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２０19 年

平成 31 年度

3月定例議会

一般会計

4日～15日

44億円

決まる

平成31年第１回定例町議会が４日開かれ、会期を15日までの12
日間と決めた後、17議案が上程された。教育委員会教育長の任命
につき同意を求めることについてなど人事案件、条例などを含む６
議案を可決、総額44億8,600万円の平成31年度一般会計予算等12
件を各常任委員会に付託し散会した。
議案の内訳は、人事案件１件、補正予算６件、新年度予算６件、
条例の改正４件、その他１件です。
最終日は３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年度補正予算、平成31年度一般会計予算の12議案を可決
し当日上程された選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行い、閉
会した。

輪之内町予算の概要
■ 基本方針と概略

田中

政治

議長

町税全体で 2,941 万円増額を見込んでいる。また、
国・県支出金、地方交付税も増額になる見込みで

平成 31 年度予算は、財政に関する諸比率の動

いるが、地方債では普通交付税の振替措置である

向の把握と予測を的確に行うと同時に、財源とい

臨時財政対策債を国の地方財政計画に基づき、減

うフィルターを通して、次の諸計画等の推進と調

額を見込んでいる。その他、交付金等を考量し、

整を行いながら、自立・自律・計画的な行財政運

基金からの繰入れと町債（事業債）の発行で財源

営を推進する予算編成になっている。

を確保した予算になっている。

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 31 年度の予算規模は、総額 64 億 1,000 万
円である。
一般会計予算では、44 億 8,600 万円（対前年度
3 億 4,300 万円の増額）を計上し、各分野でのソ

歳出では、福束小学校の大規模改修工事及び太
陽光発電設備設置工事、避難所 Wi-Fi 環境整備事
業等、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、
道路網等インフラ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
づく予算編成となっており、総合計では、２億
1,400 万円増の 64 億 1,000 万円を計上している。

フト事業を重点的に取り組む等、重点施策を実現

以上、現下の厳しい財政状況が常態化する可能

するために必要な事業へは積極的に予算を配分し

性が高いことを認識し、新たな財源の確保や限ら

ている。

れた財源を有効活用する視点に立ったものになっ

歳入では、町民税と固定資産税の増収を見込み、

ている。
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■ 重点施策

■ 主要事業

① もっと！安全・安心・快適な輪之内に

＊１～６の区分は、第五次総合計画に掲げる基本

・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

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

「福束小学校太陽光発電設備設置事業」

ワークの整備

再生可能エネルギー利用の一環として、福束

・ふるさとの自然保護と良好な生活環境の保全

小学校に太陽光発電設備を設置し、平時は発電
した電力により小学校光熱費の一部を賄うこと

など

② もっと！地域情報化の推進を

で光熱費の削減を図り、また、災害時は避難所
となるため、最低限の電力が確保できるようあ

・輪之内光ケーブル網による迅速な情報提供の

わせて蓄電池も設置する。

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

２

安全・安心なまちづくり

「避難所 Wi-Fi 環境整備事業」

③ もっと！みんなが働きやすいまちづくりを

避難所に指定している施設（14 施設）及び

・国、県と連携した新たな企業誘致の推進

役場本庁舎に Wi-Fi を設置し、災害等の非常時

・雇用の確保 など

にインターネット等を使用できるように環境を

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

整備する。
「特設公衆電話設備整備事業」
災害発生等により避難所へ避難した場合や通

・高校生世代までの医療費無料化の継続

信設備が影響を受けて通話ができなくなった場

・介護の必要な高齢者、ひとり暮らし高齢者支

合に備えて、指定避難所に特設公衆電話設備（電

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

話回線、電話機等）を整備する。
「ブロック塀撤去助成金交付事業」
地震等災害によるブロック塀の倒壊事故被害

・教育施設整備の推進

を防止するため、撤去費用の一部を助成し、安

・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

全なまちづくりに努める。
「中学生防災士育成事業」
災害時に、避難・救助・支援活動のできる中

・公共事業の仕分けによる次世代負担の軽減

学生防災士を育成するため、防災教育の一環と

など

⑦ もっと！効率的な広域行政を

して、自助・共助・協働の基本を学びながら、
南海トラフ地震等にも備え、災害に対する基本

・広域基幹バスの機能強化、デマンドバスの利

知識の習得を図る。

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

３

みんなが元気で働けるまちづくり

「丸毛兼利ＰＲ事業」

⑧ もっと！住民本位の町政を

輪之内町の福束城を居城とした武将「丸毛兼
利」の認知度を高めるため、アニメーション（前

・住民サービス向上のための役場窓口の時間延

編）の製作や第２回丸毛サミットを開催する。

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

４

もっと温もりのある支え合いのまちづくり

「高校生バス定期券購入支援事業」
高校生を対象に購入したバスの定期券の一部
を助成し、高校生の子どもを持つ世帯の経済的
負担を軽減するとともに、町内路線バスの利用
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５

者の増加を目指す。
「フレイル予防対策（拡充）事業」

生涯いきいきと学習のできるまちづくり

「福束小学校大規模改修事業」

リハビリテーション専門職による専門的支援

福束小学校の校舎が築 40 年を経過し老朽化

を受けながら、「フレイル」に着目した地域で

が進んでおり、施設を改善し教育環境を整備す

行う介護予防活動を強力に推進し、フレイル予

るため全面改修する。

防対策として開発したご当地体操について、専
門職から根拠と効果を示しながら、高齢者の方
が気楽に楽しく身体を動かすことができるご当
地体操として、地域住民へ普及拡大を図る。
「３歳児健診（屈折検査機器の導入）事業」
子どもの視力機能は６歳までにほぼ完成され
ることから、強い屈折異常（遠視、近視、乱視）

６

豊かで安定した経営ができるまちづくり

「定住化促進調査事業」
町内在勤者に町内に引き続き居住してもらう
ため、町内企業で勤務される方を対象に意向調
査を実施し、入居者の「住」に対する考え方を
把握することで、今後の町外への流出を防ぐ施
策等を検討する際の一助とする。

や斜視を早期に発見し、治療につなげるため、
屈折検査機器を導入する。

■ 予算の規模
平成 31 年度予算は、一般会計 44 億 8,600 万円、特別会計 17 億 1,600 万円、企業会計 2 億 800 万円、
総額 64 億 1,000 万円で、前年度予算に対して 2 億 1,400 万円、3.45％の増額になっている。
（単位：千円、％）

31 － 30 比較

31 年 度
予 算 額

30 年 度
予 算 額

29 年 度
予 算 額

増減額

一般会計

4,486,000

4,143,000

3,942,000

343,000

8.28

特別会計

1,716,000

1,810,000

1,964,000

△ 94,000

△ 5.19

企業会計

208,000

243,000

270,000

△ 35,000

△ 14.40

6,410,000

6,196,000

6,176,000

214,000

3.45

会

合

計

計

教育長の任命同意
教育委員会教育長に

箕浦
任期

靖男氏（73歳）

2019 年４月１日～ 2022 年 3 月 31 日

増減率
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補正予算
平成 30 年度 一般会計補正予算（第５号）

１億 7,107 万７千円減額
各課それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い、主に主要額を計上するもの。
平成 30 年度 国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）1,656 万２千円追加
退職者医療交付金の超過分の返還金を計上したもの。

平成 30 年度 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
保険料等負担金の増額によるもの。

243 万４千円追加

 142 万７千円減額
平成 30 年度 児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）
各課それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い、主に主要額を計上するもの。

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３号）

3,816 万４千円減額

工事請負費の請負差金や浄化センター管理費の不要額を計上したもの。

条例の改正
輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
民間労働法制における時間外労働の上限規制等の導入、国家公務員の超過勤務命令の上限措置等
を踏まえ、地方公務員法第 24 条第４項に基づき、所要の措置を講ずるべく改正するもの。
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訂に合わせた期末手当の支給月数を改正するもの。
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に
よる災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に基づく同法施行令の一部を改正する政令によ
り、この条例にて同施行令を引用する条項の整合性を図るため、所要の措置を講ずるべく改正する
もの。

認

定

町道路線の認定について
道路工事に伴う路線の変更及び追加をするものであり、松内の町道２路線（町道 33852 号線と町
道 33853 号線）は現在、新規認定は無いものの、今後において、ラウンドアバウト（環状交差点）
の工事を 31 年度以降に予定していることによるもの。
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一般質問

（原文掲載）

上野賢二議員の質問
１．ゴールデンウイーク10連休
の対応について
今年のゴールデンウイークは４月 30 日の天皇
陛下の譲位に伴い、皇太子さまが即位され、改元
される５月１日を今年限り祝日とする法案が成立

上野賢二議員

し、祝日に挟まれた日を国民の休日とする祝日法
により、４月 27 日の土曜日から５月６日の振替

数の確保が困難な場合は、夏休みなど長期休暇の

休日までの 10 連休となります。異例の長期休暇

一部を授業日に振り替えることで対応する。一般

に歓迎する声が挙がる一方、ある調査によると嬉

家庭ごみは各自治体の判断で収集されているが、

しくないと思う人も半数程度あり、暦通り休める

10 連休でも適切な対応が取られるよう状況把握

人は約３割という結果も出ております。この 10

や周知を行うなどとあります。しかし、この政府

連休に行政機関・保育施設や医療機関などの休業、

の対処方針は自治体や関係機関への要請が基本に

新年度を迎えた直後の生徒の心身への影響、交通

なっているため、ほぼ丸投げ状態であり、自治体

機関の大混雑・宿泊施設の不足、連休中に仕事が

や関係機関の工夫や判断が問われることになりそ

多忙になる人の長時間労働、時給制・日給制で働

うです。

く人の収入減など国民生活への多くの影響が懸念
されています。
政府は国民生活に影響が出る事態を避けるた

そこで質問いたします。ゴールデンウイーク
10 連休に向けて、本町における役場各窓口・町
施設運営業務、ごみ収集などの行政サービス、子

め、２月 25 日対処方針を発表し、各府省庁はこ

ども園の休日保育、小中学校の授業時間数の確保、

の対処方針を基本として順次更新し、10 連休対

緊急事態発生時の職員参集体制等々、対応策を準

応に万全を期すとしています。対処方針によると、

備されているのか。中でも子ども園の休みは３連

保育確保するため、10 連休に限って国が補助を

休でも大騒ぎなのに休めない働く親にとってはま

加算する制度を創設するほか、ニーズの把握、受

さに 10 連苦となり大問題であります。例年であ

入れ数拡充、住民への情報提供を各自治体に要請

れば平日である４月 30 日から５月２日は開園す

する。医療機関では救急対応や外来患者の受入れ

るとかの対処が必要ではないでしょうか。また、

など必要な体制が取られていることを都道府県を

対応策を早めに住民に対して十分な周知を図る必

通じて住民に周知する。電気・ガス・水道などの

要があると考えます。

ライフラインの安定供給の支障が生じないよう関
係事業者に依頼する。金融機関では連休前後の平
日に集中する事務を円滑に処理するための人員確
保を各機関に要請する。小・中・高校の授業時間
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町長答弁
議員ご指摘のように、この 10 連休については、
働き方改革の一環で歓迎する声が挙がる一方で国
民生活に対して多くの影響が及ぶのではと懸念さ
れております。
質問中、具体の事項について触れられておりま
すので、当町での準備を含めたその対応について
順次お答えします。
まず、一番懸念されております「こども園の休
日保育対応」についてお答えいたします。
いわずもがなではありますが、こども園では、保
護者の就労と子育ての両立・支援を目的として、児
童に対して教育・保育サービスを提供しています。

木野町長
規定のとおり、祝日の翌日のため閉館日とする以
外、通常どおり開館いたします。
体育諸施設等の利用については、休日前に予約
を採って頂ければ利用できます。

ゴールデンウィーク 10 連休中も飲食店や大規

次に、役場の窓口の対応ですが、あえて特別に

模小売店、その他サービス業などは、通常時と同

窓口を開ける予定は無く、通常の休日対応と同じ

じように営業をされ、従業員としてそこに携わる

く宿日直者による対応を考えております。

保護者の方々もその中には少なからずいらっしゃ
ることと思います。
従いまして、保育ニーズは有るという認識のも

また、事案によって宿日直者では対応出来ない
ときには、その事案の担当所管課に連絡を取り、
速やかに対応できるよう徹底して参ります。

と、保護者のニーズに少しでもお応えするべく、

また、ごみの収集業務については、通常の収集

10 連休初日の４月 27 日（土）は通常どおり土曜

曜日と同じく、４月 29 日（月）、５月３日（金）、

日保育を行い、加えて、追加休日となった４月

５月６日（月）の振替として５月７日（火）に可

30 日（火）と、５月２日（木）についても保育

燃ごみの収集業務を行います。

を行うことを予定しております。
なお、保護者への周知については、４月に入り
ましたら手紙等により保護者にご案内をし、希望
調査を行って参ります。

その他、各医療機関の開設状況については、年末
年始の例にならい広報紙などで周知して参ります。
最後に、緊急事態発生時の職員参集体制は、既
に参集基準が定められており、その基準により職

次に、教育関連ですが、小中学校の授業時間数

員が休日・夜間にかかわらず、参集することとなっ

については、この 10 連休を見込んで授業計画が

ております。毎年４月の定期異動後に、地域防災

策定されており、事業時間数としては確保できて

計画で定められた各部での防災体制に対する打合

いる状況でございます。

せをしており、今回も 10 連休中の対応を含めて

また、緊急事態発生時の連絡体制については、

確認・徹底を図って参ります。なお、消防団にお

夏季休暇中や年末年始の学校閉庁日の対応と同様

きましても、同様に緊急事態発生時の招集体制が

の連絡体制を整えております。

整えられております。10 連休前の消防団、定例

次に、留守家庭児童教室については、条例施行
規則により、国民の祝日にあたる日は休業日と定
められていることから学校休業日は開室しない予
定です。
次に各種施設の予定ですが、町立図書館の利用
については、４月 30 日（火）、５月７日（火）に、

役員会にて、今一度、招集体制に対する確認を、
改めて実施する予定であると聞いております。
な お、 こ れ ら の 準 備 を 含 め た 対 応 に つ い て
は、広報紙、町ホームページ、ケーブルテレビの
12ch などの広報媒体を通じて町民の皆様にお知
らせさせて頂きます。
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古田東一議員の質問
１．平成よさようなら、住民投票条例を
平成 31 年（西暦 2019 年）最後の 3 月議会での
発言機会を得て質問いたします。木野町政は、12
年の長期に亘り、無難に過ぎようとしております。
以前、5 期も勤めている人もいると自身たっぷり
に答えられたことがありました。
私は「歴代町長念願の薩摩洗堰史跡公園計画」
を潰した「冥町長」だと、後世に名を残すと悪態
をつき、反省をしているところであります。
その後の木野町政施策を研修してみますと、よ
い面も見つかってきました。
後の質問でも出てきますが、一つは、ほ場整備
の全体計画の進め方であり、全体計画を早期に完
成させて、後世に名町長と語り継がれるかの境目
であります。
福束大橋渋滞緩和策は、一朝一タに出来ないこ
とは、私は、百も承知しておりますが、「早期に
解決」と公約に掲げられて有りましたので、質問
を重ねていた次第であります。
昨年 12 月に、次期町長選出馬を表明されまし
たが、今議会での概要では、総花的で、今ひとつ
ピンと来るものがありません。もっと、具体的に、
主になる政策の内容を町民にお示し下さい。

町長答弁
まず、住民投票条例に関しては、まちづくり基
本条例の第八章に規定を設けております。
その内容としては、第十九条で、「町長は、町
民の生活に影響を及ぼす重要な施策の決定及び変
更について、広く町民の意思を直接問う必要があ
ると判断した場合は、住民投票を実施することが
できる。」
第２項では、
「住民投票を実施する場合におい
て、町長は、住民投票の目的を事前に明らかにし、
その投票結果を尊重しなければならない。
第３項では、
「住民投票の実施に関する手続き
その他必要な事項は、それぞれの案件に応じ別に
条例で定めなければならない。」と規定しており
ます。
つまり、住民投票を実施する場合には、住民投
票の目的を事前に明らかにし、住民投票の実施に

古田東一議員
輪之内町では、新元号変わり目の 5 月に、日本
初の自治体（町）選挙区になる可能性があります
が、新聞各社の報道では、輪之内町長選挙は無投
票になるのでは、と報道されており、木野町政も
長く続く可能性があります。
選択肢（無投票）のない選挙になると、信任に
は違いありませんが、反対町民の意志表示割合が
結果に現われません。住民意志の証しとして、
「賛
成」
「反対」
「どちらでもなし」の沖縄県民方式の、
3 択の結果の出る、「輪之内町住民投票」を行い、
民意を図ることのシステムを取り入れ、条例の改
正を創設してはどうか。
7 月には参議院選挙もあり、併せて投票を実施
すれば経費も全くかかりません。全国的に無投票
で選ばれる首長が多い中、問題提起も含めての質
問であります。
関する手続きその他必要な事項は、それぞれの案
件に応じ別に条例で定めなければならないとして
おります。
これは、単に機械的に住民投票条例の仕組みを
制定すれば、恣意的に利用され（する）かねない
ことを懸念したもので、本町では、「真に住民の
真意を問う」べき案件についてのみ別に条例で定
めて実施する仕組みとしております。
議員提案の町長選挙が無投票であった場合の住
民投票の実施については、その意図されている内
容について案件として取り上げることは、ちょっ
と違和感を覚えるところでございます。
といいますのは、今回予定されております「町
長選挙」については、選挙戦になるのか無投票に
なるのか含めて、住民の皆様方の真意を問う機会
と捉えておりますので、議員ご提案の「もし無投
票に終わった場合のその後の住民投票の実施」に
ついては、考えておりません。
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２．四郷南部ほ場整備の進行についてほか
以前、四郷南部ほ場整備計画に、小学校の統合
について、後世を見越して「文教ゾーン」を設け
るようにと、提案いたしましたが、町長の答弁は
「NO」でありました。私は、今でも、将来を見す
えて「文教ゾーン」を設けるべきだと考えていま
す。今一度ご答弁下さい。
本戸に基盤整備完成後の記念碑がありますが、
本戸の記念碑には、表面に、墨痕鮮やかな文字が、

町長答弁
四郷南部地区のほ場整備計画につきましては、
地元要望を受け、平成 31 年４月の地元推進協議
会設立に向けて、準備を進めているところであり
ます。
この計画に、小学校等の統合など将来を見据え
て「文教ゾーン」を設けるべきだとの提案につき
ましては、昨年９月の一般質問で答弁したとおり、
現時点では、目的を文教施設に絞っての用地取得
は考えておりません。
また、ほ場整備地内に非農用地を設けるために
は、輪之内町農業振興地域整備計画や輪之内町都

朱印入りで建立されております。仕事を進めたの
は、町長が１割で残り９割が職員の献身的働きで
完成にいたったのであります。
町長の謙虚さ、配慮が、少し足りないのではと
思われます。
文化祭に掛軸、書画等で出品して下さいません
か。

市計画マスタープランとの整合性を図る必要がご
ざいます。
よって、長期的な視点でまちの将来像を展望し
た上で、地域住民の意向や関係機関内での議論を
深め、ほ場整備による優良農地の確保と有効な土
地利用を図る方針でございます。
なお、本戸地区の整地碑につきましては、平成
22 年度の県営ほ場整備事業完了に伴い県において
建立されたものであり、地元土地改良組合より刻
字を依頼され、事業に携わってこられた方々への
敬意と感謝の気持ちから快くお受けしたものでご
ざいます。

３．記念誌の発刊を
平成 16 ～ 17 年発行の町制 50 周年記念誌「郷
土の輝く先人」の資料を開いていて気付きまし
たが、誤字、脱字（40 箇所）が、余りにも多く、
町が発刊した資料としては、恥ずかしい限りであ
ります。
今議会初日に、教育長の選任（再任）案件が出
され、輪之内町の教職畑で、半生を勤められた、
箕浦教育長が全員一致で承認、再任されました。

町長答弁
これまで、町では、輪之内町史を昭和 56 年５
月に発行、平成８年３月には町制 40 周年記念事
業として、青少年にわかりやすく読みやすい町史
「開けゆく輪之内」、平成 16 年、17 年には町制 50
周年記念事業として「郷土の輝く先人」上・下巻、

新元号を迎えるにあたり、平成年分を加えた、
記念冊子を、再版して頂きたい物であります。
地元で活躍した政治家も数人（件）の記載があ
り、是非共そこに、町長業績の掲載を期待するも
のであります。北の方出の職員が多数在席してお
られますので、点検を蜜にして、平成の町制の変
革、歴史を冊子として今一度、発行してはどうか
と提案をいたします。
「わのうち百景」等を発行してまいりました。
古田議員が読まれた記念誌「郷土の輝く先人」
には、五十名の先人たちの功績が紹介されており
ます。町内のみならず、町外に雄飛され、いろい
ろな分野でふるさとの発展や復興に貢献された
人、また、町外に出向きその地域の人と心を開き、
力を発揮し地域の発展に尽くしふるさとの名声を
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高められた人達であります。
これまで節目になる年に発行してきた記念誌等
は、私たちの祖先が如何にして村を拓き、住みや
すい土地にするためにどのような努力を続けてき
たのか、大昔から現代までの歩み、歴史、生活文
化等をわかりやすく書かれています。また、ふる
さとの民話や写真集等も大切な資料として活用さ
れています。
ちなみに、町制 60 周年記念式典では、町の歩
みを歴代町長の功績とともに映像という形で紹介
をさせていただきました。
現在、進行中である、輪之内町歴史・伝統文化
アーカイブス事業は町の歴史、文化財、伝統文化
等を保存継承し、地域資源として活用し公開でき
るように進めております。
また、教育委員会では、「ふるさと教育」に力
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をいれています。
自分たちの暮らす地域に、どのような歴史があ
り、どのような先人がいたのか、また現在、どの
ような人がいるのか、郷土の歴史を学ぶことが大
切です。
地域の繋がりが薄まりつつある今、郷土の伝統
や文化に対する関心や理解を深め、それを尊重し、
継続・発展させ、受け継ぐ人づくりが今後の課題
であります。
今後も、ふるさと輪之内の歴史、伝統文化を継
承しつつ、これからの輪之内を考える礎となる歴
史資料のホームページでの公開をしてまいりま
す。
ご提案のありました記念誌等の発行につきまし
ては、その掲載内容の吟味とともに発行時期等に
ついても検討をしてまいります。

４．教育長の方針
中学校教育で、防災士の養成が進められ、中学
生の若さで地域に溶け込み、地域の清掃、ボラン
ティア活動等に積極的に参加し、学童の（小学生）
良き先輩としての、活動もあり、中学生の行動は、
町民には、至って、好評であります。
AED が、各個所に設置されるようになり、扱
い方の講習も、時々、各行事で行われるようにな

りました、が、町内は、水場も多く危険な地帯も
あります。交通事故に遭遇する機会もあり「水難
救助、人口呼吸の方法、AED の扱い方」等マス
ターした生徒に、救急救命士と迄は行かないまで
も、町（学校独自）の資格として、中学生に与え
る、検定教育を取り入れてはどうか。教育長の方
針考え、決意表明をお聞かせ下さい。

教育長答弁
東日本大震災は３月 11 日、発生から８年が経
過しました。警察庁のまとめでは、岩手、宮城、
福島の三県を中心に死者は 15,897 人、行方不明
者は 2,533 人に上るとされています。発生当日の
11 日は午後２時 46 分に合わせて、全国各地で追
悼行事が行われました。
災害は、思いもよらないところで、思いもしな
い形で突然発生します。この震災以降、「地域の
防災力」ということが声高に言われるようになり
ました。
地域の防災力向上のためには、一人一人が防災
のことを考え、安全を確保しなければなりません
が、その実現のためには、防災について十分な意
識と、一定の知識・技能を身につけた者が中心と
なって、地域社会や職場など全体で力を合わせて

箕浦教育長
対策を講じることが必要であります。
このことから、平成 30 年度から中学２年生全
員を対象として防災士養成講座を開催してきまし
た。この講座は、防災教育の一環として行ってい
ます。学習目的は、①自助、共助・協働の基本を
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学ぶこと ②予想される南海トラフ地震等にもそ
なえ、災害に対する基本知識を学ぶこと。③災害
発生時に、避難・救護・支援活動にあたれるよう
にすることです。中学生であることから、自分の
命は自分で守る、そして家族、近所の人達を守る
ことがまず大切なことです。
防災士養成講座は、全部で 31 講座あり、受講
する日数は 11 日間です。学習内容は、「地震の仕
組みと被害」や「ハザードマップの見方」
「避難
所運営と仮設住宅の暮らし」「災害図上訓練（演
習）」「救急救命講習（実習）」もあります。
講座の最後に防災士試験があり、合格者には、
日本防災士機構から認定証が発行されます。古田
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東一議員のおっしゃる救急救命士とまでも言わな
いが、町（学校）独自の検定を取り入れたらどう
かというご意見についてですが、この講座の最後
に認定試験があります。これが検定試験に相当す
るものと考えております。
「災害は忘れた頃にやってくる」と言われます。
私たちは、防災に係わる知識や技能を学んでおく
と、災害に対する意識が高まり、災害が発生した
ときにも、いろいろ学んだ知識などが、きっと役
にたちます。来年度以降も中学２年生の皆さんに
防災士養成講座を受講する機会を設定し、防災士
の育成を図りたいと思います。

５．輪中回廊街道づくり
1982 年に、杉本苑子作で発表された、「狐愁の
岸」が当時、テレビドラマで放映されました。当
時はテレビのあった家庭は数少なく、近所の家に
大勢集まり、視聴させてもらいました。その時の
感動が、私が今の政治に参加した原点であります。
時の権力者の徳川幕府から、薩摩藩の力を弱め
る為に、無理難題をおしつけ、何のゆかりの無い、
遠くはなれた美濃の地に来て、水害に苦しむ、多
くの人々の為に身を殺して、この地帯で河川改修
を無理やりやらされた。しかし、「苦難苦渋に耐
え忍び他人の難儀を救うのに、自己の犠牲を顧み
ない」という崇高な精神で、かかる事業をなしと
げたのであります。それが「薩摩藩士」
「薩摩義士」
であります。
28 年３月議会で「輪中街道づくり」の私の質
問で、当時の「町長答弁」は、町の発信源となり
うるものと受け止めているとのお答えでありまし
た、が、実施は難しいとのお答えでありました。
今回あえて私の考えている案を提案いたします。
隣町のお千代保稲荷には、年間 200 万人の観光
客が訪れているといわれておりますが、お千代保
稲荷の「キャッチフレーズ」は、油揚げを買い供
え、お参りをし、商売繁盛を願うものであります。
その客足を捕らえ、輪之内町に導く手立てを皆
んなで、考えようではありませんか。
そこで私の案は、前記の輪中街道づくりから「輪
中回廊街道づくり」案であります。
輪之内町はご存知の通り、全国でも特異性のあ

る、周囲を堤防で囲まれた輪中地帯であり、南に
（産経課）の努力で、日本一と認定（？）となった、
乙姫像伝説あり、北には中将姫伝説、東に、楡俣
北部基盤整備中の地域に、義母に「孝養を尽くし
たみつ」の物語や、数々の民話や伝説があります。
県道 30 号線や 219 号線沿いには、薩摩義士伝や、
日本一の生産量をほこる、懸崖菊、丸毛兼利伝説
や、輪之内町で開発した徳川御前米、大輪、鵜船
等の、試飲試食、朝市の常設（土、日）会場つく
りや、お土産等の買い物が出来る場所づくりの戦
略を立て、これらを生かした物語をつくり、通過
客を誘引する企画を立てるべきであります。
輪中提を一周（通過だけでも）すると善いこと
が有る（起きる）という、ドラマを作るべきであ
ります。例えば、西回りは健康、東回りは長寿、
中央は金運と、夫々名付け、町内通過中（でも）
バスガイドに案内説明を入れてもらえるように、
関連機関に「アタック」すべきであります。
（手
前みそでありますが、途中「輪中の泉」を汲み、
飲み、輪中を一周（通過）すると、身が清められ、
心身が落ち着き「長寿で健康、輪中の水、輪之内
の水」と、ドラマを創作すべきであります）
先般、安八百梅園が、開園し、21 年目になると、
挨拶がありましたが、輪之内町も 1 ～ 2 ヶ月の長
期間イベントのうてるシステムを考案すべきであ
り、乙姫像の如く、広く全国に発信して、妙案を
探るべきであり「観光課」を設置してはどうか。
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町長答弁
輪之内町の現状をみますと、有名で確実に立ち
寄ってくれるような観光地や施設はございません
が、輪中堤をはじめとした観光資源となり得る魅
力ある様々な場所や特産品はたくさんございま
す。
これらの潜在する観光資源にお出で頂くために
は、輪之内町を目的に来ていただくだけでなく、
近隣市町の観光地や施設等にお越しになった観光
客を誘引する広域的観光施策を実行していくこと
は必要不可欠であると考えます。
例えば、来年度は試験的に「輪中わくわくウォー
キング」を開催する予定で、桜の季節に海津市の
千代保稲荷神社や大榑川沿いの輪中堤を歩くコー
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スやあじさいの季節に本戸輪中堤のあじさいロー
ドから安八町の一部を歩くコースを計画していま
す。
今後も近隣市町とも協力し、西美濃地域全体を
俯瞰しつつ輪之内町への誘客を図るべく取り組ん
で参ります。
議員からは長期間のイベントでありますとか、
観光課の設置についてのご提案を頂きましたが、
まずは今ある資源を様々なツールを活用して全国
に向けて発信するためにできることから進めて参
ると同時に、単発的イベントに終始することなく、
地域振興のために打ち出した各種施策を有機的に
関連付けをしながら展開していくことが必要と考
えております。

６．無題
３月になり、どこの区でも総会が開かれており
ますが、今回各家庭に防災備品用の食材が各戸に、
大量にばらまかれていると椰楡されております。
各戸あたりの配分は、当時の購入価格はいくらか。

町長答弁
各世帯に配布した備蓄用食糧品はアルファ米、
乾パン、ビスケットの３種類で、今回の配布（廃
棄）予定数は、各 6,000 食ずつの 18,000 食であり
ます。これを約 3,300 世帯に配布できるよう調整
しましたので、１世帯あたり計５食（種類の数量
は異なる）の配布となりました。
なお、若干の残数については、3 月 30 日に開催
される千本桜まつりでも配布する予定でおります。
また、当時のそれぞれの税抜き購入価格は、１
食あたりアルファ米が 290 円、乾パンが 140 円、
ビスケットが 140 円であり、合計、税込み金額
3,693,600 円になります。
［H30 アルファ米 8,000 食 2,311,200 円、
乾パン
8,400 食 1,194,480 円、
ビスケット 8,400 食 1,194,480 円
→合 計		
4,700,160 円］
配布時期については、昨年度までは町民運動会
で配布しておりましたが、運動会に参加される方

処分するのに私自身は異存はありませんが、選挙
２ヶ月前の事前運動に当たり違反になるのでは。
選挙がすんでからで良かったのでは。お答え下
さい。
だけではなく、区民の参加が、より多く見込まれ
る総会での配布が好ましいとのご意見をいただき
ました。30 年度分については、各地区等の総会
での配布に変更させていただきました。
非常事態に備え、自助の観点から各家庭におい
て、平時より３日分の食料等を備蓄していただき
たいと、防災訓練等の場でも呼び掛けております。
備蓄用食糧品を配布しているのは、一人でも多く
の方々が、そうした防災意識をもって貰うためで
あり、また、賞味期限前を勘案しつつ、備蓄品を
有効に利用するものであります。
なお、選挙運動との関係については、公職選挙
法第 199 条の２、公職の候補者等の寄附の禁止に
関する事項をご心配いただいたものと思います
が、これに抵触するものではございません。
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森島正司議員の質問
12 月議会で町長は、次期町長選に実質的に出
馬表明されました。町長はこれまでの３期 12 年
間で子供の医療費の公費負担範囲の拡大、小中学
校のすべての教室へのエアコン設置など、様々な
成果を上げてこられました。しかし、この間全く
進展していないこともあります。その中の次の課
題で、今後どのようにしていかれるのかお同いし
ます。

１．
「福束用水導入時期の繰り上げ」
について
福束用水導入時期の繰り上げについてはこれま
で度々提案してきました。これに対し町長は、平
成 22 年６月での答弁で、「国土交通省に対し数回
にわたって要望したが、協議が調わなかった」と
しながら、「再度県並びに国交省に対し、取水時
期の繰り上げを要望していきたい」と答弁され、
用水導入時期の繰り上げの必要性を認めておられ
ました。
また、平成 26 年６月の質問に対する答弁では
「過去幾度と無く要望してきた」と言われました
が、事態は全く進展していません。
その後の答弁ではハードルの高さを強調される
のみで、用水導入時期の繰り上げの意欲が感じら
れません。用水導入時期の繰り上げは諦められた
のでしょうか。
また、「取水期間の変更は新たな水利権の取得
となり、下流域の自治体や関係する漁協の承諾を
得ることが非常に難しい」と言われましたが、何

町長答弁
まず、平成 22 年度末で切れている水利権が暫
定的に継続している法的根拠についてであります
が、建設省（現国土交通省）編集の水利権実務一
問一答で、許可期間にはどのような意味があるの
かの設問に対し、水利使用の許可に際しては、一
般に 10 年間の許可期間を定めているが、これは
水利権の効力を直接定めているものではなく、社
会変動等に対応し 10 年ごとに河川管理者が許可
水利利用の見直しを行うもので、更新の申請をし
ていれば期間を過ぎたとしても不許可の処分があ

森島正司議員
が難しいのか、揖斐川の流水からわずか 3.5t/s の
流量が少なくなってどういう影響が出るというの
でしょうか。
「過去幾度と無く要望してきた」と言われまし
たが、どういう形式で、どこへ要望してこられた
のでしょうか。
海津市や西濃水産組合に対し、正式に申し入れ
や協議は行われたのか、あるとすればそれぞれど
ういう理由で承諾してもらえないのか、具体的に
お答えください。海津市や西濃水産組合等、関係
団体の見解をお聞かせください。
これらの点について明らかにしていただき、そ
の実現に向けて今何をしなければならないのか、
問題点や課題を明確にしていただきたいと思いま
す。
なお、「水利権については平成 22 年度末で切れ
ており、それ以後は暫定期間として同時期、同量
の水利権を頂いている」ということですが、いつ
まで暫定期間が続くのか、その法的根拠はどこに
あるのでしょうか。

るまでは効力は存するとし、河川管理者は、特別
な事由のない限り不許可にすることはできないと
しています。
次に、毎秒 3.5 トンの量が揖斐川にどのような
影響をおよぼすのかにつきましては、過去の国と
の交渉内容に５月の利水については揖斐川の万石
地点で毎秒 30 トンを確保出来ないため許可出来
ないと判断されております。
また、要望先につきましては、過去の答弁と同
様となりますが、前提として福束用水の水利権は
岐阜県が国土交通省より受けているものであるこ
とから、関係上、県に対してお願いをし、国への
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更新内容の調整をして頂いています。
また、関係団体との承諾云々については、取水
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可能であるとの結論に至っておりませんので、直
接その団体に話をするに至っておりません。

２．公共施設の合併浄化槽の下水道接続について
公共施設の合併浄化槽の下水道接続について
も、何回かお聞きしてきましたが、ようやく 30
年度にプラネットプラザの浄化槽が下水道に接続
されました。その結果、平成 31 年度予算におい
て浄化槽の清掃や点検委託料は、平成 29 年度に
比べ 254 万 5 千円少なくなり、一方で下水道使用
料は 62 万 8 千円多くなり、下水道会計に貢献す
るものになっています。しかしまだまだ 1,100 万
円以上もの浄化槽清掃、点検委託費用が計上され
ています。
平成 29 年 12 月議会での答弁で、岐環協の大会

町長答弁
公共施設の合併浄化槽の下水道への接続につき
ましては、廃対協会長から平成 14 年 11 月５日付
けで当該協議会加盟の県下市町村に出された「公
共下水道等整備地区における普及促進指導につい
て」に関する通知を巡って岐環協との協議が整わ
ず、輪之内町も含め、下水道事業を実施している
各市町村は、公共施設の合併浄化槽の下水道への
接続について苦慮してまいりました。
しかしながら、平成 29 年の岐環協の大会にお
いて、森島議員の公共施設の合併浄化槽の下水道
への接続に関する質疑応答があって以降、新たな
局面を迎えることとなりました。
輪之内町におきましては、平成 30 年度に当町
の公共施設で最大規模のプラネットプラザの合併
浄化槽を下水道に接続いたしました。
また、平成 31 年度予算においては、町民セン
ターの合併浄化槽の下水道への接続について予算
化しております。

での私の質問に対する玉川会長の発言について、
町長は「これまでにない展開につながるのではな
いか」と述べられ、「これまでの岐環協と廃対協
の間の長年の協議という事実を踏まえて、関係者
と話し合いをも含めて鋭意進めていきたい」と答
えられました。
その後、これらの協議はどのように行われたの
か、そして残る公共施設の合併浄化槽の接続はど
のように計画しているのか、その内容を報告して
いただきたいと思います。

なお、公共施設の合併浄化槽を下水道に接続す
る際には、これまでの経緯を踏まえ一応岐環協と
話し合いの場をもちながら進めて参りましたが、
「避難所施設となっている公共施設の場合、過去
の災害の経験から下水道よりも復旧の早い合併浄
化槽が有効であり、災害時を想定して合併浄化槽
を残すべきではないか。」ということが話し合い
の際の論点となりました。このことにつきまして
は、岐阜県防災課長からも平成 24 年 12 月 20 日
付けで「防災対策に関する提言について」の通知
がなされております。
もとより町の施策として公共下水道事業を推進
しておりますので、避難所施設であっても下水道
へ接続することは当然であります。災害時を視野
に入れた対策を講じつつ、今後とも順次下水道に
接続して参ります。
なお、合併浄化槽から下水道に接続替えする場
合には、その財源確保に努めながら計画的に実施
してまいります。
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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３月 11 日と 12 日の２日間、文教厚生常任委員会は３月６日と７日に開
かれ、平成 31 年度予算、平成 30 年度補正予算を慎重に審査し、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
平成30年度 一般会計補正予算
（第５号）
総務課
Ｑ 不動産の売却収入は、どのような内容なのか。
Ａ

売払い件数は２件であり、１件は企業に売却

総務産業建設常任委員会

したもので、下大榑新田 字 奥沼 715 番 10 の
水路敷で、576 ㎡。もう１件は一般の方に売却
したもので、四郷 字 中ノ切 1157 番１地先よ
り 1158 番地先までの道路敷で、25.45 ㎡である。
Ｑ

売却は相手からの申出なのか。

Ａ

２件とも相手側からの申出によるものであ
る。

Ｑ

払い下げには地元への説明はあるのか。

Ａ

隣地の地権者と区長の同意を得ている。

Ｑ

新規採用は何名募集し、何名採用したのか。

Ａ

一般事務職員は２名の募集に対し、19 名の
応募があり、２名を採用した。保育教諭は５名
募集したが、３名の応募しかなく、採用は１名
であった。ケアマネジャーは１名の募集に、３
名の応募があり、１名を内定したが、後に、辞
退になった。

Ｑ

８名の採用予定で、３名の採用では業務に支
障をきたすのではないか。

Ａ

業務の遂行に支障をきたすことがないように
臨時職員を配置し、対応している。

危機管理課
Ｑ 雑入のその他の内容と、どこからの収入にな
るのか。
Ａ 台風第 21 号で被災した各コミュニティ防災
センターの修繕に係る共済金で、岐阜県町村会

からの収入である。

経営戦略課
Ｑ ふるさと応援寄附金の寄附額も多く、繰入金
も減額し、基金から繰り入れないということは、
財政にゆとりができたと判断してよろしいか。
Ａ 金額だけを見るとそう見えるかもしれない
が、基金や国・県などの外部資金に頼ることな
く、自主財源で賄えるプライマリーバランスの
とれた予算を編成できることがゆとりだと考え
ているので、それに近づけるように財政運営し
ていきたい。
Ｑ 剰余金が発生するのなら、その財源を有効に
活用しながら積極的に事業を実施すべきではな
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。
Ｑ ふるさと応援寄附金の寄付額の上位３つの額
はどれだけか。
Ａ 最も高い寄附額は９万５千円で２件、次が
９万円で 11 件、次が８万円で 100 件の寄附を
受けた。
税務課
Ｑ 企業の業績は上がっているのか。
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Ａ

景気回復により、企業の収益が上がっている。

Ｑ

給与所得は伸びているのか。

Ａ

民間給与実績や人事院勧告から見られるよう
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プラザ使用料は反映されているか。
Ａ

平成 30 年９月から使用開始しているので補
正予算には反映していない。

に、若干伸びている。

会計室
Ｑ 預金利子は減額ということだが、利率は固定
しているのか。
Ａ 定期預金の利率は、平成 30 年度は 0.01％か
ら 0.2％で運用できた。
Ｑ 税務課の説明では景気がよくなっているとい
う説明があったが、利率もあがっているのか。
Ａ 利率は以前に比べて、若干上昇している。
Ｑ 利子はいくらかわかるのか。
Ａ 預入期間や金額によって利率が決まり、満期
日までの利子は計算できる。
産業課
Ｑ 特産品開発事業については何も取り組んでい
ないのか。
Ａ

支出は行っていないが、徳川将軍家御膳米が
寿司米に適している点をＰＲし、外国人や観光
客向けのお土産品として使えるような商品づく
りに取り組んでいる。現在、大垣商工会議所に
相談しながらパッケージづくりを依頼している
ところである。

Ｑ

街路灯事業委託料を大幅減額している理由は
何か。

Ａ

昨年度の委託事業の中で、水銀灯からＬＥＤ
への更新予定の一部でできなくなった箇所があ
り、購入済の電灯を今年度の更新に使用したた
め。

建設課
Ｑ 都市計画審議会はどのような場合に開催され
るのか、また審議委員はどのような構成か。
Ａ 都市計画法に定める事項で都市計画審議会に
諮るべき事項が生じた場合に開催される。最近
では特定施設の更新に関して平成 24 年に開催
されたのが最後になる。審議会委員は学識経験
者、町議会議員、区長や大垣土木職員などで構
成されている。

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３号）
建設課
Ｑ 下水道使用料について、輪之内町プラネット

平成31年度 一般会計予算
議会事務局
Ｑ 会議録作成にかかる委託料の時間あたりの単
価はいくらか。
Ａ 時間あたり 15,120 円で積算している。
Ｑ 時間単価の時間というのは、どういう時間か。
Ａ 会議の録音時間である。
危機管理課
Ｑ 災害用備蓄品等の購入について、なぜ当初予
算に計上しないのか。
Ａ 備蓄品等は、備蓄計画に基づき、確保してい
るが、当初の計画を策定してから、ある程度の
年数が経過したことを踏まえ、その計画を精査
した上で、補正予算にて対応したいと考えてい
る。
Ｑ 災害用備蓄品等の備蓄先等について、12 チャ
ンネル等で放送しても良いのではないのか。
Ａ 災害用の備蓄品等の状況は、折に触れ PR し
ていく。
Ｑ 中部電力に対し、昨年度のような大規模停電
の復旧訓練を防災訓練の中に取り入れるよう要
望できないか。
Ａ 防災訓練に参加してもらう内容の一つとし
て、実際の災害を想定した訓練の実施も提案し
ていきたい。
Ｑ 防災訓練事業における予算額が増額している
理由は何か。
Ａ ドローンによる映像や会場の様子等を訓練の
参加住民の方に見ていただくためのトラックビ
ジョンのモニター借上料が主な増額である。
経営戦略課
Ｑ コミュニティ助成事業について、申請に至る
経緯は何か。
Ａ コミュニティ助成事業については、一般コ
ミュニティ助成事業、集会施設などのコミュニ
ティセンター助成事業、地域防災組織育成助成
事業などがあり、申請に至る経緯としては、平
成 30 年６月に開催された区長会で説明し、平
成 30 年 10 月中旬までの申込み期限で各区に募
集を行ったが、５つ程の区から問い合わせは
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令和元年 5 月 1 日

績、今後の設備投資等も加味しながら算出して

新田区自主防災隊のみであった。また、来年度

いる。ただし、見通しが不透明な場合や、堅調

以降も区長会を通じてこの事業の周知をする予

に見えても業績に変動が生じる場合もあり、正

定をしている。

確に反映させるのは難しい。

Ｑ

あったものの、最終的に申請があったのは大吉

コミュニティ助成事業の助成割合はどれだけ
か。

Ｑ

自動車の環境性能割とは何か。

Ａ

令和元年 10 月１日から、消費税 10％適用開

助成対象事業費内であれば全額助成が基本で

始に伴い、国が普通自動車及び軽自動車を対象

はあるが、10 万円単位の助成金額となってい

とした環境性能割を導入予定。軽自動車の環境

るため、10 万円未満の金額については当該区

性能割は、当面県が徴収を行い、取得価格 50

の負担となる。

万円以下のものや、環境性能のよいものは非課

Ａ

Ｑ

避難所に整備する Wi-Fi は、避難所だけでな

税となる。また、平成 32 年 9 月 30 日までに取

く庁舎も整備しないのか。
Ａ

避難所 14 施設と庁舎の計 15 施設に整備する。

Ｑ

Web アンケートシステムの利用者数はどれ
だけか。

Ａ

得した軽自動車について、税率１％分を軽減す
る特例措置を講ずる。

会計室
Ｑ 利子配当とあるが、東海旅客鉄道等の株数及
び時価はいくらか。

登録者数が 100 人程度と少ないので、今後も
周知して利用者数を増やしていきたい。

Ｑ

Ａ

本日時点で、東海旅客鉄道は 100 株で時価
一株 25,290 円、近鉄グループホールディング

例検討町民会議の会議の開催頻度はどれだけ

スは 100 株で時価一株 5,140 円、名古屋鉄道は

か。

200 株で時価一株 3,015 円。

Ａ

行財政改革推進審議会及びまちづくり基本条

いずれも平成 26 年度に計画を策定し５年間

Ｑ

基金の利子が前年度より増額となっているの

の期間で推進しているが、策定から４年が経過

に対し、町の預金利子が前年度より減額となっ

し、計画の見直し時期が到来したため、次期計

ている理由は何か。

画を検討する会議を開催するもので、５年ごと

Ａ

に開催している。

今までは基金毎に定期預金をしていたが、来

Ｑ

年度から基金の一括管理を行い、運用額をまと
めることで、定期預金だけでなく債券運用を行

例検討町民会議の委員数及び会議の開催回数は

う予定である。又、町の預金利子は一般会計の

どれだけか。

資金の運用で、基金より額は少額であり、預入

Ａ

行財政改革推進審議会及びまちづくり基本条

行財政改革推進審議会の委員数は 10 名、会
議を５回開催する予定をしており、まちづくり

期間も短いため預金利率も高く見込めない。
Ｑ

資金にゆとりがあり、基金額が増え、まとまっ
たお金があるので、利率が高くなるということ

を３回開催する予定をしている。

か。

Ｑ

基本条例検討町民会議の委員数は 10 名、会議
行財政改革推進審議会及びまちづくり基本条

Ａ

基金に余裕があるわけではなく、基金をまと
め、3 億程度を債券運用することで高い利率が

ものか。

見込め、利子の増収を図る。

Ａ

例検討町民会議の委員の募集方法は公募による
町民の皆さんから色々な意見をお聞きしたい
ので募集方法は公募を考えている。

税務課
Ｑ 国の統計不正が問題となっているが、国の統
計数値を予算に反映しているのか。
Ａ 今回の予算には反映していない。
Ｑ 法人税の算出根拠はどのようにおこなってい
るか。
Ａ 主要な法人 20 社を対象に、毎年電話で来年
度の業績見込み等を聞き取り、前年の申告実

Ｑ

基金の一括管理とはどのような方法か。

Ａ

会計上は基金ごとの額は区別するが、運用を
まとめ、利子は基金の額を按分して、それぞれ
の基金利子とする。

産業課
Ｑ 丸毛サミット運営委託事業やアニメ制作委託
事業について将来的に何を目的としているの
か。
Ａ 郷土の武将である丸毛氏に関するイベントや
アニメ制作を行い、岐阜県が進めている関ケ原
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反 対 討 論

を目指す。
Ｑ

軽トラ朝市の出店者からは負担金等は求めな
いのか。

Ａ

一部の出店者からの寄付金等を頂戴してい
る。また、イベント時に食材や賞品の提供や従
事をしてもらっている。

Ｑ

多面的機能支払交付金について、なぜ農地面

国の消費税増税によって、景気が大きく落ち込
む可能性がある時に、消費税増税を見込んだ予算
編成になっている。町民に負担をお願いするよう
な予算編成になっていることから、全面的に賛成
とはいかないため、反対である。
賛 成 討 論

積は増えないのに事業費が増えているのか、ま
た交付金を一括管理する理由は何か。
Ａ

新たに輪之内南部地区で施設の長寿命化に対

新年度予算については、過去の実績を基に、新
規事業も含めて計画のもとに予算が立てられてい
ると考え、賛成である。

して使えるようになったため事業費が増えた。
交付金については適正な支出をスムーズに行う
ために一括管理することにした。
Ｑ

東京圏からの移住支援事業について補助対象
者は決まっているのか。

Ａ

具体的に決まってはいないが、5 年以上東京

平成31年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計予算
建設課
Ｑ 下水道工事の完成予定は。

23 区内に在住している等の対象者のうち、地

Ａ

面整備は平成 32 年度に概ね完成予定。

方創生推進交付金の移住推進事業を活用して 1

Ｑ

国庫補助金はいつまで交付されるのか。

世帯は今後輪之内町内に移住されるのではない

Ａ

事業計画は平成 37 年度までだが、事業計画

かと考えている。

土地改良課
Ｑ 楡俣北部地区の進捗状況はどの程度か。
Ａ 事業認可を受け、現在詳細設計の作成中であ
り、３月 24 日の総会で公表する。 平成 31 年
度は、ポンプ場を１か所設置予定である。
Ｑ 排水路を管路化して道路の下に設置するの
か。
Ａ 北部農免道路より北については従来どおりの
開渠により、それより南で生活排水の流入のな
い箇所について管路化を２路線計画している。
Ｑ 管路化する水路の割合は地区全体のどの程度
か、又その目的は何か。
Ａ 割合としては１割程度で、除草作業の低減が
主な理由である。
Ｑ 水路のパネルは３枚当てか。
Ａ ３枚当てである。
建設課
Ｑ 松内地内の堤防への取付道路は実施しないの
か。
Ａ 骨格予算のため事業の中断を決めたものでは
ない。

変更を申し出し、認可がされれば、その後も補
助金は交付される。
Ｑ

受益者負担金の滞納件数、人数、滞納金額は。

Ａ

滞納件数は 202 件、対象人数は 69 人、滞納
金額は 3,565,990 円。

Ｑ

受益者負担金の免除はあるのか。

Ａ

受益者負担金は下水道施設の建設費の一部を
負担していただくものであり、徴収猶予や減免
は条例で定めているが、公平性の観点から免除
はない。

平成31年度 水道事業会計予算
建設課
Ｑ 資本的収入の消火栓工事負担金とは。
Ａ 自治会の設置要望により危機管理課で審査
し、設置が必要となれば水道事業で施工し、最
終的に一般会計から工事にかかった費用を負担
していただくもの。
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文教厚生
平成30年度 一般会計補正予算（第５号）
住民課
主な内容として、人権施策推進指針策定のため
の委員会の開催回数が当初５回予定から３回実施
となったための不用額の減額のほか、国民健康保
険費繰出金の国保担当職員変更による一般職給な
どの減額、太陽サンサン補助金の実績見込件数に
よる減額、水質改善のための地下水揚水電気代の
実績見込による減額、国民健康保険費負担金の保
険基盤安定負担金の額確定による国及び県の負担
金の減額、ごみ袋の販売手数料の実績見込による
増額について説明があった。
Ｑ 現在策定している平成 31 年度からの輪之内
町人権施策推進指針について、前回指針の人権
施策などとの比較はされているのか。
Ａ 今回も住民に対して人権に対する意識調査を
行い、その結果を参考にしているため、前回の
人権施策と比較しつつ、新たな施策も講じてい
る。
福祉課
主な内容は、今年 10 月からの消費税引き上げ
が消費に与える影響の緩和等を目的として、プレ
ミアム付商品券の発行が予定されていることか
ら、その準備経費を新たに予算計上し翌年度へ繰
越すことのほか、障害福祉サービスや障害児通所
支援サービスの利用量が増加していることを理由
とする給付費の増額、第 3 子出生児や妊婦の増加
に伴う給付費と委託料の増額、後期高齢者医療特
別会計への繰出金の精査、こども園での受入園児
の増加に伴う受託事業収入の増額、その他不用額
の減額について説明があった。
Ｑ こども園が広域入所として受け入れた 6 人
は、どの市町村から受け入れて、どのような理
由なのか。
Ａ 瑞穂市から２名、坂祝町から１名、大垣市か
ら３名を受け入れたものであり、保護者の就労
の都合や里帰り出産が理由である。
Ｑ 後期高齢者医療療養給付費負担金が還付と
なった理由は何か。
Ａ 実際の医療費が見込んだ医療費に至らなかっ
たためである。昨年度に概算払いをした療養給
付費負担金の精算の結果、余剰金が返還された

文教厚生常任委員会

ものである。
Ｑ

後期高齢者医療保険料の特別徴収者及び普通
徴収者の割合と、その収納状況はどうか。

Ａ

特別徴収者と普通徴収者の割合は 84：16 で
あり、収納状況については、特別徴収は 100％
であるが、普通徴収については若干の滞納が発
生する。

教育課
補正予算の主なものは、高額療養対象の治療が
発生したための傷害見舞金の増額、利用人数の増
加等に伴う留守家庭児童教室支援員の賃金の増
額、事業確定による子ども子育て支援交付金精算
還付金の増額等で、その他は各事業の不用額を減
額するものであると説明があった。
Ｑ 小学校に設置した太陽光発電の発電量及び電
気代金はいくらか。
Ａ 29 年度の実績になりますが、発電した電力
を使用した交流電力量は、仁木小学校で 14,244
キロワット、大藪小学校では 14,219 キロワッ
トとなり、年間約 36 万円程度の電気料金に相
当する。
Ｑ 今年度、奨学金の申請が無かったのはどのよ
うな理由によるものか。
Ａ 町の奨学金制度以外にも様々な奨学金制度が
あり、そちらを利用されているためではないか。
Ｑ 扶助費の傷害見舞金の増額補正について、小
中学校における事故の発生件数はどれだけか。
Ａ 小学校では休み時間やクラブ活動時の怪我、
中学校においては部活動での怪我が多く、件数
は小学校が 44 件、中学校が 58 件であった。

平成30年度 国民健康保険事業特別会計
補正予算（第２号）
住民課
主な内容として、３月補正にて決算見込書を作
成したところ歳入超過が見込まれたため一般及び
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退職被保険者国民健康保険税を減額したこと、平

止のための啓発、広報など行う消費者安全対策事

成 29 年度からの繰越金留保額から当初及び９月

業、自主運行バスを運行している公共交通対策事

補正額を差し引いた額をその他繰越金に計上、出

業、住民基本台帳の整備・住民の居住関係の公証

産育児一時金の実績見込件数による減額について

等を行う戸籍住民基本台帳事業、住基ネットワー

説明があった。

クシステム関連経費を計上している住基ネット

Ｑ

国保税が減額になっている理由は何か。

ワークシステム事業、人権意識の普及と啓発活動

Ａ

国保会計の決算見込額を歳出から計上し、税

を行う人権擁護啓発事業、国民年金の事務的経費

以外の歳入から差引きしたところ、歳入超過が

を計上している国民年金一般事業、一般会計から

見込まれたので、国保税の減額を行った。

国民健康保険特別会計へ繰出しを行う国民健康保

Ｑ

その他繰越金が 3,700 万円程あるが有効に使
えなかったということか。

Ａ

険事業、狂犬病の予防注射などを行う狂犬病予防
事業、環境関係の負担金等を計上している環境衛

使途としては国及び支払基金への返還金を計

生総務管理事業、町内河川や地下水等の水質検査

上していたが、支払基金分については、追加交

などを行っている公害防止対策事業、やすらぎ苑

付となり、返還金として償還する必要がなかっ

の維持管理費負担金などを計上している斎苑運営

たことが理由。

事業、浄化槽設置費補助金を計上している水質浄
化対策事業、ふれあいフェスタでの環境コーナー

平成30年度 後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）
福祉課
主な内容は、『ぎふ・すこやか健診』と『ぎふ・
さわやか口腔健診』の受診見込み件数に伴う歳入
委託金の減額と歳出委託料の減額のほか、後期高
齢者医療広域連合納付金の精査、その他不用額の
計上について説明があった。

関連経費を計上している環境フェア実施事業、太
陽サンサン補助金を計上している太陽光発電補助
事業、環境審議会関連経費を計上している環境審
議会運営事業、一般廃棄物の処理組合等への負担
金を計上している清掃総務管理事業、一般廃棄物
の収集運搬関連経費を計上しているごみ減量化リ
サイクル運動推進事業、生ごみの収集運搬経費を
計上している生ごみいきいき処理事業、エコドー
ムの維持管理経費を計上しているエコパーク運営
事業、一般廃棄物最終処分場の管理委託について、

平成30年度 児童発達支援事業特別会計
補正予算（第２号）
福祉課
主な内容は、発達支援教室そらが提供している
障害児通所支援サービスに対するサービス報酬や
利用者負担金を収入見込額に合わせる減額のほ
か、その他の収入や不用額の計上について説明が
あった。
Ｑ 歳末たすけあい義援金の交付が無かった理由
は何か。
Ａ 歳末たすけあい募金の集金額が少なかったた
め、市町村への交付に至らなかった。

国及び県から交付される保険基盤安定負担金に対
する国民健康保険費負担金、国庫支出金の国民年
金事務経費が対象となる国民年金事務費交付金、
県支出金である自主運行バス経費が対象となる市
町村自主運行バス運行費補助金の説明があった。
Ｑ

地域公共交通会議補助金 94 万 8 千円の内訳
は何か。

Ａ

コンサルタント会社への委託料で主に自主運
行バスの利用状況の集計や運行の評価、また改
善策の提供や地域公共交通会議の運営支援とし
て委員の謝金及び費用弁償などの支払も行って
いる。

Ｑ

高校生バス定期券購入支援補助金の各路線の
積算人数は何人か。

平成31年度 一般会計予算
住民課
主な内容として、パスポートの発給申請、交付
などを行う旅券発給事務事業、消費者被害未然防

Ａ

輪之内線が 53 人、輪之内羽島線は５人、南
北線は８人で合計 66 人で新規購入者を見込ん
で 80 人。

Ｑ

わくわく輪之内マイレージ事業のリサイクル
ポイントの景品代はいくらか。
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Ａ

72 万円。

Ｑ

町内河川の水質検査は、大榑川だけ実施して

するものである。
Ｑ

な条件があるのか。

いるのか。
Ａ

町内河川の全てで、観測地点は全 13 箇所、

Ａ

現在 25 名が利用しており、利用対象者は高
齢者のうち身体が虚弱又は寝たきりの方であ

年４回実施している。

福祉課
主な内容は、高齢者を対象とする認知症や介護
の予防事業、高齢者の日常生活を支援する事業の
ほか、ふれあいセンター・趣味の家・児童センター・
保健センターの和式トイレの洋式化を予定してい
ること、母子保健や乳幼児健診について予定して
いる事業内容、その他、平成 31 年度に予定して
いる計画の策定やアンケート調査についての説明
があった。
Ｑ 虚弱高齢者教室の委託料が減額となった理由
は何か。
Ａ 従来は、安八郡広域連合からの受託事業とし
て町が主体となり実施していたが、平成 30 年
度からは本事業の一部を安八郡広域連合に返還
したことから、その分が減少したものである。
   返還した事業については、安八郡広域連合が実
施主体となり、引き続き実施されている。
Ｑ ご当地体操はどのような体操で、輪之内町の
オリジナルのものなのか。
Ａ 平成 30 年度に理学療法士や町民と一緒に考
案したオリジナルの体操である。単に体を動か
す運動ではなく、身体機能の回復に着目した体
操である。
Ｑ ご当地体操に関して著作権使用料が必要な理
由は何か。
Ａ ご当地体操は、音楽に合わせて体を動かすも
のである。老人クラブや地域住民に広めていく
にあたり、撮影、ＤＶＤ化、配付を考えており、
ＤＶＤ化の際に著作権使用料が必要になる。
Ｑ 障害者計画等ニーズ調査は、どのようなこと
を調査するのか。
Ａ 各計画が終期を迎えるのにあたり、郡内の障
害者手帳所持者 1,000 人程度を対象に、現在の
サービスの利用状況等について調査する。
Ｑ 一般不妊治療と特定・男性不妊治療の違いと、
その補助制度はどのようになっているのか。
Ａ 一般不妊治療は、人工授精を行うもので年間
5 万円を限度に補助するものである。また、特
定・男性不妊治療は体外受精及び顕微授精を行
うもので 1 回 10 万円を限度に 10 回まで補助

配食サービスの利用者は何人いて、どのよう

る。
Ｑ

輪之内町の出生児数や合計特殊出生率はどの
ようになっているか。

Ａ

平成 30 年度の出生見込みは 85 人であり、合
計特殊出生率は 1.50。

Ｑ

緊急通報システムは何台設置していて、定期
点検を行っているのか。

Ａ

現在、25 台を設置しており、月に 1 回コー
ルセンターから発信を行うことで、機器の動作
確認をしている。

教育課
新年度の主要事業は、福束小学校大規模改修工
事、太陽光発電設備設置工事である。その他、新
規計上は、文化会館、図書館、プラネットプラザ、
パターゴルフ場のトイレ改修、大藪小学校南舎非常
階段設置工事等、増額したものは、特別支援教育
支援員謝礼、留守家庭児童教室支援員賃金、中学
生カナダ派遣研修委託料等であると説明があった。
Ｑ 生涯学習事業委託料の内容は何か。
Ａ 山口智充さんの講演を予定している。
Ｑ 中学生カナダ派遣研修委託料の増額理由は何
か。
Ａ 今年度、航空会社の都合で欠航し、日程変更
が生じたこともあり、出発空港を変更すること
による移動費の増額、及び現地での行程が順調
に進むよう添乗員を配置する経費を見込んでい
るため。
Ｑ 児童生徒交流負担金の内訳は。
Ａ 30 年度の実績により、カナダ研修が一人あ
たり 161,323 円で６人分、鹿児島研修が一人あ
たり 18,655 円で 12 人分の金額を見込んでいる。
Ｑ 特別支援教育支援員の人数及び内容は。
Ａ 普通教室において支援が必要な児童生徒をサ
ポートするため、各校に２名から４名程度配置
している。
Ｑ 各種施設の使用料について、消費税増額分は
考慮されているのか。
Ａ 当初予算の段階では考慮していない。
Ｑ 福束小学校に太陽光発電設備を設置する理由
は。
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Ａ

学校施設は災害時の避難所にも指定されてお
り、非常時の電灯、コンセント等の電源確保の
ため、昼間は太陽光発電による電気、夜間は蓄
電池により電気を供給することにより災害対応
の設備として設置する。

Ｑ

中学生の防災士について、今後どのように生
かしていくのか。

Ａ

中学生を災害発生時に最前線で活動させるこ
とは難しいので、防災士養成講座で学習した知
識を生かし、まずは自分の命を守り、家族の安
全を確保したえうえで、避難所等での自主的な
活動を期待している。

平成31年度 国民健康保険事業
特別会計予算
住民課
主な内容として、人件費などに係る経費が計上
してある一般管理事業、賦課徴税費として計上し
てある情報センターへの電算処理委託料、保険給
付費として計上してある一般及び退職被保険者の
療養給付費、療養費、高額療養費、審査支払手数料、
出産育児一時金、葬祭費、県のシュミレーション
結果による数値を計上した国民健康保険事業費納
付金、特定健診、特定保健指導などの経費を計上
した保健事業費、国民健康保険税の還付金を計上
した諸支出金、県のシュミレーション結果を参考
に計上した国民健康保険税、県からの負担金、国
庫負担金減額措置対策費補助金及び保険給付費等
交付金などについての説明があった。
Ｑ 国保税の計上額が前年度より約 3 千 2 百万
円減額する理由は何か、また平成 31 年度は国
保税が下がるということか。
Ａ 計上額は県のシュミレーションの数値を当て
はめているが、その元には医療費の減少が要因
であること、またそれが国保税が下がることに
つながるのではなく、５月末の決算状況や５月
下旬に確定する個人所得の結果により税率及び
税額は決定していく。
Ｑ 保険給付費が約 3 千 9 百万円減額の理由は
何か。
Ａ 被保険者数の減及び平成 31 年度の医療費見
込が平成 30 年度を基準にしており、昨年度と
比較すると医療費が下がっていることが理由。

令和元年 5 月 1 日

平成31年度 後期高齢者医療特別会計予算
福祉課
主な内容は、31 年度も『ぎふ・すこやか健診』
と『ぎふ・さわやか口腔健診』を実施されること
と、その受診見込み件数のほか、後期高齢者医療
広域連合から通知された納付金額についての説明
があった。
Ｑ 後期高齢者広域連合納付金が増額になった理
由は、医療費が原因なのか。
Ａ 医療費については、前年と比較すると増加し
ており、納付金額の算定は医療費の動向も踏ま
えて、後期高齢者医療広域連合でなされたもの
であり、その通知額を計上したものである。
Ｑ 保険料の滞納額はいくらあるのか。
Ａ 平成 31 年 1 月末の時点で、普通徴収分のう
ち 435 千円の滞納がある。
Ｑ 輪之内町の被保険者総数は何人で、普通徴収
者と特別徴収者はそれぞれ何人いるのか。
Ａ 平成 31 年 2 月末現在、特別徴収は 910 名、
普通徴収は 173 名、被保険者総数は 1,083 名。

平成31年度 児童発達支援事業
特別会計予算
福祉課
主な内容は、『発達支援教室そら』については、
利用者及び利用量が急増・急減することなく運営
が安定していることや、その結果、予算に特段の
増減が無いことのほか、職員の体制についての説
明があった。
Ｑ 児童発達支援使用料が減少している理由は何
か。
Ａ 平成 31 年 10 月から利用料が無償になる利用
者がいるため。
Ｑ 臨時職員は何人いるのか。
Ａ 臨時職員は 3 人おり、フルタイムが 1 人、パー
トタイムが 2 人。
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輪之内体育センター大規模改修工事特別委員会委員長報告
住民課
Ｑ 屋内消火栓の設置は必要であるか。
Ａ 消防法により設置が義務づけられている。
Ｑ 従前の配置の方が男女が別々になっていて良
いのではないか。
Ａ 更衣室で着替えてすぐにアリーナに出られる
ように更衣室を男女とも西側に配置したこと、
および、和式便器を洋式便器に変更するため、
トイレの面積が大きくなることなどから、配置
を変更している。
Ｑ 屋根の仕上げはどうなるのか。
Ａ 既存の鋼板の上にアルミ粉体塗装を行う。
Ｑ 内部壁の仕上げはどうなるのか。
Ａ 既存の壁に厚さ４ミリの合板を張り塗装す
る。

輪之内体育センター大規模改修工事
特別委員会

Ｑ

体育センターも災害時の避難所に指定されて
いるが、災害備蓄品を置くようにしてはどうか。
Ａ ステージ下の引出し収納部分に備蓄品を入れ
る事は可能であるので、危機管理課と調整し、
避難生活用品や資機材等を備蓄する。

森島 光明議員、髙橋 愛子議員に
地方自治功労賞を授与
地方議会議員として森
島光明議員は 27 年、髙橋
愛子議員は 15 年の永きに
わたり、議会制度の高揚、
地域の振興及び住民福祉
の向上に尽力されました
ので平成 31 年２月６日開
催の全国町村議会議長会
会長から地方自治功労賞
が贈られました。

髙橋 愛子議員

森島 光明議員
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議 会 活 動 日 誌
《１月》
６日
８日
11日
13日
15日
16日
21日
22日
24日
30日

31日

消防出初め式
町老人クラブ連合会新年互例会
広報編集委員会
人権施策推進協議会
成人式
身体障害者福祉協会新年互例会
安八郡広域連合監査
第18回千本桜まつり実行委員会
全員協議会
例月出納検査
新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟
会による県要望
地方財政対策等説明会及び合同懇親会
第18回千本桜まつり役員会
第２回自立支援部会
特別支援連携協議会 合同会議

《２月》
１日
４日
６日
７日
８日
13日
18日
20日
22日

25日
27日

下水道推進協議会
福束小学校６年生議場見学、議会体験
人権施策推進指針策定委員会
青少年育成町民会議運営委員会
第18回千本桜まつり 第2回運営委員会
西濃環境整備組合議会定例会
地域ケア推進会議
あすわ苑組合議会定例会
安八郡広域連合議会定例会
議会運営委員会
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
例月出納検査
第３回西南濃町村議会議長会兼安八郡町村
議会議長会
国民健康保険事業の運営に関する協議会

《３月》
１日
３日
４日
５日
６日
７日
11日
12日
14日
15日

青少年育成町民会総会
安八園遊会
第１回定例町議会（初日）
全員協議会
輪之内中学校卒業証書授与式
文教厚生常任委員会
文教厚生常任委員会
総務産業建設常任委員会
総務産業建設常任委員会
民生委員推薦会
第１回定例町議会（最終日）
全員協議会

19日
20日
22日
25日
26日

27日
30日
31日

カナダハリーコリンジ高校生徒歓迎会
子ども・子育て会議
カナダハリーコリンジ高校生徒さよなら
パーティー
例月出納検査
植物防疫協会理事会
各小学校卒業証書授与式
土地開発公社第３回理事会
西南濃粗大廃棄物処理組合議会定例会
大垣衛生施設組合議会定例会
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
人権施策推進指針策定委員会
岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
学校教職員送別会
千本桜まつり
消防団並びに女性防火クラブ入団式

▼編集後記
「わのうち議会だより」122 号をお届けします。
今年のゴールデンウィーク（GW）は、最大で 10
連休となるため、例年よりもさらに多くの人が旅行に
出かける可能性が高いが、一方で月々の収入が安定し
ていない人や市場関係者、経営が苦しい中小企業の社
員など、長期間の休みに不安を覚える人もいるようだ。
日本人は働き過ぎといわれているが、年間の休日数
は、実は世界でもトップクラスである。休日数を増や
すことも大事だが、休みたい時に確実に休める社会に
していかなければ、本当の意味での働き方改革は進ま
ない。日本企業における有給休暇は、日数、消化率と
も少なくほとんど利用されていない。見方を変えれば、
働き過ぎを是正できないので、全員一斉に休みを取る
ことで何とかごまかしているともいえる。
休日が集中すると宿泊料金や運賃が値上がりし、観
光地や繁華街も混雑するなど弊害が多くなる。右向け
右で一斉に休むのではなく、多様な働き方を実践し、
休みたい時に休める制度にし、働くときはしっかり働
いた方が、経済にとっても労働者にとってもメリット
が大きいはずである。
本日 5/1 は天皇の即位の日である。皇太子さまが新
天皇に即位され、元号が「令和」となった。新元号「令和」
とは、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育
つ。梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせ
る国でありますように。という意味とのことである。
あらゆる危機の中、新しい天皇の下、良い時代にな
って欲しいと願う。
――――――――――――――――――――――――
議会広報編集委員会
委 員 長 森島 光明
副委員長 森島 正司
委
員 小寺
強
委
員 古田 東一
★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。

