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２０18 年

平成 30 年度

補正予算

一般会計

９月 定 例 議 会
4日～14日

3,582万円 を追加
平成30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14議案が上程され、審議の結果、
固定資産評価委員会の委員の選任、教育委員会委員の任命、契約案
件１件を可決し、補正予算、決算の認定、条例の合計11議案を各
委員会に審議付託された。
最終日には、補正予算３件及び決算認定５件及び条例３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、原案
のとおり可決・認定し、当日上程された補正予算１件を可決し閉会

田中

政治

議長

した。

教育委員会委員に

佐久間 玲子

（
任期

氏（新任）

昭和37年7月28日生
南波15番地の6

）

平成30年10月 1日～
平成34年 9月30日

以前は、特別支援学校常勤講師等として勤務し、現在
は障害者就労継続支援Ｂ型事業所の支援員として勤務
されており教育・福祉等の経験があるため適任である。

固定資産評価審査委員会委員に

森島 信夫

氏（再任）

（下大榑新田8341番地）
昭和19年2月21日生

任期

平成30年10月 1日～
平成33年 9月30日

不動産鑑定士の資格をお持ちのため委員として適
任である。
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県 支 出 金

平成 30 年度

一般会計補正予算（第２号）

3,582 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
3,582万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ41億6,026万1千円と定める。

歳出の主な補正
総

務

生

費

費

・障がい者福祉費
（障害者自立支援給付費等負担金精算還付金）

１３６万円
・福祉医療費（福祉医療費県補助金精算還付金）

２０２万４千円
土

木

費

・土木総務費（ブロック塀撤去補助金）

１００万円
・橋りょう維持費（橋りょう補修工事費）

１７０万円
・河川総務費（土地改良施設修繕工事費）

２,０００万円
教

育

町

債

・総務費債（臨時財政対策債）

５００万円

平成 30 年度

・財産管理費（土地購入費）

６３３万５千円
・生活安全対策費（犯罪被害者等支援金）

５０万円
民

・教育費委託金（清流の国ぎふふるさと魅力体験
事業委託金）
６１万円

費

・教育振興費（小学校教材用備品購入費）
８２万円
・教育振興費（中学校教材用備品購入費）
１３１万円

一般会計補正予算（第３号）

1,534 万 5 千円を追加
９月４日に襲来した台風21号により被害を受け
た公共施設等に係る災害復旧修繕・工事の費用を
急遽補正予算にて上程するもの。
補正予算規模として、既定の歳入歳出予算の総
額に歳入歳出それぞれ1,534万5千円を追加し、歳
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億7,560
万6千円と定める。

歳出の主な補正
総

務

費

・財産管理費（庁舎等修繕工事費）

１１４万９千円
・生活安全対策費
（交通安全施設設備及び修繕工事費）

３０８万９千円
衛

生

費

・美化推進費（ごみ処理委託料）２３８万９千円
・廃棄物処理施設費（災害対策工事費）

２１３万９千円
土

木

費

・道路維持費（災害対策工事費）

１００万円

歳入の主な補正
地方交付税 

２,６９０万１千円

国庫支出金

・教育費国庫補助金
・土木費委託金
（福束排水機場管理委託費）

１０５万４千円
２４０万円

教

育

費

・プラネットプラザ管理費
１８９万９千円
（プラネットプラザ整備工事費）
・小学校管理費（小学校修繕工事費）

２３４万２千円

歳入の主な補正
地方交付税 

１,５３４万５千円
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平成 30 年度

国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）
171 万 7 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
171 万 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ 10 億 3,371 万 7 千円と定める。

歳出の主な補正
保険給付費

・退職被保険者等高額療養費

平成 30 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）

58 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
58 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 6 億 8,258 万 4 千円と定める。
職員の昇格に伴い、給料、職員手当等を増額計
上するものです。

１２５万６千円

歳入の主な補正
県 支 出 金

県補助金
１４４万７千円

・保険給付費等交付金

条

例

輪之内町犯罪被害者等の支援に関する条例の制定について
犯罪被害者等基本法に定める基本理念を実現するため、町としての意思を町民に明らかにすると
ともに、町民に対して犯罪被害者及びその支援への関心を喚起し、町として犯罪被害者等の支援を
行う姿勢を示すことで、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に制
定するものです。
輪之内町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
厚生労働省令で定める「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部を改正す
る省令が公布・施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。今回の改正内容は、教諭とな
る資格を有する者の規定の書きぶりの変更、そして放課後児童支援員になることができる者の基礎
資格の新設について改正するものです。
輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
厚生労働省令で定める「家庭的保育児童等の設備及び運営に関する基準」の一部を改正する省令
が公布、施行されたことに伴い所要の改正を行うものです。
その主な改正内容は、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和、家庭的保育者の居宅で保育が
行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長、そして、家庭
的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施
設の拡大が改正内容です。

～契約の締結～
輪之内体育センター大規模改修工事請負契約の締結について
契約相手方
契約金額

株式会社 河村綜建
95,038,920円

輪之内町議会だより（ 5 ）

平成30年11月 1 日

監 査 報 告

平成 30 年 9 月 4 日

兒玉 俊雄

代表監査委員

監査のご報告をいたします。
平成 29 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、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。

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

地方自治法第 233 条第 2 項の規定により、平成

に関する調書及び財産に関する調書は、法令に準

29 年度の各会計歳入歳出決算、及び証書類、並

拠して作成されており、その内容を審査した結果、

びに同法第 241 条第 5 項の規定により各基金の運

決算計数は誤りのないものと認められ、 会計経

用状況を示す書類について、審査しました。

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

１．審査の対象は、
①平成 29 年度輪之内町一般会計歳入歳出決算
②平成 29 年度輪之内町国民健康保険事業特別
会計歳入歳出決算

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、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。

③平成 29 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 29 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 29 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 29 年度各基金の運用状況を示す書類

最後に、財政状況が依然として厳しい中、今後
の社会情勢の変化を的確に把握し、将来を見据え
た事業の選択と重点化などによる歳出抑制、限ら
れた財源の効果的な活用に努め、真に住民に必要
な、安心安全の高い行政サービスを的確に提供さ
れることを期待するものであります。

であります。
２．審査の期日は、平成 30 年７月 23 日と 24 日
と 26 日の 3 日間、実施しました。
３．審査にあたりましては、予算が適正かつ効率

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、
引き続き監査業務に万全を期してまいる所存でご

的に執行されているかなどに主眼をおき、決算

ざいますので、議会、町執行部の皆様方のご理解、

書、付属書類などに基づきながら、あわせて関

ご協力をお願い申し上げまして、報告とさせてい

係職員の説明を聴取する形で実施しました。

ただきます。
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一般質問

（原文掲載）

▪ 古田東一議員の質問
１．小学校区統合に道すじを
各自治体で人口減少が進む中、当町でも同じ傾
向にあります。輪之内町でも、人口１万人の大台
から（30 年８月末現在、9,731 人）であります。
平成 24 年度の、０歳児の出生者数は 104 人で

古田 東一 議員

あったのが、平成 29 年度出生者数は 59 人で、こ
の間、約４割強の減であります。30 年度４月～
８月の５ヶ月間の出生届出数は僅か 17 人であり、

確保に今から向かうべきであります。
以前町長は５選している首長もあると述べられ

これでは 30 年度の出生者数は、40 人台に落ち込

ておられましたが、お見受け致す所、至って元気

む状況であります。

で健康そうであります。

一部（福束校区）の学校では、各学年クラスの
学童は、一桁台になりそうであります。
各学校の大規模改修工事が終了し、10 年～ 20

人生 100 歳時代とまで言われるようになりまし
たが、政権意欲の程をお聞かせ下さい。
県指定史跡、薩摩遺跡周辺に、町長念願の工場

年先には、学区統合を視野に新校舎の建設に向か

誘致施策が完工し、観光に文化に適した有力（良）

わなければなりません。

地帯であり、歴代町長の念願の施策を何故潰した

以前、公共施設事業今後の 35 年計画を立てて
いる段階とのお話がありましたが、現況ではどう
なっているのかお答え下さい。
現時点では、学校合区世論は熟しておりません
が、学区統合を議論する段階に教育行政は、舵を
切るべき時だと考えます。
四郷南部補場整備がはじまり、良い機会であり

かと揶揄されております。
周辺の知識人、文化人からは、的外れの町長の
施策だったと漏れ聞こえてきます。（失礼を申し
ましたがあしからず。）
今回提案の文教（学校）用地取得は、町長の起
死回生の又とないチャンスであると考えます。町
長の見解をお答え下さい。

ます。役場周辺を文教地区に指定し、学校用地の

町長答弁
議員からは、最近の出生者数等についてのご発
言がありましたが、トレンドとしてはその通りで
すが、一部私共が掌握している数値と若干その捉
え方に異なる点があります。
議員が掌握されている人数は、その基準日にお

ける住民基本台帳に登録されている人数でありま
した。
私どもは、あくまでの輪之内町内での出生者数
で人数を掌握しました。
その数について申し上げますと、平成 24 年度
の出生者数は「104 人」とありましたが、
「102 人」
、
平成 29 年度の出生者数は「59 人」とありました
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が「61 人」
、また、30 年度４月から８月の５ヶ月
間の出生届出数は、
「17 人」とありましたが、
「27 人」
と掌握しております。
また、９月から来年３月末までの出生予定者数
は、現在まで母子手帳等の届け出から「50 人」と
掌握しており、今年度の出生予定者数は「77 人」
を見込んでおります。
また、一部（福束校区）における児童数が１ク
ラス当たり、一桁台になりそうとのことですが、

木野町長

現在の福束こども園における３歳児から５歳児の
数をみても、それぞれ 20 人以上であることをご承
知おきください。
さて、議員が言われる 10 年～ 20 年先の学区統
合をも視野に入れていくことに関しましては、児

人口問題研究所』の推計値では、40 年後には、輪
之内町の人口は約８千人まで減少するという推計
値が公表されております。

童数が減少し統合を検討する時期が到来したとき

また、生産年齢人口の減少に伴う地方税収入の

には、総合教育会議、学校運営協議会、地域や保

減少や高齢化による社会保障関係経費の増嵩など

護者の代表による検討委員会等の意見を踏まえ、

が財政状況を逼迫させることが懸念され、
「公共

学校教育の将来ビジョンを共有し、統合によって

施設等に充当できる財源の限界」が課題となって

より良い学校になる、魅力ある学校づくりにつな

おります。

がるという道筋を明確にした上で取り組むことが
必要と考えております。

こうした状況の下、
「公共施設等総合管理計画」
は、本町が保有する庁舎や学校などの公共施設と、

現在までの児童数の推移を申し上げますと、平

道路や上下水道施設などのインフラとを合わせた

成 19 年度をピークに仁木小学校、福束小学校は

全ての「公共施設等」を対象に、総合的かつ計画

減少傾向にありますが、大藪小学校については、

的な管理を推進するための基本的な方針を示すこ

年々増加傾向にあります。

とを策定の目的としております。

今後５年間の児童数の推移も、仁木小学校、福

計画期間は、議員の言われるとおり 35 年間とし

束小学校については、１学年１学級、大藪小学校

ておりますが、アクションプランとして、10 年ご

については１学年１学級若しくは２学級で、１学

とに見直すことを予定しております。

級あたり 20 人以上の児童数が見込まれ、児童数

本計画では、
「建設から廃止に至るまでのライフ

減少を原因とする小学校区統合には議員もご発言

サイクルコストの縮減」と「大規模改修・更新に

のように時期尚早かと考えます。

要する資金需要の平準化」を目標に掲げ、
「公共

また、関連して公共施設事業今後の 35 年計画

施設等の管理についての考え方を事後保全から予

を立てている云々とのご発言でございますが、こ

防保全へと転換して点検等を強化し、現有の公共

れについては、27・28 年度の２カ年かけて整備し

施設等の長寿命化を図ること」
、
「人口や財政の動

た「公共施設等総合管理計画」のことと理解しま

向、社会情勢、利用状況や老朽化の度合いなどを

した。

総合的に勘案し総量最適化に取り組むこと」を基

本計画の策定に至った背景としては、現在、我

本的な方針として設定しており、現在は、第１次

が国は少子高齢化による本格的な人口減少時代を

アクションプランにおいて管理運営をしておりま

迎え、生産年齢人口が減少することが予測されて

す。

おります。当町も例外ではなく、
『国立社会保障・

また、議員からは四郷南部でのほ場整備事業実
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施による創設非農用地を文教施設として用地取得

義務教育のあり方も踏まえた骨太の議論が必要で

したらどうかとの提案がありました。

あり、様々な視点から議論する必要があると考え

現状での３こども園、３小学校の園児数や児童

ます。

数の今後の推計値によりますと、確かに校区によっ

私としては、人口や財政の動向、社会情勢、利

ては減少傾向にあるものの、激減によりクラス編

用状況や老朽化の度合いなどを総合的に勘案し、

成が出来ないような状況にないこと、また、社会

総量最適化に取り組むことをはじめ、義務教育と

インフラを含む公共施設等に係る費用についても

地域との関わり方等々学校関係機関内での議論を

その試算値から財政運営を著しく逼迫させる危機

深め、地域住民の意向を十分に汲み取った上でそ

的状況下にはございません。

の合意を前提にした教育の振興を図るべきと考え

従いまして目的を文教施設に絞っての用地取得
は、現時点では拙速と考えております。
ただし、学校等の統合にあたっては、単に園児、
児童数の増減のみにとらわれず輪之内町における

ております。
いずれにしても教育は 100 年の大計、課題解決
のタイミングを逸することのなきよう適時的確に
判断して参ります。

教育長答弁
先程町長答弁にもございましたように、小学校
区統合については、現在の児童数の推移から見て、
議論する時期ではないと考えております。児童数
の合計を見ると緩やかに減少傾向であり、今後、
何年か後には小中学校の小規模化が進むことが予
想され、公立学校の適正規模・適正配置等から学
校の統廃合や小中一貫教育の学校も視野に入れ、
今後の学校のあり方を検討する必要が出てくると

箕浦教育長

思われますが、学校規模の適正化の検討は、あく
までも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に

現在、推進しておりますコミュニティ・スクー

捉え、学校教育の目的や目標をより良く実現する

ルの導入は、こうした観点からも地域人材の効果

ために行うべきものです。現在の輪之内町の現状

的な参画を促進して、子どもたちの社会性を涵養

から見て、小学校区の統合の議論ではなく、義務

する機会の確保に繋がるものと考えます。

教育段階の学校が果たすべき役割、今後の少子化

教育委員会としては、教育課題への対応を図り、

に対応した活力ある学校づくりに向けての議論が

未来に夢と希望をもち、生きる力を育むふるさと

重要であると考えております。

輪之内の教育を推進してまいります。

法令上、学校規模の標準は学級数により設定さ
れており、小中学校ともに 12 学級以上 18 学級以
下とされておりますが、この標準は地域の実情に
応じて弾力的に運用できるものです。12 学級を下
回る場合、具体的にどのようなメリット、デメリッ
トがあるのかを考える必要があります。
児童数、学級数が減少すれば、教職員数も減少
し、体制整備等の課題も出てまいります。

輪之内町議会だより（ 9 ）
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▪ 森島正司議員の質問
１．農業振興地域整備計画変更に
ついて
この問題については平成 27 年 9 月議会でもお
伺いしましたが、今年も 8 月 28 日に農業振興地
域整備促進協議会が開かれ、20 件、約 9700 ㎡の
土地が農業振興地域から除外されました。この中

森島 正司 議員

には本来農業振興にはふさわしくない土地などが
含まれていました。なぜこのような土地が農振地
域に指定されていたのか、不思議であります。

従って、農業振興を図ることが必要でない土地
や、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に

前回の質問に対する答弁で町長は、「農業の振

推進できない土地については、農業振興地域には

興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業

指定できず、逆に、仮に地権者から農業振興地域

上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合

への編入を希望されてもそれを認めることはでき

的かつ計画的に推進することを目的に、優良な農

ないのではないでしょうか。

地を確保・保全するとともに、農業の振興に必要

当町の現在の農業振興地域整備計画変更は、地

な施策を計画的かつ集中的に実施することによ

権者からの申請に基づいてのみ行われています

り、土地の有効利用と農業の健全な発展を図るこ

が、それ以外に、地権者からの申請が無くても、

とを目的としております。」と言われました。ま

町から協議を申し入れ、合意の上に除外、編入が

さにその通りだと思います。

できるようにすべきではないでしょうか。

農業振興地域の整備に関する法律の目的は、そ

なお、農業用倉庫や農器具庫、養鶏・養豚・酪

の第 1 条で、「農業の振興を図ることが必要であ

農等の畜舎などは、農業振興に不可欠の農業施設

ると認められる地域について、その地域の整備に

であり、その土地はまさに農業用地であります。

関し必要な施策を計画的に推進するための措置を

なぜ農振地域から除外しなければならないので

講ずること」とされております。

しょうか。合理的な説明を求めます。

町長答弁

業振興地域」に指定されております。
また、「農業振興地域」の指定については、平

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に

成 12 年４月１日付け「農業振興地域に関するガ

関する法律」に基づく優良な農地を確保・保全

イドライン」では、農振法第６条において、農

するとともに、農業の振興に必要な施策を計画

業振興地域を指定することが適当でない土地の

的かつ集中的に実施することにより、土地の有

区域は、１．山林原野、２．非農業的土地利用

効利用と農業の健全な発展を図ることを目的と

施設、これは非農業的土地利用に供されている

しています。

規模の大きい面的な施設（住宅団地・工場団地等）

長期にわたって総合的に農業の振興を図る地域

の区域、３．地域農業の振興と関係がない農業

を「農業振興地域」として制度の目標を達成する

的利用施設、これは、農業試験場などの農業的

ため昭和 46 年８月 11 日に知事の指定を受けてい

利用に供されているが規模の大きい面的な施設

ます。これを受けて輪之内町では 2,206ha が「農

の区域としています。

（ 10）輪之内町議会だより
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を毎年行っているところです。
ご質問の「地権者からの申請がなくても、町か

農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図る

らの協議を申し入れ、合意の上に除外・編入がで

べき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効

きるようにすべき」については、昨年より農業委

利用と農業の近代化のための施策を総合的計画的

員・農地最適化推進員の制度が改正され農業委員

に推進することを目的に、国の基本指針ならびに

会の活動の一環として農地パトロールを実施して

県の基本方針に基づき、市町村が定める総合的な

おります。この活動の一環としてご質問にあるよ

農業振興計画であります。整備計画の内容は、相

うな農地を洗い出したうえで、町から地権者に対

当長期にわたり（おおむね 10 年以上）農業上の

し農振除外・編入を働き掛けるよう農業委員会と

利用を確保すべき土地と施策について「輪之内町

一緒に検討して参ります。

農業振興地域整備計画」として定めています。

次に「農業用倉庫や農器具庫、養鶏・養豚・酪

当町ではこの計画に沿って、「農業生産の基盤

農等の農業施設の除外が必要か」については、農

整備」では再ほ場整備等の土地基盤整備を推進し

業用施設であっても田・畑等の農用地から変更す

てまいりました。

るもので、農業振興地域の農用地からの、「除外

「農業の近代化のための施設整備」の方向性で

申請」もしくは、「用途区分」の変更が必要です。

は、当町の中央にカントリーエレベーター、農機

除外後、200 ㎡を超える農業施設は、転用が必要

具センター、共同集出荷場、低温倉庫、水稲育苗

となります。

センターなどのＪＡの施設があり、当町の農作物
の集出荷の本拠地となっており、近代化施設はお
およそ完備されています。
平成 12 年以降は、整備計画に定められた農業
生産基盤の整備で再ほ場整備を実施しており、ほ
場整備事業等で指定する必要がある場合や、真に
やむを得ない場合に地権者の意見を確認した上
で、編入・除外するなどの一般管理による見直し

２．防災訓練における内水被害発生箇所について
今年の訓練想定もまた時間雨量 100mm、24 時
間雨量 250mm で、大榑川で内水被害が発生した

ただきたいと思います。
いずれにしても被害想定区域は局地的であり、

ことになっています。昨年も指摘させていただ

被害対象箇所を追及して、事前に改修しておくこ

きましたが、当町の総面積は 22.36 平方キロメー

とが必要ではないでしょうか。

トル、そのうち田及び河川の水面の合計面積は

なお、塩喰川西区については、揖斐川の水位上

14.26 平方キロメートル。250mm の雨が降っても

昇時の排水はうまくいっているのか、養老町との

総降水量は 559 万㎥。私の単純な計算では河川水

関係で標高差はどのようになっているのか、他地

位は 39cm の上昇です。この水位上昇によってど

域からの浸水の危険性は無いのか、その他問題は

の区域でどのような被害を想定されるのでしょう

ないのかお伺いいたします。

か。ハザードマップで内水被害区域を表示してい

輪之内町議会だより（11 ）
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町長答弁

込んだものであります。
この訓練想定は、具体的にどの場所で床下浸水

昨年も同様のご質問を頂きましたが、輪之内町

が発生するかを想定したものではありません。輪

の防災訓練は、水害や地震等に対する複数の訓練

中地帯である当町において、このような内水被害

を行う総合的な訓練として実施しております。

に対応する訓練において、必要な被害想定であり

訓練を行うに際して、その訓練を実施するため
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。

ます。
また、塩喰川西地区の排水に関するご質問です
が、当地区での平常時の排水は、集落の南側の水

今年度の防災訓練も、局地的な大雨が降り、内

路から牧田川へ排水をしておりますが、牧田川の

水被害が発生したとの想定により、国土交通省か

増水により排水ができない場合には、隣接する

ら派遣されたリエゾン（災害対策現地情報連絡員）

五三土地改良区との間で、平成 15 年に締結した

との情報連携訓練と災害対策車両（排水ポンプ車）

協定書により五三土地改良区管理の水路へ排水し

の出動をお願いし、その操作訓練を実施いたしま

ております。これは、国道 258 号線を整備した際、

した。関係機関との連携訓練を通じて、平時から

国道敷地内に排水路が整備されたものであり、そ

顔の見える関係を構築することも、訓練を実施す

れ以後は、大きな浸水被害は発生しておりません

る目的としております。

が、今後も牧田川の水位状況、降雨等の気象情報

従いまして、リエゾンの派遣と災害対策車両が

に留意しつつ、適切に対応して参ります。

出動する前提条件として、内水被害を想定に盛り

３．洪水ハザードマップの有用性について
現在各戸に配布されているハザードマップは、

るのでしょうか。

「100 年に 1 回程度の確率で発生する降雨があっ

配布されているハザードマップでは浸水深が

た場合に想定される洪水浸水区域と浸水深」が示

0.5m から 3.0m まで同レベルに表示されています

されているということです。

が、実際に被害にあった場合は、0.5m と 3.0m で

「100 年に 1 回程度の確率で発生する降雨」が、
揖斐川では 2 日間で 395mm、長良川では 12 時間

は全く被害状況は変わってきます。もっと細かく
表示すべきではないでしょうか。

で 243mm とはどういうことか。なぜ揖斐川と長

また、指定避難場所の一部が 3.0m 未満、その

良川で条件が違っているのか、理解できません。

他は 5.0m 未満となっており、これでは避難所と

当町の想定では、時間雨量 100mm、24 時間雨

しての機能が果たせないことになってしまいま

量 250mm を想定していますが、なぜこのような
違いがあるのか説明して頂きたい。
また、浸水深が揖斐川と長良川で違っている。

す。
町民が知っていなければならないのは、自分の
住んでいる所がどのくらいの高さであるのか、安

これも理解できません。揖斐川であっても長良川

全な場所はどこか、そこまでの道のりはどうなっ

であっても、堤防が決壊した時の河川流量によっ

ているかです。そういうことがわかるようなハ

て浸水深が決まるのであり、このハザードマップ

ザードマップにしていただきたいと思います。

では、それぞれの河川流量を何トンに想定してい

（ 12）輪之内町議会だより
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こ の 浸 水 想 定 区 域 の 表 示 が、0.5m か ら 3.0m
まで等になっているのは、浸水深の目安として、

大雨による河川の氾濫、土砂災害等、多くの災

0.5m 未満は、床下程度が浸水する大人の膝まで

害で最も効果的な防災対策は、早めの避難です。

つかる程度。0.5m から 3.0m までは、床上から１

早めに、避難を実行に移すためには、自分の住
んでいる地域の地形や特徴等を確認しておくこと
が大切ですが、それらを意識しないと、なかなか
できないことでもあります。
水害ハザードマップは、そのような視点から地

階軒下まで浸水する程度。3.0m から 5.0m までは、
２階軒下まで浸水する程度を示しております。
このことは、いずれも命を守るための目安とし
て、行動して貰う必要がありますので、分かりや
すい表示となっております。

域の特性を知る上で有用であり、自分の住んでい

そのため、身近でも長良川と揖斐川の想定浸水

る所にどのような危険が想定されているかを知っ

深が、目に見えて分かるように各小学校や中学校

ておくことは、避難を考えるためには重要であり

の校舎壁面や 30 カ所の防災行政無線同報系の屋

ます。町民の方が、自ら水害の危険性や避難の方

外拡声子局に浸水深の高さの表示板を設置して、

法を理解し、適切な避難行動をとれるよう促すこ

意識の高揚に努めております。

とにより、人的被害の軽減を図るために有効に活
用していただくものであります。

いずれにしましても、水害ハザードマップや想
定浸水深の表示板等を有用に活用する上で、最も

ご質問にありました長良川と揖斐川における降

大切なことは「自分の命を守るのは自分」「地域

雨条件の違いは、国土交通省の河川整備計画の中

の安全には、地域が責任を持つ」という防災意識

で、それぞれの河川でその流域や降った雨水の到

が重要であります。

達時間の違いにより定められた雨量を示している

地域を知ることが、防災の始まりであるという

ことから、各河川により総雨量が違ってくるもの

ことを再認識していただき、日頃からの備えとと

であります。また、浸水深の違いも、同様に河川

もに、避難を効率的に実践しなくてはならないも

毎に水量が異なることから、違いがあることにな

のと考えております。

ります。
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▪ 上野賢二議員の質問
１．西日本豪雨災害で浮き彫りと
なった課題について
7 月 6 日深夜から 7 日未明にかけて西日本を中
心に豪雨災害が発生しました。先ずは尊い命を犠
牲にされた方々に心からお悔やみ申し上げますと
ともに被災された方々にお見舞い申し上げます。

上野 賢二 議員

2011 年 3 月の東日本大震災以降、広島土砂災害、
熊本地震など毎年のように尋常でない大災害が発

た広島市安佐北区では、避難所に身を寄せたのは

生しております。西日本豪雨以後も 40 度を超え

市の把握によると全体の 5% 強にとどまり、広島

る猛暑日が続き、先日の 9 月 4 日には 25 年ぶり

県呉市でも市内全域に避難指示が出されました

の非常に強い台風 21 号が上陸し、県下にも深い

が、指定の避難所に来た住民はごくわずかであっ

爪痕を残しました。その直後、北海道で震度 7 の

たと報道されております。浸水で多数の犠牲者が

大地震が起こり、甚大な被害をもたらし、今なお

出た倉敷市真備町では亡くなられた人の 8 割にあ

必死な捜索活動が続けられております。

たる約 40 人が屋内で発見されており、逃げ遅れ

私たちは今の日本列島がいかに自然災害に対し

て溺死した人が多かったとみられております。

て厳しい環境にあるのか、再認識をしなければな

いま私たちの社会は災害経験値や防災危機意識

りません。地震や豪雨、土砂崩れなどの自然災害

が低く、被害が予想される事態に直面しても、自

は人類の力では予測することも止めることもでき

分だけは大丈夫と思い込んでしまい、危機的情報

ません。私たちができることは災害を学び、備え

に鈍感になっている傾向があります。情報とは、

ることであると思います。以前にも熊本地震に学

発信する側と受け手側が同じレベルになっていな

ぶこととして質問させていただきましたが、被災

いと情報が生きないという原則があります。今回

地の皆さんには誠に申し訳ないことであります

の豪雨災害において気象庁は特別警報を出し、各

が、この大きな災害を尊い教訓として、今後起こ

自治体が必死になって避難を呼びかけていました

り得る自然災害に活かしていかなければなりませ

が、その情報の受け手側である住民が情報の意味

ん。今回の豪雨災害において浮き彫りとなった課

を正確に理解できていないことや発信する側の自

題点についてよく検証し、防災計画などの内容を

治体がきちんと情報伝達できていなかったことが

あらためて精査し、必要に応じて見直しを図る必

問題となりました。自治体による警戒情報・避難

要もあるかと思います。

情報を効果的に避難行動に結びつけるためにはど

そこで課題となった以下の点について質問いた
します。

うすればよいのか。専門家は情報伝達の仕方で人
の行動は変えられるとして「避難勧告」や「避難
指示」などの行政用語では事態の緊迫性が伝わら
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避難情報と住民の防災危機管理能力について

ない。「避難命令」などの直接的な表現や「すぐ

西日本豪雨では、気象庁が事前に警戒を繰り返

に逃げてください」といった誰でも分かる表現に

し呼び掛けていましたが、数十年に一度の大雨が

改めるべきだと指摘し、また自分は大丈夫、被害

予想される大雨特別警報の発令後も、ただちに避

に遭わないという根拠のない楽観は禁物として、

難しなかった人が多く、全域に避難指示が出され

ハード面の対策だけでなく、防災危機管理能力の

（ 14）輪之内町議会だより
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環境省は仮置き場の確保などに手間取り、処理
が滞れば生活再建の遅れにつながるため、仮置き

本町においては、輪之内町地域防災計画や水害

場の候補地を決め、ごみの収集運搬方法などを盛

ハザードマップに防災体制と情報伝達、大雨・洪

り込み、災害ごみの処理方針を定めた「災害廃棄

水に関する注意報・警報、避難情報の種類ととる

物処理計画」を早期に策定するよう全国の自治体

べき行動などを明記して、情報伝達の周知や防災

に要請しておりました。しかし、処理計画を地域

危機意識の向上に努めていただいておりますが、住

防災計画の中に含めている自治体もありますが、

民がどれだけ理解できているかは未知数です。災

ほとんどが詳細に記述されていないため、単独で

害情報伝達、防災危機管理能力の向上についての

処理計画を策定しているかどうか全 1741 市区町

お考えと今後の方向性についてお尋ねいたします。

村を対象に昨年 3 月に調査した結果、策定済みは
412 自治体で約 24% にとどまっているそうです。

⑵

災害ごみの処理について

本町では今年の 3 月に「輪之内町災害廃棄物処

西日本豪雨の被災地で、住宅から運び出される

理計画」が単独で策定されました。その中で仮置

などした災害ごみ（災害廃棄物）の処理が課題と

場の候補地として大藪・福束の各防災センター駐

なりました。被災地の多くの自治体が災害ごみの

車場、仁木農協跡地、大藪小北駐車場が挙げられ、

処理計画を作っていないため、仮置き場の選定な

そのほか被害状況や遠隔にならないよう複数個所

どごみ処理を巡り初動が遅れたことが分かりまし

に仮置場を設けるとありますが、大災害に備え、

た。大規模な浸水被害にあった地区では、住宅地

少なくとも各区にーか所は事前に候補地を想定し、

近くの道路や空き地などでいつの間にか泥まみれ

区長等への周知を図っていくべきと考えます。

のごみが放置されるようになり、ごみが 1 キロ近

町長のご見解をお伺いいたします。また担当課

くも並ぶ道路もあり、道路を狭めて車両の通行を

であります危機管理課長に今回の西日本豪雨災害

妨げ、渋滞の原因にもなりました。また気温の上

から、本町の防災対策に活かすべき事項やお気づ

昇とともに周辺に異臭を放ち、衛生面にも大変危

きの点などがありましたらお聞かせいただきたい

倶され、健康的な影響が心配されました。

と思います。

町長答弁
⑴

避難情報と住民の防災危機管理能力について

９月現在の加入率が、約 53%（1,747 世帯／ 3,284
世帯）、災害情報メール配信サービスの登録率は、
約８％（806 名／ 9,731 名）となっています。

避難情報や災害情報等の防災情報は、町民の方

ちなみにメール配信サービスの登録は、今月の

に早く正確に伝えることが求められます。そのた

広報にも登録方法を掲載しております。今後も

めには、二重、三重に備えをすることが有効です。

ケーブルテレビやホームページ等を通して、また

現在、当町にて従来から行われている伝達手段

防災関係事業等の機会を活用し、登録の推進、個

には、防災行政無線による屋外拡声子局と戸別受

別受信機の普及促進、ケーブルテレビの加入促進

信機、ケーブルテレビ、登録制の災害情報メール

等を鋭意進めて参ります。

配信サービス、町ホームページへの掲載、緊急速

また、現在利用している伝達方法以外にも、Ｉ

報メール、広報車や消防団による広報、自主防災

Ｐ告知放送やポケベル波の利用、SNS（ソーシャ

組織や民生委員、近隣住民による直接的な声掛け

ル・ネットワーキング・サービス）による伝達手

などがあります。

段もありますので、町民のニーズに合った伝達方

戸別受信機では、９月現在の普及率が、約 68%
（2,235 世帯／ 3,284 世帯）、ケーブルテレビでは、

法を取捨選択し、一人でも多くの町民の方に、情
報を確実かつ正確に伝えることができるように努
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めて参ります。
次の防災危機管理能力の向上に関する件につい

･ 事業者 ･ 行政の連携に基づく災害廃棄物の円滑
な処理を促進することとしております。

ては、上野議員のご指摘のありましたとおり、そ

その災害廃棄物処理計画の中で、現状における

の管理能力の向上には、行政と町民双方の努力が

仮置き場の候補として、大藪コミュニティー防災

欠かせないことに異論はございません。いくら行

センター横駐車場 632.5 ㎡、福束コミュニティー

政が、情報を提供しても、住民がそれを理解し、

防災センター横駐車場 1,717.07 ㎡、農協跡地（下

活用しなければ意味がありません。

大榑新田）5,352.71 ㎡、大藪小学校北駐車場 1,911

平成 27 年に９月に発生した関東・東北豪雨に

㎡を挙げております。

よる鬼怒川堤防決壊時に、住民の避難が遅れた理

災害時には落橋、水没等の被害により仮置き場

由の１つとして、水害ハザードマップが生かされ

の候補地が使用できなくなる可能性があるため、

ていなかったことが指摘されております。避難に

必要に応じて候補地を見直す必要性があります。

関して適切な情報を提供することは、行政側の責

また、議員ご提案の各区に概ね一箇所の仮置き

務ではありますが、最終的にいつ、どのように避

場候補地の選定についてでありますが、空地等は

難するか、町民一人ひとりが、現場で判断するこ

自衛隊の野営場や避難所、仮設住宅等への利用も

とになります。

想定されます。さらに仮置きする廃棄物、仮置き

そういった観点から、町民の方においてもハ

予定期間等を勘案すると、腐敗性廃棄物による土

ザードマップ等のツールを利用し、日頃から災害

壌汚染や大気汚染へと繋がり、人体へも影響しか

時の避難先や、避難経路の確認について家族で相

ねないので、あらかじめ関係部局等と十分な調整

談することはもとより、各地区ごとで防災士を交

を要するものと考えております。

えて避難計画をあらかじめ立てておくことが望ま
しいと考えております。
これにより、地域防災力の向上が図られ、ひい
ては、防災危機管理能力の向上につながっていく
ものと考えております。
また、現在、防災士資格取得者を中心に避難所
運営訓練などのスキルアップのための講習を開催
しておりますが、これに加えてハザードマップを
利用した避難訓練や災害図上訓練などの講習も実
施して参ります。
⑵

災害ごみの処理について
災害ごみの処理のための輪之内町災害廃棄物処

理計画は、東日本大震災における災害廃棄物処理
の経験を踏まえた国の「災害廃棄物対策指針」
（平
成 26 年３月）、「岐阜県災害廃棄物処理計画」（平
成 28 年３月）等に基づき策定しました。
この計画では、町内における過去の災害、東日
本大震災、阪神 ･ 淡路大震災等の教訓を踏まえ、
輪之内町地域防災計画を補完し、そこで想定され
る災害に対する事前の体制整備を中心とし、住民

当面の措置としては、現在の仮置き場候補地が
変更した際には区長さんにもその都度お知らせさ
せて頂きます。
いずれにいたしましても、町民の皆様の災害時
の生活再建に向けての重要課題でありますので、
総合的、計画的に災害廃棄物を処理できるよう地
元調整を進めてまいります。
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２．防災士の活動について
平成 25 年の９月議会において、防災士の養成

境を構築する必要があると考えます。そして大き

についてと題し、質問させていただきました。さっ

な災害が起こるたびに新たな問題点・課題点が浮

そく取り組んでいただき、平成 28 年度、29 年度

上してきておりますので、定期的に研修会を開催

の２年間で 170 名の防災士が誕生し、町関係者を

して防災・減災に関する知識・技能を習得し、絶

除く 75 名が各区に配置されました。今後は地域

えずスキルアップに努めていただく必要もあると

の防災リーダーとして防災力を高める活動や行政

思います。

と連携して災害に強いまちづくりの推進役を担っ

このところの立て続けに発生する大災害を目の

ていただかなければなりません。そのためには、

当たりにして、一刻も早い組織化と防災士活動の

輪之内町防災士会として組織化し、防災士として

推進を図っていただきますよう要望いたします。

の立ち位置を明確にするとともに活動しやすい環

町長答弁
まずもって、輪之内町が防災士を養成した背景
について述べさせていただきます。

災力を高めるために防災士制度が生まれました。
当町でも、近年、毎年のように起こる大規模地
震や自然災害を受け、地域の防災力強化に向けて
の取り組みを進める一環として、防災士制度を活

国や地方公共団体では、従来より防災を最重点

用し、防災リーダー（防災士）を各区に数名を配

の課題として取り組んできましたが、阪神・淡路

置できるよう、これまでに防災士養成講座を２年

大震災（H7.1.17）は、それまでの災害対策に大

にわたり開催し、合計 170 名の防災士を養成する

きな転換を迫るものでした。

ことができました。

この震災により、災害は思いもしないところで、
思いもしない形で突然発生し、大きな災害であれ
ばあるほど、国や地方公共団体の救助・救援が、

・28 年度

101 名（町民 43 名、役場職員 58 名）

・29 年度

69 名（町民 32 名、役場職員 37 名）

今後、輪之内町として取り組むべきことは、上

初動時には期待できず、地域の総合的な力により

野議員が述べられたように防災士が、地域におい

発災直後の災害に対応することになり、それらの

て、活動できる環境を整備することであります。

強化が喫緊の課題であることが、明らかとなりま

防災士には、地域の防災活動の中心となって活

した。
この震災以降、「地域の防災力」ということが

躍してもらわなければなりません。町内の各自主
防災組織においては、防災活動に関心はあるが、

声高に言われるようになりました。地域の防災力

具体的に何を行えば良いか分からないといった声

向上のためには、一人ひとりが防災のことを考え、

も聞かれます。どんな組織でも活発に活動を行う

安全を確保しなければなりませんが、その実現の

組織には、活動の中核を担うキーパーソンが存在

ためには、防災について十分な意識と、一定の知

します。自主防災組織において、その主要な役割

識・技能を身につけた者が中心となって、地域社

を担うのが防災士であると私は考えています。

会や職場など全体で力を合わせて対策を講じるこ

そのためには、防災士の更なるスキルアップや

とが必要であり、有効であるとの考えに至ってお

防災士間の連携、及び防災関係機関との情報共有

ります。

の場が必要であります。

このようなことから、阪神・淡路大震災を教訓

地域で効率的な防災活動を行うためには、一人

として、
「人」という資源を活用して社会全体の防

でも多くの防災士が、自主防災組織等で活動して

輪之内町議会だより（17 ）
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いただく必要があります。そのためには、自己研

今後の取り組みとしては、当面 11 月に防災士

鑽の場となる環境を早急に整備していかなければ

を対象に予定しています自主防災リーダー研修会

なりません。

によるスキルアップ研修等を実施することとして

今回の防災訓練では、各地区の防災士の方に地

おりますが、 防災士の皆さんの意見も参考にし

域の避難訓練に区と協力することを通じて訓練に

ながら、今年度中に、防災士の組織化をして参り

参加することを呼び掛けました。また、区長各位

ます。

にも、地域の防災士の方と、連携していただくこ
とをお願いしました。

防災士の活動は、多岐に渡るものですが、防災
士が活動しやすい環境を整えることにより、町の

地域において、防災士の存在意義を確固とした

防災対策を強化して参ります。防災士との連携に

ものにするため、その組織化は、喫緊の課題であ

ついて、町としてできることは、速やかに進めた

り、是非とも実現したいと思っております。

いと考えております。

３．教員の働き方改革の一環としての部活動指導員について
全国的に教員の長時間勤務が問題化し、特に中

を各小中学校に数人配置して、円滑な学校運営に

学校では部活動指導が原因の一つとされていま

努めていただいておりますが、今後この部活動に

す。その負担を軽減しようと、文部科学省は昨年

特化した部活動指導員制度をどのようにとらえて

4 月に「学校教育法施行規則」の一部を改正し、

いくのか。どう生かしていくのか。部活動の顧問

これまで認められていなかった外部の人材が顧問

を務める教員の中にも温度差があり、経験のない

となり、単独で部活動を指導・引率できる「部活

競技の担当になり、苦痛に感じている人や、競技

動指導員」を制度化しました。これは部活動を実

経験者で自ら積極的に指導にあたっている人もあ

質的に教員が担わなくてもいい制度で、部活動指

ると思います。今後、部活動は完全に教員から切

導員は学校教育法に基づく学校職員に位置付けさ

り離して、学校職員である部活動指導員が責任を

れました。さらに先月、文科省は来年度予算の概

もって担う方向に進め、部活動指導に意欲のある

算要求で、全国の公立中学校に部活動指導員を 1

教員の希望者は部活動指導員としても登録すれば

万 2 千人配置する経費として 13 億円を盛り込む

良いのではないかと考えます。ただし、部活動は

方針を発表しました。そして他の学校業務でも外

教育の一環でありますので学校への配慮や、強く

部人材の拡充を求め、教員の働き方改革を進める

なるだけに偏らない指導ができる人などが求めら

考えを示しました。

れ、学校職員になれば責任も重くなり、適切な人

この動きを受けてすでに部活動指導員の配置を
進めている自治体もあると聞いております。本町
では以前から町採用の学校業務を担う学校支援員

町長答弁
教員の長時間勤務の是正に向け、勤務時間の管
理や学校閉庁日の設定、部活動の見直しなど各自
治体で様々な業務改善が始まっております。

材を確保できるかが大きな課題であります。
以上、部活動指導員制度についてのお考えを町
長並びに教育長にお尋ねいたします。
当町においても、校務支援システムの導入、勤
務時間の管理、学校閉庁日の設定、留守番電話機
能の導入等を行い、業務改善に努めているところ
であります。
議員ご指摘の通り、部活動指導が教員の時間外
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勤務の増加、負担感に繋がっている要因と思われ

指導者の育成、部活動の時間に勤務できる人材の

ます。

発掘などの諸課題解決の目途がたたない限り、新

文部科学省の教員勤務実態調査によると土日の
部活動に係る１日当たりの勤務時間は、10 年前

制度に根拠をおく部活動指導員の配置は困難だと
言わざるをえません。

より１時間以上増加、また、担当教科が保健体育

また、議員が質問の中で指摘されているよう

ではなく、担当部活動の競技経験がない教員の割

に、部活動は教育の一環であることは疑うべくも

合は 45％を超える結果となっております。

なく、学校への配慮、強くなるだけに偏らない指

この現状からすると、教員の負担軽減のために
も部活動指導員の配置は喫緊の課題であると受け
とめております。

導ができるかなど、部活動指導員の資質が問われ
ることになります。
今年度から、地域指導者への報償費を町で予算

輪之内中学校においても、岐阜県中学校運動部

化いたしましたが、今後は部活動、社会活動、輪

活動指針に基づき、活動時間や休養日等、適切な

之内スポーツクラブの連携を図り、新制度の主旨

活動基準を設定し活動しておりますが、指導体制

を生かすべく、指導員の確保、活動方法等につい

についてはいまだ充分であるとはいえません。現

て早急にその方策を検討してまいります。

在のところ、それを補完するために地域指導者の
力を借りることで対応しておりますが、今後この

教育長答弁
現在、全国的な教員の長時間勤務が問題化して
います。そのひとつが中学校での部活動指導が原
因とされています。

方改革を推進する上で、部活動指導に対する教職
員の負担感は大きいことが各種調査からも明らか
になっております。
こうした現状を踏まえ、国においては、法改正
により平成 29 年４月から、学校職員以外の者が

輪之内中学校の部活動は、学校の教育活動とし

部活動の指導いわゆる顧問ができるよう制度化さ

て仲間と共に運動や文化活動に取組むことを通し

れ、中学校の教職員の負担軽減を図る一助となる

て、体力の向上と健康の増進、豊かな人間性や社

ことが期待されます。

会性を育むとともに、より高い資質や能力を育成
することを目標としています。

輪之内中学校においても、部活動休業日の拡充
や部活動顧問の教師による複数配置はもとより、

学校が運営する学校部活動は 10 団体、保護者

各部活動の保護者会が運営する「社会活動」を導

会が運営する活動（社会活動）が８団体あります。

入し、学校外部の地域指導者による指導を受ける

学校部活動は、学校の教師と地域指導者が社会

ことができる体制を整えており、教職員の部活動

活動は保護者と地域指導者が指導にあたっていま

に対する負担軽減を図っているところであります。

す。学校部活動の活動時間は、火、木、金の朝と

県下で、昨年度から国の「部活動指導員配置促

放課後、土日はいずれか一日とし、一日の半日と

進事業」を導入している市町村もありますが、学

しています。社会活動は、週２日～３日、午後７

校の教育指導に適した人材を確保するのに苦慮し

時から９時の時間帯に夜間練習を行っています。

ていると聞いています。

また、顧問を中心として保護者及び地域指導者

輪之内町教育委員会としましても、国が推進す

との連絡や相談を密にするなどして連携を強化し

る部活指導者の任用、設置について、早急に検討

ています。地域指導者は、保護者会が推薦し、学

していく必要があると考えています。

校長が委嘱しています。
上野議員のご指摘のとおり、学校における働き
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常任委員会審査から

レポート

（主な質疑）

総務産業建設常任委員会は９月 11 日、文教厚生常任委員会は９月 10 日開催され、平成 30 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、特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算、
条例関係３件を審議し、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。

総 務産業建設
平成30年度 一般会計補正予算
（第２号）
総務課
Ｑ

土地購入費について、どのような内容で、購入
価格の根拠はなにか。

Ａ

総務産業建設常任委員会

地主より、パターゴルフ場の土地 905 ㎡の売り
渡しの申し出があったので、購入しようとするも
のであり、課長以上で構成された公有財産運用委

建設課
Ｑ

ブロック塀撤去補助に該当するのは、どのよう
なものか。

員会で審議し、購入価格が設定された。なお借地
（プラネットプラザ）の面積は 20,257 ㎡あり、15
名の地主である。

危機管理課
Ｑ

犯罪被害者等の支援金とは見舞金のことか。傷
病者の判断は医師の診断書によるものか。

Ａ

見舞金にあたるものであり、診断書により判断
することになる。

Ａ

ブロック、レンガ、石等の補強コンクリートブ
ロック造りの、塀、門柱が対象。仁木、大藪地区
の通学路沿いのブロック塀の検査を実施した、外
観調査において 147 件のうち、33 件の危険箇所
が判別した、町の施設で該当するのは仁木小学校
の門柱のみであった。福束地区の点検はこれから
の予定。

経営戦略課
Ｑ （臨時財政対策債の性質について、委員の見解
について確認があり、その性質について答弁があ
り、）臨時財政対策債の発行を抑制している年度
もあるが、発行可能額を、全額発行すべきでは。

輪之内町犯罪被害者等の支援に関する
条例の制定について
危機管理課
この条例の上程は、警察の提案を受け、町とし

借金には違いなく、又、発行しても普通交付税

て犯罪被害者等の支援を行う姿勢を示すことで、

の基準財政需要額に 100％算入されることから、

町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に

財政状況を勘案しながら出来ることなら発行を抑

寄与することを目的に制定に至った。

Ａ

制していきたい。臨時財政対策債は発行可能額で
計上している。
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文 教 厚 生
平成30年度 一般会計補正予算
（第２号）
住民課

戸籍住民基本台帳費の増額は、住基ネットシステ
ムにおける新システムが開発されたことにより、従
来の住基ネットワークシステムの再リースを取りや
め、新たに住基ネット直接連携システムに切り替え
るための経費として、差し引き 32 万２千円の増額
となる。

福祉課

障がい者福祉費及び福祉医療費について、平成
29 年度に交付を受けた国庫及び県支出金の精算で、
超過分をそれぞれ国及び県に返還するもの。

教育課

県が進めている「ふるさと魅力体験事業」に参加
する費用と、国の理科教育設備整備費等補助金を活
用し、理科備品を購入しようとするもの。
「ふるさと魅力体験事業」は、県より 10 分の 10
の交付を受けて、大藪小学校は「美濃和紙の里会館」、
仁木小学校と輪之内中学校は「岐阜かかみがはら航
空宇宙博物館」の体験学習を行う。
今年度参加しない学校や、各学校で行き先が違っ
ているのは、各学校からの要望に基づいた結果であ
り、今後も積極的に実施していきたい。
理科備品の購入については、福束小学校 48 万円、
仁木小学校 34 万円、輪之内中学校 131 万円で、人
体模型、顕微鏡、真空計、気圧計等々の理科備品を
購入しようとするもの。なお、この事業は国の２分
の１の補助金を活用するもので県の補助はない。

国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）
住民課

退職被保険者等にかかる保険給付費の療養諸費と
高額療養費の負担金に不足が見込まれることから、
それぞれ増額補正するもの。その財源は全て県支出
金。
国保電算システムの改修は、国保制度の県化に伴
うもので、その財源は前年度の繰越金で充当するた
め、歳入の繰越金に 27 万円を追加補正するもの。
なお、当初予算の繰越金は科目設定の１千円のみ
で、補正後の予算額は 27 万１千円となるが、前年
度決算における繰越金は 3,756 万１千円。その留保
されている繰越金や基金の使用用途及び必要額につ

文教厚生常任委員会

いては、平成 30 年度から国保制度改正されたばか
りであり、現在検討中。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について
福祉課

今回の改正は厚労省例で定める基準が改正された
ことに伴う改正で、その主な内容は教諭となる資格
を有する者の既定の書きぶりの変更や放課後児童支
援員資格等についての改正。
「放課後児童健全育成事業」とは当町では教育委
員会が主管する「留守家庭児童教室」が該当。
今回の条例改正で、支援員の資格要件が緩和され
ることになるがその理由は、支援員の人材不足に対
応するものではないかと推測している。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて
福祉課

この条例改正は国の基準が一部改正されたことに
より改正するもの。
家庭的保育事業等とは家庭的保育事業の他に小規
模保育事業、居宅訪問型保育事業など。
家庭的保育事業は０歳から３歳未満の児童を預か
る事業で、定員が１名から５名のもの。小規模保育
事業は、家庭的保育事業と同じく、０歳から３歳未
満の児童を預かる事業で、定員が６名から 19 名の
もの。居宅訪問型保育事業は、障がいや疾病の理由
により集団保育が困難な児童などに対し、児童の居
宅で１対１の保育を行うもの。
家庭的保育事業等は岐阜市や高山市、多治見市な
どで実施例はあるが、当町では、事業の対象となる
０歳から３歳未満の児童はいるが、町のこども園で
対応しているため、こども園以外の保育を必要とす
る児童はいない。
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決算特別委員会
委 員 長

髙橋

愛子

副委員長

小寺

強

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

上野

賢二

Ａ

各担当課より、総務課への依頼があり次第、随
時ホームページの更新を行っており、今後も町民
の方が見やすいホームページの運用に努める。
Ｑ 町有財産使用料の各営農組合の面積と契約方法
は、どのようになっているのか。
Ａ 海松新田営農組合が、663 ㎡、本郷営農組合が、
2,075 ㎡の面積で、農業委員会が示している賃借
料の基準に基づき、契約している。
Ｑ 今後の町有財産の有効利用をどのように考えて
いるのか。
Ａ 今後の行財政改革を検討する中で、町の行政財
産として、将来的に一番有効な方法を模索してい
く。

危機管理課

Ｑ

決算特別委員会

平成29年度 一般会計歳入歳出決算
議会事務局

Ｑ

議長交際費について、不用額がでているが、従
前からの型にはまった支出ばかりでなく、幅をも
たせて支出をし、議長の活動範囲を広げることも
必要ではないか。
Ａ いたずらに支出を抑えているわけではなく、内
容を考慮したうえで、公に説明できるものを、適
正に支出している。

総務課

Ｑ

町有財産使用料の中で、平成 28 年度の半分の
使用料になっている利用者があるが、何故か。
Ａ 平成 28 年度は、27 年度と 28 年度の２ヶ年度
分の収入であり、町有地の使用面積に変更はない。
Ｑ 光熱水費の内訳は、どのようであるのか。
Ａ 電気代が、440 万 1,631 円、水道代が、14 万 3,530
円、ガス代が、6 万 5,362 円である。
Ｑ 町有施設全体での電気使用料等の経費削減に向
けた検討を行っているのか。
Ａ 町有施設を全体的に捉え、有利な情報があれば、
その調査・研究を行い、導入するという方向性も
考えている。
Ｑ ホームページの更新が遅いのではないのか。
ホームページの構成や、その内容について、検討
を願いたい。

各区にある消防ホースの購入に対する補助はあ
るのか。
Ａ 補助事業はないが、消防団の消防ホースを更新
する際に発生する使用済みホースを各区からの要
望により提供している。
Ｑ 防災士の資格を取得した町民と町職員の人数の
内訳は、何名か。
Ａ 町民 75 名、町職員 95 名で、合計は 170 名である。
Ｑ 防災士には、義務と権限はあるのか。
Ａ 防災士の資格は民間資格であり、義務や権限は
なく、自発的な防災活動に取り組んでいただくこ
とが、基本である。
Ｑ 戸別受信機の普及率はどうなっているのか。
Ａ ９月５日現在で 2,242 台を貸出しており、普及
率は 68% である。

経営戦略課

Ｑ

購入したプラネットプラザ内の土地の単価はい
くらか。
Ａ 1,000 平方メートル当たり 700 万円で購入した。
Ｑ インナービューティーダイエット＆農業コラボ
事業について、将来的には無農薬野菜の認証を取
得する予定なのか。
Ａ 畑の土壌が変わるのに３年はかかるといわれて
おり、現段階で認証を取得することは難しいが、
最終的に認証を取得し、安全で安心な野菜という
付加価値を付け、販路を広げていきたいというの
がインナービューティーダイエット＆農業コラボ
実行委員会の委員さんの意向であるので、今後検
討していく。
Ｑ 当該事業について、インナービューティーダイ
エット協会のみに出荷しているのか。
Ａ 名古屋市にある「オアシス 21」にも出荷して
いる。
Ｑ 当該事業について、出荷した野菜は何種類か。
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Ａ

平成 29 年度は 77 種類の野菜を作付けし出荷し
た。
Ｑ 当該事業について、この事業は今後も継続して
いくのか。
Ａ この事業は、３年目になるが、今後も続けても
らいたいと考えている。
Ｑ 輪之内カレンダーは毎年作成しているのか。
Ａ 毎年、輪之内町を PR できるカレンダーを作成
し、国や県などの公共機関に配付しており、平成
29 年度は、丸毛兼利のイラストを描いたものを
カレンダーにした。
Ｑ 普通交付税が減額になった要因は何か。
Ａ 前年度と比較して基準財政収入額も需要額も増
額となったが、需要額の伸びよりも収入額の伸び
が大きかったため減額になった。
Ｑ 普通交付税で基準財政収入額が伸びた要因は町
税の収入増によるものか。
Ａ そのとおりである。
Ｑ まちづくり創生アイデア募集事業は決算説明書
に記載していないが、実施しなかったのか。
Ａ 事業は実施したが、アイデアの応募が１件しか
なく、応募のあったアイデアについて、輪之内町
総合戦略推進委員会で採択するか検討した結果、
不採択となったため、予算は不執行となった。
Ｑ まちづくり創生塾講演会についても決算説明書
に記載していないが、実施しなかったのか。
Ａ 平成 28 年度は、18 歳以上 30 歳未満の方を募
集し、応募があった男性５名で講演会形式ではな
く、ディスカッション形式で地域活性化等につい
て議論し、町に提言を頂いた。
18 歳以上 30 歳未満の方を募集したが、応募があっ
たのは男性５名であった。
平成 29 年度は女性をターゲットにしようと、18
歳以上 30 歳未満の女性を募集したが、応募がな
かったため、予算は不執行となった。
委員から小中学生からもアイデアを募集する
ことにより、輪之内町に関心を持つことで郷土
愛が育まれ、その児童・生徒たちが大人になっ
た時に、その時の行政に携わった経験が、今後、
行政への関心につながると思われるので、今後、
一考したらどうかとの提言がありました。
Ｑ 就職・転職フェアの来場者で実際に就職まで
至った人数は何人か。
Ａ 平成 27、28 年度に来場された方は延べ 276 名で、
そのうち、16 名が就職まで至った。
Ｑ 基金に積み立てができるということは、財政的
に余裕があるのではないか。
Ａ 平成 29 年度末の基金残高は全会計の合計で 23
億 787 万 5 千円、それに対して借入金の合計残高
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は 73 億 4 千円であり、余裕があるとはいえないが、
余裕がなくても実施しなければいけない事業はあ
るので、事業を取捨選択し、財政指標等も勘案し
ながら財政運営していきたい。
Ｑ 下水道事業債の借入金を除けば財政に余裕があ
るように思えるがどうか。
Ａ 借入金残高 37 億 8,393 万 5 千円に対して基金
残高は 3,303 万円しかなく、基金にお金がなけれ
ば一般会計から下水道事業会計に継続的に繰り入
れることを視野に入れなければならないので、中
長期的に見れば、一般会計に余裕があるとはいえ
ない。
委員からその他、町のマスコットキャラクター
や、歌など過去からのものを一元管理してその活
用方法を見直してはどうかとの提言がありました。

税務課

Ｑ
Ａ

町民一人当たりの所得は増えているのか。
一人当たりの所得は、把握できないが、一人当
たりの税額については、平成 29 年度は平成 28 年
度と同額の８万７千円であるため、所得も横ばい
で変わらない。
Ｑ 催告書、警告書の件数が増加しているのは、悪
質な滞納者が増えているのか。
Ａ 悪質かどうかは判断できないが、滞納者に対し
ては聞き取り調査、預金調査、必要があれば差押
え等を行い対応している。
Ｑ 不納欠損の増減はどうか。
Ａ 平成 28 年度と比較して、平成 29 年度は８人増、
65 万 4 千円増である。
Ｑ 雑種地の評価は宅地並か。
Ａ 資材置場や未舗装の駐車場は宅地評価額の８
割、太陽光は６割等利用状況により宅地の比準割
合を定めている。
Ｑ 土地評価は何を根拠に定めているか。
Ａ 毎年１月１日を基準日として、町の土地評価事
務取扱要領により現況で評価している。雑種地評
価については、平成 30 年評価替の年に詳細を定
めた。
Ｑ 土地の評価に不服がある場合はいつまでに審査
請求できるか。
Ａ 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して
３か月以内に審査の申出をすることができる。

住民課

Ｑ
Ａ

デマンドバスの運行費補助金額はいくらか。
自主運行バス運行費補助金 2,818 万 8 千円のう
ち 1,354 万 8,367 円。
Ｑ 地域間幹線系統確保維持費補助金とは何か。
Ａ 輪之内線に係る運行費に対するもの。
Ｑ グラウンドワーク輪之内の行っている事業とは
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何か。
年２回の大榑川清掃やビオトープの管理、ふれ
あいフェスタに出店しているなど。
Ｑ 公害防止協定の中に水質検査の報告義務は行う
ようにしているのか。
Ａ 行うようにしている。
Ｑ 環境学習とはどのような内容か。
Ａ 小学生が対象で、小学校の近くの水路で生物を
採取し、生物の生態について岐阜大学の伊藤准教
授より講義を受ける。
Ｑ 今年度の地域協働水質改善協議会の主な内容は
どのようなものか。
Ａ 一般住民を対象とした環境学習を行う予定であ
る。
Ｑ エコパークで回収したものの内訳は何か。
Ａ 紙類、ペットボトル、ビン、カンなど。
Ｑ 一般廃棄物収集運搬委託料 1,545 万 4 千円の算
出根拠は、また随意契約の理由は何か。
Ａ 算出根拠は運転手費と作業員費と車両費を足し
て日数で掛けた額である。
随意契約の理由は、町内の業者であり 30 年来の
経験がある、また集積場の位置や分別方法などを
熟知しているなどが理由である。
Ａ

福祉課

Ｑ
Ａ

広域入所の利用人数と、その委託先はどこか。
29 年度は 4 名が利用しており、海津市の庭田
保育園が２名、養老町の池辺保育園が１名、一宮
市のあんず保育所が１名。
Ｑ こども園に保育教諭は何人いるのか。
Ａ 正規保育教諭は 25 人で、そのうち育児休業中
の者が 2 人いる。合わせて、臨時保育教諭が 29
人いる。
Ｑ また、保育教諭は必要人数を満たしているのか。
Ａ 0 歳児の場合は園児 3 人に対して保育教諭 1 人
というように、園児の年齢と人数に応じて配置す
る保育教諭の人数が定められており、その配置基
準は満たしている。
Ｑ 西濃清風園の入所には、どのような条件がある
のか。
Ａ 病気が無く、介護を必要としない自立した生活
を送ることができる 65 歳以上の高齢者で、かつ、
低所得者などの条件がある。
Ｑ デマンドバス運行費補助金とは、どのような補
助金なのか。
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 歳以上の方はバス会社か
ら 500 円で購入していただく。残りの 500 円分を
町からバス会社に補填する形の補助金。
Ｑ 老人クラブの団体数は、どれだけあるのか。

Ａ

平成 28 年度は 20 団体であったが、1 クラブが
休止となったため、平成 29 年度は 19 団体になっ
た。
Ｑ 老人クラブから休止の申し出があった時に、理
由などを聞いているか。
Ａ 会長のなり手が無く、代表者が決まらなかった
ため休止になったと聞いている。

産業課

Ｑ

街路灯の新設数と合計本数は何基あるのか、ま
たそれは商工会で管理しているのか。
Ａ 新設は 29 基、合計で 571 基となった。 全て商
工会で管理すべく各区から商工会へ移す手続き中
である。
Ｑ 多面的機能支払交付金事業では農地の維持補修
に関することにもっと活用して欲しい。
Ａ 平成 30 年度より畦畔維持管理に関して別事業
を考えている。
Ｑ ホッとステーションわのうちの運営に必要な支
出金額はいくらか。
Ａ サロン等の運営委託料として町社会福祉協議会
に 490 万 4 千円、店舗使用料として所有会社に
149 万 6 千円、光熱水費等として 58 万 3 千円支
出している。
Ｑ 機構集積協力金の内訳はどのようになっている
のか。
Ａ 地域集積協力金を 3 法人に 1,567 万円、経営転
換協力金を 34 人に 1,142 万 1 千円、耕作者協力
金を 19 人に 124 万 3 千円交付した。
地域集積協力金の積算は、10a あたり５万円に新
規集積率を乗じた額。

土地改良課

Ｑ

耕作条件改善事業について、どのような地区が
該当するのか。中郷新田地区は該当するのか。
Ａ 農地中間管理機構を活用すれば、ほ場整備の実
施の有無は問わない。中郷新田地区は、土地改良
中期計画に挙げてあるので、県に採択されれば実
施される。
Ｑ 再ほ場整備事業で地元負担があるのか。
Ａ 農地の集積率に応じて最大で 12.5％の国・県の
補助があるので実質地元負担はなくなる。
Ｑ 四郷南部地区では均平化とほ場整備が実施でき
るのか。
Ａ 制度上、両事業実施できるが、四郷南部地区に
ついては、再ほ場整備事業のみ要望している。
委員からほ場整備後の管理を考え、町内のほ
場整備実施済みの地区の事例も参考に今後の計
画を立ててほしいとの提言がありました。

建設課

Ｑ

各区からの建設要望に対する実施割合はどの程
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度か。また未実施に対する区への回答はしている
か。
Ａ 平成 29 年度末で約 7％の実施率で、未実施に
対する回答は問い合わせがあった場合は回答して
いる。

教育委員会

Ｑ

生涯学習事業のコンサートについては、チケッ
ト収入が事業費の半分しか無いが今後も継続して
いくのか。
Ａ 毎年楽しみにしてみえる方も多く、今後も継続
していく予定である。
Ｑ 小学生鹿児島派遣事業については、今後も継続
していくのか、また、特定の学校との交流なのか。
Ａ 鹿児島派遣事業は継続していく、また、交流す
る学校については、鹿児島市と協議のうえ決めて
いく。
Ｑ 輪之内町図書館の蔵書冊数の内訳及び特色はあ
るのか。
Ａ 一般書 59,031 冊、児童書が 28,534 冊あり、利
用者のニーズに応じて図書を選定し、町民にとっ
て利用しやすい図書館を目指している。
Ｑ エレベータ保守点検は必要か。
Ａ 法定点検となっているため必要である。
Ｑ 米飯給食の状況はどのようになっているか。
Ａ 米飯は月水金に実施しており、月の消費量は約
１トンである。
Ｑ 米の購入先を地元の営農組合等から出来ないの
か。
Ａ 学校給食会の単価を下回り、納入方法などの条
件が合えば可能である。

平成29年度 国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算
住民課

Ｑ

実質収支額のうち地方自治法第 233 条の２の
規定による基金繰入額とはどのようなものか。
Ａ 地方自治法第 233 条の２の規定は、各会計年度
において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の
歳入に編入しなければならないが、ただし、条例
の定めるところにより剰余金の全部又は一部を翌
年度に繰り越さないで基金に編入することができ
るとなっており、3,000 万円の基金繰入額は町基
金条例第２条の国民健康保険特別会計の事業勘定
において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、
その全部又は一部を積み立てるものとすることを
適用したものである。
Ｑ 地方自治法第 233 条の２の規定による基金繰
入額 3,000 万円の根拠は何か。
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Ａ

実質収支額約 6,700 万円のうち、国の療養給付
費等負担金及び社会保険診療報酬支払基金の療養
給付費交付金の精算返還金約 3,700 万円を差し引
いた額である。
Ｑ 基金はいくらまで積み立てるのか。
Ａ 国民健康保険の新制度が始まったばかりである
ため、他の事例を参考にして適正な基金残高を把
握できるよう努めていく。
反 対 討 論
国からの補助を無視して 6,000 万円の余剰を出し
たが、基金に積むのではなく、所得の低い人のため
に国民健康保険税を下げるべきである。

平成29年度 後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定
福祉課

Ｑ

被保険者のうち、65 歳から 75 歳未満の一定の
障害のある方とは、どのような方なのか。
Ａ 身体障がい者手帳３級以上、精神障がい者手帳
２級以上の方などが該当する。
Ｑ 一定の障害がある場合は、65 歳になると自動
的に後期高齢者医療保険に加入することになるの
か。
Ａ 後期高齢者医療保険に加入する前は、国民健康
保険や社会保険に加入していると思われるが、条
件を満たす場合に、本人からの申請により後期高
齢者医療保険に加入できる。

平成29年度 特定環境保全公共下水道
事業特別会計歳入歳出決算
建設課

Ｑ

浄化センター管理費で、汚泥の処分量と搬出先
はどこか。
Ａ 処分量は約 488 トン、搬入先は大垣市上石津町
の㈱りゅういき。なお、㈱りゅういきでは中間処
理（乾燥）をしている。
Ｑ 利用者が何 % になれば運営していけるのか。
Ａ 約 60 から 70% は必要。
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桜会 ～ 総会・懇談会 開催 ～
さる、８月６日（月）、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 議長と町長の代理として荒川 浩
参事が来賓として出席し、平成 30 年度事業報告・収支
決算報告、平成 30 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、荒川参事から平成 30 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われました。

輪之内町・安八町議会 議員交流会 開催
さる、８月７日（火）、輪之内町役場 ３階 協議会室にて、
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、輪之内町からは「安
八スマートインターチェンジ供用開始に伴う輪之内町のま
ちづくり」、「防災対策の取り組みについて」の説明があり、安八町からは「安八スマートイ
ンターチェンジ建設事業について」の現状や事業概要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、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。

輪之内体育センター大規模改修工事特別委員会
現場視察
輪之内体育センター大規模改修工事特別委員会（小寺
強 委員長 ) は、９月 14 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。
最初に施工業者より全体実施工程の説明があり、その後
に現地へ赴き、施工前の体育センターの状況について、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、「内部壁の施工方法」「屋根材の材質」等について質問や意見があり、担当課
及び設計監理業者より全体実施工程表等の資料に基づき、説明がありました。
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議 会 活 動 日 誌
《７月》
９日

大垣消防組合議会臨時会
大垣消防組合議会臨時会全員協議会
10日 輪之内町防災会議
11日 広報編集委員会
17日 西南濃町村議会議長会
18日 全員協議会
輪之内体育センター大規模改修工事
特別委員会
19日 主要地方道羽島養老戦改良促進期成
同盟会平成30年度理事会
20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
監査委員研修
23日 安八郡広域連合監査
決算審査
24日 決算審査
26日 決算審査
27日 例月出納検査
30日～８月２日
西南濃町村議会議長会県外研修

《８月》
４日
６日
７日
21日
23日
24日
27日
28日
29日

30日

輪之内町納涼ふるさとまつり
あすわ苑夏まつり
桜会総会
輪之内町・安八町議会議員交流会
議会運営委員会
全員協議会
木曽川・長良川新架橋促進協議会総会
薩摩義士慰霊祭
岐阜県町村議会議長会第２回評議委員会
ふれあいフェスタ実行委員会
市町村議会議員セミナー
農業振興地域整備促進協議会
例月出納検査
岐阜県国民健康保険運営協議会会長連絡
協議会
安八郡広域連合決算審査

《９月》
２日
４日
５日

防災訓練
第３回定例町議会（初日）
全員協議会
岐阜県共同募金会輪之内分会役員会

６日
７日
10日
11日
14日

16日
23日
25日
26日
27日
28日

決算特別委員会
決算特別委員会
文教厚生常任委員会
総務産業建設常任委員会
第３回定例町議会（最終日）
全員協議会
輪之内体育センター大規模改修工事
特別委員会
輪之内中学校体育祭
敬老祝賀会
各小学校運動会
あすわ苑敬老会
大垣消防組合北消防署赤坂分署竣工式
安八郡戦没者追悼法会
例月出納検査
西南濃管内町議会議員研修会及び合同
交流会

▼編集後記
はじめに、台風 21 号および北海道胆振東部地震
により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上
げますとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り
申し上げます。
「わのうち議会だより」120 号をお届けします。
11 月の上旬、季節としてはまだまだ紅葉シーズ
ン真っ只中で秋の印象が強い時期ですが、少しずつ
冬の気配を感じ始める頃です。
11 月 7 日は、冬の始まりの日「立冬」ですが、
季節の変わり目で寒暖差も大きくなるため、一年の
内で最も体調を崩しやすい時期とされています。そ
のため、十分な休息と栄養を取り、冬を乗り越える
ための準備をする期間とも言われています。しょう
が・とうがらし・かぶ・かぼちゃ・ねぎ・にんにく・
牛肉・ごぼう・くるみなど、体を温める効果がある
食材をうまく取り入れつつ、体調管理をしっかりし
て冬に備えたいものです。
輪之内町議会は、議員一人ひとりが、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ってお
りますので、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 北島
登
委
員 森島 正司

副委員長
委
員

森島
小寺

光明
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。

