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平成30年第１回定例町議会が５日開かれ、初日に町長から
提出された22議案が上程された。人権擁護委員候補者の推薦、
教育委員会委員の任命につき同意を求めること、条例関係、県
営土地改良事業分担金の徴収方法につき承認を求めることにつ
いてなど５議案を可決、総額41億 4,300万円の平成30年
度一般会計予算等11件、条例４議案を各常任委員会に付託し
散会した。
議案の内訳は、補正予算５件、新年度予算６件、条例の改正
及び制定４件です。
最終日は４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30年度一般会計予算など11議案と条例４議案を
可決し、閉会した。

平成 30年度
一般会計

41億円 決まる

２０18年
３月 定 例 議 会
5日～16日

田中　政治　議長

輪 之 内 町 予 算 の 概 要
■ 基本方針と概略

平成 30 年度予算は、財政に関する諸比率の動
向の把握と予測を行い、財源の確保を見据えた上
で、今後の諸計画等の推進と調整を図りながら、
自立と自律を計画的な行財政運営により推進する
予算編成になっている。
①　輪之内町第五次総合計画（H24 ～ H33）

の着実な推進
②　輪之内町行財政改革大綱（三次プラン：

H27 ～ H31）の断行
③　財政における中期的な事業計画を踏まえた予

算の編成
平成 30 年度の予算規模は、総額 61 億 9,600 万

円である。
一般会計予算では、41 億 4,300 万円（対前年度　

2 億 100 万円の増額）を計上し、各分野でのソフ
ト事業を重点的に取り組む等、重点施策を実現す

るために必要な事業へは積極的に予算を配分して
いる。

歳入では、町民税と固定資産税の増収を見込み、
町税全体で 7,345 万 8 千円の増額になっている。
国・県支出金、地方交付税も増額になる見込みで、
地方債では普通交付税の振替措置である臨時財政
対策債を国の方針に基づき、減額の見込みになっ
ている。その他、交付金等を考量し、基金からの
繰入れと町債（事業債）の発行で財源を確保した
予算になっている。

歳出では、輪之内体育センターの大規模改修、
第３子以降のこども園利用料の無償化等、重点施
策に位置付けられた８本の柱と、第五次総合計画

（H24 ～ H33）の実現に向けた予算であるととも
に、良好で快適な生活環境の構築と景気浮揚を予
測し、道路網と排水路網の整備や下水道事業を重
点とした公共工事を推進する予算になっている。

特別会計及び企業会計も、上記の基本方針に基
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づく予算編成となっており、合計では、1 億 8,100
万円の減額になっている。

　以上、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ものになっ
ている。

■ 重点施策

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、ひとり暮らし高齢者支

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
・ 教育施設整備の推進
・ 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
・ 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
・ （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
長の継続

・ 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

■ 主要事業

＊１～６の区分は、第五次総合計画に掲げる基
本計画の体系区分です。

１　環境にもっとやさしいまちづくり
「地域協働水質改善事業」

町内河川の水質浄化を図るため、家庭排水改
善の啓発活動を引き続き行うとともに、平成
30 年度では、水質改善への関心がより高まる
ように外来種駆除を目的とした魚釣り大会を実
施する。

「住まいる住宅助成金交付事業」
住宅等の安全性や耐久性、居住性の向上を図

り、快適な居住空間を創出するため、バリアフ
リー工事等の居住環境整備工事に掛かる費用の
一部を助成する。

２　安全・安心なまちづくり
「中学生防災士育成事業」

防災教育の一環として、自助・共助・協働の
基本を学びながら、災害に対する基本知識の修
得を図り、災害時の避難、救助、支援活動ので
きる中学生防災士を育成する。

「第二次緊急輸送道路整備事業」
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命

活動や物資輸送を円滑に行うため、岐阜県が指
定した緊急輸送道路であり、当町の道路整備基
本計画の幹線道路を整備する。

３　みんなが元気で働けるまちづくり
「はつしも販路拡大事業」

「徳川将軍家御膳米」の販路を拡大するため、
各種イベントに参加してＰＲするとともに、平
成 30 年度では、第 4 弾となる特産酒として、
大吟醸「鵜舟」の醸造・販売に取り組む。

「田んぼアート推進事業」
本戸地区で実施している田んぼアートのデザ

インを、平成 30 年度では、「戦国武将 丸毛 兼利」
をテーマにして、他市町からの集客を見込める
ような、より精度の高い魅力的な作品を製作す
る。
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４　もっと温もりのある支え合いのまちづくり
「第３子以降こども園利用料無償化事業」

平成 30 年度より、18 歳未満の子ども（18 歳
に達する日以後の最初の 3/31 までの間にある
者）が３人以上いる場合、３人目以降のこども
園利用料を無償化する。

「わくわく輪之内マイレージ実施事業」
町民の健康増進事業への積極的な参加を促す

ため、健康マイレージポイント制度を導入し、
継続的に楽しく健康づくりに取り組める環境や
仕組みを整備する。

「乳がん検診拡張事業」
従来の一方向撮影（内外斜位方向）に加えて、

頭尾方向の撮影を追加し、検診精度を高めるこ
とで、乳がんの早期発見、早期治療につなげる。

５　生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「小学生英語教育指導体制整備事業」

平成 32 年度の英語教育新学習指導要領の改
訂に対応するため、英語教育の時間拡充を前倒
しし、英語サポート支援員を配置する等、英語
教育の指導体制を整備する。

「サマースクール開設事業」
英語教育の指導体制の整備に伴い、夏休み中

にも英語に親しむことができるように小学生を
対象にした講座を開設し、コミュニケーション
能力の向上を目指す。

「英語検定受験料助成事業」
これまでの中学生への英検受験料助成に加え

て、新たに小学生を対象に英検 5 級以上の受験
料を全額助成し、英語力を試す機会を小学生に
も拡大して英語力の向上を目指す。

「輪之内体育センター改修事業」
生涯スポーツ施設の長寿命化を目的として、

輪之内体育センターを全面改修する。
６　豊かで安定した経営ができるまちづくり
「地域の魅力発信事業」

新たにラジオ番組を活用して、当町の様々な
情報を発信し、メディアを通した「輪之内町」
の知名度を向上させることにより、来町者及び
移住者の促進につなげる。

「ふるさとわのうち応援事業」
ふるさと納税を推進するため、寄附受付から

返礼品発送手配までの一括業務を代行サービス
業者へ委託する。
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髙木　清江 氏 （再任） 山田　實順 氏 （再任） 加藤　京子 氏 （再任）

人権擁護委員の推薦に同意
　　　委員４名中３名が選任された　 任期  平成 30年７月～３年間

田中　俊弘 氏 （再任）

教育委員会委員に１名任命同意
� 任期  平成 30年４月１日～ 32年９月 30日

■ 予算の規模

　平成 30 年度予算は、一般会計 41 億 4,300 万円、特別会計 18 億 1,000 万円、企業会計 
2 億 4,300 万円、総額 61 億 9,600 万円で、前年度予算に対して 2,000 万円、0.32％の増
額になっている。

会 計 30 年 度
予 算 額

29 年 度
予 算 額

28 年 度
予 算 額

30 － 29 比較
増減額 増減率

一般会計 4,143,000 3,942,000 4,084,000 201,000 5.10

特別会計 1,810,000 1,964,000 1,951,000 △ 154,000 △ 7.84

企業会計 243,000 270,000 211,000 △ 27,000 △ 10.00 

合 計 6,196,000 6,176,000 6,246,000 20,000 0.32

（単位：千円、％）
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条　例
輪之内町浸水被害軽減地区である旨の標識を定める条例の制定について

水防法の一部改正により輪中堤等の盛土構造物が存する土地の区域であって、浸水の拡大を抑制す
る効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができることとなりました。

当町には、昭和 51 年の安八水害の折に浸水を阻止した輪中堤が存在しますので、当該輪中堤をこ
れからも保全していく町の意思表示として指定したいと考えております。なお、浸水被害軽減地区に
指定した場合には、浸水被害軽減地区である旨の標識を設置する必要があり、標識の基準は条例で定
めることとされていることから、条例の制定を行うものです。

輪之内町防災会議条例の一部を改正する条例について

輪之内町防災会議の委員に議会の代表も加えるべきではないかという意見が議会の全員協議会で
出されたことを踏まえ、当該委員に町議会の議長を追加すべく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

平成 29 年８月８日の人事院勧告を踏まえ、昨年の 12 月議会で平成 29 年度から施行される部分に
ついて輪之内町職員の給与に関する条例の一部改正を行いましたが、今回は、平成 30 年 4 月 1 日か

平成 29 年度

一般会計補正予算（第５号）
1 億 336 万 2 千円減額

平成 29 年度 国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）

4,055 万 6 千円追加

平成 29 年度 後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

169 万 9 千円追加

平成 29 年度 児童発達支援事業
特別会計補正予算（第１号）

41 万 7 千円減額

平成 29 年度 特定環境保全公共下水道
事業特別会計補正予算（第 3 号）

5,395 万 4 千円減額
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ら施行される部分について改正を行うことを主な内容としています。

輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

平成 30 年 4 月 1 日より国民健康保険事業の財政運営の責任主体が岐阜県に移行することに伴い、
国民健康保険税の課税額については、岐阜県に納める国民健康保険事業費納付金に充てるためのもの
でもある旨に変更する等必要な改正を行うものです。

輪之内町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について

平成 30 年度から岐阜県が国保財政の運営主体となることに伴い、輪之内町が設置する国民健康保
険基金について、その設置目的等を変更する必要が生じたので改正するものです。

輪之内町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、住所地特例の規定について、国民健康保険の被保
険者であって、国民健康保険法の規定により住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保
険者とされている者が後期高齢者医療制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、
従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者になるため必要な条例改正を行うものです。

輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

平成 30 年度より国民健康保険事業の財政運営の責任主体が岐阜県に移行することに伴う改正です。
内容は、国民健康保険運営協議会の名称の改正等を行うものです。

輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、平成 30 年 4 月 1 日から
適用される損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算の対象が改正されたことに伴い改正を
行うものです。

承　認
輪之内町県営土地改良事業分担金の徴収方法につき承認を求めることについて

楡俣北部地区における県営土地改良事業を実施するにあたり、輪之内町県営土地改良事業分担金徴
収条例の規定により、地元分担金の徴収の時期及び方法について議会の承認を求めるものです。
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一般質問（原文掲載）

１．防犯の町宣言を

町長就任以来、11 年、３期目任期は、残り僅
か１年余りとなりました。一番の、業績結果は、
なんと言っても「福束排水機４号ポンプの設置」
であり、公約の「安心、安全」の成果であります。
ついで、難問題であった「斎場問題の解消」が２
番目であり、３番目に、高齢者等の足となる、「デ
マンドバスの運用」と、住民には、到って好評で
あります。他にも、私の耳に入ってくる、町民評
価は、色々ありますが、又の機会にお尋ねをいた
します。

先月に、30 年度予算の概要を示され、重点施
策に、町長就任時から掲げてこられた、もっと、
もっとのキャッチフレーズの中に「安全、安心な
町づくり」がありますが、先般にも、私が質問致
しました、福束橋の渋滞緩和策が、今回、何故か、
はずされております。働く（通勤者、市民病院に
診察に向かう人等）住民が、今、切実に望んでい
るのは、この問題であり、いかに、町長の力と言
えども、簡単に解決出来ない問題であることは、
痛切に感じておられるものと思います。解消に苦
難がともなう事は、私も、百も理解しております。

19 年地方選挙当時、軽々しく公約に掲げた、
後遺症であります。

「渋滞緩和解消策」は、もう、諦められたのか
お答えください。
○最近、町内各地で空き巣、こそ泥の被害が頻発

していると耳にします。町内南北に通る、地
方道 219 号線、220 号線、東西に走る、大薮
橋～福束橋間の、30 号線、南濃大橋道の駅～
の、町道 31008 ～ 22014 線、乙姫像付近（町道
33625 線町境）にとり合えず、防犯カメラの設
置と、防犯看板を掲げ、通過者に当町は、到る
所に犯罪防止の目が光っていることを喚起し、

「防犯の町宣言」をしてはどうか？提案いたし
ます。

　　▪ 古田東一議員の質問

古田 東一 議員

町長答弁
まず、福束大橋の渋滞緩和解消策についてであ

りますが、ご質問の、「福束大橋の渋滞緩和対策
を諦めたのか」に関しまして、昨年６月議会答弁
と重複をいたしますが、公約の実現に向け、要
望活動も継続して行なっており、その成果とし
て、平成 21 年度には国道の横曽根交差点を改良
し、左折レーンの設置をして頂きました。又、平
成 24 年度には左折レーンを右折も出来るように
国道の南北にある横断歩道の内、北側の横断歩道

を廃止し、国道への流れを改善、併せて福束大橋
西詰交差点の拡幅をしていただき、一歩ずつでは
ありますが、渋滞緩和のための整備を進めて頂い
ているところであります。

しかしながら、根本的な渋滞の解消に到ってい
ないのが実情であります。

ご存じのように、羽鳥養老線は、揖斐川・古宮
川・水門川といった河川上に設置されているため
交差点付近の改良には物理的制約があり困難をき
わめております。

従いまして、福束大橋に集中する交通動線を分
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散させることが渋滞解消にとって有効と考え、福束大橋と今尾
橋の間に（仮称）新養老大橋を架橋すべく、関係自治体の協力
を頂きながら建設促進にも取り組んでいるところであります。

新たなバイパス設置に伴い交通の分散が図られ、ひいては、
福束大橋の渋滞緩和にも繋がると思われることから、引き続き
道路網整備を関係機関と共に実施し、総合的な渋滞緩和に向け
取り組んでまいります。

木野町長 答弁

２．防犯カメラ設置に助成金条例制定を

各家庭への被害防止に、「防犯（監視）カメラ
設置助成金条例」制定を提案いたします。

集落に有る防犯灯、電柱等にも、区長、区民の
要請により、順々に取り付け、各戸、各箇所に、
防犯カメラが設置してあると気付くと、不審者は
心理的に警戒し、犯罪防止効果に繋がると考えま
す。

廃棄物置場や、車による道路へのポイ捨て等、
廃棄物不法投棄防止にも効果があると考えます。

町長の公約にある「安心、安全につながるまち
づくり施策」に合致するものであります。

個人の人権の侵害の声もでるかと存じますが、
公益優先の考えで進めていただきたいものです。

町長答弁
最近、町内各地で空き巣、こそ泥等の侵入窃盗

の被害が頻発していると耳にされているとのこと
でありますので、データを調べてみました。

岐阜県警が公表している資料によりますと侵
入窃盗の認知件数は、空き巣が平成 27 年中に６
件、平成 28 年中及び平成 29 年中はそれぞれ３件
となっております。忍び込みは、平成 27 年中３
件、平成 28 年中及び平成 29 年中は０件、事務所
荒らしは、平成 27 年中２件、平成 28 年中１件、
平成 29 年中０件となっており、減少傾向にあり
ます。もっともこの数字は、県警が認知した件数
であります。実際には被害届けを提出されない方
もいらっしゃると思いますので、更に多くの被害
が発生している可能性もあります。

さて、議員のご提案は、これら侵入窃盗を未然
に防ぐために、町内幹線道路の町内への入口に防
犯カメラ及び防犯看板を設置して「防犯の町宣
言」をしてはどうかという内容でございます。勿
論この提案については、防犯対策の一環になり得
るものではあるとは思いますが、町内入口に仮に

防犯カメラを設置した場合、その映像を常時どの
ように監視するのか、映像に映った車両等のうち
だれが犯罪を企んでいるのかを特定することは非
常に困難であります。また、防犯カメラが設置し
てあることを誰もが知っているコンビニ等におい
ても相変わらず強盗被害が報道されております。
これらのことを考えれば犯罪の完全な抑止にまで
は至らないのではないかと考えます。勿論、犯罪
が発生した後の犯人の検挙に繋がる資料提供をす
る意味においては、有効な手段ではあります。従
いまして、現段階においては、犯罪被害の抑止効
果、防犯カメラに写った映像の監視、カメラの維
持管理経費等検討すべき事項がいくつもあります
ので、防犯カメラの設置については、今後の検討
課題としたいと考えております。

窃盗被害も言ってみれば、降ってわいたような
災害と言えるかもしれません。そうであるならば、
災害と同様に、「自助」「共助」が重要であると考
えます。

侵入盗を万が一室内で発見した場合には、それ
が強盗に豹変し、強盗殺人に展開することも考え
られます。従いまして、まずは、「自助」として、
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侵入盗に入られないように、防犯対策を各個人で
万全にして頂くことが肝要であると考えます。戸
締まりをしっかり行う、サッシュの鍵を二重にす
る、また、サッシュが割られないようにフィルム
を貼る、また夜間不安であれば、室内の明かりを
点けておく、人感センサー付きのライトを設置す
る、大きな音がする防犯砂利を敷き詰める等々、
二重、三重の対策をしておくことが大切であると
考えます。

「共助」としては、家を空ける際には、近所に
声をかけておくことも重要であると考えますし、
日頃から近隣とのコミュニケーションを密にし
て、不審者情報等を共有することも大切であろう
と考えております。

また、個人または区における「自助」として設
置される防犯カメラに対する助成制度を設けては
どうかという提言でありますが、現在、何件のお
宅に防犯カメラが設置してあるのか、また、何人
の方が防犯カメラを設置しようと考えていらっ
しゃるのか、数字がつかめておりません。せっか

く助成制度を設けても、その制度を利用して頂け
なければ、助成制度を設けているという単なる自
己満足に過ぎなくなってしまいます。勿論、防犯
カメラによる犯罪の抑止力を否定するものではあ
りませんので、今後の犯罪件数の推移や住民の皆
さんの声も聞きながら前向きに検討してまいりま
す。

なお、最後に申し上げたいのは、窃盗被害もさ
ることながら、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害が
多発しているということであります。空き巣や忍
び込みといった人目に触れるリスクを犯す犯罪よ
りも容易に多額の現金を搾取できる知能犯が増加
しております。平成 29 年中の振り込め詐欺等を
含むニセ電話詐欺の被害額は、岐阜県全体で 3 億
3,319 万円にも上っています。中でも大垣警察署
管内は、被害額 4,724 万円で被害件数、被害額と
も県下ワーストワンとなっております。町といた
しましても特殊詐欺被害防止のために、県警や防
犯協会とも協力しながら啓発活動をしてまいりま
す。

町長答弁
まず１点目目の災害時における広報無線の聞こ

えない、ろう者の方への伝達方法についてのご質
問であります。町では、災害の危険性が差し迫っ
た時、或いは災害が発生した際には、一度に多く

１．障がい者福祉について
国境を越えて世界中の皆さんがスポーツを通し

平和と融和を図る祭典　冬のオリンピックが終わ
り、そして今パラリンピックが開かれております。
中には夏冬両パラリンピックに出場する日本選手
もみえます、まさに感動と勇気を与え、時には涙
する場面もあります。

さて今回聴覚障がい者福祉について伺いますが
30 年度は障がい者福祉費の中で新しく手話通訳
者の派遣をしていただく事はまさにろう者の社会
参加の機会を増やす朗報であります。そこで
○災害時に、広報無線の聞こえないろう者の方に

はどのように伝えられるのか。メールやファッ
クスでの対応はできないのか。

○手話奉仕員養成講座の予算も組まれています、
ろう者が来庁された時手話で応対すれば安心さ
れるし、コミュニケーションも図れると思いま
すがいかがでしょうか。
以上見解をお伺いいたします。

　　▪ 森島光明議員の質問

森島 光明 議員
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の方に情報を伝えることが出来る防災行政無線の
同報系による伝達が最も有効な方法であると考え
ております。しかしながら、森島議員のご心配の
とおり、聴覚障がい者の方にとっては、付き添い
の方がいらっしゃらない場合等には、音声による
情報伝達では伝わりませんので、当町では、地域
防災計画上、複数の広報手段を定めているところ
であります。その中に位置付けられた電子メール
による伝達として現在、メール配信サービスを
行っております。このメール配信サービスは、携
帯電話に一斉メールを配信するシステムでありま
す。聴覚障がい者の方が、携帯電話をお持ちであ
れば、登録をして頂いて是非ご利用頂きたいと考
えております。メール配信サービスでは、気象庁
の発表に伴い自動的に大雨、洪水、暴風の気象警
報や特別警報、震度情報を配信するほか、災害時
には役場から災害情報や避難情報を配信すること
としております。これらサービスの周知を図って
まいります。また、コミュニティチャンネルであ
る「わのうちスマイルチャンネル（12 チャンネ
ル）」のテレビ放送で情報を流すこととしており
ます。このわのうちスマイルチャンネルでは、普
段から河川監視カメラで撮影した各河川の画像配
信を行っているほか、災害時にはＬ字の文字放送
で常時災害情報を放送することとしておりますの
で、是非わのうちスマイルチャンネルへの加入を
お願い致すところであります。なお、災害時に通
信回線が支障なく使える状況であれば、FAX に
よる一斉通信もできますので、聴覚障がい者の方
で FAX をお持ちであれば、FAX 番号を登録し
て頂くようご案内してまいります。

ご質問の２点目についてお答えさせていただき
ます。

ご質問の趣旨は『耳の不自由な方が来庁された
ときに備えて、職員も手話通訳ができるようにし
てはどうか』ということかと思います。

バリアフリーが叫ばれる現代社会にあって、障
がいの有る人と無い人が共に地域・社会で生活し
ていく共生社会を目指すため、『障害者差別解消
法』が平成 28 年４月に施行されました。その中
では、行政の責務が規定され、社会的障害の除去
について負担が過度である場合を除き、必要かつ
合理的な配慮をしなければならないとされたとこ
ろであります。

また一方では、障がい者の社会参加が進む中に
あって、耳の不自由な方が、福祉施設や養護学校

だけでなく、日常のあらゆる場面で健常者と同等
のサービスを受けるため、手話通訳者が社会的に
も必要とされるところであります。

現在、耳の不自由な方への支援については、地
域生活支援事業で提供されるサービスの１つに意
思疎通支援サービスがあります。これは、病院へ
の通院、社会参加活動及び官公庁での手続きなど
の際に、手話通訳者が同行するサービスでありま
す。

このサービスの利用は、事前申請が必要となり
ます。年間、10 件程度のご利用をいただいてお
ります。

なお、役場の窓口対応としては、主として筆談
によるコミュニケーションを実施しております。

議員のご質問のとおり、各窓口にも手話でのコ
ミュニケーションが出来る者がいれば、耳の不自
由な方の不安が解消されるとともに、円滑な手続
きや相談が可能になると忠われます。

その手話奉仕員の養成については、住民を対象
とする養成講座を周辺市町との共同事業として一
般社団法人・岐阜県聴覚障害者協会に委託し、毎
年実施しておりますが、手話言語の取得について
は長期間にわたる研修や実際の経験が必要となる
など、その取得過程は非常に困難であるとも言わ
れています。

しかしながら、先程申し上げましたとおり、耳
の不自由な方にも安心して来庁していただくため
には、将求的に町職員の手話通訳者の常設につい
て検討していく必要があるものと受け止めており
ます。

当面の対応としては、先程申し上げましたが、
県聴覚障害者協会に委託して実施している手話奉
仕員養成講座の受講を勧奨するとともに、聴覚障
がい者を相手とする話し方や聞こえ方、筆談の方
法などを学ぶ『聴覚障害の基礎知識』を習得させ
ることも考えております。
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１．人口減少対策について
全国的に人口減少、特に少子高齢化による若年

層の人口減少が危惧され、大きな課題となってお
ります。国レベルで色々な施策・対策が実施され
ている中、地方各自治体においてはまちの存続に
関わる非常に大きな問題と捉え、少しでも人口減
少に歯止めがかけれればとあの手この手と対策に
全力で取り組んでおりますが極めて困難な課題で
あります。

人口減少の要因は多種多様あると思いますが大
きな要因は「若者の未婚率の上昇」と「若者の転
出超過」であると考えます。若者の未婚率の上昇
により出産適齢期の夫婦の数が減少し、その結果
出生数が低下しています。その対策として婚活イ
ベントの開催・支援、子育て支援・優遇措置の拡
充など、子どもを産み育てやすい環境づくりなど
があります。若者の転出超過は人の移動であり、
国自体の人口減少には直接関係はありませんが地
方自治体にとっては死活問題であり最重要課題で
あります。その対策として地域の活性化と魅力発
信、雇用の場の確保、若い世代の移住・定住を促
す住宅施策・支援などＩターン・Ｕターンの促進
が挙げられます。

本町におきましてはいち早く人口減少対策とし
て多くの施策を実施してきており、現在のところ
は大きな減少には至っておりませんが、平成 27
年 10 月に「まち・ひと・しごと創生人口ビジョ
ン」、平成 28 年３月には「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を策定し、今後を見据えた人口減少
対策に更なる危機感をもって取り組んでいただい
ております。

本町の人口は平成 30 年３月１日現在 9,791 人
で、ここの所年々微減してきております。そこ
で別紙のとおり広報わのうちにて昭和 29 年の輪
之内町発足からの人口並びに世帯数の推移を調
べてみますと人口は平成９年に 9,000 人を超え、
年々上昇して平成 25 年 8 月の 9,998 人をピーク
に以後徐々に減少しております。世帯数は人口
の増減に関わらず増え続けて 3,284 世帯となり、

町発足時の２倍強に増加しております。平均世
帯人数は町発足時の 5.71 人から減少の一途をた
どりこの３月１日現在では 2.98 人となりついに
３人を割りました。３世代同居世帯率は県内１
位と聞いておりますが確実に世帯人数は低下し
てきております。

このことから人口減少に歯止めをかけるには世
帯人数、３世代同居世帯を増やす住宅施策が必要
と考えます。現在民間開発の住宅は本町、他市町
に関わらず駐車場２～３台を備えた 50 坪未満の
敷地面積がほとんどです。これでは子どもが成長
し、結婚しても増築もできず、同居はまず無理で
す。増築可能なゆとりある敷地を有した住宅の推
進を比較的地価の低い本町独自の住宅施策として
考えてみてはどうか。もちろん住宅施策を進める
にあたっては核家族社会が進む中、どれだけの住
民意識、ニーズがあるのかを見極める必要があり
ます。今年度新規事業の定住化促進調査事業にこ
の件も加えて調査していただければと思います。
また町で推進するのか民間開発を誘導するのか、
大薮地区に偏った地域性も考慮する必要がありま
す。他市町で実施されている若者定住促進住宅新
築・購入補助や民間賃貸住宅家賃補助等の制度も
考えていく必要があると考えます。

それから本町には空き家、空き地、荒廃地、遊
休農地はどのくらい存在するのか。それらをしっ
かりと把握した上で、利用価値も含めた有効活用
を検討していく必要もあると思います。

今後の人口減少対策について町長のご見解をお
伺いいたします。

　　▪ 上野賢二議員の質問

上野 賢二 議員
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町長答弁
ご案内のように、2008 年以降の人口減少は、

今後加速的に進み、それに伴い「消費・経済力
の低下」は日本社会の各分野において、大きな
重荷になることが懸念されております。

人口減少は、地域によって状況や原因が異なっ
ておりますが、大きな要因としては大都市にお
ける超低出生率、そして地方における都市圏へ
の人口流出＋（プラス）低出生率が日本全体の
人口減少につながっていると受け止められてお
ります。

そんな中、日本創生会議の人口減少問題検討
分科会の座長であった増田寛也氏の著書「地方
消滅」、いわゆる増田レポートは、人口減少問題
に警鐘を鳴らす意味では非常にショッキングな
ものであったことは、記憶に新しいところです。

そのような状況下、議員が言及されたとおり、
当町としても人口減少に対して非常に危機感を
抱き、平成 27 年度に「まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン」及び「総合戦略」を策定し、ソ
フト事業を中心に２年間事業展開をして参りま
した。

その取り組みの一端を申し上げますと、人口
減少に歯止めをかけるべく直接的な事業として

「三世代同居・近居助成事業」、「移住・定住促進
事業」、また、間接的には「しごと」が「ひと」
を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環
を確立させるため、従来から取り組んでいる「企
業誘致事業」や、「就職・転職フェア開催事業」、

「創業・第二創業助成事業」、「育児休業助成事業」
また、若い世代が安心して結婚・出産・子育て
の希望をかなえるべく「婚活サポート事業」、「不
妊治療助成事業」、そして以前から継続しており
ます「高校生世代までの医療費無償化」等を人
口減少抑止策の政策パッケージとして取り組ん
で参りましたし、今後も各種施策において不断
の見直しを図りながら進めて参ります。

さて、議員が言及されております当町の人口
の推移については、提示資料のとおりでありま
すが、直近の岐阜県の統計データ（29 年７月更
新分）によりますと残念ながら三世代同居率は、
県下２位（１位は白川村）となっております。

さて、議員からは２点のご提言を頂いたもの

と認識しております。
まず１点目、「ゆとりある敷地を有した町独自

の分譲地施策推進」のご提言を頂きました。議
員も言及されているとおりこの施策には、切り
口として「市場調査の必要性」、「町で推進する
のか、また民間開発を誘導するのか」、そして「開
発地区の偏りをどう考えるか」を考察する必要
があります。

その前提として現実の市場データを押さえな
くてはなりません。

過去、４年間の当町における民間事業者によ
る分譲地の開発件数は、４件、区画数は、21 区画、
開発総面積は 6,505.39 ㎡でそのうち住宅区画の平
均面積は、１区画当たり 240.59 ㎡（約 73 坪）の
規模となっており、また、開発地域はいずれも
大藪地区となっております。

次に、今後の全国的な住宅市場の動向につい
て、大手銀行系のシンクタンクの見通しによれ
ば、今後 10 年間での住宅着工戸数は、過去５年
間より、25% の減少見通し、さらに、総人口の
下振れ・上振れケースを推計すると、下振れし
た場合は、過去５年間より 34.5％の減少、上振れ
しても 14.3％の減少になる、さらに、住宅残存率
を低めに推計（建替需要の増加）すると、今後
の 10 年間には、過去５年間と比較して 7.1％上振
れがあるかもしれないが、一方で、空き家が著
しく増加するとの推計データを公表しています。

従いまして、当町において民間事業者が行う
分譲住宅開発は自ずと鈍化してくるのではない
かと推測しております。また、参考までに当町
で把握している空き家の軒数は、現在 53 軒となっ
ておりますが、この数も先程の推計データから
すると、残念ながら増加していく傾向は否めま
せん。

これらの全国的トレンドデータと併せて、当
町の 30 年度事業において、集合住宅にお住まい
の皆様を対象にした住宅ニーズ調査を実施しま
すので、このデータをもとに総合的に分析を進
めたいと考えております。

次に、「町で推進するのか、民間開発を誘導す
るのか」併せて「開発地区の偏りをどう考えるか」
についての考察が必要となって参ります。

先程の全国的トレンドデータにあるように、
民間開発は鈍化してくると考えるのが経済合理
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１．大榑川の水質改善について

平成 27 年度に中江川上流部に水質浄化対策と
して浄化用井戸を設置しました。ところが、中江
川上流部以外ではほとんど目に見えた水質改善は
見られません。本気で大榑川の水質を改善しよう
とするなら、第２、第３のポンプ場が必要です。

しかし、中江川の井戸方式では建設費に約 1,000
万円もかけながら、地下水という貴重な水資源を、
単に川に流すだけで他に何にも利用することが出
来ません。しかもその維持費として電気代が基本
料金だけで毎月 37,900 円、ポンプを稼働すれば

　　▪ 森島正司議員の質問

としての帰結と思われますが、これについては、
もう少し広域的にかつ専門的な市場分析を時間
をかけて行う必要があると考えております。

従って、町で推進するという選択肢について
も先程来申し上げているとおり、総合的に分析
結果を慎重に見極めたうえでの将来を見据えた
政策判断になろうかと考えております。

また、「開発地区の偏りをどう考えるか」につ
いてですが、現状では民間が行う開発について
は地区を指定することは出来ないものと考えて
おります。

町で行う分譲地施策の場合ですが、議員から
は、当該物件として、「空き地、荒廃地、遊休農
地の把握をしっかりしたうえで」との提言を頂
きました。当町が遊休農地として把握している
面積は 57,598 ㎡ （29 年 12 月現在：農業委員会調
査）でございますが、全てが転用可能な農地で
はございません。荒廃地については、存在しま
せん。

空き地については、現在調査中でございます。
開発地域の選定については、町内においても

人口減少が著しい地区に誘導するのも一つの方
策であると思いますが、輪之内都市計画におけ
る用途地区の設定についても射程距離におく必
要もあり、今後の検討課題と思われます。

そして、併せて考えなければならない要因と
しては、「地元区との受入協議」を成立させるこ
とが先決であろうと考えます。

次に、若者定住促進住宅新築・購入補助や民
間賃貸借住宅家賃補助等の制度の創設の提言を
頂きました。

こうした類いの施策は、地方創生を機に、既

に導入している他市町村が散見されます。こう
した市町村の事業効果を検証しながら、単に人
口減少対策だけでなく、そこに住民ニーズが高
い福祉・教育部門の当町ならではの優位性を付
加した施策をパッケージとしてＰＲしていくな
ど、一方向から見れば同じ施策でも、より魅力
あるものとして差別化を図っていく必要もある
のではないかと考えております。

言わずもがなでありますが、国全体の人口を
どの水準で維持していくのかが問われる展開と
なっております。各地域における人口対策が人
の取り合いにならないような国の施策を求めた
いと思います。

さはさりながら、各自治体の成功事例が国の
施策に反映されれば施策の貢献度は高まるのも
事実であろうと考えます。

以上、議員からご提言のありました施策を考
察するとき、人口減少対策として、ハード面、
ソフト面を兼ね備えた総合的な対策を講じてい
く必要性については方向性を同じくしておりま
す。

今後は、今進めておりますソフト面について
不断の見直しを図りながら、継続して進めるこ
と、また、ハード面については、土地の選定や
事業手法、例えば民間のデベロッパー（土地や
街を開発することを主業とする不動産会社）と
共同で進めるなど様々な手法を模索しながら、
また加えて「空き家」の有効利用も含め、施策
としてコンセプトをしっかり準備したうえで総
合的に対応し実現に向けて鋭意努力して参りま
す。
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森島 正司 議員

その電気代は多い時で月額６～７万円にもなると
いうこと。このような施設はこれ以上増やすこと
はできません。

本来なら福束用水を活用するのが最も有効な手
段だと思いますが、なかなかその気になってもら
えないので、次の手段として福束輪中土地改良区
や関係営農組合などと建設費や利用権などについ
て協議し、ほ場整備事業で建設されたポンプ場の
活用を検討してはどうでしょうか。

まもなく楡俣北部地区ほ場整備事業が始まると
いうことですが、楡俣北部で建設されるポンプ場
からの水を流すことができるようにしたら、大榑
川の最上流部に流入するもので、もしこのポンプ
場から渇水期に水が供給されるようになれば、上
大榑地区内の大榑川の水質改善効果は期待できる
のではないでしょうか。

又、本戸の大正池はあじさい祭りのときは水が
流れていますが普段は止められています。大正池
に隣接して設置されている灌漑用のポンプ場が有

効に活用できるようになれば、中江川の最上流部
からの清流の供給となり、カワバタモロコの保護
育成にも貢献できるのではないでしょうか。

その他西江川、中西江川上流域の既存のポンプ
場なども必要に応じて協議しながら活用できるよ
うにしてはどうでしょうか。

町長の見解をお伺いいたします。

町長答弁
大榑川の地域協働水質改善事業は、平成 24 年

度に森林環境税の補助事業採択を受けました。
これにより大榑川の汚れた水の浄化への取り組

みを始めたところでございますが、大榑川自体を
一度に浄化することには課題が多々あり、町民ア
ンケートの結果、町民の皆様が最も目にする中江
川をモデル河川として水質改善に取組む事としま
した。

議員ご承知のとおり、大榑川には源流のほか４
支川が流れ込んでおります。

これら河川の汚れの原因と対策を協議していた
だくために「輪之内町地域協働水質改善協議会」
を設立し、水に関わる町内関係団体や企業、県か
らは環境や土木関係の方に委員をお願いし、岐阜
大学の先生を学識経験者としてお迎えし、指導や
アドバイスを頂いております。

何度かの河川水質検査の結果、見た目は汚れて
いるが、水質としては特に問題は無く、汚れの原
因は農地から出る鉄分により茶色く濁ることであ
ることが判明致しました。

その後もどれくらいの量の水を流すと希釈効果

が現れるのか等の調査を行い、モデル河川である
中江川上流に水質浄化用の井戸を平成 28 年３月
に設置して、希釈方法での水質浄化を開始しまし
た。

この井戸につきましては、４月から９月までの
圃場の灌漑期は河川の水が泥水で濁っているため
汲み上げての放流は行わず、10 月から３月まで
の非灌漑期に汲み上げ放流を行い、排水機に余計
な費用がかからないよう、排水樋門が自然に開く
干潮時に合わせて行う事にしております。

電気代につきましては、水質浄化のための電気
であり、農事用電源の契約が出来ないことから、
毎月の基本料金も必要となりますが、汲み上げ放
流した際や自噴水が放流されているときは、役場
前においても中江川の底が見えるほどの透視度
で、その効果は充分に現れていると思います。

また圃場整備事業で建設されたポンプ場の活用
を検討してみてはどうかというご提案でございま
すが、圃場整備区域内の揚水ポンプにつきまして
は、すべて農業用施設として設置されたものであ
り、本来水質浄化のために利用する事は目的外使
用であり、許されるものではありません。

また、これら施設は農事用電源での契約であ
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町長答弁
第７期介護保険料については、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、平成
30 年度から平成 32 年度の３年間における介護保
険給付費、所得段階と基準額割合、更には、基金
の取り扱いについて説明がなされ承認を得たとこ
ろであります。

また、高齢者プランについては、５回にわたる

策定委員会を経て、策定されたことを申し添えて
おきます。

まず１つ目、基金の積立てについては、平成
28 年度末残高が 1 億 3,090 万 9 千円、平成 29 年
度末残高としては 1 億 7,347 万 9 千円が見込まれ
ております。

介護保険制度における月額保険料は、３年を１
期とする中期的運営を見通して設定されるもの
で、１年目に発生する剰余を３年目の不足に充て

２．介護保険第７期保険料について

12 月議会で、第７期介護保険料の改定にあたっ
て１億 3,000 万円もの基金があれば当面保険料の
引き上げの必要はないのではないか、また、高額
所得者の応分の負担で低所得者の負担軽減を図る
べきではないかと、町長の見解をお伺いしました。

これに対し町長は、「必要以上の基金は必要な
いこと、３年間で均衡させるというのが基本的な
事であること」をお認めいただきました。また、
所得階層別の負担率については、「過去において
は国の基準と異なる基準を採用したこともあっ
た」ことを明らかにしていただきました。その上
で、これらの事項を含めて広域連合議会の中で議
論を深めるべき問題だと述べられました。

しかし、議会では執行部から提案された議案を
審疑してその可否を決めることが主任務であり、
提案されていない事項の審議は普通ではありえま
せん。

先日、私は広域連合事務局へ行って、基金の状
況や第７期保険料についてお伺いしてきました。
その結果、今年度の決算見込みで、年度末基金残
高は前年度より約 4,300 万円増の１億 7,300 万円
以上にもなるということでした。その上更に新年
度予算で、基金積立金 3,800 万円を計上している

ということです。
町長は「必要以上の基金は必要ないこと、３年

間で均衡させるというのが基本的な事であるこ
と」を認めながら、このような異常な基金の積み
増しをどのように説明されるのでしょうか、広域
連合執行部の副連合長としての町長の見解をお伺
いします。

また今回の保険料値上げは第１段階から第４段
階は 100 円、第５、６段階は 200 円、第７から９
段階は 300 円の値上げとなっていますが、値上げ
率で見ると第１段階が 4,17％であるのに対し第９
段階は 3.26％と低所得者に重い負担を負わせるも
のとなっています。このことについて町長の胸は
痛まないのでしょうか。高額所得者に応分の負担
を求め、低所得者の軽減を図るべきと思いますが、
町長の見解をお伺いします。

なお、第５期においては、最高段階の所得階層
500 万円以上の被保険者数は 218 人でしたが第７
期においては何人になっているのでしょうか。

また保険料の普通徴収者数は何人で、収納状況
はどのようになっているのでしょうか、お尋ねし
ます。

り、非灌漑期である 10 月から翌５月までは電源
を断っておりますので、使用できる状態ではござ
いません。

楡俣北部の圃場整備地区に設置される揚水ポン
プも本戸の大正池にある揚水ポンプも同様の理由
で、水質浄化には使用できる施設ではないものと

理解しております。
いずれにしましても、中江川の水質浄化用井戸

につきましては、今後も灌漑期や雨天等、効果の
見込めない時期に余計な費用を掛けないよう、効
率的な運用に努めてまいります。
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るというのが原則であることは、12 月議会で申
し上げたとおりであります。

従って、平成 30 年度は第７期の１年目にあた
ることから、3,840 万 1 千円の積立金は、１年目
に発生する剰余を３年目の平成 32 年度に備えて
積立てるものであり、健全な介護保険制度の運営
のため、制度自体が予定する基金積立であること
をご理解ください。

第７期の３年目に不足分として同額の 3,840 万
1 千円を取崩すことを予定しており、特段の齟齬
はないと考えております。

なお、第７期の月額保険料の見直しは、新たな
基金造成を目的としたものではありません。

一方、高齢者プランによりますと、第７期の第
５段階の月額保険料 5,600 円は、期間中の３年間
のうちに、第６期までに積み上げた基金のうち、
3,820 万円を取崩すことを前提に設定されたもの
であることを申し添えます。

基金残高については、いろいろご意見が分かれ
るところとは思いますが、第７期の安定した運営
のみならず、次期、第８期の制度運営の在り方の
検討、更には、第８期と第９期の月額保険料の推
移も視野に入れながら、基金の取扱いについては、
長期展望にたって安八郡広域連合議会の中で関係
議員を交えながら、議論を尽くしていきたいと考
えております。

いずれにせよ、基本的には剰余金が発生した場
合は基金に積立て、基金の設置目的に則って被保
険者のために利用していくことには変わりありま
せん。

ご質問の２つ目、月額保険料についてお答えし
ます。

介護保険料は、高齢者の増加や介護保険サービ
スの充実等を要因として、上昇傾向にあるのが現
在のトレンドであります。

月額保険料の各段階と基準額割合は、今の第５
段階を基準として、低所得者の経済的負担への配
慮と高所得者の応分の負担を考慮する観点から、
第１段階から第９段階までありますが、いずれも
国が示す標準的な段階と基準額割合を採用してお
ります。

安八郡広域連合では、サービス給付については
国が示す基準で各種サービスを提供しておりま
す。従って、その保険料の段階や基準額割合につ

いても、原則としては、国が示す基準を採用して
も特段支障はないものと考えております。

なお、基準額割合については、12 月議会の一
般質問でもご答弁させていただきましたが、国で
は、平成 31 年 10 月から第１段階から第３段階の
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させていただきます。

ご質問の３つ目、第５期における最高段階の所
得階層は 5,000 千円以上でありましたが、第７期
における最高段階の所得階層は 3,000 千円以上に
基準の見直しが行われています。

この所得階層に該当する被保険者は、672 人の
見込みであります。

ご質問の４つ目、保険料の普通徴収者数と収納
状況については、普通徴収の方は 1,034 人、その
方々の平成 29 年度普通徴収保険料・現年度分の
収納率は 87% を見込んでおります。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

平成29年度　一般会計補正予算（第５号）

議会事務局

Ｑ　今回の補正予算に、議長交際費は、含まれてい
ないのか。
Ａ　必要となる支出として、何があるか分からない
ので、補正はしていない。
総務課

Ｑ　不動産の払い下げは、どこか。
Ａ　道路は２件、大藪地内で㈱ワタナベ石油に
201.72 ㎡、四郷地内で㈱名晃に 133.64 ㎡。水路
は１件、大藪地内で個人に 65.41 ㎡を払い下げた。
Ｑ　今回の払い下げは、町からの依頼か。または地
権者からの要望なのか。
Ａ　開発等により払い下げの申出があったため、町
として検討した結果、用途廃止をして、払い下げ
をした。
Ｑ　区長会研修の参加者は何名か。
Ａ　台風の影響で延期した結果、今年度の研修会に
参加した区長は、８名である。来年度は、出来る

総務産業建設常任委員会は３月 12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 30年度予算、平成 29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。

総務産業建設常任委員会

総務産業建設 だけ多くの区長に参加して頂けるように日程等を
検討する。
危機管理課

Ｑ　防災行政無線の蓄電池取替工事とあるが、蓄電
池の寿命は何年か。
Ａ　10 年である。
経営戦略課

Ｑ　臨時財政対策債を発行しなくても普通交付税の
基準財政需要額に、算入されるのか。
Ａ　臨時財政対策債を発行しなくても発行可能額 1
億 7,406 万 2 千円が、翌年度から 20 年間、普通
交付税の基準財政需要額に算入されることになる
が、臨時財政対策債を発行するかどうかは自治体
の判断である。
Ｑ　臨時財政対策債発行可能額を普通交付税とし
て、交付を受けられないのか。
Ａ　推測の域を脱しないが、平成 13 年度から臨時
財政対策債を発行するという制度が始まったが、
国も財政が厳しい状況にあるため、普通交付税と
して交付できないのではないかと推測している。
Ｑ　臨時財政対策債発行可能額は普通交付税本来の
交付額が交付を受けられない分であり、普通交付
税の一部と判断できるのであれば発行し、その分
でもっと事業を行えば良いのではないのか。
Ａ　真に必要な事業であれば、緊急性等を勘案し、
取捨選択しながら必要と判断した場合は、町債を
発行してでも実施していく考えである。
税務課

Ｑ　法人数が増えたということだが、どれだけ増え
たのか。
Ａ　当初 249 法人から 259 法人で、10 法人の増加
である。
Ｑ　業績好調ということだが、具体的にはどのよう
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なことなのか。
Ａ　修正申告、及び確定申告が、製造業を中心に、
見込みよりも多くの申告納税があった。
Ｑ　法人町民税の均等割区分は、どのようになって
いるのか。
Ａ　１号から９号までの区分があり、増加したのは
１号法人であり、資本金の額が１千万円以下で、
従業員数が 50 人以下の法人である。
会計室

Ｑ　利率は、どれくらいか。
Ａ　店頭金利では、普通預金は 0.001％、定期預金
は 0.01％である。定期預金は、金額や期間によっ
て利率が異なるが、0.01％から 0.2％の間で運用
できた。
産業課

Ｑ　特産品開発事業での実績による減額の内訳は、
何か。
Ａ　今年度は日本酒「鵜舟」を試作したが、新規は
難しいという事業者がほとんどで該当がなかった
ため、減額となった。
Ｑ　多面的機能支払交付金の減額理由は、何か。
Ａ　農業用施設の長寿命化に関して、交付金の額が
県より 78.74％の割合で、一律配分されることに
なったので、減額した。
Ｑ　町の花であるたんぽぽのキャラクターがあった
が、活用しないのか。
Ａ　現状は、カワバタモロコ保護のＰＲを行うため
に、かわばたくんファミリーを積極的に活用して
いるが、たんぽぽも、有効利用する。
Ｑ　御膳米検査料の減額理由は、何か。
Ａ　今年度は、農協が検査を行ったので、減額した。
Ｑ　機構集積協力金は、どこが対象になったのか。
Ａ　本戸営農組合、中郷ファームが対象となった。
当初は、メガファームのみが、対象であったが、
今回、輪之内町として新規集積面積が大きく、優
先的に追加配分があり、新たに対象になった。
Ｑ　新たに配分される機構集積協力金の使途に制約
はあるのか。
Ａ　使途に制限はないが、新規の機械購入や農地の
整備に使うように助言している。
建設課

Ｑ　本戸地区の工事の延伸の理由は、何か。また、
用地の買収は完了しているのか。

Ａ　安八町の工事進捗の遅延によるもので、用地買
収は平成 28 年度に完了している。
Ｑ　西海松地区の民間盛土による道路の破損につい
て、修繕は誰が行うのか。また、実施業者や搬入
期間を把握しているか。
Ａ　道路管理者である町が修繕を行ったが、今後は
事業者と協議していく。また、実施業者は、羽島
市の吉川家具で、搬入期間は、岐阜県の埋立て等
の規制に関する条例による許可が、平成 32 年ま
でである。

平成29年度　特定環境保全公共下水道
事業特別会計補正予算（第１号）

建設課

Ｑ　受益者負担金が増えた理由は、何か。
Ａ　一括納付者の増加及び年度途中の新規加入者が
増えたことが、要因である。
Ｑ　下水道使用料の減額の理由は、何か。
Ａ　大口使用事業所が廃止したためである。

平成30年度　一般会計予算

議会事務局

Ｑ　負担金の全国町村議会、議長会研修会負担金は、
前年度になかったが、新規のものか。
Ａ　毎年、開催される研修会で、平成 29 年度は流
用で対応している。
総務課

Ｑ　来年度の新規採用職員は、何名か。
Ａ　教育委員会の割愛職員を除き、３名の採用予定
である。
Ｑ　会計年度任用職員とは、何か。
Ａ　地方公務員法の改正により、平成 32 年度から
制度が開始され、現在の日々雇用職員が、この制
度に移行することとなる。会計年度任用職員にな
ると給与は月額となり、また期末手当、通勤手当
等の手当が支給される。
Ｑ　東大藪の駐車場の舗装の面積は、どれだけか。
Ａ　面積は 862 ㎡で、舗装は 700 ㎡程度を実施する。
Ｑ　浄化槽の保守にはプラネットプラザも含まれて
いるのか。
Ａ　予算編成時に確定していなかったため、予算に
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含まれている。下水道に繋ぐ時点で、契約の変更
等を行っていく。
危機管理課

Ｑ　Ｊアラート受信機の工事は、取替か、新設か。
また、Ｊアラートは実際に稼働したことはあるの
か。
Ａ　取替を行う工事である。実際の稼働はないが、
月１回のテスト放送を行っている。
Ｑ　浸水被害軽減地区の看板が掲示された地区は、
水害時に安全であるということか。
Ａ　避難場所を示しているものではなく、あくまで
浸水時に浸水の拡大を防ぐ堤防である旨を表示す
るものである。
Ｑ　水防監視員の人数及び任期、選出地区とその役
割は、何か。
Ａ　18 名の２年任期で揖斐川、長良川、牧田川沿
いの地区から選出されている。役割は、河川増水
時における堤防の監視等である。
経営戦略課

Ｑ　企業立地奨励金の交付期間と対象事業者は、何
社あるのか。
Ａ　操業を開始した翌年度から３年間企業立地奨励
金を交付する。対象事業者は、３事業者の予定で
ある。
Ｑ　コミュニティ助成事業補助金が、活用できるこ
とを各区に周知しているのか。
Ａ　コミュニティ助成事業補助金の補助対象事業は、
集会場建設時や地域防災組織の育成のために備品
等の購入に活用するコミュニティ助成事業だけで
はなく、一般コミュニティ助成事業もあり、その
補助対象に、やぐらや音響設備の備品も対象にな
ることを自ら調べられた区長が申請されたもので、
その点に関しては、今まで周知していかなった。
　　今後は、６月に開催予定の区長会にて説明をし、
各区で検討してもらい、活用希望がある区には申
請してもらうように周知する。
Ｑ　コミュニティ助成事業補助金の交付要件は、何
か。
Ａ　この助成事業の定義や要件、助成金額、助成対
象事業費、対象外事業費の説明があり、この事業
の実施要綱を提供する。
Ｑ　創業・第二創業助成金の第二創業とは、事業者
が新たに別の事業を始めるという意味か。

Ａ　そのとおりである。
Ｑ　地方創生関連事業をどのような方向性で実施し
ていくのか。
Ａ　三世代同居・近居助成金と創業・第二創業助成
金は問い合わせはあったものの、申請には至って
いない現状を鑑み、今後は不断の見直しを行い幅
広く助成ができるような工夫をしていきたいと考
えている。
Ｑ　地方が、なぜ疲弊しているかの原因を掴み、改
善する取り組みをするべきではないのか。
Ａ　これまでも、地域の活性化に取り組んできた。
　地方創生事業は、平成 26 年度末に国からの取り
組みの要請があり実施しているが、狙った施策効
果が見い出せていないのが現状である。
　　ただ、地方創生事業は人口減少問題に警鐘を鳴
らしたことは評価できるとし、今後も危機感を
もって事業に取り組んでいきたい。
Ｑ　三世代同居・近居助成金の予算額が、60 万円
となっているが、平成 29 年度に引き続き 300 万
円計上すべきではないのか。
Ａ　実績に基づき 60 万円としたが、申請が多くあ
り、不足すれば補正予算で対応する。
Ｑ　三世代同居・近居助成金の助成要件は、何か。
Ａ　この事業の定義や要件、助成対象者、助成金額、
助成対象事業費の説明がありました。
　　また、輪之内町商工会の建築部会に家を建てる
時は三世代同居・近居助成金の制度を周知しても
らうよう依頼している。
Ｑ　家のリフォームも、三世代同居・近居助成金の
対象になるのか。
Ａ　対象になる。
Ｑ　養老線管理機構負担金は沿線の市町で負担すれ
ば良いのではないのか。
Ａ　町民の中に利用者がいること、併せて、広域的
に公共交通網は、維持すべきものと考えているの
で、今回の要請に対し支援していく。
Ｑ　養老線管理機構への負担金の算出方法は、どの
ようになるのか。
Ａ　均等割と人口割で、算出している。
税務課

Ｑ　個人の所得は、１人当たりで、いくら上がった
のか。
Ａ　税額の比較になるが、町県民税の所得割額で、
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1,500 円程度、上がった。
Ｑ　所得割額の総額はどれだけで、何人に対するも
のか。
Ａ　町県民税の所得割は、平成 29 年度が、4,322 名
で 6 億 8,453 万 8 千円。平成 28 年度が、4,326 名
で 6億 7,693 万 7 千円である。
Ｑ　町県民税の滞納者は何人か。
Ａ　平成 28 年度が 289 名、平成 29 年度が 211 名で
ある。
Ｑ　前納報奨金の件数は、何件あるのか。
Ａ　2,221 件である。
会計室

Ｑ　利子の金額が減ったということだが、どれくら
いで運用しているのか。
Ａ　店頭金利では、普通預金は 0.001％、定期預金
は 0.01％であるが、定期預金は、預入期間や金額
で利率がそれぞれ異なる。平成 29 年度の実績は、
0.01％から 0.2％の間で運用できた。
Ｑ　昨年度は、0.01％から 0.025％の金利で予算計
上していたと思うが、今年度は、どれくらいの金
利を見込んでいるのか。
Ａ　今年度の予算は、既に預けてある年度の途中に
満期を迎える定期預金の金利が決まっているの
で、その利子の金額と、これから定期預金にする
ものが、0.02％の金利で計上している。
産業課

Ｑ　田んぼアート設計委託料の増額理由は何か。ま
た、増額するにあたり、もっと町民の関心も高め
ていかないとい
けないのではな
いのか。
Ａ　これまで以上
に出来映えの良
い田んぼアート
にするため、設
計を綿密に行
い、杭を細かく打つ等の費用がかかるために増額
する。田んぼアートは本戸区の主催で、地域の
方々、農協、各種団体の方々にも参加していただ
いている。今年から町民の関心を高めるため、近
くの子供会や町外の団体にも参加してもらう計画
である。
Ｑ　プレミアム商品券発行事業について、平成 30

年度は 1,000 セット増える。販売の見込みと、方
法はどのようにするのか。
Ａ　売れ残ることがないように購入方法を含め、実
行委員会で検討して決めたい。また、適正な販売
に努めたい。
Ｑ　元気な農業産地構造改革支援事業について、輪
之内育苗センターにかかる事業規模は、どれくら
いか。
Ａ　輪之内育苗センターの操作盤シーケンサー箱供
給棚入れ修繕工事であるが、税込事業費 378 万円
で、うち４分の１が県補助率である。
Ｑ　平成 29 年度末の町内の街路灯の基数は、どれ
くらいになるのか。
Ａ　平成 29 年度は新設 29 基、平成 30 年度は新設
予定 20 基を含め、583 基になる。
Ｑ　ジャンボタニシ駆除委託料の委託金は、どこに
支払うのか。また、駆除の方法は、住民の要望に
応じて行っているのか。
Ａ　ジャンボタニシ駆除は、シルバー人材センター
に委託料を支払って行っている。住民からの要望
の有無に関わらず、町内全域で水路等に生息する
成貝、卵を順次巡回し、くまなく駆除してもらっ
ている。
土地改良課

Ｑ　県営土地改良事業楡俣北部地区の次は、四郷南
部地区を予定しているということだが、どのよう
に進めるのか。
Ａ　平成 29 年度に四郷南部地区から要望書が提出
され、営農組合も既に法人化されていることから
選定した。平成 30 年度は事前調査を行う。地区
面積が約 60ha あり、事業費が 10 億円以上とな
るため、平成 31、32 年度の 2カ年をかけて計画し、
平成 33 年度の着手を目指す。
建設課

Ｑ　松内取付道路の実施理由は、何か。
Ａ　町内道路は、南北の幹線道路は比較的整ってい
るが、東西に通過できる広幅員道路はなく、県道
今尾大垣線の堤防道路へのアプローチが、容易に
できるようになる。また、新養老大橋の計画も考
慮し、選定している。
Ｑ　松内取付道路の計画位置は、どこか。
Ａ　地元説明を実施して、地元との調整を図りなが
ら決定する。
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Ｑ　松内取付道路の完成までの期間はどれくらいか。
Ａ　順調に進めることができれば、４年程である。

平成30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　平成 30年度で下水道整備は、完了するのか。
Ａ　平成 30 年度完成は難しい。平成 29 年度末で約
90 パーセント整備できるが、国庫補助金が要望
どおりにつくとは限らないので、平成 32 年度の
完了予定である。
Ｑ　十連坊の輪中堤より、北側は施工するのか。
Ａ　事業計画区域であるので、施工する予定である。
Ｑ　浄化センターから搬出される汚泥の搬入先と、
どのように処分されているのか。
Ａ　上石津町にある株式会社りゅういきに搬入し、
そこで乾燥して、最終的には、地盤安定材やバイ
オマス燃料にしている。
Ｑ　処理費と運搬費は、どのようになっているのか。
Ａ　処理費は、トンあたり 25,920 円、運搬費は、
トンあたり 11,340 円。
Ｑ　加入促進報償費とは、何か。
Ａ　下水道処理区域内の水洗化の普及と、下水道接
続への加入促進を推進する人で、推進した人へ実
績に基づき報奨を支払う。平成 30 年度は、１件
５千円で 20 件分を予算計上している。
Ｑ　自家用発電機借上料で、自家発電機をリースし、
どこで使用するのか。
Ａ　緊急の停電等で、マンホールポンプが停止した
際に使用する。

平成30年度　水道事業会計予算

建設課

Ｑ　上水道施設整備計画とは何か。
Ａ　管路や水源地等の施設の更新時期を、検討、把
握し、整備する計画を策定する。
Ｑ　加入負担金で口径を 13 ミリから 20 ミリにす
る場合の納付額は、いくらになるのか。
Ａ　13 ミリと 20 ミリの差額 5千円の納付になる。
Ｑ　中央監視装置とは、何か。
Ａ　第１、第２水源地を監視するための装置であり、
取水量や配水量等のデータ、及び施設の故障を担
当者に通報している。
　　現在、経年劣化により、いつ故障してもおかし
くない状態であるため、装置を入れ替える。

輪之内町浸水被害軽減地区である旨の
標識を定める条例の制定について

危機管理課

Ｑ　浸水被害軽減地区は、どこを指定するのか。
Ａ　輪中堤を指定する。
Ｑ　輪中堤には、民地も一部あると思うが、境界は
はっきりしているのか。
Ａ　境界は、はっきりしているが、今回の指定は、
輪中堤の町有地部分を指定する予定である。
Ｑ　看板に記載する堤防の高さとは、標高なのか。
Ａ　標高である。

輪之内町国民健康保険税条例の一部を
改正する条例について

税務課

Ｑ　国民健康保険税の課税目的は変更となるが、賦
課算定方法は変わらないのか。
Ａ　賦課算定方式に変更はない。
Ｑ　滞納等により、国民健康保険事業費納付金の納
付に不足が生じた場合は、どのように補うのか。
Ａ　予算は収納率を見込んで計上している。不足が
生じた場合には、国民健康保険税で積み立てた基
金を充て、余れば基金に積むというように調整し
ていく。
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平成29年度　一般会計補正予算（第５号）

住民課

Ｑ　今年度のマイナンバーカード発行枚数は、何枚
か。
Ａ　3月 5 日現在の保管枚数は 753 枚、発行枚数は
653 枚で、平成 29 年度の申請数は、93 件、発行
枚数は 89 枚。
Ｑ　国保の保険基盤安定負担金は、国庫支出金と県
支出金の合計で、1,537 万 5 千円であるのに、一
般会計から、2,050 万円を繰り出す根拠は、何か。
また、今年度の最終金額は、いくらになるのか。
Ａ　最終金額は、4,945 万 3,381 円である。保険基
盤安定負担金は、軽減分と支援分があり、支援分
は、国が２分の１、町が２分の１。軽減分は、県
が４分の３、町が４分の１であるので、その合計
金額になる。
Ｑ　国から 1,700 億円の支援があるが、当初予算に
計上していなかったので、追加をしたということ
か。
Ａ　当初予算には、過去の平均で計上してある。軽
減率は変わらないが、対象者が増えており、確定
額を補正する。
Ｑ　地域間幹線系統確保維持費補助金は、当初予算
220 万円から、100 万円減額するのは、利用者が
少ないということか。
Ａ　これは、輪之内線の補助金であるが、収益が上
がったため補助が少なくなった。
Ｑ　自主運行バス運行費の補助金増額は、利用者が
少なくなったということか。

文教厚生常任委員会

文 教 厚 生 Ａ　全体としては、利用者は伸びているが、国庫補
助金が減ったため、精算した差額分を増額するも
のである。
Ｑ　南波の最終処分場の、受入量が減った大きな要
因は、何か。
Ａ　成 28 年 7 月から、搬入の規制を厳しくした。
事業者が扱う物は、産業廃棄物となるので、最終
処分場への搬入はできないが、個人で搬入される
分を受け入れている。搬入量は、6 分の 1 から、
7分の 1 程度に減り、整地の委託が、1回であっ
たので、減額した。
Ｑ　必要以上に厳しくして、使い難くしたから、減っ
たのではないのか。
Ａ　搬入物を車に積んだ状態で確認している。個別
の状況で搬入可否の判断をしており、取り壊し現
場を確認することもある。今後も搬入理由の聞き
取りの他、搬入物や現場確認等、必要に応じて対
応していく。
Ｑ　浄化槽設置費の補助金は、川西のみが対象か。
また、対象は、何軒ぐらいあるのか。
Ａ　対象となる塩喰川西、福束川西を合わせて、25
世帯程である。
Ｑ　浄化槽設置費の補助をどのように住民に周知し
ているのか。
Ａ　補助金の説明パンフレットや、設置を促進する
チラシを区長を通じて周知している。
Ｑ　補助金は、浄化槽設置費の何％か。
Ａ　浄化槽1基に対し、補助金は57万6千円であり、
設置費は 100 万円を超えるので、おおよそ 2分の
1の補助である。
福祉課

Ｑ　ケアプラン作成件数が増えているにも関わら
ず、デイサービスや、虚弱高齢者教室の利用が減っ
ているのは、何故か。また、利用の際、何か制限
を設けているのか。
Ａ　ケアプランの作成は、デイサービス等の介護保
険サービスを利用する際に必要となるもので、件
数の増加は、高齢者の増加に伴うものである。サー
ビスの利用や教室への参加は、あくまでも、高齢
者の自由な意思によるものであり、特段の制限は
設けていない。
　　なお、虚弱高齢者教室は介護保険外のものであ
り、ケアプランの作成件数とは関係がない。
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Ｑ　ライフサポート事業とは、どのような活動か。
また、ボランティアの登録者は何人いるのか。
Ａ　ライフサポート事業は、有償のボランティアが、
ごみ出し、洗濯、掃除などの高齢者の日常生活で、
ちょっとした困りごとを支援する活動である。昨
年の 8月から活動を開始し、利用者数は 5名、2
月までに延べ 85 件の利用があった。
　　また、登録者数は、ライフサポーター養成講座
を修了した方で、30 名である。

Ｑ　養護老人ホーム西濃清風園には、どのような方
が入所しているのか。また、施設の管理は、どの
ようになっているのか。
Ａ　この施設は、介護保険施設ではなく、社会的な
支援が行われる施設である。病気がなく、自立し
た生活ができる身寄りのない高齢者が措置され、
入所している。
　　また、施設の管理、運営は、所在地の垂井町長
が管理者として、西南濃地区の８市町で構成する
事務組合が行っている。
Ｑ　児童手当の区分で、被用者と非被用者の違いは
何か。また、出生児数の現状は、どうなっている
のか。
Ａ　被用者とは、サラリーマンの方であり、非被用
者とは、主に自営業者の方である。
　　また、出生児数の状況は、平成 27 年度が 105 名、
平成 28 年度が 64 名であり、　平成 29 年度の見込
数は、61 名である。
教育課

Ｑ　英語検定受験料補助の実績は、どのような内訳
になっているのか。
Ａ　英語検定３級以上を対象とし、受験者の総数
は 30 名で、内訳は、２級が１名、準２級が５名、
３級が 24 名である。現在、19 名が合格、合否の

未定者が３名である。
Ｑ　児童鹿児島派遣事業は、どのような内容である
のか。
Ａ　小学５年生、６年生の児童を対象とし、各小学
校から４名、計 12 名を派遣した。宝暦治水の歴
史等を事前学習した上で、２泊３日の行程で実施
し、鹿児島市南方小学校の児童との交流会や、薩
摩義士の史跡を巡る等、様々なつながりや歴史に
触れることができ、大変、有意義な研修事業であ
るとのことでした。
Ｑ　留守家庭児童教室負担金の減額理由は、何か。
Ａ　留守家庭児童教室の利用者は、通常時が平均で
67 名、夏休みには 43 名となり、当初予算の見込
みに対する減額である。
Ｑ　子ども子育て支援交付金の精算還付金とは、何
か。
Ａ　平成 28 年度の留守家庭児童教室の実績に基づ
き精算した還付金である。

平成29年度　国民健康保険事業
特別会計 補正予算（第３号）

住民課

Ｑ　基金の残高は、どれだけあるのか。
Ａ　7,000 万円程である。
Ｑ　新たに積むと 1億円になる。基金条例で規定
する保険給付の 12 分の 2の相当額は、いくらに
なるのか。
Ａ　1億 2,000 万円から 1億 3,000 万円である。
Ｑ　国保税は、基金を積むために集めているのでは
ない。目的があって基金に積むのか。
Ａ　平成 29 年度は、保険給付費が、さほど伸びな
かったので、基金に積めるのであり、次年度以降、
何かあった時や、国保事業運営のために基金へ積
み立てる。
Ｑ　短期保険証書の該当者は、何人か。
Ａ　100 名程である。
▼反対討論　滞納者が、100 人近くいる。払えない
現実があるのに、たくさん集まったからといって、
意味もなく基金に積み立てるのは、間違っている
ので、反対である。
異議があるので、挙手による採決の結果、賛成多
数で原案とおり可決すべきものと決定。
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平成29年度　後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）

福祉課

Ｑ　歳出の保険料等納付金の補正にあたり、財源補
正として、799 千円の減額が計上されているが、
これは何か。
Ａ　歳入の保険基盤安定繰入金を充当したものであ
る。

平成30年度　一般会計予算

住民課

Ｑ　南波最終処分場管理委託料が、減額となったが、
利用数が減ったのか。また、投棄できる日に変更
はないのか。
Ａ　申請数は減っている。投棄日に変更はなく、月、
水、金と、第 3日曜日である。
Ｑ　町内の登録犬は、何頭か。
Ａ　おおよそ 590 頭で、新規登録は 40 頭を見込ん
でいる。
福祉課

Ｑ　平成 30年度の各こども園の園児数は、何人か。
また、給食の自園調理をやめるのか。
Ａ　各こども園の園児数は、仁木 140 名、福束 87 名、
大薮 152 名で、合計 379 名の入園の希望者がある。
また、こども園の給食は、これまで通り自園調理
を続ける。
Ｑ　こども園利用料の、3人目無償化は、新規事業
なのか。また、このことによりいくら支出が増え
るのか。
Ａ　3人目の無償化は、以前から国の制度による無
償化制度があるが、今回は、国の制度を拡大する
ような形になる。町の施策として、18 歳未満の
子が、3人以上いる世帯の 3人目以降の子どもを
対象とするものである。この制度では、保護者か
ら頂くこども園利用料を、無料とするものである
ため、支出額が増減するのではなく、相当分の収
入が減るものである。
Ｑ　健康ポイントとは、どのようなものか。
Ａ　保健センターが実施している検診の受診、健康
教室や栄養教室への参加に対して、インセンティ
ブとして健康ポイントを付与し、一定数量のポイ

ントと景品を交換するものである。例えば、フレッ
シュ検診は 1回 100 ポイント、乳がん検診では 1
回 200 ポイントを付与し、1 ポイントあたり 0.5
円の率で交換する。
　　交換できる景品は、1,000 ポイントで 500 円分
のクオカード、600 ポイントでガン検診の割引券
等を考えている。
　　さらには、既存のポイント制度である観光ポイ
ントやリサイクルポイントとの合算ができるよう
にすることによって、産業課や住民課の景品との
交換が可能になるようにしていく。
Ｑ　民生委員・児童委員協議会の 100 周年記念事
業は、どのようなことを考えているのか。
Ａ　記念講演や、民生委員・児童委員OBと現職委
員との懇談会、記念写真の撮影を計画している。
なお、OBは 45 名、現職は 20 名である。
Ｑ　指定管理者選定委員会は、どのような人が委員
になっているのか。また、指定管理する施設を増
やすのか。
Ａ　委員数は、10 名以内とされているが、前回は
議会、民生委員・児童委員協議会、区長会、老人
クラブ連合会、医師会から各 1名、さらに町職員
4名で、合計 9名を選任した。
　　現在は、デイサービスセンターと児童センター
を指定管理により運営しているが、平成 30 年度
で期間満了となる。従って、改めて指定管理者を
選定するために開催するものである。なお、指定
管理する施設を増やすことは考えていない。
Ｑ　西濃清風園の入所者がいないにも関わらず、予
算が計上されているのは、施設管理費を計上した
のか。
Ａ　現在、入所者はいないが、今後、新たに入所者
が発生した場合に備えて 3ヶ月分の措置費を計上
したものであり、入所者がいなければ、予算執行
はしない。
　　施設管理費は、別途、負担金にて予算計上して
いる。
Ｑ　手話通訳者はどこへ依頼するのか。また、費用
はいくら掛かるのか。
Ａ　手話通訳者の派遣は、県の聴覚障害者センター
に依頼することを考えている。
　　派遣費は、1人あたり 1時間 2,100 円で、それ
以降、30 分毎に 1,050 円の追加となる。派遣時間
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は、打合せから終了までで、2時間を超えると 3
人体制になる。また、別途、交通費も要る。
教育課

Ｑ　特別支援教育連携協議会とは、どのような組織
であるのか。
Ａ　学校の先生の他、カウンセラーも同席し、どの
ような支援が必要か協議する場である。
Ｑ　英語教育のサマースクールの内容は、決まって
いるのか。
Ａ　希望者を募り、夏休み期間中にＡＬＴや大学の
講師による英語講座を実施する。
Ｑ　平成 29 年度の選奨生資金貸付金の実績は、4
名であったが、年々減少しているのか。
Ａ　27年度は新規2名、継続6名。28年度は新規0名、
継続 4名。29 年度は新規 2名、継続 2名であり、
年々、減少傾向にある。
Ｑ　下水道への接続について、学校等、他の施設で
の接続の計画、予定はあるのか。
Ａ　避難所として指定されている施設については、
災害時において、合併浄化槽は有効な設備になる
こともあり、今後は、下水道と合併浄化槽を併用
して活用する方法等、考慮しながら、進めていき
たい。
Ｑ　生涯学習事業委託料は、何を予定しているのか。
Ａ　落語を予定している。
Ｑ　学校給食の調理業務委託を進めるにあたり、ど
のように審議されたのか。また、衛生管理は、ど
うなるのか。
Ａ　業務委託を進めるにあたり、教育委員会、及び
学校給食センター運営委員会において審議してい
る。衛生面については、ノウハウのある受託事業

者に業務を委託することにより、今まで以上に衛
生管理の向上が図れるものと考えている。
Ｑ　給食の味について、変更はないのか。
Ａ　栄養教諭も、今まで通りであることから、現在
の質は、維持していく。
Ｑ　現在の調理員は今まで通り雇用されるのか。ま
た、給食費はどうなるのか。
Ａ　調理員は、引き続き雇用されるようにする。給
食費は、原材料費を賄っているものであり、給食
費に変更はない。
Ｑ　中学校の防災士養成講座は、どのように実施す
るのか。
Ａ　中学２年生、全生徒を対象とし、防災教育の一
環として、授業の中に講座を組み込むほか、夏休
みにも開講する予定である。
Ｑ　平成 30 年度より小学校の運動会と町民運動会
を同日に開催と言うことを聞いている。小学校の
運動会を短縮するようなことにならないのか。
Ａ　町民運動会開催日の見直しについては、スポー
ツ推進員や学校からも声があり、同日開催の検討
をしている。小学校と、地域住民が一緒になって、
小学校運動会を盛り上げ地域住民も参加できるプ
ログラムの内容で、検討していきたい。

平成30年度
国民健康保険事業特別会計予算

住民課

Ｑ　精密検査費は、1 人 1 万円で 15 人分とは、1
回の検査に 2万円かかるということか。
Ａ　補助金は、検査費の 2分の 1で、上限が 1万円
である。
Ｑ　基金の財源は、前年度の保険税の一部で賄って
いる。余ったから、基金に積むということは、取
り過ぎではないのか。被保険者に返すことはでき
ないのか。
Ａ　平成 29 年度までは医療給付費が高額になった
場合の対応としての基金であった。平成 27 年は、
医療給付費が不足し、基金から繰り入れて、支払っ
たこともある。年間の医療給付費の算定は、困難
であるので、基金の保有は必要であり、これは被
保険者のために使う基金である。
Ｑ　当初予算の時は、国からの 1,700 億円の支援が
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決まっていた。それを想定して、保険税を算定す
れば、安くなった。
　　新しい制度になって、県への納付金が、少ない
から基金に積むという財源があるのに滞納者に負
担を求めるのは、どうなのか。
Ａ　所得が少ない被保険者に対して、保険税の軽減
措置を行い、所得に応じた保険税としている。月
ごとの保険給付費は、多い月と少ない月との差が、
1,000 万円程ある。昨年度、5,000 万円積み立てた
が、1,000 万円以上の高額な月が続くと５ヶ月で
なくなることになる。医療費が伸びなかったので、
5,000 万円を基金に積むことができたが、医療費
の見極めは難しいので、ある程度基金は、保有す
るべきである。
Ｑ　平成 30 年度では、県への納付額が少なくなっ
ている。理由は、何か。
Ａ　県が国から投入されているお金を差し引いて、
医療費水準も考慮して、市町村ごとに標準保険税
額を示している。平成 30 年度から、国からの投
資が 3,400 億円になるので、この分が差し引かれ
ているためである。
Ｑ　医療費は、下がっているのか。
Ａ　ほぼ横ばいである。
Ｑ　平成 27 年度からの 1,700 億円は、当初予算に
反映されていないのか。
Ａ　今までは過去６年間の平均で計上していたが、
平成 30 年度予算は、1,700 億円の投入が始まった
平成 27、28、29 年度の 3 年間を平均して計上し
たので反映している。
Ｑ　繰越金を基金に積み立ているが、保険税を減ら
せば、少なくできるのではないのか。
Ａ　県の標準保険税額を根拠に示している。保険税
だけ、県の示した数字を無視することはできない。
その結果、歳入が多く差額が出たため、被保険者
のための基金として積むものである。
Ｑ　県が示す標準保険税額に従うことが、義務では
ないならば、町で変えても良いのではないのか。
Ａ　現段階では、平成 29 年分の申告中で、所得が
確定しておらず、税率の改正が必要か、どうかは
５月末に検討する。
▼反対討論　制度改正で歳入があると分かってい
て、歳入に入れずに税金を上げ、結果余った財源
を基金に積む。生活の苦しい人、医者へ行けない

人もいる中、当初予算から基金に積むことは許さ
れないので、反対である。
▼賛成討論　国保会計については、国から、多くの
財源が投入されている。余裕のある時に積み立て、
不測の事態に備えるのは、被保険者のためでもあ
るので、賛成である。
異議があるので、挙手による採決の結果、賛成多
数で原案とおり可決すべきものと決定。

平成30年度
後期高齢者医療特別会計予算

福祉課

Ｑ　被保険者は何人いるのか。普通徴収と特別徴収
の方は、それぞれ何人いるのか。
Ａ　平成 30 年 2 月末現在で、被保険者は 1,041 名、
内訳は特別徴収が 882 名、普通徴収が 159 名であ
る。
Ｑ　保険料を決めているのは、どこか。
Ａ　保険料の賦課は、後期高齢者医療広域連合で行
い、納付書等の発送や保険料の徴収は、町で行っ
ている。
Ｑ　保険料の滞納状況は、どうなっているのか。
Ａ　平成 30 年 1 月時点で、特別徴収の滞納はなく、
普通徴収の滞納は 37,000 円である。

平成30年度
児童発達支援事業特別会計予算

福祉課

Ｑ　そらに通所しているのは何人で、予算は、何人
分を見込んでいるのか。また、１回あたりの利用
料はいくらか。
Ａ　利用決定者は、27 名いる。その内、予算に見
込んだのは、18 名分である。また、1回あたりの
利用料は、843 円である。

国民健康保険基金条例の一部を改正す
る条例について

住民課

Ｑ　今までは、保険給付が不足する場合に基金で補
填するという考えで、その必要がなくなったから、
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基金はもういらないのではないのか。健全な保険
事業の運営とは、どういうことを意味するのか。
Ａ　新しく県へ納付金等が発生し、それが不足する
場合、基金から繰り入れたり、被保険者に対する
各事業に不足が生じた場合、基金から投入する。
保険収入が、当初の見込みより不足し、支払いが
できない場合も、基金を取り崩す等、全ての保険
事業のために使うことが健全な保険事業の運営で
ある。
Ｑ　財源不足を生じるのはどういう場合か。
Ａ　収納率が悪い場合や滞納者が多い場合である。
Ｑ　今までは保険給付費の 2ヶ月を限度としてい
たが、基金の限度額を撤廃した。今回の予算で保
険料の課税額が2億2,000万円で、そのうち2,000
万円も、3,000 万円も滞納となるのは考えられな
い。今回 1,700 万円を積み立てたが、そんなに滞
納を見込んでいるのか。
Ａ　平成 30 年度の納付金は、２億円以上あり、平
成 31 年度以降に他市町の医療費が伸び、輪之内
町が減ったとしても、この納付額は変動する。平
成 30 年度の納付額の１割程度は上がっても対応
できる体制で基金が必要である。今までの経緯は、
３年ごとに税を見直しているが、１年に納付額の
１割程の 3,000 万円を３年分とすると１億円弱必
要ではないかと考えている。
Ｑ　医療費が急増しても、県は基金を持っており、
ここから出すため、輪之内町では補填する必要が
ない。保険料が滞納のため、県に上納できないと
きの基金であれば、6,000 万円も 7,000 万円も必
要ない。基金から充当するのは、滞納分の補填と
理解していいのか。
Ａ　滞納分の補填もあるが、保険事業が増え、被保
険者が増えて受診率が上がった場合に不足が生
じ、基金から取り崩して支払わなければならない
ため、１割から 1.5 割を見込んでおいた方がよい。
新制度になり、平成 30 年度にどのようなことが
起こるかは、まだ分からない。
Ｑ　基金は目的基金であり、目的以外に使えない。
基金を使って、町独自にどんな国保事業をやるの
か。
Ａ　国保の被保険者に対する事業で、メタボ健診、
歯周病、糖尿病、特定保健指導、ジェネリック医
療品を優先的に使うとか、国保職員の研修などの

事業等で、不足が生じたら基金から繰り入れて事
業に充てる。
Ｑ　それは当初予算で組めばいい。県から補助は来
ないのか。
Ａ　当初予算には組み込んであるが、事業の内容に
よって不足が生じた場合、基金から充当する。県
からの補助はない。
Ｑ　基金条例の第 2条第 2項、積み立てる金額は、
保険給付に関する費用の総額、この金額はいくら
か。
Ａ　保険給付費は、療養給付費、療養費、高額療
養費の３つで 7億 2,000 万円程。平成 30 年度は、
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等、介護給
付費納付金等もないので、１億 3,700 万円程であ
る。
▼反対討論　保険税が主な財源で、苦しみの中から
少しでも安くならないかと思う保険税を財源にし
て、使う当てのない、目的が限定された基金に積
むのは許されないので、反対である。
異議があるので、挙手による採決の結果、賛成多
数で原案とおり可決すべきものと決定。

国民健康保険条例の一部を改正する条
例について

住民課

Ｑ　第 10条の有価証券はあるのか
Ａ　いくつかの有価証券を、会計室で保管している。
Ｑ　国民健康保険に対する有価証券はあるのか。
Ａ　現在はない。
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教育課

Ｑ　屋上の防水シートは、建築してから現在まで改
修されていないのか。
Ａ　部分的には、補修している。
Ｑ　テレビアンテナは、必要か。
Ａ　災害の場合に視聴できるように残してある。
Ｑ　雨水貯水タンクの容量は、どのくらいのものか。
また、町で補助しているものと同じであるのか。
Ａ　容量は、200 リットルで、町の補助対象と同じ
である。
Ｑ　教室の黒板付近には、コンセントが、１ヶ所し
かないため、増設すべきでないのか。
Ａ　学校と協議の上、検討するとのこと。その後、
コンセントの増設がなされたことを現地で確認し
た。
Ｑ　校長室のエアコン室内機の設置位置が悪い。南
側から北に向かって設置してはどうか。
Ａ　学校と協議の上、検討するとのこと。その後、
エアコンの吹き出し方向等の設置状況が改善され
たことを現地で確認した。
Ｑ　工事の完成時期はいつ頃になりそうか。
Ａ　現場は、２月末頃までに完成の見込みである。

３月６日に開催した第4回特別委員会
の現地視察後に質疑

Ｑ　太陽光の非常用照明について、１階の階段付近
に照明器具がなく、照明器具が必要ではないのか。
Ａ　その後、現地を確認した結果、２階と３階の階
段非常照明の明かりが、１階まで届いており、新
たに１階に設置する必要はないとの報告を受け
た。
Ｑ　２階のキュービクル天井と屋上の塗装手直しす
る必要がある。
Ａ　後日、その手直しを施工したとの報告を受け、
現場を確認した。

大藪小学校大規模改修特別委員会大藪小学校大規模改修特別委員会委員長報告

大藪小学校大規模改修特別委員会
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議 会 活 動 日 誌

▼編集後記
「わのうち議会だより」118号をお届けします。
その意味が「内外、天地とも平和が達成される」とする

『平成』の時代が、残り一年になった。今年は、新しい時代
に向かう一年となるが、期せずして、明治元年（1868年）
から起算し、満150年の年にも当たる。
明治期には、能力本位の人材登用の下、若者や女性が、
外国人から学んだ知識を活かし、新たな道を切り拓き、
日本の良さや伝統を生かした技術、文化を生み出した時
代であり、現代にも通じるものがある。
松尾芭蕉が「奥の細道」の旅で体得した普遍の理念に

『不易流行』という言葉がある。時代を超えて変わらない
価値あるもの（不易）と、時代の変化とともに変わってい
く必要があるもの（流行）があり、そのどちらもが大切で
あるという教えと理解できる。
昨今、生産性革命、人づくり革命等のイノベーション

（革新）が、改めて注目され、その成果、効果が期待されて
いるが、“革命” とは言え、当然ながら変えてはならない
ものが、必ずあるはずだ。古いもの（変えてはならないも
の）を大切にし、そこに価値があるという考え方ととも
に、今の時代に町民が何を求めているのか。
輪之内町議会は、常に時代の要請に対応していくとい
う考え方をもって、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、「不易」と「流行」の均衡に心を砕
きながら、執行部とともに、時代を切り拓く活気に溢れ
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、６月の予定です。皆さまの傍聴をお待
ちしています。

《１月》
６日	 消防出初式
７日	 成人式
９日	 老人クラブ連合会新年互例会
11日	 広報編集委員会
16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
17日	 安八郡広域連合監査
19日	 安八郡高齢者プラン策定委員会
22日	 全員協議会
	 身体障害者福祉協会輪之内分会新年互例会
23日	 安八郡遺族会連合会　新年互例会
	 第17回千本桜まつり実行委員会
24日	 公共施設等総合管理計画検討委員会
25日	 例月出納検査
	 自立支援部会特別支援連携協議会合同会議
31日	 地方財政対策等説明会
	 下水道推進協議会

《２月》
２日	 第２回地域福祉計画・社会福祉協議会地域

福祉活動計画策定委員会
	 千本桜まつり実行委員会運営委員会
	 役場・町議会議場見学（福束小学校）
７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
８日	 学校給食センター運営委員会
９日	 青少年育成町民会議運営委員会
13日	 安八郡教育振興会総会
14日	 西濃環境整備組合議会定例会
	 第17回千本桜まつり実行委員会 第２回
20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
21日	 地域ケア推進会議
22日	 例月出納検査
23日	 公共施設等総合管理計画検討委員会
	 西南濃町村議会議長会

《３月》
１日	 農事改良組合長会懇親会
	 国民健康保険運営委員会
	 青少年育成町民会議 総会
４日	 安八園遊会
６日	 第１回定例町議会（初日）
	 全員協議会
６日	 中学校卒業証書授与式
	 大藪小学校大規模改修工事特別委員会
８日	 文教厚生常任委員会
	 植物防疫協会理事会
９日	 文教厚生常任委員会

12日	 総務産業建設常任委員会
13日	 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
22日	 土地開発公社第２回理事会
23日	 各小学校卒業式
24日	 安八スマートIC開通式
25日	 消防団並びに女性防火クラブ入団式
26日	 学校教職員送別会
	 第３回地域福祉計画・社会福祉協議会地域

福祉活動計画策定委員会
27日　岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
28日	 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
	 大垣消防組合議会定例会
	 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
29日	 例月出納検査
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