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第１回臨時輪之内町議会が
５月 29日に招集され、議会
を開きました。議長選挙後、
会期を１日と定め、副議長の
選挙及び各常任委員会委員な
どの選任が行われました。
続いて町長から提出された
４議案が上程され、慎重審議
の結果、いずれも原案のとお
り可決・承認され、監査委員
の選任に同意しました。

第１回臨時町議会　５月29日開催

議 長 小 寺  　 強  氏

副 議 長 上 野  賢 二  氏
総 務 産 業 建 設
常 任 委 員 長 田 中  政 治  氏
文 教 厚 生
常 任 委 員 長 髙 橋  愛 子  氏

議会運営委員長 田 中  政 治  氏

土井田崇夫
55才� １回
無所属

浅野　重行
67才� １回
無所属

浅野　　進
73才� １回
日本共産党

大橋　慶裕
46才� １回
無所属

林　日出雄
53才� １回
無所属

上野　賢二
71才� ３回
無所属

髙橋　愛子
77才� ５回
無所属

小寺　　強
73才� ６回
無所属

田中　政治
68才� ６回
無所属

議 員 氏 名
年齢　当選回数
党　派

新議員の
紹　　介
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元号が平成から令和に変わった 5月、改選により輪之内町
では新しい議員が 5人誕生しました。その第 1回臨時議会で、
議員各位のご支援により議長・副議長に就任致しました。身
に余る光栄と感激するとともに、責任の重さを痛感している
ところです。

私たち議会議員は、町民の皆様の代表者としてご意見を町政に反映させることはもちろん、皆様の
付託に応え、「住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたいまち」の実現に向け、全議員が
一丸となって、町政推進に全力で取り組んでまいります。
輪之内町議会は、時代の変化に的確に対応し、公正かつ透明で、町民の皆様に分かりやすい開かれ
た議会運営に努めてまいりますので、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、就
任のご挨拶とさせていただきます。
� 令和元年 5月 29 日　　輪之内町議会議長　小　寺　　　強　

副議長　上　野　賢　二　

この度の改選におきましては、多くの皆様のご支援を頂きましたことに、心から感
謝申し上げます。責務の重大さを痛感しています。活力ある町づくりを目指し、町民
の皆様の声が反映出来ますよう、精一杯努めてまいります。今後ともご指導とご鞭撻
をお願い申し上げます。� 大 橋 � 慶 裕

この度の町議会議員選挙におきましては皆様から心温まるご支援を賜り、深く感謝
申し上げます。皆様のお心を支えに感謝の気持ちを忘れず、皆様の期待に応えられる
ように努力を惜しむことなく、いつまでも住み続けたい居心地のいい輪之内を目指し
て町行政に新しい風を吹かせます。今後ともご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
� 林 � 日 出 雄

この度の町議会議員選挙におきましては、皆様方の絶大なるご支持、ご支援を賜り
当選の栄冠を勝ち取ることが出来ました事、誠にありがたく心から御礼申し上げます。
初心を忘れず町民一人一人の目線に立って生の声をお聞きしながら、迅速かつ明確な
判断で対応が出来るよう努めて参りたいと思います。新人らしくハツラツと元気に町
政に携わっていきますので今後とも宜しくお願い致します。� 土 井 田 � 崇 夫

町議会議員になって
この度、町民の皆様のご支援によりまして議員という栄をいただき、ありがたく思
います。これからは、皆様のご期待にお応えするべく輪之内町の発展のために、鋭意
努力していきたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い致
します。� 浅 野 � 重 行

町制の監視役として働きます！
先般執行されました町会議員選挙には大変お世話になりました。選挙公約では給食
費の無料化や国保税の引き下げを訴えました。公約実現に全力で頑張ります。
�� 浅 野 　 � 進

初議員のひとこと

小寺 　強 議長 上野 賢二 副議長

議長・副議長あいさつ
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委員会等の名称 人員 議　員　氏　名

議 長 １ 小寺　　強

副 議 長 １ 上野　賢二

総 務 産 業 建 設 常 任 委 員 会 ９

◎ 田中　政治 ○ 林　日出雄 小寺　　強

髙橋　愛子 上野　賢二 浅野　　進

浅野　重行 土井田崇夫 大橋　慶裕

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 ９

◎ 髙橋　愛子 ○ 土井田崇夫 田中　政治

小寺　　強 上野　賢二 浅野　　進

浅野　重行 林　日出雄 大橋　慶裕

議 会 運 営 委 員 会 ４
◎ 田中　政治 ○ 髙橋　愛子 上野　賢二

浅野　重行

監 査 委 員 １ 髙橋　愛子

議 会 広 報 編 集 委 員 会 ４
◎ 浅野　重行 ○ 土井田崇夫 林　日出雄

大橋　慶裕
国 民 健 康 保 険 事 業 の
運 営 に 関 す る 協 議 会 ３ 浅野　重行 林　日出雄 大橋　慶裕

民 生 委 員 推 薦 会 １ 上野　賢二

公 民 館 運 営 審 議 会 ３ 上野　賢二 浅野　　進 土井田崇夫

給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 ３ 髙橋　愛子 浅野　　進 林　日出雄

選 奨 生 選 考 委 員 会 ３ 髙橋　愛子 浅野　　進 林　日出雄

青 少 年 育 成 町 民 会 議 ３ 文教厚生
委 員 長 髙橋　愛子 土井田崇夫 大橋　慶裕

岐阜県共同募金会輪之内町分会 ２ 文教厚生
委 員 長 髙橋　愛子 浅野　重行

植 物 防 疫 協 会 ３ 仁木 田中　政治 福束 大橋　慶裕 大藪 林　日出雄

農業振興地域整備促進協議会 ３ 浅野　重行 土井田崇夫 大橋　慶裕

都 市 計 画 審 議 会 ３ 議　長 小寺　　強 上野　賢二 大橋　慶裕

土 地 開 発 公 社 ２ 議　長 小寺　　強 副議長 上野　賢二

下 水 道 推 進 協 議 会 ３ 議　長 小寺　　強 副議長 上野　賢二 総 務 産 業
建設委員長 田中　政治

あすわ苑老人福祉施設事務組合議会 ３ 議　長 小寺　　強 副議長 上野　賢二 文 教 厚 生
委 員 長 髙橋　愛子

安 八 郡 広 域 連 合 議 会 ３ 議　長 小寺　　強 副議長 上野　賢二 文 教 厚 生
委 員 長 髙橋　愛子

総 合 戦 略 推 進 委 員 会 １ 議　長 小寺　　強

公共施設等総合管理計画検討委員会 １ 議　長 小寺　　強

防 災 会 議 １ 議　長 小寺　　強

福 束 小 学 校 大 規 模 改 修 工 事
特 別 委 員 会 ９

◎ 上野　賢二 ○ 大橋　慶裕 田中　政治

小寺　　強 髙橋　愛子 浅野　　進

浅野　重行 土井田崇夫 林　日出雄

令 和 元 年 度 輪之内町議会役員構成表 （令和元年６月 20 日）
◎委員長　○副委員長
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令和元年度
補正予算

2019年
6月定例議会
12日～20日

６月定例議会は、監査委員の専任同意、令和元年度一般会計補正
予算１件、平成30年度水道事業決算の認定及び剰余金の処分、条
例制定１件、条例改正８件、規約の変更４件、そのうち条例７件が
初日に可決されました。また、監査委員には野々垣昌司氏が専任さ
れ、県後期高齢者医療広域連合議会議員には、木野町長が選ばれた。
最終日の20日は、福束小学校大規模改修工事特別委員会を設置
し、条例２件、補正予算、決算関係は所管の常任委員会の付託を受
け、慎重に審査・審議の結果、原案可決し、閉会した。
また、６名の議員が一般質問を行いました。 小寺　強　議長

一般会計

3億7,788万円を追加

野々垣　昌司 氏

任期 （４年間）
令和元年７月 13日～令和５年７月 12日

監査委員に
新任の 野々垣昌司 氏

令和元年度
一般会計補正予算（第１号）
� ３億7,788万３千円追加

既定の予算総額に歳入歳出それぞれ 3億 7,788
万 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額に歳入歳
出それぞれ48億6,388万3千円と定めるものです。

歳 出 の 主 な 補 正

消 防 費 � 総額　1億8,972万 3千円

〈防災費〉
・�防災行政無線同報系をデジタル方式に改修する
ための監理料、工事請負費　
� 1億 6,610万 2千円
・災害用非常食の入れ替え、オムツ等の備蓄品
� 822万 5千円
・�大吉新田防災拠点の整備に向けたインフラ計画
を策定するための委託料� 281万 6千円

〈消防施設費〉
・�小型動力ポンプ積載車更新を行うもので車輌の
他、関係費用� 1,146万 4千円

県後期高齢者医療広域連合議会議員
に町長が選ばれる
６月 12 日に県後期高齢者医療広域連合議会議
員の選挙が行われ、選挙の方法は指名推薦によ
ることに決定し、議長の指名により木野隆之町
長が選ばれた。�
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土 木 費 � 総額　9,599万 7千円

・�主に、揖斐川左岸の堤防道路の県道今尾大垣線
と県道安八海津線を松内地区で繋ぐ連絡道路を
新設するため

〈道路新設改良費〉� 7,500万円
　内訳・調査設計委託料� 500万円
　　　・工事請負費� 2,000万円
　　　・土地購入費� 5,000万円

〈都市計画総務費〉� 18,997万円

民 生 費 � 総額　5,282万 3千円

・�主に低所得者・子育て世帯主向けにプレミアム
付商品券を発行する事業� 4,669万 3千円

教 育 費 � 総額　2,664万 2千円

・�主に児童生徒の情報活用能力の育成及びプログ
ラミング教育の推進のため、小中学校にタブ
レット PCを導入する経費� 2,538万 1千円

農林水産業費 � 総額　1,415万円

・�主に、農地整備費の経営体育成基盤整備事業計
画策定業務委託料ですが、具体的には四郷南部
地区の再ほ場整備について、平成 30 年度の事
前調査に続き、県に提出する予備審議にための
事業計画を策定するための委託料� 1,375万円

歳 入 の 主 な 補 正

町 債 � 1億 4,670万円

・�主に、福束小学校大規模改修工事に充当するた
め、町債の学校教育施設等整備事業債 1億 5000
万円計上していましたが、より交付税措置の手
厚い防災・減災、国土強靱化緊急対策事業債に
切り替え、1,740 万円減額の 1億 3,260 万円の町
債とした。
・�防災行政無線同報系デジタル化工事の財源とす
べく緊急防災・減債事業債を 1億 6,410 万円発

行しようとするもので都合 1 億 4670 万円補正
する。

国庫支出金 � 8,427万 7千円

・�主に、教育費国庫補助金で、福束小学校大規模
改修工事について、当初町債と基金繰入金で財
源手当していたが、平成 31 年４月 16日付けで
学校施設環境改善交付金の事業選択の内示があ
り、6,733 万 2千円で外部資金が調達できました。

繰 入 金 � 総額　8,137万 3千円

・�主に、松内地区の県道連絡道路整備に充当する
ため、土地基盤整備基金から 5,840 万円を導入
するもの。
・�小中学校のタブレット PC導入事業に充当する
ため、ふるさと応援基金から 2,297 万 3 千円を
繰り入れするもの。

平成30年度�水道事業の決算の認定について

平成 30 年度において、給配水施設の維持修
繕などの工事を行うとともに、清浄かつ低廉な
水の安定供給と経費の節減等健全経営に努めた
結果、事業収益 1 億 2,658 万 5 千円、事業費用 1
億 102 万 5 千円となり、損益計算による当年度
純利益は、2,556 万円となりました。
一方、資本的収支につきましては、収入が 2,168
万 8 千円に対し、支出は、下水道工事に伴う配
水管の布設替など工事及び企業債償還金で 1 億
1,665 万 8 千円となり、9,497 万円の不足が生じ
ましたので、過年度分損益勘定留保資金、当年
度分減債積立金、建設改良積立金及び消費税資
本的収支調整額で補填しました。

平成30年度�水道事業の剰余金処分について

地方公営企業法の規定に基づき、当年度末、未
処理利益剰余金 3億 2,055 万 2,568 円の内 2,094 万
1,109 円を減債基金に、451 万 1,478 円を建設改良
積立金に積立処分しようとするもの。
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条　　例
輪之内町森林環境譲与税基金条例の制定について

平成 30 年度税制改正大綱により森林環境譲与税が創設されたこと、併せて本年４月１日に森林
経営管理法が施行されたことに伴い、今年度から森林環境譲与税が交付されることになったことを
受けて、この譲与税をまとまった原資として活用できるよう新たに基金条例を制定しようとするも
の。

輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する
等の法律、並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及
び地方交付税法の一部を改正する法律により、消費税率の 10 パーセントの引き上げが令和元年 10
月１日から施行されることに伴い、消費税率の定めがある条例、並びに使用料等の定めがある条例
の一部を一括して改正しようとするもの。

輪之内町総合戦略推進委員会設置条例の一部を改正する条例について

国の要請により、全国の各県、市町村が平成 27 年度に策定した地方版創正総合戦略については、
当初５年間の施策展開について策定の要請があったところだが、さらに継続して取り組むよう第２
期地方版総合戦略の策定について要請があったところ。
当町の総合戦略推進委員会設置条例は、平成 27 年度の当初の要請を受け、平成 32 年３月末まで
の時限条例としているが、この要請を受け、継続して第２期以降の計画策定に対応できるよう一部
改正するもの。

輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に
伴い、投票管理者等の報酬額を国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する相当額
に改正しようとするもの。

福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について

児童扶養手当法の改正に対応するもので、児童扶養手当証書の有効期限が 10 月末に変更される
事に伴い、母子家庭等及び父子家庭について、前々年所得を用いて所得判定する期間を変更するも
ので、県の準則に合わせるもの。

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

昨年度から国保財政の運営主体が県となり、国保事業費納付金が新設されるなど国民健康保険制
度が改正されたが、この制度改正により、財源となる国民健康保険税と特別会計全体の運営を鑑み
て昨年度に引き続き国民健康保険税額の変更が必要であると判断し、当該制度の安定運用を実施す
るため応益割と応能割の適正な比率を試算のうえ、改定すべく国民健康保険税額を改正しようとす
るもの。
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輪之内町下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について

工業標準化法が産業標準化法と名称変更されたことに伴う改正で「日本工業規格」が「日本産業
規格」に名称変更されたことに伴い、文言を改正しようとするもの。

輪之内町町道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について

道路構造令の一部を改正する政令が平成31年４月25日に施行されたことに伴い改正するもので、
その改正趣旨は、歩行者・自転車・自動車が適切に分離された自転車専用通行帯の整備が位置づけ
られたことを受け、自転車通行空間の整備について改正をしようとするもの。

輪之内町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する条例について

学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び技術士第２試験の選択科目の見直しに伴い改正し
ようとするもの。

規約の変更
大垣消防組合規約の変更に関する協議について

広域で組織する各組合の構成市町の内、大垣市において大垣市議会委員会条例を改正する条例が、
令和元年５月１日から施行され、常任委員会の名称等が変わりました。それにより、建設環境委員
長を消防事務を所管する委員会の委員長に改め、構成員である各町の議会に承認を求めるもの。

西南濃粗大廃棄物処理組合規約の変更に関する協議について

広域で組織する各組合の構成市町の内、大垣市において大垣市議会委員会条例を改正する条例が、
令和元年５月１日から施行され、常任委員会の名称等が変わりました。それにより、建設環境委員
長を一般廃棄物に関する事務を所管する委員会の委員長に改め、構成員である各町の議会に承認を
求めるもの。

大垣衛生施設組合規約の変更に関する協議について

広域で組織する各組合の構成市町の内、大垣市において大垣市議会委員会条例を改正する条例が、
令和元年５月１日から施行され、常任委員会の名称等が変わりました。それにより、建設環境委員
長及び建設環境副委員長を議会の議長、副議長並びに一般廃棄物に関する事務を所管する委員会の
委員長に改め、構成員である各町の議会に承認を求めるもの。

西濃環境整備組合規約の変更に関する協議について

広域で組織する各組合の構成市町の内、大垣市において大垣市議会委員会条例を改正する条例が、
令和元年５月１日から施行され、常任委員会の名称等が変わりました。それにより、建設環境委員
長を一般廃棄物に関する事務を所管する委員会の委員長に改め、構成員である各町の議会に承認を
求めるもの。
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一般質問（原文掲載）

令和元年の初議会初登壇にあたりまして、まずもって初当選
させていただきました町民の皆様方には感謝の気持ちと、この
壇上でお話ができる自分の立場と責務を真摯に受け止め、町民
一人一人の目線に立って迅速かつ明確な判断で対応ができうる
議会活動に努めて参りたいと思います。今回は過去にない新人
が５人も加わり何かと行き届かぬ点が多々あるかも知れません
が諸先輩議員方からのご指導の下、木野町長と共に新人らしく
ハツラツと元気に新しい輪之内町政に携わって参りたいと思い
ます。宜しくお願いします。そこで

土井田 崇夫 議員

　　  土井田 崇夫 議員の質問

１．輪之内町消防団の在り方について
まずは消防団の使命は水災害、火災他、災害の
現場に到着した設備機械器具及び資料を最高度に
活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を
最小限に食い止めて水火災の防御、鎮圧に努めな
ければならないものだと思います。しかしなが
ら、輪之内町消防団の目的意識は輪之内町操法大
会に良い成績を残し安八郡大会で神戸町に勝って
県大会に出場することに向けての操法訓練にすぎ
ないように思います。確かに操法調練は一分一秒
を争う為の迅速、機敏な動作を身に着ける必要不

可欠な訓練なのは十分理解はしております。
また、10 月に行われます規律訓練大会は必ず
しも行わなければいけないものなんでしょうか？
確かに、部隊行動を確実軽快にし厳正な規律を身
につけさせ消防諸般の要求に適応させる為の基礎
を作るには規律訓練はやるべき事だと思います
が、毎年の恒例行事かのような大会は今の時代に
反しておりなくすべきだと思いますが、町長のご
意見をお聞かせください。

町長答弁
消防団の任務は、土井田議員がご質問の中で

「使命」として説明されたとおりであり、このこ
とは、消防組織法第１条にも規定されておりま
す。まさしく、消防団は社会に奉仕する団体とし
て、「自らの郷土は、自ら守る。」という精神に基
づき、組織的に活動しております。
その消防団活動の一つとして、操法訓練が組み
込まれております。この操法訓練は、消防団の技
術向上と、消防活動の修練と充実に寄与すること
を目的として、毎年４月より約３ヶ月間、継続的

に行われております。その間、審査会や町大会、
郡大会等にて訓練の習熟を図り、更なる技術の向
上を目指しております。
この訓練については、第一義的には、団員が誰
でも消防活動ができること、また消防機材を操作
できることに重きを置いて取り組んでおります。
大会に出場する以上は、良い成績を収めたいとい
うのは、自然な成り行きだろうと思います。しか
しながら、そのためだけに訓練を行っているので
はありません。いざという事態が発生した際、任
務遂行に必要な知識・技術を習得するための訓練
であります。
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また、規律訓練大会については、規律と秩序を
必要とする組織的活動の習熟が主眼であり、有事
の際には、厳正な規律と整った秩序の維持が要求
されることから実施されております。消防団が取
り組んでいる規律訓練大会を含む各訓練は、基本
的には、全て消防団員に必要な知識と技術の向上
のために実施しているものとご理解ください。
昨今の地域防災の在り方や、消防団に期待する
ものが、多様化、複雑化しておりますが、その一
方で、少子高齢化が進み、被用者が増え、地域を
越えて通勤する住民の増加等の社会情勢の変化に
より、地域における防災の担い手不足への対応が
喫緊の課題として浮上しているのは、議員ご指摘
のとおりであります。
現状では、消防組織の負担も増すばかりであり
ます。そのため、平成 27 年度から、地域の消防
防災力の向上と消防団の活動を補完することを目
的に、昼間における消火活動や、大規模災害時に
おける災害防ぎょ活動、災害支援活動及び災害警
戒活動等を担う組織として、機能別消防団員制度
を導入したところであります。また、地域での
防災力強化と消防団等の公的機関の支援ができ

る人材育成として防災士養成講座の実施（H28・
H29）等、地域防災の総合力を向上させることに
よる消防団の負担を軽減するための施策も進めて
おります。
このような時代背景は、消防団幹部も十分に承
知しております。団員の声に耳を傾けながら、今
後も消防全般の訓練内容と、その規模、併せて団
編成の在り方に関しても検討を重ねてまいります。
いずれにしても、時代が変化する中で組織をど
のように維持・発展させていくのか。行政、消防
組織、地域住民の皆様が、在るべき姿について、
合意形成していくべきものと受け止めております。

木野町長

２．輪之内町消防団員の在り方について
先程お話ししました操法訓練におきましては、
本当に団員の皆様方には平日の仕事を終えた後の
二時間の訓練は大変過酷でキツイものであり頭の
下がる思いであります。
水災害はさておき建物火災等の場合では、い
つ？何時？起こりうるかわかりませんから、如何
なる場合にでも迅速なる行動で初期消火に努めら
れる様に普段から団員一人一人が自身の任務の向
上と認識が大切であると思います。
近年、企業誘致も盛んになる一方で今年の三
月にありましたNBC工場火災、過去には日本リ
ファイン（株）が二回も爆発事故をおこしていま
す。こうした背景を考えますと、これからも工場
火災が増えるのではないかと？そうなると消防団
員の危険度も問題視しなくてはいけないと思いま
す。そこで、輪之内町内にある企業、工場にはど
んな危険物を取り扱っていて、それを何処に保管

してあるのか？といった調査をして図面上にきち
んと明記し把握した上、消火活動しなくてはいけ
ないと思います。初期消火はとても大事な事です
が、消防団員には家庭もあり家族もあり勤務先も
ありますので自分自身の生命を第一に考えていた
だきたいと切に思います。また、親御さんからは
家の息子は県外に勤めていて結婚もして子供が学
校に上がる前に戻ってきて一緒に住みたいと言っ
てるんだが、帰ったら消防団がまわってくるから
帰るのを躊躇して困ってる！と言った話も聞いて
おります。そういった事により輪之内町の人口減
少やら、若い子達が輪之内離れに少しは影響して
いるかと思います。そうしたことにより消防団員
のなり手が不足してきており、福束地区は特に町
民が少ないのに小型が３班もあり、逆に大薮地区
は住宅やアパートがどんどん建って町民が増えて
も小型が２班しかないので中々回ってこないと
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町長答弁
まず、今年３月 15 日に発生した里地内での株
式会社エヌビーシーの工場火災は、輪之内町消防
団、大垣消防組合の他、隣接市町の応援出動も受
け、消火活動が行われました。本件火災におい
て、町消防団は、消防車両 11 台と機能別消防団
員（８名）を含む 46 名が出動しております。覚
知から鎮火まで、２時間以上という大きな火災で
ありました。
このような状況下にて、出動団員の身を守るた
め、徹底した情報管理を行い、現場活動すること
は、大変重要であります。
現在、災害現場での活動では、大垣消防組合の
本部指揮隊と連携し、活動指示を受け、組織的に
現場活動が行われており、このような臨場体制の
下で、細かな活動指示、依頼や現場の危険情報等
を受け、安全管理に配慮した活動が実施されてお
ります。
企業やその工場が保有する危険物等について
は、大垣消防組合が実施する防火査察や、企業か
ら提供され、把握している危険物施設等の情報
を、大垣消防組合の指揮隊から活動危険情報とし
て受けた消防団本部の指揮隊が、消防団員へ伝達
するという方法を取っており、相互の連携を密に
することが重要であると考えております。その結
果、禁水性物質などがある場合の現場活動は、実
質的な消火活動より、避難誘導や現場警戒区域の
設定活動が主となりますが、現状と同様に組合本

部指揮下で、連携を取りながら、対処するべきも
のと考えております。
輪之内町消防団の存在は、まさしく地域防災の
要であり、重要かつ必要不可欠なものでありま
す。その消防団員の担い手不足という懸念は、極
めて憂慮すべきことでありますが、そのことは消
防団幹部も同様な思いであります。町を離れた若
い世代にすると、これまでの消防に対する大変で
あるとのイメージが強いため、戻ってくることを
ためらう一つの要因になっているのかと思われま
す。これは、輪之内町特有の問題ではなく、全県
下共通の解決すべきものであることは、ご理解い
ただきたいと思います。県においても、消防団員
確保策を種々、講じているところでありますが、
地道な努力を要することは論を待ちません。消防
団に対するマイナスイメージを払拭することも意
識しながら、現状の訓練方法やその頻度等、毎年
の反省を踏まえながら、団運営の改善に努めてい
くことが、何より大切と考えます。これまでのや
り方を踏襲することにこだわることなく、団員が
その任務を自覚し、全うできる環境をどのように
構築するのかを模索しながら、進めているところ
であります。消防団員が、郷土愛護の精神を基調
とした社会に奉仕する団体であるとの誇りを持ち
ながらも、それだけでは解決しない現実も見据
え、今後も地域に根ざした消防団であることを念
頭に置いて、新しい姿の消防団員像を追い求めて
いきたいと考えております。

１．学校給食費について
文科省は学校給食について「教育活動の一環」
と位置付けています。また小・中学校の給食費無
償化は食育推進や保護者の経済負担を軽減する目
的に挙げられています。

給食費無償化の効果として、児童生徒の「給食
費の未納・滞納に対する心理的負担の解消」に大
いに役立つものと注目されています。義務教育で
はできる限り家庭に補充的出費を負わせるべきで

　　 �浅野�進�議員の質問

いった悪循環を招いている始末です。
これからの消防団員の役割分担はどのように

なっていくのでしょうか？町長の意見をお伺いし
ます。
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町長答弁
浅野議員のご発言のとおり、学校給食は、児
童・生徒への食育・徳育の育成として健やかに生
きるための基礎を培う大切な教育活動の一環であ
ります。学習指導要領でも、食育の観点をふまえ
た学校給食の目標は、①食事の重要性、食事の喜
び、楽しさを理解する。②心身の成長や健康の保
持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解
し自ら管理していく能力を身に付ける。③正しい
知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性に
ついて自ら判断できる能力を身に付ける④食物を
大切にし、食物の生産等に関わる人々へ感謝する
心を持つ。⑤食事のマナーや食事を通じた人間関
係の形成能力を身に付ける⑥各地域の産物・食文
化や食に関わる歴史等を理解し尊重する心を持つ
ことであります。
このように大切な学校給食を浅野議員のご発言
のように、無償化や保護者負担を軽減する自治体
が増えてきております。
平成 30 年７月文部科学省発表の「平成 29 年度
学校給食費の無償化等の実施状況」の調査結果
によると、全国 1740 自治体の内、小中学校とも
無償化を実施しているのは、76 自治体で全体の
4.4％、一部無償化・一部補助を実施しているの
は 424 自治体で全体の 24.4％と、年々増えてきて
おります。県内においても岐南町に続き、揖斐川
町も無償化を実施、近隣では神戸町、安八町は一
部無償化若しくは補助をしております。
現在、町内小中学校へ約 1,000 食の給食を提供
し、昨年度の年間経費はセンター運営費、人件
費、調理業務の委託、施設・設備の維持管理費等

が約 4,300 万円、原材料費が約 4,700 万円となっ
ており、給食費としては、そのうちの原材料費の
み保護者に負担していただいております。負担額
は小学生月額 4,100 円、中学生月額 4,750 円であ
ります。
給食費につきましては、学校給食法第 11 条に
より、給食の施設・設備に要する経費並びに学校
給食の運営に要する人件費等の経費は設置者の負
担とし、それ以外の学校給食に要する原材料費は
保護者の負担とすると明記されております。
また、義務教育は、憲法第 26 条第２項で無償
であると規定しておりますが、これは、教育基本
法第５条第４項で国または地方公共団体の設置す
る学校における義務教育については、授業料を徴
収しない、教科書については別途「教科書無償給
与制度」により無償配布されているように授業料
及び教科書については無償であるという意味であ
り、学用品その他学校生活に必要な物品の費用に
ついては無償となっておりません。
現在、給食費未納の世帯も非常に少なく、また
経済的に困難な世帯は「準要保護世帯」として、
給食費を含めて就学援助を行っています。
浅野議員ご提案の第二子から無償化した場合の
経費としては、現状における小中学校在籍の二人
以上の兄弟のいる世帯は、約 170 世帯で、年間経
費は約 857 万円となります。町といたしまして
は、今後、子育て支援策として何を優先すべき
か、慎重に検討していくとともに、設置者である
町の責任として、アレルギーチェックにも配慮
し、今後も安全で安心な給食、栄養バランスの取
れた給食の提供に努めてまいります。

なく学校給食は全ての子供に与えるべきとした国連教育
科学文化機関（ユネスコ）勧告や、義務教育の無償化を
定めた憲法 26 条２項にも示されています。
西濃地方では揖斐川町で給食費無償化を実施してお
り、神戸町では限定的ですが第三子から無償化している
と聞き及んでいます。輪之内町では第二子から無償化で
きないものかお尋ねします。その場合財源はいかほどに
なるのか合わせて答弁をお願いいたします。必要な場合
は再質問をいたします。

浅野 進 議員
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町長答弁
最近、高齢者ドライバーの運転ミスや運転マ
ナーの悪いドライバーによる交通事故、信じがた
い通り魔殺傷事件等、予測不能な事故、事件が多
発しております。
登下校時の通学路については、地域見守り隊の
皆様、ＰＴＡの皆様のご尽力により、今のところ
大きな事故もなく、登下校できておりますことに
心から感謝申し上げます。
小学生の登下校時の安全対策として、先ず、学
校教育の中では、子ども自身が危険を予測し、危
険を回避する能力を養成するよう実践的な交通安
全教室や防犯教室を開催しております。
地域にあっては、ＰＴＡの方々による通学路の
安全点検、スクールガードリーダーによる町内の
巡視、地域見守り隊の方や学校教職員による見守
り活動、通学路の危険箇所等を明記した輪之内町
小中学校安全マップの配布、子どもの安全・安心
に関する研修会の実施等、学校と地域が情報共有

し、安全対策に取り組んでおります。
行政としましても、通学路で交通量の多い交差
点等には、カラー舗装や標識を設置し、運転手に
速度の減速や通学路であることを認識できるよう
安全対策を施しております。
福束小学校の北側道路については、現在、通学
路とはなっておりませんが、この道路を横断しな
ければならない地区があります。危険箇所にはカ
ラー舗装を施し、地域見守り隊の方にも立ってい
ただき、安全に横断できるように学校からも近く
まで見送って対応しております。
一般道を走行する車輌について、町が規制をす
ることは非常に困難でありますので、学校が近い
こと、子ども達の通学路であることが認識できる
よう、通学路表示の看板や減速を促す表示をして
いくなど、注意喚起の路面標示や学校付近の安全
対策について大垣警察署等関係機関とも協議し、
今後のより効果的な対策を検討してまいります。

１．小学生の通学時の安全対策について
平成 30 年１月末のデータを基にしておりま
す。交通事故に関しましては、小学１年生の歩行
中の死者数は小学６年生の８倍であり、年齢別で
は７歳が最も多く、次いで６歳、８歳の順であり
ます。小学生の低学年が半数を占めております。
月別では４月～７月、10 月、11 月が多く、時間
帯別では、夕方 15 時台～ 17 時台と朝７時台が多
くなっております。また地点別では、交差点内、
類型別では、横断中が最も多く、そのうち横断歩
道が約 39％にもなっております。登下校中は全
体の約 35％であります。
また誘拐未遂事件、通り魔的な犯行事件が
ニュースでも見受けられます。子供の安全は親御
さんはもちろん、行政機関、町民の共通する願い
であり、目標であります。
登校時、地域の皆様が横断歩道に立ち会って頂
いていますし、下校時には学校の先生方が付き

添っていらっしゃいます。また行政も安全パト
ロールカーで町内を巡回されていました。
そこで現在取り組んでいる小学生の登下校時の
安全対策をおたずねします。
また福束小学校の北側の通りを大型トラックや

４ｔダンプ車が通ることがあります。福束大橋を
渡って福束の信号を左折してきた可能性が高いと
思われますが、ファミリーマートの交差点（中郷）
を左折して頂くように行政から運送会社、取引先
等にご協力いただくようにお願い申し上げます。

　　 �大橋�慶裕�議員の質問

大橋 慶裕 議員



令和元年 8月 1日（　）輪之内町議会だより14

１．ドライブレコーダーの推進について
今から一年前になりますが、新潟市西区の JR越

後線の線路で小学２年（７）の少女の遺体が見つ
かった殺人・死体遺棄事件では、新潟県警が事件
発生から一週間後に会社員の男（23）を逮捕しま
した。容疑者を絞り込む一助になったのがドライ
ブレコーダーです。「動く防犯カメラ」といわれ、
街頭設置の防犯カメラが少ない住宅地などの死角
を埋める効果もあるとされてきましたが、新潟の事
件でも威力を発揮しました。現在では日常を取り
戻していますが、通学路で連れ去られたことへの
不安は今でも地域に残っていると言われています。
現在では貸切バス事業者のみにドライブレコー

ダーの装置が義務付けられています。2020 年に
は、バス業者以外においてもドライブレコーダー
の義務化が想定されています。最近の実態調査で
はドライブレコーダーの搭載率が前年度の 15.3％
から大きく上昇して31.7％になっております。その
背景には昨年の「あおり運転」の事故以降、報道
の影響もあり、急激に上昇して、防犯カメラとし

ての効果を重視しはじめた結果だと思います。ま
た前方だけでなく、後方も撮影可能なモデルや全
方位を録画できるモデルに関心が集まっています。
私はこのドライブレコーダーの搭載率を上げて
いくことで、地域の子供たちやお年寄りの皆さん
を守っていくことはもちろんですが、乗車してい
る最中の状況を隈なく映像で記録することによ
り、ドライバー自身が録画を通して第三者に見ら
れていることで安全運転を意識するようになる点
が最大の効果だと思います。それが安全なまちづ
くりにつながると思います。町の推進事業として
ご検討して頂きたいと考えておりますのでご意見
をお願いいたします。

　　 �林�日出雄�議員の質問

林 日出雄 議員

町長答弁
ドライブレコーダーの認知度が上がったのは、
平成 24 年（2012 年）４月に京都祇園で起きた軽
ワゴン車暴走事故の映像により、それまで商用車
での利用が主であったものが、一般的になったと
承知しています。平成 28 年（2016 年）１月に起
きた長野県軽井沢でのスキーバス事故で、その認
知度が、さらに高まり、搭載車が増加する切っ掛
けとなりました。その後も、東名高速道路にて反
対車線から車が観光バスに飛び込んでくる事故
や、あおり運転の末に夫婦を死亡させてしまった
事件などの報道が相次いでおります。
国土交通省は、平成 29 年（2017 年）12 月に、
相次ぐ交通トラブルを受けて貸し切りバスへの
ドライブレコーダー搭載を義務付け、令和２年
（2020 年）にタクシーやトラック業界にもその義
務化が想定されていることは、議員のご指摘のと

おりであります。
この義務化の目的は、日々の指導や管理に利用
し、運転状況を客観的に省みることによる事故防
止、安全運転の意識向上でありますが、議員が
「動く防犯カメラ」と称されるように、映像が残
ることで、あおり運転対策だけでなく、認知症で
行方不明となったときの捜索や、その他の事件、
事故が発生した場合に、その解決の糸口として利
用される可能性も考えられます。
ちなみに、当町での公用車の状況であります
が、比較的使用頻度が少ない車両等の一部を除
き、ドライブレコーダーを搭載している車両は、
19 台になります。また、今年度には、全ての消
防車両にも搭載する予定（新規 10 台、既存１
台）であります。ドライブレコーダーが搭載して
いる公用車等が、町内を走ることで、危険な運転
や事件の発生を少なからず、抑止できるものと思
われます。また、有事の際には、捜査機関等への
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情報提供にも寄与できるものと考えております。
同様に、多くの一般のドライブレコーダー搭載
車の増加が、犯罪抑止、事件、事故等の迅速な解
決に繋がるものと思われます。
最近の事故等の報道により、交通事故処理の円
滑な対応と安全運転意識の向上に伴い、個人で搭
載する方も増えております。搭載すること自体
が、防犯対策の一助となることも、広く理解いた
だくことが肝要であります。町としましても、そ

の普及率（搭載率）が向上するように、まずは各
種会議等の機会を捉えて、ドライブレコーダーの
事故防止・犯罪防止効果を周知するべく庁内関係
各課が協力して推進に努めるのは、当然のことで
ありますが、一方でドライブレコーダー普及につ
いては、街頭における防犯カメラ設置等の他施策
を複合的に検討することが必要と考えております
ので、他市町の実践例をも調査しつつ、輪之内町
としての方向性を見定めてまいります。

元号が変わり新しい令和の時代になり、本町に
おいては任期に伴い５月 19 日町長並びに町議会
議員選挙が実施され、大きな期待を受けて町長は
４選を果たされ、議会は顔ぶれが大きく変わりま
した。町長は立候補の公約として、もっとやりま
す！子育て・福祉環境の日本一を目指した安全・
安心のまちづくり、そして誇りの持てる輪之内に
するための８つのもっと！政策を掲げられまし
た。町長の町政にかける強い意欲を感じると共に
大きな期待をしております。
しかし、社会の少子高齢化・人口減少と大災害
など、これまでになかった経験をした平成の 30
年からこの状況が益々加速化すると予想される令
和に向けて輪之内町として、この新しい時代にど
う向き合っていくのか、どのような道を歩んでい
くのか、この節目にあたり、まちづくりは行政が

行うことという考えではなく、行政と我々議員も
含めた町民が一丸となって真剣に考え、夢のある
まちづくりに取り組んでいかなければならないと
思っております。
そこで新しい時代において地方自治体の死活問
題ともなり得る少子高齢化・人口減少対策と防災対
策の核となる防災拠点についてご提案いたします。

　　 �上野�賢二�議員の質問

上野 賢二 議員

１．輪之内町の近未来図について
本町では現在、「輪之内町第五次総合計画（平
成 24 年度～平成 33 年度）」と「輪之内町まち・
ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年度～平成
31 年度）」を策定して一体的に施策を進め、住ん
でいて良かった、これからもずっと住み続けたい
まちの実現に向けて少子高齢化・人口減少対策に
取り組んでおります。しかし、この総合計画や総
合戦略を町民がどれだけ認知しているのか、理解
しているのか疑問に思っております。策定にあ
たっても行政が作成し、議員選出委員と一般公募
による委員で組織された審議会の諮問を受けて策

定されており、審議会委員もほとんどが頭の固く
なった高齢者で占められています。将来のまちの
主役となる中学生・高校生の意見や考えも取り入
れてみてはどうでしょうか。中高生がまちづくり
や住みやすさについてどのように感じているの
か、どんなまちになって欲しいと思っているの
か、輪之内町の夢のある未来像を考えることで郷
土愛が芽生え、将来のUターンにもつながって
くるのではないでしょうか。授業日数や授業科目
が非常にタイトであることは重々承知しておりま
すが是非とも中学校の授業の一環として取り入れ
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町長答弁
まず、議員のご質問の中で、「まちづくりは行
政が行うことという考えではなく、行政と我々議
員も含めた町民が一丸となって真剣に考え、夢の
あるまちづくりに取り組んで行かなければならな
いと思っている」というご認識に対して、私も大
変心強くまた有り難く思っております。
さて、ご質問では、現在推進している「輪之内
町第五次総合計画」や「輪之内町まち・ひと・し
ごと総合戦略」を町民の皆様がどれだけ認知・理
解しているか疑問とのご指摘ですが、これについ
ては、ことある毎に周知して参りましたし、町
HP（ホームページ）にも掲載させて頂いており
ます。
さて、議員ご提案の「将来のまちの主役となる
中学生・高校生の意見や考え方も取り入れてはど
うか」については、結論から申し上げますと意見
を異にするものではありませんし、実現する方向
で進めて参りたいと考えております。
以前、まち・ひと・しごと総合戦略の具体的施
策の中で、平成 28 年度に「まちづくり創生塾」
という企画を実施しました。内容としては、町
内在住在勤の若年層の方（18 歳以上 35 歳以下の
方）を募集し、総合戦略に掲げるテーマに対して
塾生同士で議論を頂き、町に対して具体的施策の
提言を頂くというものです。
結果は、当時 22 歳から 25 歳の５名の男性在住
在勤者が参加され、８回の会議を経て、提言書と
して「若者（若年層）が定住しやすいまちづく

り」をまとめ上げ提言を頂きました。
その提言内容としては、
１．人を呼び込む（定住・交流人口）
２．働く場を創る
３．子育てがしやすいまち
の３つの分野において、それぞれ具体的施策も提
言頂きました。
その内、今年度から始めております「高校生の
バス通学における定期券の助成制度」や、昨年度
からプラネットプラザ内で行っております「ペッ
トぼたるによるイルミネーション」などは、彼ら
から提言された事業を具現化したものであります。
このように、提言頂いたアイデアを具現化する
ことによって、彼らが当町の行政運営に興味をも
ち、ひいては、行政運営について、いろいろ想い
をめぐらせてくれるようになっていると思ってお
ります。
このような例は、正に議員がねらって見える

「輪之内町の夢のある未来像を考えることで郷土
愛が芽生え、将来のUターンにも繋がってくる
のではないか」との提案とマッチングするものと
考え、実行することを前提にそのスキームを考え
て参りたいと考えております。
来年度からは、２ヶ年をかけて第六次総合計画
を策定する予定ですが、その際には、住民の幅広
いアンケートとは別に、提案の「中高生が考える
近未来図」も取り入れ、そして、実現可能な提言
については、具現化に向けて鋭意努力して参りま
す。

２．防災拠点の事業展開について
本町においては、いち早く公共施設の耐震補強
工事を実施すると共に木造住宅への各種耐震工事
費補助事業の推進や防災士の養成と配置など他市

町に先んじた防災対策事業を展開し、防災体制の
充実、防災意識の向上や災害に強いまちづくりに
努めております。そして国交省への誘致努力が

ていただきたいと思います。
また、総合計画や総合戦略の策定は行政が施策
を進めるにあたり、必要不可欠であることは否定
しませんが、それとは別に中高生を含めた町民の
意向を反映させ、コンパクトで分かりやすいイラ

スト等を多く盛り込んだ夢のある輪之内町の近未
来図を作成してはどうでしょうか。総合戦略は今
年度、総合計画は２年後までとなっており、新た
な計画・戦略の策定時期が来ております。この機
会に是非ともご一考ください。
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町長答弁
まず、防災拠点の予定地についてであります。
ご承知のとおり、この予定地は、揖斐川左岸で河
口から概ね 29.0km 付近にあり、県道 232 号今尾
大垣線に隣接し、議員のご質問の中にありました
名神高速道路の接続口から堤防道路を南下して、
約 5.5km に位置しております。敷地面積は、約
5.5ha。天端面積は、約 3.8ha で、現在、土盛りに
よる造成が進められております。
盛土の内、中詰め土の搬入は、平成 29 年度ま
でにほぼ終了しており、平成 30 年度から現在に
至るまでは、土の搬入を一旦、中止して沈下の状
況を観測している状態にあります。今年度は、こ
の沈下を確認しつつ、必要に応じて盛土を追加搬
入するとともに、表層部分と法面部分への仕上げ
土の搬入する時期を見計らっている状況でありま
す。
なお、これまでに実施した盛土の沈下が収束す
る見込みは、令和２年末頃と想定されているの
で、施設整備の実施は、令和３年以降が望ましい
と、国土交通省から連絡を受けております。
今回の補正予算で計上しました防災拠点整備イ
ンフラ計画策定業務は、盛土の沈下が収束する時
期を見計らい、当該地で計画する施設を検討する
上で必要となる道路、水路、上水道、下水道、電
気等のインフラ関係の計画を作成しようとするも
のであります。
なお、議員からは、国土交通省の河川防災ス
テーション云々のお尋ねがございましたので、こ
の点について、ご説明させていただきます。当町
で国土交通省が実施している事業は「河川防災拠

点」事業であり、今後明らかにされるであろう事
業内容は、同省が「河川防災ステーション」とし
て展開している事業とは、整備内容が少し異なっ
ております。ちなみに、国の事業でいう「防災ス
テーション」は、同省及び該当市町村に、その計
画策定が求められるもので、広域災害に備えて、
国において整備される事業であります。
防災拠点と防災ステーションの違いであります
が、防災拠点は国土交通省により配置された防災
ステーション間を補完するものと位置づけされて
おり、その整備内容は、当該地域の実情を踏まえ
て整備される点にあります。その機能として、防
災資機材の集積、防災資機材倉庫、受援活動のた
めのヘリポート等が予定されております。
当町が、大吉新田で目指す「防災拠点事業」
は、国土交通省の防災拠点事業と同時進行で一体
的に整備予定でありますが、同省の整備内容に加
え、町独自の追加機能として、災害発生時におけ
る住民の避難場所及び一次避難施設として機能さ
せるべく、その内容を検討してまいります。当然
のことながら、住民の皆さんを風水害・地震等の
広域・複合的災害から守る拠点施設としてまいり
ます。加えて、平時における利活用をも視野に入
れた施設整備も検討してまいります。
今回の補正予算で計上させていただいた計画の
策定業務は、これらの考えを具現化する上で必要
になるインフラ整備を計画するものであります。
当町に必要な施設はどのようなものか、必要と思
われる用途を多目的に活用できるスペースやその
ための財源が充足できるのか等、まだ課題はあり
ますが、これらのことを明確にするため、早急に
調査を実施し、着実に事業を進めてまいります。

実った災害時の核となる防災拠点への名神高速道
路からの接続口と堤防連絡道路の拡張工事が完成
し、いよいよ今年度防災拠点のインフラ整備が始
まります。しかし、この防災拠点がどのような形
になるのか、どのような機能を有した施設になる
のか、姿が全く見えてきておりません。国交省の
河川防災ステーションと町の防災拠点が合わさっ
た防災基地になるのでしょうか。災害時の緊急復
旧を迅速に行う基地としての機能は当然ですが、
平常時にはまちのオアシスとして人々が憩う魅力

的な空間として有効に利活用される施設機能の整
備がより重要であると思います。第五次総合計画
によりますと平成 33 年（令和３年）頃には拠点
となる建物を建設する予定となっております。今
後の事業展開として関係諸機関と検討の上、町民
の意向も取り入れて防災基地全体像の青写真を
描き、マイルストーンを設定した長期事業スケ
ジュールを町民に示していくべきと考えます。
防災拠点の今後の事業展開について、町長のご
見解をお尋ねいたします。
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町長答弁
輪之内町の公共交通につきましては、平成 25
年に輪之内町地域公共交通総合連携計画を策定
し、幾度の新設・廃止・改編を重ね、平成 27 年
１月から現行のデマンドバス運行を開始し、丸４
年が経過したところであります。
まず、１区間 200 円の料金設定のご質問です
が、65 歳以上の方は、1,000 円の回数券を半額の
500 円で購入することができ、実質 100 円で利用
できるよう配慮しております。公共交通機関であ
ることや、受益に応じた適切な負担の観点からす
れば、これが最低限のラインではないかと考えて
おります。なお利用頻度の高い方には、パスポー
ト（定期券）での乗り放題は、１ヶ月 2,000 円で
すが、運転免許自主返納された方につきましては

半額の 1,000 円で購入できます。また、全国的に
高齢ドライバーの重大事故が増加している中、令
和元年度から、運転免許自主返納の方に、デマン
ドバス専用回数券 3,000 円分を交付する返納支援
新事業を実施していることを付言させていただき
ます。
デマンドバスのバス停につきましては、田中議
員から要望のありました藻池中バス停を平成 29
年４月より、ハピネスビラバス停を平成 31 年４
月から運用開始いたしました。これで町内外合わ
せて 157 カ所のバス停を設置し、住民の方の意見
を参考に改善を重ねております。
つぎに、バス停の駐輪場、待合い等についてで
すが、医療機関のバス停では、院内での待合い、
路線バス併設のバス停では、一部待合い椅子が確
保できている所もございますが、その他のバス停

田植、麦刈りと農繁期の真最中です。昔の農作業の景色とは
大きく様変わりをして来ましたが、農家にとっては一番大切な
時期です。
町長におかれましては、さきの選挙におきまして無投票当
選、誠におめでとうございました。町民の皆様の期待の大きさ
が感じられます。私達議会議員も、新しい議員さんが５名誕生
し、大きく若返りました。私も、頂いた４年間を初心に返り、
町発展の為、皆さんから住んで良かったと言ってもらえる町づ
くりに努力しなくては、と強く思い結果を求めて、議員活動を
やって行きたいと考えています。

　　 �田中�政治�議員の質問

田中 政治 議員

１．デマンドバスについて
今回は改選後、初めての定例会ですのでいつも
のように選挙中にお聞きした事柄について質問し
ます。
４年前と同じように、デマンドバスについて多
く意見がありました。
利用の仕方について一区内でも 200 円料金がい

ること、近い所への移動でも、年金生活者には高
い。医者、生涯学習（趣味）の勉強、楽しんでや
りたい。家族からも何もしないと〝ボケ〟てしま
うと言われ、荷物とかがあり、乗り場まで姥車で
行っても、置く所がない（駐輪場）。歩いて行く

事が出来ても目的地の前を通り過ぎて、遠くなっ
てから乗降することへの不満（弾力的な運用）、
運行時間午前 8：30 ～午後 4：30、特に午後の終
了が早すぎる（医者へ行った帰りの時間）等、運
行開始以来、同じような意見がずいぶん多く、高
齢者の足として、町民の足としての使い勝手に結
構不満が多い。高齢者ドライバーによる事故が連
日のように報道されている。免許証の返上が多く
取り上げられている。輪之内町も高齢者の増加に
よるデマンドバスへの要望も多くなると思います。
以上のことについて答弁をお願いします。
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のほとんどが駐輪場、待合いがありません。全て
のバス停に駐輪場等があるに越したことはないの
ですが、土地の確保、維持管理等が課題となると
思われます。また、バスの乗降に対する弾力的な
運用につきまして、輪之内町デマンドバスは、フ
リーライドではなく、バス停からバス停までの乗
降というミーティングポイント制を導入いたして
おります。もしご不便を感じられるのであれば、
区長さんを通じて依頼していただくことにより、
バス停の新設は可能ですのでご検討ください。
現在のバスの運行は、利用者の多い朝夕は定

時定路線バスで、利用者の少ない昼間帯はデマン
ドバスを運行するという輪之内町独自の運用で、
町内の交通空白区域の解消とバス利用者の確保を
図ってきたところであります。田中議員からは、
デマンドバスの運行時間が午後４時 30 分では早
すぎて、使い勝手が悪いという意見があるとのご
指摘ですが、今年度にアンケート調査を実施す
る予定としておりますので、その点についても広
く、町民・利用者の皆様のご要望とその理由と共
にお伺いし、その結果を踏まえ、輪之内町地域公
共交通会議にも諮りながら、適切に対応してまい

ります。
デマンドバスの運用につきまして
は、町民の皆様にとってより便利な
公共交通を目指してまいりました。
デマンドバス運行から５年目を迎え、
１日の平均乗車数は、50 人前後で安
定してまいりました。今後とも町民・
利用者の皆様の声を聞き、財政的な
側面を考える中での利便性の向上を
図ってまいります。「住んでて良かっ
た、これからもずっと住み続けたい
まちづくり」の一翼を担う公共交通
の構築を目指し、課題を解消すべく
取り組んでまいります。

２．防災拠点について
大吉地区に大規模防災拠点が造成中でありま
す。近未来に予想されている大地震が起これば、
避難する人で大吉地区周辺は大混雑することと思
われます。今回補正予算で、大吉地区周辺のイン
フラ整備等が計画されていますが、早く進めて頂

きたいと思います。
大規模防災拠点に、常時、福祉施設的なものを
開設し、有事の時に介護者、医療が必要な方の一
時的な避難所としての利用等も考えた施設もどう
かと考えます。町長の考えをお聞かせ下さい。

町長答弁
防災拠点の整備に関する考えは、先程、上野議
員のご質問の中で申し述べたとおりでございます
が、議員からご提案がありました施設の整備につ
いては、有事の時のみでなく、平常時にも、有効
に利活用されるのが望ましいと考えております。
先程も述べましたが、平常時には、他用途利用

にも供することが可能なものとすることも大切な
要件の一つであると考えます。また、有事の際に
は、一般避難所では対応し辛い高齢者や障害者、
妊婦等の支援に配慮した施設であることも重要な
課題であると考えます。今後の施設整備におい
て、議員のご意見も参考にさせていただきなが
ら、事業を推進していきたいと思います。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

各常任委員会は、６月14日開催され、令和元年度一般会計補正予算、平成 30年度水道事業決算の
認定及び剰余金の処分、輪之内町森林環境譲与税基金条例の制定、輪之内町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例の合わせて５議案を審査し、いずれも原案のとおり認定・承認すべきものと決定しました。

令和元年度 一般会計補正予算（第１号）

危機管理課
Ｑ　防災行政無線のデジタル化工事の会計処理

は、どのように行うのか。
Ａ　今年度に総額、約 3億 6,900 万円の２ヶ年契
約を行い、債務負担行為として補正予算で定め、
その内の約 1億 6,400 万円を今回の補正予算で
計上し、残りの約 2億 500 万円は、来年度の予
算で計上する。

Ｑ　防災拠点整備インフラ計画の策定業務委託の
内容はどのようなものか。
Ａ　拠点整備予定地への道路網、上下水道、電気
等のインフラ関係を中心にした計画である。

Ｑ　防災行政無線のデジタル化は、どのようなも
のか。
Ａ　スプリアス規格、これは必要周波数帯の外側
に発射される不要な電波のことで、この規格変
更に伴い、現在使用している旧スプリアス規格
のアナログ方式では、今後、使用できなくなる
ため、新スプリアス規格に対応したデジタル方
式の機器を導入する。

Ｑ　消防車両の更新に伴い、古い車両は、下取り
に出しているのか。
Ａ　下取りに出すのではなく、廃車としている。
経営戦略課

Ｑ　総合戦略推進委員会委員報酬の増額補正につ
いて、報酬審議会において審議するものではな
いのか。
Ａ　報酬を増額補正したものではなく、当該補正
は政策的経費として今回計上したもので、当初

予算から除外していたためである。
産業課

Ｑ　森林環境譲与税について、無条件で交付を受
けられるか。また、使途は限定されているのか。
Ａ　無条件に交付を受けられるが、使途は限定さ
れており、当町は木材の利用促進しか該当しな
い。なお、使途については、町の広報誌やホー
ムページで公表することが義務づけられてい
る。

Ｑ　移住定住促進事業について、この事業は農業
振興を目的に実施するのか。
Ａ　農業振興というよりは、移住人口を増加させ
ることを目的としている。

Ｑ　移住定住促進事業について、委託する事業者
の利益になるだけで町にとって効果があるの
か。
Ａ　これまでは町の情報提供しかしていなかった
が、移住に興味のある若年層を中心として事業
者に参加者を募集してもらい、実際に来て輪之
内町を体感してもらうことで移住候補先の一つ
としてもらえる。

Ｑ　移住イベントへの参加費用はどれぐらいに設
定するのか。
Ａ　当町までの交通費は参加者が負担することに
なるが、団体でバスを利用することにより安価
に抑えることができる。
●意見　空家対策等の事業も絡めて、このイベン
トが移住定住につながるようにもっと検討して
事業を進めてもらいたい。
建設課

Ｑ　西幹線道路舗装工事は既に契約をしている
か。
Ａ　まだ工事の契約はしていない。

総務産業建設
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令和元年度 一般会計補正予算（第１号）

住民課
Ｑ　南波最終処分場のトタンフェンスをメッシュ

フェンスに変えることで、つる草が巻きつきや
すくなるが対策はどうするのか。

Ａ　南波最終処分場の除草は年２回行っており、
つる草の駆除についても盛り込むなど対策を検
討していく。
福祉課

Ｑ　プレミアム付商品券の販売と使用期間、合
わせて、商品券が利用できる店舗は輪之内町
のみか。
Ａ　商品券の販売開始は、令和元年 10 月１日か

Ｑ　松内取付道路の位置はどこになるのか。
Ａ　県道安八海津線の海津市へ接続するカーブ手
前の位置から、堤防道路の県道今尾大垣線へア
クセスする道路。

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、
堤防道路へのアプローチが、容易にできるよう
になる。

平成30年度水道事業の決算の承認につい
て及び平成30年度水道事業の剰余金処分
について

建設課
Ｑ　消費税は平成 30 年度は、納付か還付か。
Ａ　平成 30 年度は、708,500 円の納付になる。
Ｑ　水道料金の未収金はいくらあるのか。
Ａ　平成 30 年度分は、３月 31 日時点で、4,871,100
円。

Ｑ　過去の年度の方が水道料金の滞納額が少ない
のはなぜか。
Ａ　料金の徴収は、過年度から徴収しているため、
現年度に近いほど多くなるとのことでした。

Ｑ　給水戸数と輪之内町の世帯数に乖離があるの
はなぜか。

Ａ　塩喰川西及び福束川西地区が区域外給水であ
り、井戸の利用者もいるため、給水戸数と世帯
数は乖離している。

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　今回の税額改正により、平均世帯ではいくら

下がるのか、また一人当たりではどれほど減と
なるのか。
Ａ　仮に夫婦と子ども２人の４人家族で、所得金
額 300 万円と仮定した場合、約５万円の減とな
り、一人当たりでは平均 12,800 円の減になる。

Ｑ　国民健康保険の現在の加入者数は。
Ａ　５月末現在で加入者数は 1,964 人、1,133 世
帯である。

Ｑ　毎年県への納付額が変更されれば、そのたび
に税額変更の改正が必要となるのか。
Ａ　県全体の医療費が急激に上がっても、現在は
県の基金が充てられるため、町の納付金への影
響は緩和され、必ずしも条例改正が必要とはい
えない。

文教厚生

総務産業建設常任委員会
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文教厚生常任委員会

らを予定しており、その使用期間は 10 月１日
から令和２年２月 29 日までを考えている。商
品券の使用は、輪之内町内にある店舗限定であ
り、使用できる店舗については、これから公募
により募集していく。

Ｑ　商品券の換金に要する時間はどれくらいか。
Ａ　概ね、１ヶ月から１ヶ月半ぐらいかかる。
Ｑ　医師会・歯科医師会協力費はどのような性質

のものか。
Ａ　医療機関における福祉医療費に関する主な事
務としては、医療費の自己負担額を国保連合会
を通じて輪之内町に請求する事務や過誤調整な
どであるが、その事務費を支払うものである。

Ｑ　趣味の家南側の砂利駐車場の整備により、何
台駐車できるのか。
Ａ　主な利用者が高齢者であることを配慮して、
広めに区画線を引くことを考えているため、今
回の工事により駐車できる台数は 16 台。

Ｑ　現在、ふれあいセンター全体では何台駐車で
きるのか。
Ａ　区画線がある駐車場として、ふれあい広場南
側に 17 台、ふれあいセンター敷地内に４台の
合計 21 台。現在、区画線が無い趣味の家南側
の砂利駐車場には、約 10 台が駐車している。

Ｑ　駐車台数に限りがあるため、大きな行事等の
際は路上駐車が顕著であるが、何か対策が必要
ではないか。
Ａ　地域包括支援センターが主催する事業のう
ち、参加者が多い催しや教室については、その
開催場所を町民センターにするなど、極力、参
加人数に応じた駐車場がある施設を開催場所と
する対応をとっている。ふれあいセンターの駐
車場の確保については、施設運営上の課題とし
て今後も検討していく。

教育課
Ｑ　小中学校にタブレットを導入し、目指す教育

の方向性を教えてほしい。
Ａ　学び合いによる思考力・コミュニケーション
能力の育成、児童生徒の自発的な学び、そして、
わかる授業・楽しい授業を目指していく。

Ｑ　小中学校のタブレットはリースにして最新の
ものを使用するようにした方がよいのではない
か。
Ａ　現状で最新のものを導入するので、リース料
がかかる期間を考慮すると購入した方が問題も
なく使用できるため。

Ｑ　福束小学校大規模改修工事の落札額が当初予
算額に対し安過ぎるのではないか。
Ａ　最低価額を設けた入札であり、工事打ち合せ
会議等でしっかりと対応していく。

Ｑ　給食費の公会計とはどういうことか。
Ａ　現在、学校で給食費を徴収しセンターへ送金
する私会計であるが、公会計は、町から納付書
を送付し集金を行うことで、資金のショートを
防ぎ、学校職員の給食費徴収の負担を減らすこ
とができる。
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福束小学校大規模改修工事特別委員会現場視察
福束小学校大規模改修工事特別委員会（上野�賢二委員長）は６月 20 日（木）
役場３階協議会室にて、第１回の特別委員会を開催しました。
初めに教育課より工事の進捗状況に関する説明と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
Q　校舎の建築年はいつか。耐震は済んでいるのか。
A　昭和 58 年３月完成、耐震は済んでいる。
Q　トイレは洋式にするのか。
A　全て洋式にする。
Q　小プールは解体しても支障がないのか。
A　昔、ビオトープとして使用していたものなので、支障はない。
Q　児童数が減っているのに、これだけの教室数が必要か。教室を広くできないのか。
A　各学年１クラスの他に、少人数指導教室、特別支援学級、会議室等が必要になる。教室
の広さは変更できない。
Q　大藪小学校のように、コミュニティルームを設置してもらいたい。
A　１階の一番東の部屋で考えている。

常任委員会による町内各施設の視察
文教厚生常任委員会（髙橋愛子委員長）は
６月 17 日に町内の施設の視察を実施しまし
た。
各小学校、校長により、学校経営の説明を

受け、仁木小学校にて給食の試食を行いました。
委員からは職員の働き方改革について、職員の勤務時
間について、学校行事等についての質問があり、各こど
も園では、各園の概要や特徴のほか、教育・保育・遊び
の取組や方針、園児数の動向や園児の生活の様子などに
ついての説明がありました。
その中で、こども園では子ども一人ひとりの個性の把
握に努めているとともに、その子にとって何が最良であ
るかを常に考えながら、教育、保育、遊びを提供してい
ることが分かりました。
また、福束こども園では、ALT（外国人英語教師）による英語教育や子育て支援センター
の子育て講座として実施するリトミックの様子も見学しました。
園長先生からの説明の後、園外活動時交通安全対策のほか、給食とそのアレルギー対応や
英語教育などについての質問、その他活発な質疑応答を行いました。
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▼編集後記

「わのうち議会だより」123 号をお届けします。
梅雨前線の活動が一段と活発した影響で、九州を中
心に記録的大雨になり鹿児島、宮崎両県で避難指示が
出た。
去年の西日本豪雨では気象警報や避難勧告など多く
の防災情報が発表されたが、必ずしも住民の避難に結
び付いていない実態が浮き彫りになり、この教訓をも
とに国は危険度や住民がとる行動を伝えるため、防災
情報を５段階に分けることにした。
５段階の大雨警戒レベルは、最も低いレベル１が最
新情報に注意、レベル２は避難方法の確認、レベル３
は自治体から避難準備の情報が出され、高齢者や体の
不自由な人が避難を始める段階、レベル４は自治体か
ら避難指示や避難勧告が出され、高齢者だけでなく対
象地域の全員が避難する段階、警戒レベル５は災害発
生が大雨特別警報や川の氾濫危険情報が発表されるこ
とから、少しでも命が助かるような行動をとることが
必要である。
―――――――――――――――――――――――
議会広報編集委員会
　委 員 長　浅野　重行　　副委員長　土井田崇夫
　委　　員　林　日出雄　　委　　員　大橋　慶裕

★次の定例会は９月の予定です。皆さまの傍聴をお
待ちしています。

《４月》
４日　学校職員転入者歓迎会
　　　薩摩堰治水神社春季大祭
12日　広報編集委員会
　　　全員協議会
17日　例月出納検査
　　　土地開発公社第１回理事会
19日　プレミアム商品券発行委員会
21日　たんぽぽの会総会
25日　岐阜県薩摩義士春期顕彰会
　　　土地開発公社第１回役員会
26日　安八郡広域連合監査
　　　薩摩義士顕彰会第１回役員会

《５月》
17日　青少年育成町民会議運営委員会
20日　教育振興会総会
21日　例月出納検査
29日　第１回臨時町議会
　　　議会運営委員会
　　　全員協議会
31日　第１回国民健康保険事業の運営に関する
　　　協議会

《６月》
２日　第47回輪之内町消防操法大会
３日　岐阜県町村議会議長会臨時総会及び
　　　第１回評議委員会
５日　新任議員研修
12日　第２回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
14日　文教・総務産業建設常任委員会
　　　青少年健全育成大会
16日　第11回あじさい祭り
17日　文教厚生常任委員会各施設訪問
20日　第２回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
　　　福束小学校大規模改修工事特別委員会
21日　地域ケア推進会議

25日　例月出納検査　
26日　ふれあいフェスタ実行委員会
　　　社会教育委員の会及び公民館運営審議会
　　　図書館協議会
　　　選奨生選考委員会
27日　シルバー人材センター第１回理事会
　　　東海環状自動車道西回りルート建設促進　

大会及び建設事業説明会
　　　植物防疫協会理事会
28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
　　　第１回学校給食センター運営委員会

議 会 活 動 日 誌


