、大会及び関連行事で、62時
間程度で積算した。また、団員の費用弁償につい
ては、通常訓練で2,000円（ 3 時間未満）を30日
間の36人分、大会当日で4,800円（ 5 時間以上）
を80人弱で積算した。

Q　消防車両のバッテリーのチェックは、定期的に
行っているのか。
A　操法訓練の際や、毎月 1日に行う機械器具点検
時に行っている。

Q　今回の補正予算は、県大会出場に伴うもののみか。
A　非常備消防総務管理事業と、団及び団運営推進
事業については、そうであるが、消防施設整備事
業については、修繕が重なり、予算残額がなくなっ
たため、今後に備えて補正するものである。

経営戦略課

Q　臨時財政対策債は、発行可能額を計上したのか。
A　発行可能額、 1億7,406万 2 千円から10万円未満
を切り捨てた 1億7,400万円を計上した。

Q　臨時財政対策債は、普通交付税の基準財政需要
額に100％算入されるという見解で良いのか。
A　そのとおりである。
Q　普通交付税額が減額になった要因は、何か。
A　平成28年度と比較して、9,133万円減額となった。
普通交付税は基準財政需要額から基準財政収入額
を差し引いた金額を基準として交付を受けるもの
である。平成28年度に企業を誘致したことにより、
固定資産税の家屋で4,104万 3 千円、償却資産で
5,367万 5 千円の増額になり、基準財政収入額が
大幅に増となったことが大きな要因で普通交付税
額が減額となった。

Q　社会保障・税番号制度で、個人情報を確認でき
るのか。
A　法に則り、市町村間で相互に提供すべきと定め
られている情報を確認できる。

Q　社会保障・税番号制度で全国の市町村が情報を
やりとり出来るが、情報漏えいの心配はないのか。
A　物理的に接続回線も分かれており、国のセキュ
リティ体制も万全で情報が漏えいするとは考えら
れない。

建設課

Q　橋の修繕内容と金額はどれだけか。
A　中央橋は、伸縮部等で242万 8 千円、 5号線は、
橋面防水等で257万 8 千円、光輪橋は、断面補修
等で52万 7 千円、御羽黒橋は、橋面防水等で163

　各常任委員会は、 9月11日開催され、平成29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議案を審査し、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ました。
　また、平成28年度決算特別委員会は、 9月 6日〜 7日の 2日間開催され、平成28年度一般会計歳入歳
出決算の他、 4件の特別会計歳入歳出決算の 5議案を審査し、決算の認定の 5議案は原案のとおり認定
すべきものと決定しました。

レポート
（主な質疑）

常任委員会・特別委員会審査から
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万円の予定である。 Q　残りの橋は、何橋か。
A　計画の11橋のうち、残りは 3橋である。

�

文 教 厚 生

文教厚生常任委員会

平成29年度　一般会計補正予算（第 2号）

住民課

Q　保険基盤安定繰出金は、当初予算の見込みが低
く、決算で4,000万円程になる。国の方から1,700
億円出るが、この補正については、いつ予定して
いるのか。また、交付額が確定するのは、いつに

なるのか。
A　交付金の交付額決定は、12月頃になり、補正予
算は、12月か、 3月の予定である。

平成29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　システム改修の内容は何か。 1 人当たりの医療
費が国保運営協議会の資料と、県の算定した資料
とが異なっていたが、システム改修には、そうい
うことも組み込まれているのか。

A　平成30年度に向けて、様式を変更するためのシ
ステム改修であり、国保の月報、年報の内容項目
に変更がある。一人当たりの医療費の算定につい
ては、今回のシステム改修とは関係ない。一人当
たりの医療費の算定方法については、西濃国保事
務研究会の算定方法を使用している。次回から、
国保運営協議会の資料を県の算定方法に統一する。

�

決算特別委員会

決算特別委員会

委 員 長　髙橋　愛子　　副委員長　上野　賢二
委　　員　森島　正司　　委　　員　森島　光明
委　　員　北島　　登　　委　　員　田中　政治
委　　員　小寺　　強

平成28年度　一般会計歳入歳出決算の認
定について

議会事務局

Q　議長交際費の支出が、予算に対して、少ないの

ではないのか。
A　議長交際費は、議長が議会を代表して、公の交
際を行う場合に必要な経費として支出しており、
その都度、議長の判断で支出している。

Q　議長交際費の内訳は、どのようになっているの
か。
A　会費が、13件で89,000円、香典が 5件で28,000円、
その他に幣帛料、お供え、献花料、見舞品、参加
費があり、合計で26件、210,009円である。

Q　香典は、どのような基準で支出しているのか。
A　申し合わせの基準により支出している。また、
その基準に該当しない場合は、議長に確認の上で、
隣町の対応も参考にしながら、議長の裁量で支出
している。

総務課

Q　土地貸借料として、1,600万円支出しているが、
もう少し安く交渉できないのか。
A　貸借料は、大薮コミュニティー駐車場が 1反50
万円、その他は 1反56万円としており、 5年ごと
の契約更新の際に売買等の意向調査を行ってい
る。貸借料の値下げについては、これまでに当初
の契約額の変更を行った経緯がある。特にプラ
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ネットプラザは、地権者の方が16人と多く、全員
の合意を得ることが必要である。

Q　借り上げ部分の固定資産税は、個人が払ってい
るのか。
A　個人で支払って貰っており、税率は他と同じで
宅地課税である。

Q　職員の採用方法、採用基準はあるのか。
A　輪之内町は、岐阜県町村会の統一試験に参加し
ており、平成28年度は、 2回参加した。それを 1
次試験とし、その後、町で 2次試験として、作文、
面接を実施している。また、その他に経験者採用
も実施した。新規採用の年齢制限は30歳以下であ
り、事務職員は大学卒業程度、保育教諭は短大卒
業程度で、保育教諭の免許取得者、または取得見
込み者である。

Q　産業医の業務内容は、何か。
A　平成28年度からストレスチェックが各事業所に
義務付けられ、事後相談等をお願いしている。な
お、ストレスチェックの結果、ストレスが多い職
場があれば、原因を究明し、改善に努める。

Q　財産貸付収入と町有財産使用料の違いは、何か。
A　長期的な貸付は財産貸付収入で、短期の使用は
町有財産使用料としている。

Q　ホームページの内容が更新されていないのでは
ないのか。
A　速やかにチェックを実施し、適宜更新を実施す
る。

Q　自衛官募集の掲載方法は、どのように行ってい
るのか。
A　広報わのうちの紙面に掲載している。
Q　職員の研修負担金の内容は、何か。
A　職員 1名の海外研修の負担金や、各種団体等の
研修の負担金である。

Q　区長設置事業補助金の内訳は、どのようになっ
ているのか。
A　この補助金は、区長会研修に対するものであり、
支出の内訳は、バス代、宿泊費等である。研修会
参加区長の自己負担 5千円と、職員の負担分の残
りを町から補助金として助成した。平成29年度か
らは、他の団体の研修補助金についても仕組みを
統一するため見直しを実施し、共通経費35万円と、
1人あたり 2万 6千円の補助金として、実施する。

危機管理課

Q　安八郡消防協会に負担金を支払っているが、具
体的に何に使われているのか。
A　主に安八郡消防協会で主催される郡連合演習な
どの行事に係る費用である。

Q　先日の北朝鮮によるミサイル発射の際、J アラー

トが、起動しなかった市町村があったようだが、
輪之内町は大丈夫か。
A　防災行政無線の保守点検を行っている業者に確
認してもらっている。

Q　水防監視員は、町内各地区から選出されている
のか。
A　長良川、揖斐川及び牧田川沿いの地区から選出
されている。

経営戦略課

Q　マイナンバー制度に対する補助金は、いつまで
交付を受けられるのか。
A　平成28年度までに、システム整備を終え、平成
29年 7 月からは市町村間で情報連携を開始してい
る。現在の全国的な運用状況は、システムの不具
合等も、起こっているのが現状である。そうした
システムの改修については、今後も補助金の交付
を受けて実施することになる。

Q　マイナンバーカードに町独自で、何か付加価値
を付けられないのか。
A　国でも、普及が進むよう様々な施策を検討して
いるようだが、有効的な施策には至っておらず、
当町においても有効的な付加価値を付ける具現化
には、至っていない。

Q　地方消費税交付金について、消費税率引き上げ
分については、社会保障施策に充てられているの
か。
A　社会保障施策に充てるよう定められており、使
途は『歳入歳出決算説明書』に記載のとおりであ
る。

Q　普通交付税が増額になった要因は何か。
A　基準財政収入額は、固定資産税や地方消費税交
付金の増により、前年度と比較して、2,553万 1
千円増加したが、基準財政需要額は、こども園関
連経費や高齢者人口の増が要因で、4,098万 6 千
円増加となり、差額分の1,545万 5 千円が増額に
なった。

Q　普通交付税の基準財政需要額で、道路橋りょう
費に参入される道路の基準は、どのようになって
いるのか。
A　幅員1.5m以上の道路が算入される。
Q　まちづくりアイデア募集事業検討事業は、何を

行ったのか。
A　平成27年度に実施した「まちづくりアイデア募
集事業」で提案のあったレストラン経営について、
事業化の検討のためにマーケット調査を実施し、
実現可能かどうかを検証した。

Q　平成28、29年度は、『まちづくりアイデア募集
事業』に事業の提案はあったのか。
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A　平成28年度は、 9名から12事業の提案があり、
平成29年度は、 7月から募集を開始しているが、
まだ提案はない。

Q　ふるさと応援寄附金はインターネットで簡単に
手続きができるようにするなど、寄附者に負担の
かからない方法に、変更できないのか。
A　民間でそうしたサービスを行っている事業者も
あり、何回か説明を受けたことはあるが、システ
ム導入や登録費用と費用対効果を勘案したとき、
その効果は薄いと判断している。

Q　公共施設等総合管理計画の内容は、どのような
ものか。
A　今後の公共施設等の整備及び維持管理に関する
方針等を定めたものであり、この計画に基づき、
今後は小学校校舎の大規模改修や防災拠点の整備
について、実施する予定である。

税務課

Q　延滞金を納めた人は何人か。
A　件数は232件で、人数は把握していない。
Q　町民一人当たりの所得はいくらで、前年と比べ

てどうか。
A　一人当たりの所得は、わからないが、税額は、
平成28年度は、 8万 7千円、平成27年度は、 8万
8千円である。

Q　滞納した場合の延滞金の率はどれだけか。
A　納期限から 1ヶ月を経過するまでは、2.7％で、
それ以降は9.0％である。

Q　町民のおかれている状況を把握して、困ってい
る人に手をさしのべるべきではないのか。
A　町民一人ひとりの状況を、詳細に把握すること
は難しいが、納税相談等により、生活状況の把握
に努めている。

Q　不納欠損の件数と人数は、どれだけか。
A　件数は250件で、人数は74人である。
会計室

Q　現在はゼロ金利であるが、基金の定期預金利率
はどのようになっているのか。
A　一番高い利率は0.230％、一番低い利率は0.010％
である。

Q　利率は金融機関により違うと思うが、どのよう
に決まるのか。
A　金融機関や金額及び預入期間によって決まる。
住民課

Q　南波の最終処分場の瓦礫は、1 年間では何件で、
何年使用できるのか。また、使用年数が延びてき
ているが、それは、どのような制限をしたのか。
A　平成28年度の搬入について、軽トラックが12台、
2トン車が77台、 4トン車が13台、10トン車が 1

台、合計103台である。昨年の 7月からチェック
体制を厳しくし、搬入前に役場で荷物を確認する
ことを始めた。これは、昨年 7月の広報わのうち
で周知済みであり、今年の夏も再度、周知した。
その結果、今までの搬入量の約 7分の 1となり、
最終処分場の空き容量は、平成27年度時点で残り
11年で満杯になるということであったが、平成29
年 3 月調査の残余年数は、218年という結果になっ
た。

Q　周知徹底するのは良いが、なぜ搬入量が減った
のか。どんな原因があるのか。
A　あくまでも、町民の申請ではあるが、その中に
業者の分が含まれているなど、荷物の中身まで確
認していなかったので、あまりに搬入台数が多く
なり、昨年から交付をする段階でチェックをする
ようにした。

Q　地域公共交通会議の構成メンバーは、誰か。会
議は何回開かれるのか。
A　会議の構成メンバーは、岐阜大学の教授、中部
運輸局、県の関係機関、大垣警察署、区長会、関
連バス会社等である。公共交通会議は、年 2回程
である。

Q　消費者行政推進事業について、どういう方が関
わっているのか。事業の内容は何か。
A　消費生活相談ということで、住民課に相談専用
の電話があり、通常は、職員が対応している。

Q　自主運行バスの補助金はデマンドバスとほか 2
路線で、 3 つ合わさったものであるが、個々の分
についていくらなのか。
A　輪之内羽島線は1,090万371円で、南北線は318万
83円、輪之内町デマンドバスは1,249万6,502円で
ある。

福祉課

Q　福祉医療費の乳幼児等に係る医療費扶助費の
内、県補助金の対象になるのは、何歳までか。
A　小学校就学前までである。
Q　補助対象の拡充を県に要望しているのか。
A　毎年、照会がある次年度の県予算要望書を通じ
て県へ要望している。

Q　平成28年度に福束こども園のトイレの改修をし
ているが、平成29年度も改修しているのか。
A　平成28年度は福束こども園の小便器の取り替え
とその周辺タイルの貼り替えを行った。今年度は、
3こども園の職員用トイレの洋式化、併せて福束
こども園の園児用トイレの洋式化を行っている。

Q　各種健診について、かかりつけ医が、海津市や
大垣市にある医療機関という人もいるが、安八郡
外の医療機関でも受診できるようにならないの
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か。
A　子どもの予防接種や高齢者のインフルエンザ
は、平成25年度より広域化となり、岐阜県内の医
療機関であれば、接種することができるように
なった。健診については、今後医師会と協議をし
ていきたい。

Q　老人クラブの無い地域でも、老人クラブ連合会
が実施する行事に参加したいという声を聞くこと
があるが、そのような空白地域については、どの
ように考えているのか。
A　老人クラブ連合会でも今のような話は聞いてお
り、老人クラブ活動が休眠状態の地域に対しても、
近隣の老人クラブ員から誘いかけなど声掛けはし
ている。

Q　現在、敬老祝賀会の記念品は、祝金ということ
で、節目の方に現金を配付しているが、昔のよう
に、座布団などの心のこもった記念品の配付に戻
してはどうか。
A　どのようなものが喜ばれるのか、老人クラブ連
合会などに問いかけをし、今後検討していきたい。

Q　ふれあいセンターのゲートボール場の利用者は
少なくなったと聞いているが、今の状況はどうか。
A　ゲートボール場は、現在、月 2回の練習のほか、
3ヶ月に 1回、規模は小さいが大会を行っている。
参加者は、少数であるが、今も定期的に利用され
ている。

Q　デマンドバス運行費補助金とは、どういうもの
か。
A　100円の回数券11枚綴りを通常1,000円で購入す
るべきところを65歳以上の方は町が半額を補助し
て500円で購入できるようにしている。平成28年
度は960冊分を補助した。

Q　こども園で正規職員が途中退職した際は、正規
職員を補充採用しているのか。
A　緊急的に臨時職員で対応している。
Q　大薮こども園の園児数は他のこども園より多い

にも関わらず、クラス数を見ると仁木こども園と
では、 1 クラスしか差がないのはなぜか。
A　仁木こども園では、生後 6ヶ月以上の乳児から
預かっている。子どもの年齢によって、 1人の職
員が、何人の子どもを保育できるかという基準が
あり、配置が異なっている。従って、乳児保育を
行っている仁木こども園はクラス数が増えること
になる。

産業課

Q　街路灯の現状と電気代負担については、どう
なっているのか。
A　街路灯総数539基の内、平成28年度中に219基を

LED に更新し、未更新は44基のみとなった。電
気代の負担については、現在、町・区・個人で負
担している。

Q　ホットステーションの利用状況と事業効果につ
いて、どのように考えているのか。
A　年間で延べ22,331名の利用者があった。また、
社会福祉協議会の相談事業や夜間にフラダンス教
室などで利用している。事業効果については、
ショッピングセンターの利用者増や地域のコミュ
ニケーションの活発化につながっている。

Q　寺社観光案内板 5 箇所の設置場所と、工事費が
高いのではないのか。
A　岐阜県の関ヶ原古戦場広域観光環境整備事業を
活用し、東大薮の北塚に 2箇所、福満寺の案内 2
箇所と福満寺内に 1箇所設置した。案内板は、県
の統一仕様により行われており、経年劣化しにく
い良質な素材を使用している。

Q　有害鳥獣駆除の委託について、カラス等の捕獲
を拡大できないのか。
A　猟友会に年間委託している。町から許可書を出
しているが、今後捕獲数については、猟友会に打
診する。

Q　徳川将軍家御膳米の新聞広告の効果はあったの
か。
A　新聞広告後に問い合わせがあった。また、大手
民間量販店の取り扱い箇所が、増加した。

Q　多面的支払い交付金の補助金支払い単価の根拠
は何か。国県町の補助割合は、どうなっているの
か。水量の調整ゲート設置の順位の選定方法はど
のようにしているか。現行のゲートを、より簡易
式にして設置数を増やしてはどうか。
A　単価は10アール当たり、田は4,400円、畑は2,000
円であり、補助割合は、国が 2分の 1、県と町が
4分の 1である。ゲート設置要望の順位は、ほ場
整備をしていない北部地域の資源保全会の代表者
が協議して決めている。また、ゲートの設置工事
の設計管理は、県土連に委託しているので、今後
検討する。

土地改良課

Q　楡俣北部の地区面積は51.3ha で、うち農用地面
積が34ha ということだが、その差は何か。
A　面積差の内訳は工場用地が8.1ha、二三男用地が
12区画で0.6ha、残りは道水路等である。

Q　ほ場整備後は福束用水を利用するのか。
A　ほ場整備済みの地域と同様に、井戸と用水を併
用して利用できるようにする。

建設課

Q　水路改良工事で敷コンクリートが打てる条件及
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び施工規模の基準はあるのか。
A　基本的には、農業者でできる限り畦畔など管理
をしていただいている。被害は、用排を分離して
ある「ほ場整備」をしたところが多いと思ってい
る。地元からの要望で現地を調査し、大きなダメー
ジのところを検討、修繕をしている。また、施工
の規模は、道路・水路間等区切りの良いところで
行っている。

Q　排水機場は町の施設であるのに、何故、福束土
地改良区に委託しなければ、いけないのか。
A　業務内容は、修繕、排水機運転の業務が主であ
る。町が、排水経費を全額負担することとしてお
り、排水については、湛水防除用の排水が多くを
占めており、福束輪中土地改良区での管理が最善
である。

教育課

Q　留守家庭児童教室支援員の勤務時間や資格はど
のようになっているのか。
A　授業終了後の概ね午後 2時半から 6時までの勤
務で、教員や保育士の資格を持った人、または放
課後児童支援員認定資格を持った人が従事してい
る。

Q　留守家庭児童教室の負担金額はいくらか。
A　所得により月額 8千円から 1万 1千円まで 4段
階の区分となっていたが、29年度より、すべて月
額 9千円に改正している。

Q　カナダ派遣研修の引率者に対する負担金が無い
のは、なぜか。
A　他町でも引率者の負担を求めておらず、また、
公務であるため、負担金は無しとしている。

Q　スポーツで全国大会に出場する場合の負担が大
変であり、町で支援する考えはないのか。
A　検討していく。
Q　情報教育 ICT 活用の推進内容は何か。
A　パソコン教室、またデジタル教科書や電子黒板
の活用など環境整備を整え、児童生徒の ICT 教
育を推進するとともに、教職員の校務についても、
ICT活用により効率化を図っている。

Q　図書館の図書購入は、どのような特色をもって、
整備しているのか。
A　利用者からのリクエストや、どの方にも楽しん
でいただける本を揃えるようにしており、28年度
末で、一般書57,989冊、児童書28,080冊の蔵書が
ある。

Q　仁木小学校太陽光発電設備を設置し、電気代は
どの程度減となったのか。
A　本稼働は、29年 3 月からで、29年 7 月までの前
年との電気代の比較では、月額約 3万円の減であ

る。
●�討�論
▼反対討論
　相対的に町民の利益になっていない所があり、結
果的に町民の負担増になっているので反対である。
▼賛成討論
　審査の過程にて、色々な意見や指摘事項がありま
したが、計画に基づき、概ね初期の成果を挙げられ
ているので賛成である。
●�採�決
　挙手により採決を行い、賛成多数で、平成28年度　
輪之内町一般会計歳入歳出決算の認定については、
原案のとおり認定すべきものと決定しました。

平成28年度　国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算の認定について

住民課

Q　平成28年度に税率を上げ、結果は、医療費が下
がり、多くの繰越金を出したが、医療費の動向に
ついて、28年度当初予算では、全く予測がつかな
かったのか。
A　医療費は平成27年の年末から上がり、平成28年
に入っても高い水準であった。しかし、平成28年
度に入ってからは、低水準で推移した。平成27年
度で新薬の承認が多く、医療費も高額となったが、
2年に一度の薬価見直しを早め、28年度の実施に
より、それら新薬も安価となったことや、訪問看
護等の高額医療の件数が減ったこと等が原因であ
り、予算編成時での予想は困難であった。

Q　新薬が安くなったのは、いつからか。 6 月に国
保運営委員会で、新年度予算の編成がされたが、
その時点では分からなかったのか。国からの指示
は、なかったのか。
A　新薬については、秋以降に認可されたので、予
算編成の段階では分からなかった。また、国から
の指示は無かった。

Q　平成27年度から国は1,700億円出している。平
成30年度からは、3,400億円になる。平成27年の
当初予算では、これを全くみておらず、最終調定
で1,700万円入り、決算には4,400万円になった。
ところが平成28年度、国は同じ方針で行くことに
なっているのに、輪之内町では、また2,700万円
しか予算化されていない。決算で4,900万円になっ
ている。税を上げなくても済んだのではないのか。
結果的に 1 億2,300万円余った。国から入ってく
るのを予算に反映していないので、国保税を上げ
たのではないのか。
A　保険基盤安定財政交付金の過去 6年間の平均値
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で、予算編成をしているので、一度に歳入として
は上がらないが、国からの1,700億円は、 2 年、
3年と続いているので、平成30年度は、ここ 3年
間の平均により、予算編成したい。

Q　平成28年12月に『平成29年度の予算編成に当
たって、国の方は予算措置をした』という文書が
出ているのに、12〜13％増税をしてしまい、結
果的に 1 億2,300万円も余らせたことに反省はな
いのか。
A　医療費は平成27年後半から通常よりも月に500
万円から600万円多く、これが 1年続くと、医療
費は 1年で6,000万円から7,000万円くらい増える
ことになる。医療費は、どのような水準で進むの
か分からないため、予算編成では、歳出は多め、
歳入は少なめにという計上になる。国の支援が、
これからも1,700億円は続くということであるの
で、今後は過去 3年間の平均を取って予算編成し
たい。1,700億円の追加支援が始まった 3年間平
均で行えば、4,000万円ぐらいの歳入が見込める
ことになる。
●�討�論
▼反対討論
　法外な国保税を強いる結果、余剰金が出ている。
適切に財政支援を予算に組み込んでいれば、このよ
うな結果にならなかった。しかも、増税して余った
金を基金に積んでしまう。これは、認められないの
で反対である。
▼賛成討論
　低所得者に対する財政支援、国や県から財源の多
くを受け、保険税は、必要な歳出から保険税以外を
差し引いたものであり、止むを得ない。また、余裕
がある時に積み立てることも必要であり、賛成であ
る。
●�採�決
　挙手により採決を行い、賛成多数で、平成28年度　
輪之内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の
認定については、原案のとおり認定すべきものと決
定しました。

平成28年度　輪之内町後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算の認定について

福祉課

Q　保険料の納付方法が、特別徴収と普通徴収であ
る各々の人数、未収入の人数は、何人か。
A　特別徴収は866人、普通徴収が125人、合計991
人である。加入者数1,020人に対して29人のずれ
があるが、これは、年齢到達による加入、死亡し
た際に保険料の賦課の開始や停止が、 2〜 3ヶ月
ずれるためである。また、未収入の方は、 3人で

ある。
Q　310人の被扶養者とはどのような人か。
A　後期高齢者医療加入前が被用者保険の被扶養者
であった方で、このような方は、所得割額の負担
はなく、均等割の 5割が軽減される。

平成28年度　輪之内町児童発達支援事業
特別会計歳入歳出決算の認定について

福祉課

Q　登録人数は23人だが、通所している子どもは、
町民だけか。町外者でも通所することはできるの
か。
A　今、通所している子どもは町民だけであるが、
定員に空きがあれば町外者も通所できる。

Q　広汎性発達障がいとは、どのようなものか。
A　社会性やコミュニケーション能力などの発達遅
滞を特徴とする発達障がいで、自閉症やアスペル
ガー症候群などである。

Q　就学後はどうなるのか。
A　特別支援学校や特別支援教室で、対応しても
らっている。

平成28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の認定
について

建設課

Q　今年度、楡俣北部を施工して楡俣南部は施工し
てもらえないと聞いたが、どうしてか。
A　楡俣北部は、ほ場整備事業との絡みがあり、工
事の時期が重ならないように、平成28年度の補正
予算で先に施工した。今年度も楡俣南部地区等を
含め、未整備地区を順次工事していく。

Q　下水道事業はいつ終わるのか。
A　平成34年度まで下水道事業の認可を受けている
が、下水道管渠布設の面整備は、後 2〜 3年で完
了の見通しである。
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　去る、 8月 1日（火）、役場� 3 階�第 2 委員会室にて、輪之内町桜会（会長�加藤�正昭）の総会が
開催されました。当日は、田中�政治�議長が来賓として出席し、平成28年度事業報告・収支決算報告、
平成29年度事業計画・収支予算等が審議され、承認されました。
　総会後には、兒玉�隆�参事から平成29年度輪之内町主要事業の概要についての説明を受け、今後
のまちづくりに関する意見交換が行なわれました。

　去る、 7月24日（月）、安八町役場� 3 階�委員会室にて、輪之内町・安八町の両議会は、脇坂�洋
二�岐阜県議会議員、木野�隆之�輪之内町長、堀�正�安八町長を来賓に迎え、各町における現状と課題、
取り組みに関する意見交換、並びに交流会を開催しました。
　脇坂議員の「県政報告」に引き続き、安八町からは「安
八スマートインターチェンジの現状と大垣江南線の事業
状況について」各々の事業概要の説明があり、輪之内町
からは「観光資源の発掘と活用について」観光に関する
課題を洗い出し、それを解決するために取り組むべき施
策の説明がありました。
　その後、各町から説明があった内容を中心にしながら、
予定時間を延長して意見交換を行い、各々で進める事業
の在り方、広域連携の必要性等、両町の各議員から活発
な発言があり、相互の情報交換の場となりました。

　大藪小学校大規模改修工事特別委員会（委員長�北島�登）は、 9月 8日（金）、役場� 3 階�協議会
室にて、第 2回の特別委員会を開催しました。
　最初に教育課より工事の進捗状況に関する説明があり、その後に現地へ赴き、既に完了してい
る第 1・2工区、施工中の第 3工区の状況について、教育課、設計監理業者等の説明を受けながら、

現場を視察しました。
　委員からは、改修後の「LEDの消費電力量や明るさ」
「交換する備品の品目」「電子機材の利用に伴う電源の位
置等」「指摘や提案等による設計変更に係る経費の負担」
等の質問や意見があり、担当課及び設計監理業者から全
体実施工程表等の資料により、説明がありました。また、
意見については、学校側とも相談した上で検討するとの
ことでした。

桜会 〜総会・懇談会 開催〜

輪之内町・安八町議会 議員交流会 開催

大藪小学校大規模改修工事特別委員会 現場視察
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議 会 活 動 日 誌

《 7月》
4 日　消防団　岐阜県消防操法大会出場出陣式
5日　農業委員会
6日　東海環状自動車道西回りルート建設事業説

明会及び建設促進大会
10日　安八郡町村議会議長会
13日　広報編集委員会
　　　全員協議会
18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
　　　消防団　岐阜県消防操法大会出場激励会
19日　決算審査（第 1日目）
　　　主要地方道羽島養老線改良促進期成同盟会

理事会
20日　決算審査（第 2日目）
　　　西南濃町村議会議長会
21日　安八郡広域連合監査
24日　輪之内町・安八町議会議員交流会
26日　例月出納検査
31日　東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議

会、国道21号・22号及び岐阜南部ハイウェ
イ整備促進期成同盟会　合同総会

《 8月》
1 日　桜会総会
3日　安八郡高齢者プラン策定委員会
5日　納涼ふるさとまつり
6日　岐阜県消防操法大会
　　　消防反省会
　　　あすわ苑夏祭り
7日　植物防疫協会理事会
18日　岐阜県町村議会議長会第 2回評議委員会
22日　議会運営委員会
　　　全員協議会
23日　木曽川・長良川新架橋促進協議会総会
23〜25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
26日　舛屋伊兵衛顕彰祭
28日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会総会
29日　例月出納検査
30日　安八郡広域連合決算審査

《 9月》
1 日　農業振興地域整備促進協議会
　　　共同募金会輪之内町分会役員会
3日　防災訓練
4日　第 3回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
6日　決算特別委員会（第 1日目）

7日　決算特別委員会（第 2日目）
8日　大藪小学校大規模改修工事特別委員会
11日　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会
13日　第 3回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
17日　敬老祝賀会
18日　輪之内中学校体育祭
19日　ふれあいフェスタ実行委員会
23日　各小学校運動会
24日　あすわ苑敬老会
25日　例月出納検査
26日　西南濃管内町議会議員研修会及び合同交流会
27日　定期監査（第 1日目）
29日　定期監査（第 2日目）
30日　タイルアート除幕式
　　　ふれあいフェスタ2017（第 1日目）

▼編集後記
　「わのうち議会だより」116号をお届けします。
　今年度も後半に入り、各種の事業が実施されている。事
業の経済評価の一つで前後を比べるだけでは駄目で「あり
せば」「なかりせば」を比較しないと、その事業の効果を
見誤ると言うことがある。
　ある事業が実施され、その事業から得られる効果が、事
業前に比べて30％増えたとしよう。この結果から、30％を
事業の効果であると考えたくなる。しかし、事業が行われ
なかった場合でも、自然に10％増えることもありうる。例
えば、社会情勢や環境の変化等に伴い、事業のありなしに
関わらず、10％の向上がもたらされる場合である。この場
合、真の成果は20％であり、30％では過大な評価になって
しまう。
　また、事業の前後を比較して変化が生じない場合もある。
事業を実施しなかった場合、マイナス30％の影響が生じて
いただろうが、事業の実施により何ごともなく、つまり影
響がゼロの状態で今日を迎えているのであれば、事業の成
果はプラス30％と言うことである。
　単純な数値例であるが、近年の自然災害の頻発は、変化
のない効果を認識することにつながり、何ごともなく毎日
を過ごせることが、防災・減災への様々な取り組みの成果
であると考えられる。
　輪之内町議会は、議員一人ひとりが、そのような視点に
立ちながら、町民の皆さまとともに安全・安心で、活気に
あふれる輪之内町に向かって全力で取り組んでいきたいと
思います。
　今後とも、よろしくお願いいたします。
�

議会広報編集委員会
　委 員 長　森島　正司　　副委員長　森島　光明
　委　　員　北島　　登　　委　　員　小寺　　強
★次の定例会は、12月の予定です。皆さまの傍聴をお待ち
しています。

（　）輪之内町議会だより 平成29年11月 1 日20


