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平成29年度
補正予算

を追加2,808万円
　平成29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10議案が上程され、審議の結果、専決処分の承認1件、
条例4件、規約の変更1件の合計6議案が承認・可決され、補
正予算、条例の4議案を各常任委員会に審議付託された。
　最終日には、初日に所管の各常任委員会に付託された補正予算
2件及び条例2件は、それぞれ慎重審議の結果、原案のとおり
可決されました。
　なお、3名の議員により一般質問が行われました。 田中 政治 議長

2017年
12月定例議会
6日〜14日一般会計

●
専決処分の承認について
平成29年度一般会計補正予算（第3号）

●
　平成29年 9 月28日に衆議院が解散され、急遽衆
議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査
が実施されることとなったため、当該選挙に係る
経費553万円を議会に報告し、承認を求めるもの
です。

平成29年度
一般会計補正予算（第4号）
� 2,808万 3千円を追加

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
2,808万 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ40億631万 8 千円と定めるもの
です。

◆歳出の主な補正

議 会 費 �

・議会費（議員期末手当）� 19万 6千円

総 務 費

・広報費（修繕料）� 17万 3千円
・財産管理費（土地購入費）� 948万 5千円�
・戸籍住民基本台帳費� 150万 7千円
　（住民基本台帳システム改修委託料）

民 生 費 �

・障がい者福祉費� 54万円
　（障がい者自立支援給付支払等システム改修委託料）
・介護保険費（郡広域連合負担金）� 83万 4千円
・児童福祉総務費� 661万 4千円
　（児童発達支援事業給付費）

農業水産業費 �

・耕種農業費� 158万 8千円
　（元気な農業産地構造改革支援事業補助金）

土 木 費 �

・道路新設改良費� 300万円
　（県道改良地元負担金）

公 債 費 �

・元金（長期債元金）� 710万 8千円
・利子（長期債利子）� △302万 9千円
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◆歳入の主な補正

地方交付税 �

・地方交付税（普通交付税）� 2,541万 1千円

国庫支出金 �

・民生費国庫負担金� 330万 6千円
　（児童発達支援事業給付費負担金）
・総務費国庫補助金� 150万 6千円
　（社会保障・税番号システム整備費補助金）
・民生費国庫補助金� 82万 6千円
　（障害者総合支援事業費補助金）
　（社会保障・税番号システム整備費補助金）

県 支 出 金 �

・民生費県負担金� 165万 3千円
　（児童発達支援事業給付費負担金）
・農林水産業費県補助金� 138万 1千円
　（元気な農業産地構造改革支援事業補助金）

繰 入 金 �

・その他特定目的基金繰入金� △3,200万円
　（公共施設等整備基金繰入金）

町 債 �

・衛生費債� 1,340万円
　（保健福祉センター空調設備設置事業債）

・教育費債� 1,260万円
　（大藪小学校太陽光発電設備設置事業債）

平成29年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第2号）� 180万円を追加

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
180万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ12億303万 1 千円と定めるものです。

◆歳出の主な補正

保険給付費 �

・一般被保険者療養費� 180万円
　（一般被保険者療養費負担金）

◆歳入の主な補正

国庫支出金

・療養給付費等負担金� 53万 8千円
　（現年度分）
・財政調整交付金� 12万円
　（普通財政調整交付金）

繰 越 金 �

・その他繰越金� 105万 6千円

条　例
輪之内町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の制定について

　農用地の利用の集積を加速するため、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする土
地改良事業を円滑に実施するため、土地改良法等の一部を改正する法律を施行し、土地改良法の改正が
行われました。
　この改正により、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申請によらず、都
道府県が、農業者の費用負担や同意を求めず基盤整備事業を実施できる制度が創設されましたが、この
事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者が土地改
良事業の計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権移転等をした場合や、中間管理機構
から賃借権、又は使用賃借により権利の設定を受けている者が、目的外用途に供した場合等において、
条例で特別徴収金を徴収できることとなったことにより制定するものです。
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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

　個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏ま

え、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いについて明記する必要が生じたため改正を行う

ものです。

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の改正を行うものです。

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

　人事院勧告による職員の給与改正に併せて常勤の特別職職員の期末手当の支給率の改正を行うもので

す。

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

　人事院勧告に基づき、勤勉手当及び給料表等の改正を行うものです。

輪之内町営土地改良事業賦課徴収条例の一部を改正する条例について

　土地改良法の一部改正により、条例で引用する条文の条ずれ等の改正を行うほか、防災及び減災対策

の強化措置を追加するものです。

規約の変更
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更について

　岐阜県市町村職員退職手当組合は、構成市町村、一部事務組合及び広域連合の常勤の職員に対する退

職手当の支給に関する事務を共同処理している特別地方公共団体ですが、退職手当組合の構成団体の一

つである「可茂広域行政事務組合」が平成29年 3 月末日をもって解散したことに伴い、これを事後に退

職手当組合の規約を変更することについて、総務省自治行政局市町村課の助言を仰いだところ、岐阜県

市町村職員手当組合を構成する団体のうち岐阜県が加入する一部事務組合である岐阜県地方競馬組合が

あり、法令上当該組合が退職手当組合に加入した際の規約変更の許可権限庁は、岐阜県知事ではなく、

本来総務大臣であることから、昭和52年10月 1 日以降の退職手当組合の規約の変更の許可は無効である

との指摘がありました。

　従いまして、今回規約の変更をすることにより、過去の手続きの瑕疵を是正すること及び構成団体の

脱退、その他文言整理等の必要な改正を行うも

のです。
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▪�古田東一議員の質問

1．小さなこと～出来ること2
ツー

　先の10月総選挙では、保守の圧勝に終わり、結果
は選挙制度の仕組みに有るとも言われております。
一般的には以前のように、中選挙区制で、定員 4〜
5名にし、切磋琢磨、候補者同士競争させ、選挙を
実施したらの声が、圧倒的多数であります。
　今回、 2区での、当選者の得票率では、輪之内町
がトップクラスでありました。これは、顧問であら
れた木野町長のお骨折りが大で有った成果であると
思われます。
　成人式や、敬老会等で、来賓案内状の出してない
人の、祝電披露氏名読み上げは、公職選挙法に抵触
する可能性大であります。
　祝電は、掲示場所告げるだけで、良いのではない

か？お答え下さい。私が訊ねた、参加者の大半の声
は、同意見でありました。現に、各学校行事では掲
示箇所披露であります。

�

町長答弁
　町の式典等を開催した折に届けられた祝電の取扱
いについてのご質問でありますが、古田議員が例に
挙げられました成人式や敬老祝賀会等の式典・行事
に際して祝電が例年届いております。
　祝電を送って頂いた方に対する礼儀として、式典
等の出席者にご披露することは問題視すべきもので
はないと考えております。その披露の方法が届けら
れた祝電の数や式典等の時間的制約等により、その
場での読上げであったり、或いは掲示であったりす
る場合もございます。
　祝電のご披露の方法として画一的に掲示に統一す
る必要はないものと考えております。
　なお、政治家が祝電を送ることは、公職選挙法が
禁止している寄附行為にはあたりませんし、その内
容が選挙運動にわたらない限り問題はないものと理
解しております。

2．下水道の接続推進について
　議長や、先輩議員諸氏からも、度々質問が出され
ておりますが、私は視点を変えて質問致します。
　後、数年で、一応の計画は完了する様ですが、各
世帯への下水道接続率は、40数 %そこそこであり、
範を示すべき公的施設の接続が遅れていては、お話
になりません。

　工区が完工すると各戸に、25万円の受益者負担金
（加入料）が掛かることになりますが、接続補助金
が出るのは、工事完成後、 3年以内10万円でありま
す。この期間と、金額を延長し、（負担の公平性が
損なわれる事になりますが）助成金を25万円に上積
出来ないか？住民は、設置前と設置後の料金差を考

一般質問（原文掲載）

木野町長 答弁

古田 東一 議員

平成30年 2 月 1 日 輪之内町議会だより（　）5



え、接続に前向きになれないでいるのであります。
　公共施設への接続が遅れているのは、第三者との
何等かの取り決めがあるのかどうかお答え下さい。
　現に設置されている、公共施設の、設置前、設置
後の、水道（下水道）料金差は？どれ程か、お答え
下さい。
　工事前には、工区内で、事前説明会が有り、広報
にも、毎号、説明記載がありますが、工事完工（完
成）後の説明会がないようであり、完工後にもう一
度、接続推進の説明会を、持ち、特典を説明しなが
ら、推進を行ってはどうか？

　ほとんどの町民は、広報の下水欄は、読んでいな
いと思われます。差し込みパンフレットと交互にし
てはどうか？
　その方が効果があるのではないか。
　諸先生方が住まわれて居る地域は、比較的下水道
への接続推進がなされているようであります。
　これからは、地区の会合が開かれる機会が多くな
り、来賓で招かれる方は、一言、その席で、接続の
意義や、特典を議会と執行部と一丸になり、説明頂
くのが一案かと思います。

�

町長答弁
　 1点目の、下水道接続補助金の金額と期間の延長
に関しての質問ですが、この補助金は、平成23年度
から実施をしております居住環境の整備工事に関す
る助成金の制度のことを指しておられると思われま
すので、まず、この助成金について説明をさせて頂
きます。助成金は、下水道への接続工事ではなく住
居の改修を対象としております。下水道に接続しよ
うとする方または下水道に接続している方が住居の
改修する場合に助成をしており、下水道の供用開始
から 3年以内の方と 3年を経過している方で金額に
格差をもうけております。
　期間の設定につきましては、助成金の助成目的に
下水道への早期接続を促す意味合いもあることか
ら、下水道法の主旨を参考に 3年を区切りとし、そ
の扱いを定めたところでございます。
　金額の変更につきましても、この制度が始まり、
すでに相当数の方が活用されていることや、制度上
同一世帯に付き一度しか該当しないこともあり、慎
重に対応しないといけないものと考えられます。
　 2点目の、公共施設の下水道への接続について第
三者との取り決めがあるのかとのご質問でございま
すが、町の管理施設23のうち13施設は下水道への接
続を完了しており、今後、残り10施設についても、
順次、接続を検討しております。

　また、接続にあたり災害時における避難所の指定
施設等につきましては、災害による被害に対し比較
的復旧の早いと考えられ、それらも踏まえ検討を
行ってもらいたいとの見解もあるところでございま
す。
　 3点目の、公共施設の下水道料金と浄化槽維持管
理料金との比較についてのご質問でございます。現
在、比較できうる施設は、平成20年度以降に下水道
を利用している仁木小学校以下 4施設での比較とな
りますが、従前の浄化槽維持管理料金が191万円に
対し、現在の下水道使用料金は112万円で、差額は
79万円程になっております。
　 4点目の、下水道推進に関する効果的な方法につ
きましては、現在、当町では広報やケーブルテレビ
に加え、下水道工事地区内では、着手時と完了後に
地元説明会を開催し、接続率向上に努めているとこ
ろでございます。
　ご提案頂きました広報の記事からパンフレット形
式への変更等につきましては、折り込みチラシはあ
まり見ないという意見もあり、様々でございますが、
下水道推進協議会でも議論を行い、様々な PR方法
を模索しつつ、下水道事業推進に努めてまいります。
　今後も、執行部・職員はもとより議員皆様におか
れましても様々な機会を捉え町民への理解が深まる
ようご協力を賜りますようお願いをいたします。

3．今後の政治活動について
　平成時代〜新しい元号に変る事が決定的になりま
した。町長は、時代を跨いで務められる、記憶すべ
き首長となられることが決定的であります。
　故　中島司郎　元町長は、昭和〜平成へと、元号
を跨いだ時代でありました。僅か 2期 8年で庁舎建
設やアポロン球場、そのほか各施設、工場誘致に精
力的に取り組まれ、優良企業を積極的に進めた結果

が財政にも反映されて来ているのであります。
　輪之内町は、新元号で初の選挙が取り行われる町
になると予想され、全国的にもそれなりに関心が集
まるものと思います。
　次年度予算編成真っ最中かと存知ますが、今後の
主要政策方針と決意をお聞かせ下さい。

�

町長答弁
　ご承知のとおり、私は現在町長として 3期目であ
ります。この 3期目を迎えるにあたっては、安全・
安心のまちづくりを政策の根底とし、 8項目の政策

を掲げております。当議会においても、当選後の平
成27年第 2回定例議会で所信表明をさせて頂いてお
ります。
　なお、各年度における重点政策につきましては、
予算が固まり次第、議会の全員協議会でご説明申し

（　）輪之内町議会だより 平成30年 2 月 1 日6



上げ、 3月の本議会において所信表明をしておりま
す。
　古田議員のおっしゃるとおり、ただ今平成30年度
予算編成の真最中でありますが、予算が固まり次第、
議会にも説明させて頂きます。
　なお、古田議員のご発言のとおり、天皇陛下の譲
位の日程が先の皇室会議で決定され、平成31年 4 月

30日に譲位し、皇太子さまが 5月 1 日に即位され、
改元することが決定されました。従いまして、当町
の町長、町議会議員選挙は、新元号になった 5月に
行われる可能性が高いことは間違いないと考えま
す。先に申し上げたとおり、現在は、 3期目を全う
することに全力を注ぎたいと考えております。

▪�上野賢二議員の質問

1．投票率向上対策について
　若年層の政治離れ、選挙への無関心さが叫ばれて
久しいが、近年、年代を問わず全体的に投票率が低
下傾向にある中、投票日に都合の悪い人も気軽にで
きる期日前投票や投票日当日の投票において商業施
設等に共通投票所が設置できるようになりました。
また平成28年 7 月の参議院議員選挙から選挙権年齢
が18歳以上に引き下げられました。しかし、投票率
の低下に歯止めがかからないのが現状であります。
　特に本町の投票率の低さは危機的な状況でありま
す。別添資料のとおり、直近の過去 3回の市町村別
投票率を調べてみますと衆議院選挙は大垣市に次い
で西濃地区および岐阜県下共にワースト 2位、岐阜
県知事選挙は西濃地区ワースト 3位、岐阜県下11位、
参議院選挙では大垣市よりも低く、西濃地区ワース
ト 1位、岐阜県下 4位と大変不名誉な結果となって
おります。もちろん、行政として選挙管理委員会を
通じて広報車・広報無線等により一定の啓発活動に
努力をされており、また輪之内中学校では模擬選挙
を実施して投票への意識高揚を図る活動を行ってい
ると聞いておりますが、投票率の低さを輪之内町の

重大な課題ととらえていただき、本町はなぜこんな
に投票率が低いのか、どの年代に低いのか、その原
因はどこにあるのか等を調査研究して、真剣に投票
率向上に向けた対策を講じる必要があるかと思いま
す。
　そこで質問いたします。投票率向上の有効な手段
として期日前投票所を商業施設等に設置すべきと考
えますがいかがでしょうか。
　町長並びに選挙管理委員会のお考えをお伺いいた
します。

�

町長答弁
　まず1項目めの「投票率向上対策について」の質問
でございます。このご質問では、私と選挙管理委員会
の答弁を求められておりますが、まず、私の方から答
弁させて頂きます。
　私も上野議員と同様に、最近の選挙における当町の
投票率を見ておりますと、危機感を覚えているところ
であります。過去の選挙では、90%を超えるような投
票率であった選挙もございましたが、ここ最近では国
政選挙、県政選挙又は町政選挙のいずれにおきまして
も投票率が低迷しております。
　都会での政治離れや有権者の関心の低さは、報道等
で見聞しておりましたが、当町が都市並の投票率であ
ることにはいささかの違和感を持っております。この
投票率の低さは、何が原因なのか私もはっきりとした
答えを出すことができない状況であります。

　選挙管理委員会にもっと啓発をして貰わなくては
いけないのかとも考えるところでありますが、例え
ば、先に行われた衆議院議員総選挙では、連日のよ
うにテレビ、新聞等で報道されており、有権者の方
が選挙が行われることをご存じなかったということ
はあり得ないと思います。そういたしますと、いか
に有権者の方に政治に関心を持っていただくかが、
重要ではないかと考えております。
　また、投票率の向上には、上野議員のご提案にあ
りました、人が集まる商業施設内に期日前投票所を
設けるのも確かに有効な手段の一つであると私も思
います。
　私は、直接選挙を執行管理する立場ではありませ
んので、期日前投票所の数を増やしたり、場所を変
更することについての判断はできませんが、選挙管
理委員会には投票率向上のためにこれらを含めて可
能な策を検討して頂きたいと願っております。

�

上野 賢二 議員
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選挙管理委員会書記答弁
　上野議員からのご指摘のとおり、当町における各
種選挙の投票率は、年々低下しております。
　これまでにも投票率の向上のために、選挙当日の
投票終了時刻を午後 6時から午後 8時に延長するこ
とや、不在者投票の手続きを簡素化し、有権者の利
便性に資するように期日前投票制度が設けられてき
ております。なお、期日前投票は、選挙の公示又は
告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日、午前
8時30分から午後 8時まで実施しております。
　期日前投票所は、各市町村に 1箇所以上設けるも
のとされており、当町においては、期日前投票所ま
での距離を考慮し、町の中央部にある役場に設置し
ているところでございます。
　全国的な傾向ではありますが、当町におきまして
も、期日前投票の投票者数は増加しております。こ
のことは、制度の認知が進んでいるものと考えてお
ります。残念ながら、選挙を終わってみると投票率
の向上には繋がっていないのが現状であります。
　先に行われた衆議院議員総選挙における当町の18
歳の有権者の投票率は52％で、19歳の投票率は28％

でありました。このことは、18歳の方は初めて有権
者となった自覚もあり投票をするけれども、やがて
選挙に対する関心が薄れてしまうのでないかと推測
しているところでおります。
　選挙に関心を持つことは、すなわち政治に関心を
持って貰うことであると思いますが、若者の政治離
れをどのように解消すれば良いのか、大変難しい問
題であると考えております。
　さて、上野議員ご提案の期日前投票所を商業施設
等に設けてはどうかについてでございますが、おっ
しゃるように商業施設に限らず、鉄道の駅や大学構
内に期日前投票所を設置している市町村もございま
す。商業施設内に期日前投票所を設置すれば、買物
と投票が同時に出来るメリットは当然ございます。
今後予定されている任期満了による選挙までには時
間もございますので、商業施設等に期日前投票所を
設置した市町村の投票率向上に対する効果の聴き取
りを行い、また、期日前投票所には当然ながら投票
管理者、投票立会人や職員を配置しなければなりま
せん。そういった人の配置、投票時間、投票箱の管
理等について、選挙管理委員会において検討してま
いります。

2．青少年育成町民会議の取組みについて
　次代を担う心豊かでたくましい青少年の育成を図
るため、家庭・学校・地域社会が一体となって青少
年の健全育成を積極的に推進することを目的に、全
国各市町において青少年育成町民会議等と称して
様々な事業を行っています。
　本町では地区の特性を生かした青少年育成地域づ
くり活動、小中学生のボランティア参加の促進活動、
夜間パトロール等による健全な環境づくり活動、あ
たたかい言葉・あいさつ標語の募集・掲示・広報に
よるあたたかい地域・家庭づくりの啓発活動等の事
業が展開されております。しかし、他市町の活動事
業を調べてみますと本町の活動等に加え、町民会議
だよりや青少年だより等の発行、少年の主張大会、
善行青少年表彰などの活動が行われており、その取
組内容に見劣り感を覚えます。
　先日行われた平成29年度西濃地区社会教育振興会
議の分科会において、垂井町の青少年育成活動の取
組みとして、小中高生がテーマに沿った意見発表を

行う「青少年の健全育成を語る会」の発表があり、
その会議の中で神戸町でも小中学生による「少年の
主張大会」を町民と地域で活動されている青少年育
成関係者が一堂に会し、毎年開催していると話され
ていました。また安八町青少年育成大会において、
中学生 2名がいじめについて自身の考えや思いを、
来場者約300人を前に堂々と発表したと岐阜新聞に
掲載されました。このように多くの市町で開催され
ている少年の主張大会を、本町においても青少年育
成町民会議の活動事業の一環として取り入れてはど
うでしょうか。
　少年の主張大会は、子どもたちが日ごろの生活を
通して感じていることや考えていることを発表する
ことで、生きる力を養い、社会の一員としての自覚
を高めると共に、大人が子どもの素直な思いを真摯
に受け止め、子どもに対する理解と関心を深める良
い機会になると思います。
　町長並びに教育長のご理解をお尋ねいたします。

�

町長答弁
　輪之内町では、多くの大人の目で子どもたちを見
守り、地域の子どもたちを地域で育てる目的で青少
年育成を推進し、毎年 6月には輪之内町青少年健全
育成大会を、 3月には町民会議総会を開催、その他
夜間パトロールの実施など各種事業を展開しており
ます。今年 6月の大会では、情報モラル宣言の発表
と「地域とともにある学校をめざして」と題した講
演会を行ったところであります。また、例年 3月の

総会においては青少年団体や個人の表彰、中学生の
活動報告等を行っております。
　他市町では行っていない、輪之内町独自の取組み
として、町内25地区の青少年育成推進委員や関係者
が集まり年間の活動報告発表及び交流を図り、次年
度の各地区活動へつなげる「地域づくりまとめの会」
をおよそ20年継続して実施し、活動報告書も冊子と
して制作し配布しております。
　また、「あたたかい言葉」の募集を行い、優秀作
品の表彰及び発表も行っております。あいさつや言
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葉がけによる人と人とのあたたかい繋がりやふれあ
いを町民会議で発表する機会を設け、思いやりの心
にあふれる、心豊かな町づくりの推進を図っており
ます。
　昨今、多発している青少年の非行や犯罪などの状
況を考えると、社会全体のモラルの低下や家庭・地
域の教育力の低下等が問題とされています。青少年
の健全な育成は社会全体の責任であることを踏ま
え、輪之内町でも町民会議のメンバーの皆様をはじ
め、家庭、学校、職場、地域等、社会を構成するす
べての組織及び個人がそれぞれの持てる力で、それ
ぞれの役割及び責任を果たしつつ相互に協力しなが

ら取り組んでいかなければと感じております。
　質問のありました少年の主張大会の取組みについ
ても、社会や世界に向けた意見、家庭や学校生活、
友達との関わり、新聞やニュースで報道されている
問題等について、中学生の思いや考えを自由で素直
な言葉で主張されるものであり、発表を聞くことは
大変意義のあることと考えます。
　このような取組みをはじめ、現在進めているコ
ミュニティ・スクールの推進についても青少年育成
の事業の一環と捉え、より一層活発な事業展開を検
討してまいります。

�

教育長答弁
　町内では、ふるさとへの愛着と伝統文化への継承
を求めた笛、太鼓の練習や神輿担ぎをはじめとして、
地域の美化活動や生き物調べなど多岐にわたる世代
間の交流を核としながら活動が進められています。
　また各校区では、地域づくり委員会が組織され、
各団体との連携を図りながら、地区懇談会やふれあ
いラジオ体操、標語募集、地区ふれあい活動などに
ついて協議し、地域全体で子どもたちの育成と地域
づくりを進めています。
　この地道な活動を継続していることにより、活動
に参加する中学生が年々増加しています。最近では、
参加が当たり前ととらえる中学生が多く、地域活動
への参加やボランティア意識の高まりがみられるよ
うになりました。
　また、田植えアートをはじめ工夫を凝らした新た
な取組みがはじまり、指導者の意識の高まりが活動
を支えています。
　地域づくり活動に子どもたちが参加することで、
地域の人たちとの触れあいが生まれます。また、子
どもたちが地域の人々の活動を知ることで、参画し
ようとする気持ちが育ちます。形は何であれ、それ
がきっかけとなり地域活動へ進んで参加する子ども
たちが育ちます。
　これからも次世代を担う、心豊かでたくましい青
少年の育成を図るため、家庭、学校、地域が一体と

なって、青少年の健全育成を積極的に推進するよう
努めてまいります。
　上野議員から提案のありました青少年育成活動の
「少年の主張大会」は、毎年、県においても開催され、
中学生が日頃の生活を通して感じていることや考え
ていることをテーマにそれぞれの思いを発表する場
になっております。輪之内町青少年健全育成大会等
での発表について、今後関係者と協議し、検討して
いきたいと考えております。
　現在、大藪小学校にコミュニティ・スクールの導
入を進めております。コミュニティ・スクールとは、
「学校・地域・家族」の三者が一体となって、互い
に知恵を出し合い、手を携えながら学校運営を行い、
子ども達の豊かな成長を支える地域と共にある学校
のことです。
　これは、子ども達の豊かな育ちを確保することで、
そこに関わる大人の成長も促し、ひいては地域の絆
を強め、次世代を託せる地域づくりの担い手を育て
ることにつながります。
　福束小学校、仁木小学校、輪之内中学校につきま
しても、順次コミュニティ・スクールの導入を進め
てまいります。
　今後も地域社会が連携し、地域の伝統文化、行事等
に子どもたちが主体的に参画できるようにするとと
もに様々な体験を積む機会を充実させ、将来ふるさ
と輪之内を担う「思いやりや生き甲斐ややる気をもっ
た子どもたち」を育てていきたいと考えています。

▪�森島正司議員の質問

1．公共施設の浄化槽の下水道接
続について

　この問題についてはこれまで度々お伺いしてきま
した。この中で町長は、「この問題は県下全市町村
の共通の課題であり、周辺自治体の状況を見ながら
協議・調整を進めていきたい」と述べられました
（H26.12一般質問）。その後どのような協議がなされ
たのか、何が問題になっているのか、その協議の内
容と今後の方向性を明らかにしてください。 森島 正司 議員
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　去る11月20日、全国環境整備事業協同組合連合会
の大会が開かれ、当町からも関係者の方が参加され、
私も一議員として参加させていただきました。
　そして私は、千人近い聴講者の中から質問タイム
において発言させていただき、当町における公共施
設の浄化槽が、未だに下水道への接続が認められな
い理由を質しました。これに対し岐環協代表理事の
玉川福和氏は、接続は認めないということには明確
には答えず、下水道事業の非経済性や災害時の対応
として合併浄化槽の有用性を説明するのみでした。
私は下水道事業の非経済性や合併浄化槽の有用性に

ついての理解を示したうえで、重ねて「各自治体が
独自に接続しても岐環協として異論を言うことは無
いか」と質したところ、玉川氏は「ない」と明確に
答えました。
　岐環協が異論を挟まないのであれば、公共施設の
浄化槽を下水道に接続しない理由はなくなるのでは
ないでしょうか。
　町長は、県下全市町村の共通課題だといわれてい
ますが、早急に協議していただき、接続に向けて方
向性を明らかにしていただきたいと思います。
　町長の見解を求めます。

�

町長答弁
　森島議員が参加された全国環境整備事業協同組合
連合会の大会には、町の職員も参加しており、当日、
森島議員がされた質問の内容及び玉川会長の答弁も
会場内で聞いておりまして、参加した職員から報告
を受けております。この報告を受けて、これまでに
はない展開に繋がるのではないかと印象を持ったの
も事実であります。
　市町村が下水道事業を開始してから、下水道の整
備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特
別措置法いわゆる合特法の合理化事業を巡って、岐
阜県環境整備事業協同組合、略して岐環協と県内の
市町村で構成する岐阜県市町村廃棄物処理事業対策
協議会、略して廃対協との間で、協議が繰り返され
た歴史があります。
　長年の協議の中で、廃対協から環境保全の観点か
ら、家庭雑排水が未処理である単独浄化槽や汲取り
式便所を使用する家庭等については、優先的に公共
下水道等に接続するよう、行政として指導していく

必要があるとされ、また、公共下水道処理区域内に
おいては、家庭汚水は遅滞なく公共下水道に接続し
処理するものと考えるとの見解が構成市町村に通知
されました。この通知や地震等の被災地における合
併浄化槽の有用性に関する事例等を巡って、双方の
意見調整をする必要が生じ、これまでは、公共施設
の合併浄化槽を下水道に接続しようとする際には、
双方で事前の話し合いの場を持つこととされて来ま
した。
　町の公共施設の浄化槽の状況を申し上げると、最
も河川の水質を汚濁する単独浄化槽については、既
に全ての施設を下水道に接続しており、残る合併浄
化槽についても、下水道の設置者として下水道へ接
続したいと考えております。
　しかし、これまでの岐環協と廃対協との長年の協
議を行ってきたという事実を踏まえ、町が一方的に
下水道接続について決定するのではなく、関係者と
話し合いも行いながら進めてまいりたいと考えてお
ります。

2．介護保険第7期保険料について
　介護保険は来年度から第 7期に入り、広域連合で
は保険料の引き上げが検討されていると聞いていま
す。第 7期介護保険料の改正にあたって、この第 6
期の改正が妥当であったかどうか、検証する必要が
あると思います。

①　第6期介護保険料の妥当性について
　第 6期の介護保険料は前回の改正で、基準額は月
額4,800円から5,400円へ引き上げられました。
　添付資料（別紙 1）は広域連合の第 5期及び 6期
の予算書及び決算書（29年度分は予算書のみ）を比
較したものですが、保険給付費の伸び率との関連で
見てみると、予算段階で歳出の保険給付費の伸び率
115.8% に対し、介護保険料収入は122.6% にもなっ
ています。この時歳入の国庫支出金117.1%、町負担
金116.8% です。保険料の上げ過ぎであったことは
明白ではないでしょうか。
　また、歳入の「介護給付費準備基金」繰入金は、
第 5期の最終年度、26年度に4,600万円の繰入が予
算化されていましたが、財政にゆとりがあったため

2,580万円に減額されました。
　一方歳出の「基金積立金」は、第 5期の24年度1,455
万円の予算に対し決算では2,243万円、同じく25年
度は2,289万円の予算に対し決算では2,785万円に、
そして26年度は前述のように基金繰入を減額してし
まいました。結局 5期、 6期を通じて、今年度を除
いた 5年間で基金を活用したのは25年度の2,580万
円だけです。
　その結果基金残高は、第 5期の平成24年度当初は
0円であったのが、26年度末には2,439万円になり、
そして保険料が引き上げられた27年度からは7,400
万円、3,200万円と、 2年で 1億円以上も積み立て、
28年度末で 1億3,000万円を超えてしまいました。
　現在の介護保険制度では 3年ごとに保険料が決め
られるため、基本的には 3年以上の長期にわたる基
金の保有は必要ありません。介護保険の保険給付は、
医療保険の保険給付とは違い、介護保険事業計画に
基づいて給付されるため、突発的に給付費が増大す
るということは考えられません。明らかに必要以上
の基金をため込んでしまったことになります。

（　）輪之内町議会だより 平成30年 2 月 1 日10



　現在の保険料率で 8億円以上の歳入があり、 1億
3,000万円の基金があれば当面保険料の引き上げは
必要ないと思いますが、広域連合副連合長としての
町長の見解をお伺いします。

②　所得に応じた保険料で低所得者の負担軽減を
　又第 6期の改正は低所得者に大きな負担を押し付
けるものでした。
　所得の階層段階はそれまでの10段階から 9段階に
集約し、最も生活の苦しい第 1段階の人たちは月
1,900円から2,400円へと26.3% もの大幅な引き上げ、
その一方で基準所得500万円以上の比較的高額所得
者たちは月8,400円から9,200円へと9.5% の値上げで
した。
　なぜこのような段階区分にしなければならなかっ
たのか理解できません。
　町長は「国の基準に基づく基準額割合並びに 9段
階で設定されたもの」と言われましたが、「低所得
者には負担増、高所得者には負担軽減」というやり

方には納得できません。
　第 7期の保険料改正にあたっては、低所得者の負
担軽減を図り、高所得者に応分の負担を求めるよう
に、少なくとも低所得者と高所得者の負担割合を、
第 5期並み戻して頂きたいと思います。
　参考に私なりの試算表を添付しました。（添付別
紙 2）
　試算 1は第 6期基準額、第 5期の段階および基準
額割合を適用し、試算 2は第 6期基準額、第 5期の
段階を適用し、基準額割合は介護保険法施行令第38
条の「市町村が勘案して設定する割合」を適用して
調整した数値です。被保険者数については第 6期試
算時の数値を適用しました。
　第 7期の保険料については広域連合ではまさに現
在、 2月の広域連合議会への提案に向けて検討中で
はないかと思いますが、是非ともこのようなことを
考慮しながら決めていただきたいと思います。
　町長の見解をお伺いします。

�

町長答弁
　まず 1点目の「第 6期介護保険料の妥当性につい
て」は、現在、安八郡における介護保険事業は、第
6期安八郡高齢者プラン（安八郡介護保険事業計画・
安八郡老人福祉計画）に基づいて運営がなされてい
るところであります。
　その月額保険料については、平成27年度から平成
29年度の 3年間における所得段階と基準額割合の変
更、更には基金の必要性についても介護保険事務を
所管する安八郡広域連合の議会において説明がなさ
れた内容であります。
　その際には、保険給付費の急増、それに対応する
基金の繰入れと残高の減少、介護保険給付費のトレ
ンド等を勘案して基準となる月額保険料を定めたも
のであります。
　ただ、実際に第 6期に入り、保険給付費の上昇率
が低下するところとなったのも事実であります。こ
の要因の一つとしては、各町の地域包括支援セン
ターの介護予防事業や活動が実を結んだものと思っ
ております。
　いずれにせよ、剰余金が発生したことから、基金
への積み立てを行ったものであります。
　以上申し上げましたとおり、安八郡広域連合によ
る第 6期の月額保険料の設定については、その時点
ではやむを得ない判断であったと考えるとともに、
結果として生じた剰余金についても制度主旨に則っ
た適切な処理であったと考えております。
　現在、第 7期の高齢者プランや介護保険料につい
て、構成町の議員も同策定委員会に出席いただく中
で検討されているところであります。
　被保険者にとっては、苦労のうえに得た収入や年
金の中から保険料を支払っていることを考えると、
1円でも安い方が良いということは重々承知してお
ります。
　基金の扱いも含めて保険料の在り方を検討するの
は当然のことであります。

　一方では、介護保険財政の安定化の観点から、依
然として続く高齢化の傾向を踏まえ、予測される
サービス量の増嵩に適確に対応するのは勿論のこ
と、第 7期の運営のみならず第 8期の安定的な制度
運営の在り方も含めて検討すべきものと考えます。
　従いまして、これらの課題も含めて適正な基金保
有額や第 7期月額保険料はいくらになるのか、この
点についても安八郡広域連合議会の中で検討してい
きたいと思います。
　ご質問の 2点目の「所得に応じた保険料で低所得
者の負担軽減を」について、お答えさせていただき
ます。
　現在の第 6期月額保険料は、基準となる第 5段階
の月額保険料を、5,400円と定めるとともに基準額
割合を1.00とし、その前後となる第 1段階から第 9
段階までの基準額割合を0.45から1.70と定め、今の
5,400円に乗じることで傾斜をつけ、低所得者に配
慮した月額保険料としているところであります。
　よって、被保険者からは収入や所得に応じて2,400
円から9,200円の月額保険料を頂いているところで
ございます。
　議員のご質問のとおり、第 5期の月額保険料は10
段階、第 6期は 9段階という段階の見直しが行われ
ております。
　この点につきましては、第 6期については国が示
す基準額割合を採用することとし、安八郡広域連合
議会で承認を得たものでございます。
　今回の第 6期から第 7期への移行に際しては、基
準額割合は特段の変更が無いと聞いておりますが、
平成31年10月には第 1段階から第 3段階において、
それぞれ0.45を0.3、0.75を0.5、0.75を0.7というよう
に、国が基準額割合を変更する予定をしているとの
情報もありますので申し添えます。
　いずれにしましても、この介護保険制度につきま
しては、 3町で構成する議会において協議や審議を
行う事項でありますので、ご理解のほどよろしくお
願いします。
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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 4号）

総務課
Q　総合施設付帯駐車場の土地で賃貸借として残る

3 筆は何㎡あり、地権者は何人か。
A　残りは3,582㎡で地権者は 2人である。
Q　賃借料の契約は何年更新で更新方法はどうして

いるのか。
A　かつては 5年契約としていた。現在は 1年契約
で、地権者と町のいずれかより申し出がなければ、
自動更新する契約をしているが、5年を目安に買取
の意向、賃料等についての意見を聞く予定である。

経営戦略課
Q　平成29年度の普通交付税の交付決定額は、どれ

だけか。
A　 8億6,467万 2 千円である。
Q　普通交付税は、今回の補正予算で留保している

全額を計上したのか。
A　 7月に確定し、当初予算額 8億円に対して、6,467
万 2 千円剰余分が発生したが、 9月の補正予算で
3,225万円、今回の補正予算で2,541万 1 千円を計
上することにより、残り701万 1 千円である。

産業課
Q　今回、大吉営農組合の農業用機械、田植え機購

入の事業費と県、町の補助率は、どれくらいか。
また、機械購入は、農業団体が法人、営農組合を
問わずに補助金の対象となるのか。

A　事業費は、税抜きで
414万 3 千円、事業費の
三分の一が県補助で、町
補助が 5 ％の補助率で
ある。

　 補助事業の採択は、県
のポイント制により採
択されるので、法人、営
農組合を問わない。
Q　今回の補助金につい
て、県からの追加で要
望を受けることは、町

内の全営農組合に周知はしていたのか。
A　町内の営農組合からは随時、産業課に要望が来
ている。今回は、二組合から要望があったが、一
つの組合は機械を修理するもので、補助対象とな
らなかった。今後も、県からの補助については、
周知していく。

Q　農機具の修繕に対する補助はないのか。
A　農機具の修繕に対する補助はない。
建設課
Q　県道改良地元負担金の施行箇所は、どこか。
A　揖斐川左岸堤防道路である。
Q　完成は、年度内か。
A　契約は今年度で、来年の出水期の 6月には、完
成予定である。

Q　松内の県道安八平田線から揖斐川堤防道路に繋
がる道路計画の進捗状況は、どうなっているのか。
A　概略設計は完成し、来年度、詳細設計の予算計
上を予定しており、町で事業を進めていく。

Q　事業が、これまで進んでいないのは、何故か。
何か問題点があるのか。
A　県への要望はしているが、当面、着手するつも
りはないという回答である。

輪之内町農地中間管理機構関連土地改良事業に
係る特別徴収金に関する条例の制定について

土地改良課
Q　農地中間管理機構に預けていない農地の扱い

は、どうなるのか。

　各常任委員会は、12月 8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、輪
之内町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の制定について、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の 4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。

レポート
（主な質疑）

常任委員会・特別委員会審査から

総務産業建設常任委員会
委員長報告
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A　現行のほ場整備事業と同様に、場所を移動して
耕作できるようにするなど用排水は補償される。

Q　特別徴収金を支払えば、目的外に利用しても良
いということか。
A　特別徴収金を徴収することだけが条例の主旨で
はない。農地の目的外用途への転用、農地中間管
理権に関する契約の解除を防止するために制定す
るものである。
　　一般の土地改良事業における目的外用途への転
用に対する特別徴収金に加え、機構関連事業で支
払われた公金に対しても同様に特別徴収金を徴収
できるようにするものである。

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

総務課
Q　今回の改正により、条例において従来との差はあ

るのか。また、新たに追加された定義はあるのか。
A　基本的に、条例の主旨に変更はない。個人情報
の保護に関する法律の一部改正があり、個人識別
符号が個人情報にあたるとして明確に定義され、
また、要配慮個人情報という新たな定義が加えら
れたため、条例においても同様の定義を加える改
正を行うものであるが、個人情報の取り扱いを大
きく変えるという内容ではない。

Q　要配慮個人情報について、自らが公表している
場合の取り扱いは、どうか。
A　要配慮個人情報は、収集の制限があるが、自ら
自身の思想、信条を公にされていることに関して
は、問題は生じない。　

文 教 厚 生

文教厚生常任委員会

平成29年度輪之内町一般会計補正予算（第 4号）

住民課
Ｑ　マイナンバーカードに関する改修は、何をする

のか。また、住民にどのようなメリットがあるのか。
Ａ　今回のシステム改修は、結婚等で姓が変わり、
今までの名前が変わる場合でも、旧姓を使いたい

という要望に応えるた
めのものである。戸籍法
を改正するまでもなく、
その運用方法を変えて、
マイナンバーカード及
び住民票に旧姓を書き
込むための改修である。
　平成27年、最高裁の夫
婦別姓訴訟で、婚姻によ
る改姓は合憲であると
したが、今年 9月の最高
裁通達で、判決や令状等

での旧姓使用が認められるようになった。女性の
旧姓でのキャリアが、結婚等で姓が変わることで
支障をきたす場合、マイナンバーカードや住民票
に、旧姓が表示できることで活躍する場が広がる
というメリットがある。

Ｑ　マイナンバーカードの普及率は、どのくらいか。
最近の申請状況は、どうか。
Ａ　人口の 6 %少々で、最近も少しずつ申請がある。
福祉課
Ｑ　今回の補正予算では、住民課と福祉課において、

マイナンバーに関係する電算システムの改修費用
と、それに対する国庫補助金をそれぞれ計上して
いるが、国庫補助金の補助率が異なるのは、何故か。
Ａ　補助対象とするシステムと改修内容が異なるた
め補助の制度、率が異なる。
　　介護保険システムに対する補助率は、 9月議会
において、他のシステムで同種の改修を行う補正
予算を認めていただいているが、それと同じ補助
率、三分の二である。

Ｑ　マイナンバーを利用する情報連携は、11月から
本稼働しているとのことだが、いまだに不具合が
あるのか。
Ａ　必要なデータ項目が不足している等を聞いてお
り、国においてデータ標準レイアウトが見直され
る。今回の介護保険システムの改修は、それに対
応するものであり、今後も不具合等があれば対応
していく。

Ｑ　介護保険システムの改修を行う業者、対価の支
払先は、どこか。
Ａ　このシステム改修は、安八郡広域連合が業者を
選定し、対価はその業者に支払うことになる。

平成29年度輪之内国民健康保険事業特別
会計補正予算（第 2号）

住民課
Ｑ　180万円の増額について、具体的な内容は何か。
Ａ　件数が増えた他、新たに高額な補装具の申請や、
保険証を持たずに受診され、後で 7割分の給付申
請等があり、年度末までの療養費を見込んでの補
正額である。

文教厚生常任委員会
委員長報告
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　平成29年11月13〜14日の 2日間にわたり、総務産業建設常任委員会（委員長　上野�賢二）と文
教厚生常任委員会（委員長　小寺　強）による合同研修を開催しました。
　この研修は、町が執行する施策に呼応した事業等の研修を実施することにより、今後の議会運営、
委員会審議等の参考とし、より充実したまちづくりの取り組みに向けた自己研鑽と議会の活性化
に資することを目的に開催しています。
　今回は、石川県の“かほく市”と“河北郡津

つ

幡
ばた

町
まち

”への行政視察を実施しました。
　かほく市の“定住人口増加プロジェクト”では、社会環境の変化や人口減少等の危機感から中
堅職員による「定住促進プロジェクトチーム」を編成し、定住促進に向けた各種事業の調査・検
討を行い、11事業の新規・拡充事業を市長へ提案するとともに、既存の10事業を加えた21事業に
取りまとめ、結婚から子育てまでのライフステージに応じて支援する施策であり、市議会としても、
この施策の予算化や各種事業の推進、制度の PRを積極的に後押しすることで、執行部とともに取
り組みを展開してきたとのことでした。（表紙：かほく市役所）
　特に子育て世代に主眼を置いた“ママ課プロジェクト”は、更なる充実した子育て支援の実現
に向けたもので、「子育て環境」と「市の PR」に焦点を絞り、子育て中のママの視点から主体的
にまちづくりへ関わるもので、現状への意見に止まらず、中長期的なまちづくりにも参画できる
取り組みとして、女性の活躍推進を先取りする施策でした。
　津幡町では、平成20年 3 月から始まった“議会改革の取り組みについて”の歩みに関する説明
がありました。33項目の検討事項を皮切りにして協議を進め、平成22年12月には「議会改革検討
特別委員会」を設置し、通年議会の実施、議会基本条例の制定等の27項目の検討事項を改めて設
定した上で、平成23年度からは、関係例規の制定、改正を随時、定めるとともに、議会運営の見
直しや広報活動の充実の他、議員定数、議員報酬、費用弁償等の議員自身に関わる事項も検討す
べきものとし、協議してきたとのことでした。
　特に“通年議会”の説明では、その導入にどのような背景があり、どのような効果があるのか。
また、どのように運営していくのか等、検討、協議した内容とその経緯、成果を分かり易く解説
していただきました。また、現状で全てが完了した訳ではなく、まだ課題もあるとのことで、今
後も議会の存在意義を町民が実感できるような議会改革を推進していくとのことでした。
　今回の行政視察では、本町で進める施策を具現化する一助になる研修であるとともに、議会と
は「町民の代表が公開の場で議論して自治体の政策を決める場」という一般的な常識が、余り広
く認識されていないことを理解することが議会改革の意義であり、今後の議会の在り方を考えて
いく機会となる研修になりました。�

～議会　常任委員会　合同研修～

会 議 室 津幡町役場（ 3階） 議　場
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　平成29年12月11日（月）、役場 3階、協議会
室にて、第 3回の大藪小学校大規模改修工事
特別委員会（委員長　北島　登）を開催しま
した。
　初めに教育課より工事の進捗状況に関する
説明と前回の質疑事項に対する回答がありま
した。その後、現地へ赴き、前回以降に完了
している第 3・ 4 工区、施工中の第 5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、「コンセントの位置等は、学校
と打合せて設置しているのか」「教室に出入りする扉が全体的に重いようである」等の他、「今回
の工事とは別であるが、同校の太陽光発電設備設置工事の進捗状況について」等の質問や意見が
あり、担当課等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、意見に関しては、
学校側との打合せを週一回実施して工事を進めているので、今回の指摘事項についても相談の上
で検討していくとのことでした。

　平成29年12月 4 日（月）、善明寺（大藪地区）
にて、輪之内町桜会（会長　加藤�正昭）の追
弔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、これまで議会議員と
して輪之内町を支えていただいた多くの先輩
方に敬意を表するとともに、その御霊が安ら
かなることをお祈りしました。
　追弔会後の懇談会では、昨今の町政や議会
活動等に感じていることを元議会議員として、
また一人の町民として伺うことができ、今後
のまちづくりに関する意見交換の場となりま
した。

～大藪小学校大規模改修工事特別委員会～

大藪小学校大規模改修工事特別委員会　現場視察

善明寺　本堂

桜会 ～追弔会・懇談会～
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議 会 活 動 日 誌

《10月》
1 日　ふれあいフェスタ2017（第 2日目）
2日　定期監査（第 3日目）
5日　薩摩堰治水神社秋季大祭
7日　GO！ご〜どんとこい祭り2017
9 日　地区町民運動会
10日　岐阜県町村議会議長会定期総会及び正副議

長研修会
12日　広報編集委員会
15日　消防団特別検閲及び消防規律訓練大会
16日　全員協議会
22日　東海環状自動車道（養老 JCT〜養老 IC）

開通式典
23日　木材の利用推進に関する要望活動
25日　岐阜県薩摩義士顕彰会
27日　安八郡広域連合監査
28日　安八ふれあい祭り2017
31日　例月出納検査�

《11月》
2 日　公共施設等総合管理計画検討委員会
　　　児童・生徒交流事業派遣研修報告会
7日　安八郡 3町議会議員研修会及び合同交流会
8日　地域自立支援部会
9日　安八郡高齢者プラン策定委員会
11日　福束校区文化祭
　　　交通安全協会輪之内支部反省検討会
13〜14日　議会議員常任委員会合同研修
16日　安八郡広域連合定例会
　　　安八郡町村議会議長会
17日　西濃地区社会教育振興会議
　　　ふれあいフェスタ実行委員会�
20日　地方自治法施行70周年記念式典
　　　（公社）岐阜県浄化槽連合会大会「最高裁

判決」
21〜22日　第61回町村議会議長全国大会
24日　議会運営委員会
　　　全員協議会
25日　政権与党国会議員との意見交換会
26日　安八郡消防連合演習
27日　公共施設等総合管理計画検討委員会
　　　植物防疫協会理事会
28日　福祉きらきら講座
29日　例月出納検査
30日　西濃環境整備組合議会定例会

《12月》
1 日　岐阜県町村議会議長会臨時総会及び
　　　第 3回評議員会
3日　消防反省会

4日　桜会追弔会
6日　第 4回定例町議会（初日）
　　　全員協議会　
8日　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会
11日　大藪小学校大規模改修工事特別委員会�
14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
　　　公共施設等総合管理計画検討委員会
26日　安八郡高齢者プラン策定委員会
27日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同　

盟会　岐阜県要望
　　　地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員

会
28日　消防団年末特別警戒

▼編集後記
　「わのうち議会だより」117号をお届けします。
　「戌」年の今年も既に 1ヶ月が過ぎました。『戌』という
字は『滅』の当て字と言われており、滅びるは「草木が枯
れる状態を表している」言葉だそうですが、会意文字で収
穫を意味するとも言われ、「植物が育っていき、花が咲き、
実をつけ、食べごろが過ぎた後、自分の実を落として、本
体の木だけは守る」という意味もあるそうです。
　この二つの意味から、今年はどのような一年になるのか。
草木は枯れてしまったが、それを栄養素として一気に成長す
ることを表していると考えるのか。それとも、芽吹きが上手
く行かず枯れたままの年になってしまうと落ち込むのか。
　新年度に向けた施策の検討は、これまでの成果と今年度
の実績見込みを踏まえながら、予算編成の中で着々と進め
られている時期です。次の定例会では、町民の皆さまが興
味を持ち、理解し、参画し得る事業の推進を議論する場と
なり、安心して暮らせる協働のまちづくりの実践に繋げる
ことで“これからもずっと住み続けたいまち”の実現とい
う花木を一層、育みたいと考えています。
　輪之内町議会は、我々を取り巻く地域経済や少子・高齢
化等の厳しい現状の中にあって、枯れたままだからといっ
て諦めるのではなく、議員一人ひとりが、町民の皆さまの
負託にお応えするため、地道な努力を積み重ね、将来に向
けた地盤をしっかりと作り上げることを目指し、執行部と
ともに活力ある活気に溢れた輪之内町に向かって、全力で
取り組んで行きます。
　今年「戌年」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、 3月の予定です。皆さまの傍聴をお待ち
しています。
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