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令和元年度令和元年度
補正予算補正予算

2,551万円2,551万円を追加

２０19年
12月定例議会
4日～12日

令和元年第４回定例町議会が開かれ、初日に、補正予算、条例、
規約の変更など合計11議案が上程され、議員提出の傍聴規則の改
正が上程されました。審議の結果、条例改正４件、規約の変更１件、
議員提出の規則の改正を原案のとおり可決し、補正予算２件、条例
４件を各常任委員会に付託し散会した。
最終日には、一般会計補正予算２件、条例の制定３件、条例の全
部改正１件を原案のとおり承認・可決し、議員提出の意見書が上程
され、慎重審議の結果、可決し、閉会しました。
なお６名の議員により一般質問が行われました。

一般会計

小寺　強　議長

令和元年度
一般会計補正予算（第３号）
� 2,551万４千円を追加

歳 出 の 主 な 補 正

総 務 費

・人事管理費（臨時職員賃金）� ３７９万６千円

・財産管理費（土地購入費等）� ８４５万８千円
�
・税務総務費（過年度還付金）� ９５万円

民 生 費

・児童福祉総務費（児童発達支援事業給付費）
� １，１６０万円

歳 入 の 主 な 補 正

地方交付税 （普通交付税）� ６８７万円

国庫支出金

・民生費国庫負担金
（児童発達支援事業給付費負担金）� ５８０万円

県支出金/県負担金

・民生費県負担金
（児童発達支援事業給付費負担金）　�２９０万円

繰 越 金

・繰越金� ９４８万３千円
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令和元年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）� ６０万４千円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
60 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 9億 6,075 万 2千円と定めるもの。
補正内容は、一般管理事業において国民健康保
険システムのオンラインシステム資格確認等の実
施に伴うシステム改修対応等で、財源としまして
は、国庫補助金の社会保障・税番号制度システム
整備補助金で全額賄われます。

条　例

輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律の
整備を図るもの。
今般、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、全国一斉に令和２年４月１日から「会計年度
任用制度」が施行されることに伴い条例を整備するもので、現在までの「臨時職員、非常勤職員等」
については、法律上、任用制度が不明確であることから、「会計年度任用職員」に関する既定を設け、
その運用を明確化しようとするもの。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員制度を導入
することに伴い、関係条例の整備を行うほか、所要の改正を行うもの。
この条例では、改正の対象となる条例が 12 条例あり、12 条の条文で構成をするもの。

成年被後見人の権利の制限に係る措置の適性化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

今回の法律の公布に伴って、都合５本の条例改正が必要になったもので、これを一括して条例改
正すべく本条例を制定するもの。
今回の改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差
別されないように、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等（＝資格事項）
を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度毎に必要な
能力の有無を判断する規定へと適性化するとともに、所要の手続き規定を整備するもの。

輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について

人事院勧告による職員の給与改訂に併せて期末手当の支給割合を改正するもので、期末手当を
0.05 ヶ月分プラスするもの。
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条　例

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併せて期末手当の支給割合を改正するもので、期末手当を
0.05 ヶ月分プラスするもの。

輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

人事院勧告による職員の給与改訂に併せて期末手当の支給割合を改正するもので、期末手当を
0.05 ヶ月分プラスするもの。

輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正について

給食費の公会計化に伴い、学校給食費に関する事項の追加、管理運営等について、改正内容が広
範囲にわたるため全部改正しようとするもの。
次年度以降の公会計化により、「職員の業務負担の軽減」、「給食費の納付方法の多様化による保
護者の利便性向上」を目的に実施するもの。

災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例について

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、その中で同法律を引用する
例規の整合性を図るもので、償還等について、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている
状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象拡大、償還免除の特例等について定めるもの。

岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐阜県市町村職員退職手当組
合規約の変更に関する協議について

岐阜県市町村職員退職手当組合から中濃地域農業共済事務組合、東濃地域農業共済事務組合及び
飛騨地域農業共済事務組合が、令和２年３月 31 日をもって脱退すること、並びに岐阜県市町村退
職手当組合規約を変更することについて、議会に協議を求めるもの。

議員発議

輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則について

個人情報保護の観点から、現行の傍聴人受付簿ではなく、傍聴人受付票に改めるもので、運用とし
ては、傍聴人が傍聴人受付票を受付箱に投函し、議会事務局において傍聴人の個人情報を管理すると
いうことで、「傍聴人受付簿」を「傍聴人受付票」に改めるもの。
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地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立制の高まりが求めら

れる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。

このため、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。

しかしながら、本年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無投

票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっている。

こうした中、地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補

できる環境が整うことになり、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。

よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金

制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。

��

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。

　　令和元年 12 月 12 日

岐阜県安八郡輪之内町議会　　

��衆議院議長　　大島　理森　様

��参議院議長　　山東　昭子　様

��内閣総理大臣　安倍　晋三　様

��内閣官房長官　菅　　義偉　様

��財務大臣　　　麻生　太郎　様

��総務大臣　　　高市　早苗　様

��厚生労働大臣　加藤　勝信　様

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

意 見 書 を採択しました
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一般質問（原文掲載）

今年は何かとサクラの話題で持ち切りでした
が、サクラと言えばラグビーワールドカップ日本
大会ではないでしょうか。当初の予想を上回る
活躍で１次リーグＡ組を４戦全勝のトップ通過
で、大会前の目標だった初の決勝トーナメント進
出を果たし、私たちに夢と感動を与えてくれま
した。初の８強入りに向けて日本が目指したのが
「ワンチーム」です。選手とスタッフは合宿や遠征
を共に過ごす中であつれきを乗り越え、「最高の
ワンチーム」を創り上げることが出来ました。４
強入りを目指して戦った南アフリカ戦では、サク
ラの誇りを胸に最後まで真っ向勝負をしました
が、緑の壁を崩すことが出来ず、ノーサイドとな
りました。
私は日本チームがここまで活躍することが出来

た勝因は磨き上げたスクラムだと思います。スクラ
ムで優位に立つことで、相手チームにプレッシャー
を与え、試合の主導権を握ることが出来ました。
私たち議会も「ワンチーム」として共にスクラムを
組んで町行政の発展のために取り組んでいきたい
と思います。それでは一般質問に移ります。

林 日出雄 議員

　　 �林　日出雄 議員の質問

医療制度改革で焦点となっている後期高齢者の
窓口負担を巡り、政府は 11 月 27 日に現在の原則
１割から２割に引き上げる方向で本格的な検討に
入り、12 月２日には方針を固めました。現在の
高齢者の自己負担は現役並みに所得の高い一部の
人を除いて 70 ～ 74 歳は原則２割で 75 歳以上は
原則１割となっています。75 歳以上の医療費は
約 16 兆円に上がり、このうちの４割は現役世代
が支払う健康保険料からの支援金が占めていま
す。この先、団塊の世代が 2022 年から 75 歳以上
になり始め一層の膨張が見込まれるため、政府は
75 歳以上の人の負担を 2022 年から原則２割に引
き上げます。これが現実になると所得の低い人や
交通の便が悪い地域にとっては生活に大きな影響
を及ぼす恐れが有り、地域医療の充実が必要不可
欠となります。
そこで輪之内町の医療機関を見てみますと荒川

医院・輪之内クリニック・西脇医院・おたり歯科
医院・いちはし歯科医院・野田歯科医院の６軒の
医療機関が有ります。隣の安八町では安八診療所・
山中ジェネラルクリニック・吉田医院・おおくま
内科クリニック・石田医院・岩田内科クリニック・
にわ整形外科・いちはら皮フ科クリニック・かわ
せ歯科・あんどう歯科・しらき歯科クリニック・
あべ歯科医院・いまい歯科・川合歯科医院の 14
軒の医療機関が有り、数だけ見れば輪之内町の倍
以上になります。病院の数だけで比較をすること
は良くないと思いますが特に大薮地区と福束地区
は内科が無く、地域の方から何とかしてもらえな
いかという要望が出ています。この先、医療機関
を確保していくことは非常に難しいことだと思い
ますが、2022 年は待ったなしで訪れます。今後
の輪之内町はどのような地域医療の充実を図って
いくのか見解をお聞かせ下さい。

１．地域医療の充実について
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町長答弁
林議員のご質問は、内科診療を行う医療機関の
空白地区の解消についてのものと受け止めまし
た。
かねてから、病気になった時や健康に不安があ
る時は、いきなり総合病院にかかるのではなく、
直ぐに相談が出来る一番身近なお医者さんとして
「かかりつけ医」を持つことが推奨されています。
合わせて、国は、高齢化対策として「医療や介
護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できる社会の実現」を施策の１つに掲げ、在宅医
療・介護も推進しています。
そういう観点からすると、徒歩圏内に医療機関
があり、そこを「かかりつけ医」として受診する
ことが理想であると考えます。
当町の医療体制は、約 10 年前までがピークで
あり、内科診療を行う医療機関は各校区ごとに２
つ、合計６医療機関があり、町の総面積が 22.33
㎢の小さな町にとっては充実した医療体制であり
ました。
それが、平成 22 年頃に２医療機関（水谷医院
と北島医院）が閉院し、更には、平成 28 年に１
医療機関（大藪診療所）が休診したため、現在で
は、仁木地区に２医療機関（荒川医院と西脇医院）
と大藪地区に１医療機関（輪之内クリニック）が
診療を行っているという状況になっております。
なお、閉院・休診した３医療機関は、治療が中
断して患者が困ることがないよう、残る医療機関
に紹介状を出され、治療の継続に配慮をされたと
のことであります。また、閉院の理由としては、
いずれも医師の高齢化と当該医療機関を引き継ぐ
者がいなかったということでありました。
その後においては、町内で新たに開業する医師・
医療機関が無い状況が続いております。
これらのことは、全国的に、特に地方では珍し
いことではなく、地域医療における課題として、
「医師、医療機関の偏在」「医師空白地域の増加」
などが挙げられ、地域医療の崩壊が深刻な社会問
題となっています。
合わせて、「いつでもどこでも、だれでも良い

医療を受けられる医療体制」が求められるところ
となっています。
時々、テレビでは、無医村集落が時々クローズ
アップされ、そこに派遣された、若しくは、移住
した医師の活躍・奮闘を目にすることがあります。
当町においては、町内に医療機関が存在してい
ますので、そのような施策は取り得ないと思われ
ます。
このような状況を踏まえ、医療機関の空白地区
の解消については、先ずは、議員のご質問の趣旨
を安八郡医師会にお伝えし、医師会の中で地域医
療の充実についてご一考を願い、そのご意見を伺
いながら、行政としてできることがあれば積極的
に対応していきたいと思います。
また、町としては、今直ぐにできることとして、
疾病予防に力を注いで参ります。早期発見、早期
治療につなげるための各種検診（健診）、感染症
の蔓延を予防するための予防接種、体の中から健
康を目指す食育活動、その他健康教室の充実を図
ります。
合わせて、平成 30 年度から、検診の受診や健
康づくりに資する催しに参加した際に、インセン
ティブを付与する健康ポイント制度も実施してお
ります。
そのＰＲにも力を注いで、検診や健康教室の受
診率や参加者の増加を図り、町民皆さんの健康寿
命の延伸となるよう、より一層の保健事業の充実
に努めて参ります。

木野町長
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質問に入る前に 10月に起きました台風 19 号に
よる大災害、その後すぐ大雨による豪雨災害によ
り東北、関東地方、長野県の被災者、亡くなられ
た方々のご冥福と被災地の一日も早い復旧を心よ
りお祈り申し上げます。その教訓を忘れることので
きないこの今の時期に改めて防災対策を見直す必
要があると思い質問させてもらいます。

土井田 崇夫 議員

　　 �土井田�崇夫�議員の質問

１．�地震、�台風、水災害による防
災拠点の活用と運用について

台風 19 号及び豪雨災害では、死者 99 人、不明
者３人、決壊 71 河川、住宅被害８万棟余りで氾
濫などによる浸水範囲は去年の西日本豪雨を超え
たそうで、土砂災害も１つの台風によるものとし
ては最も多くなったとのことです。このことを期
に国全体で対策の見直しを迫られる記録的な豪雨
災害になりました。当初あの 19 号台風は東海地
方を直撃する進路であり、もしあの台風が直撃し
ていたらと思うと今の自分たちは今頃どうなって
いたんだろう？想像を絶する思いしか浮かびませ
ん！ですから今こそ我々輪之内町も真剣に考える
時が来てるんです。上野議員が６月の定例議会で
質問されましたように防災拠点の今後の防災機能
を備えた町のオアシス、憩いの魅力ある空間とし
て有効に活用される施設機能を充実させることが
必要であると思います。施設整備の実施は令和３
年以降が望ましいとのことですが、補正予算で計
上させられた計画の策定業務（インフラ整備計画）
は現在どこまでの計画に至っているのか？
そのインフラ整備を計画するにあたっては当然
先に上物を当町にはどんな必要な施設がいるの
か？多目的に活用できるスペースは何か？そこの
とこを明確にある程度しておかないといけないと
思うのですが？
私自身今の段階で思い浮かべている提案をあえ
て先に述べさせてもらいますが国土交通省との
当然防災拠点構想があるし予算規模等があるの
で、それを度外視して話します。まずは避難場所
であるには沢山の町民が集まります。そうすると

当然何日もの食事が必要です。そこで輪之内町給
食センターをこの機会に防災拠点に新設したらど
うかと？今現在の給食センターも昭和 63 年４月
にできたそうで築 30 年になるし給食センターと
併設して輪之内町の農業耕作の大半である御米を
貯蓄できる低温倉庫も建設し、最悪食べる食材が
なくてもお米さえあればおにぎりで何とかしのげ
ます。また避難所では本当にお風呂に入れないの
が困る！と言う話を聞きます。ですから、先日岡
山県和気町へ視察研修に行きましたが公営で温泉
施設を設けていて、輪之内町も現在は温泉施設も
使えない状況ですし高齢化社会がますます増えて
いく中で高齢者が憩いの場として常日頃利用がで
きる温泉施設を設けたらどうかと？避難場所、施
設として利用するに屋内ゲートボール場、グラン
ドゴルフ場として地面を土でも人工芝をひいても
ブルーシートさえひけば避難場所として使えます
し、屋内であるため真夏の暑い日でも、真冬の伊
吹下ろしの風の強い日雨の日でも関係なくお年寄
りには使用してもらい帰る前に温泉に入ってから
帰宅してもらえるといった利便性があると思いま
す。同じ税金を使うにしても町民が納得できる施
設を設けるように考えるべきだと切に思います。
防災拠点の予算規模が全く把握できない状況なの
であくまで参考意見として述べた次第です。まだ
上物についてはこれ
からの課題でありま
すしうかつにこれは
どうかとは言えない
と思いますが町長の
ご意見をお伺い致し
ます。
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町長答弁
防災拠点の予定地、現在の状況については、ご
質問の中にありましたように、今年度の第２回定
例議会の一般質問でお答えしましたとおりであ
り、令和３年以降の施設整備に向けて構想を練っ
ているところであります。
そのため、現在は、予定地に計画すべき施設を
念頭に必要となる道路、水路、上下水道、電気等
のインフラ計画を策定することとしております。
このインフラ計画を策定するにあたり、町担当
課のみならず、関係行政機関、そして地元の区長
様にも参加していただき、各々の考え方や意見を
お聞きしながら、検討を重ねております。
防災拠点へのアクセス道路については、道路網
全体を俯瞰しつつ、避難する住民が迅速かつ安全
に移動できる動線を考慮して検討しております。
また、上下水道、電気設備等についても同様に、
機能面からあるべき姿を追求しております。
防災拠点として必要とされる役割と機能は、以
前の一般質問でお答えしたとおり、水災害に対す
る備えを有するものであることは、勿論のこと、
地震災害に対する備えを考慮するものであるとの
考えに変わりはありません。そのため、避難地や
防災倉庫、救援物資集積所、応急復旧活動の拠点、

防災活動の本部施設等を包括する、まさしく、広
域的な避難地であり、防災活動や応急復旧活動等
の拠点であるとの考えであります。また、平常時
には、地域の皆さんのコミュニティの場、憩いの
場として多目的に利用していただけるような広場
等の必要性も念頭に置いております。
箱物的な施設を整備することも、必要ではあり
ますが、設備は年々老朽化し、維持管理や機器の
更新には、多額の費用が必要になり、その施設を
どこに設置することが、施設の機能を有効的、効
果的に利用できるのかも考慮しながら、町有施設
見直しを含めて検討する必要があります。
土井田議員からも、避難所を運営するための方
策として、食糧を確保し、提供できる施設、入浴
施設、避難してきた方を受け入れるスペース、そ
して、それらを平時にも有効活用するとのご提案
であると受け止めております。当町の防災拠点と
して必要とするものが、それらであるのか、また
予算的に維持管理を継続できるものか等、まさし
く費用対効果と優先順位の検証をしていくことに
なります。
今後も、このような色々なご意見、ご提案を参
考にさせていただきながら、この事業を進捗して
いきたいと考えております。

１．通学路の安全対策について

県道安八・海津線（里地区）にある横断歩道は
小、中学校の通学路となっていて、道路沿いには
ブロック塀に囲まれた民家が建ち見通しが悪い場
所であることから安全対策用としてカーブミラー
が設置されていますが、車が見えにくいことから、
平成 19 年ころにこの横断歩道において小学生が
大型車の下になり骨折し、入院をしたが、九死に
一生を得られと聞きました。
また、令和元年９月の早朝においても中学生が
通学するため自転車で横断歩道を渡ろうとして小

型車と衝突するという事故が発生しましたが、幸
いにも軽傷ですんだと聞いております。
なお、この道路は地域住民からも危険な場所で
あるため横断歩道用信号機の設置をしてもらえな

　　  浅野 重行 議員の質問

浅野 重行 議員
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令和元年 10 月の台風 19 号により 12 都県で甚
大な被害にあわれ 91 人の方が亡くなられ、ご冥
福をお祈りします。
さて、昭和 51年９月の台風 10 号により安八町
大森地内において長良川堤防が決壊したことは皆
さんもご承知だと思います。昔は災害は忘れたこ
ろにやってくると言いますが、今はすぐにやって
きます。当町においても揖斐川と長良川に挟まれ
ているため、大型台風の接近に伴って、予想をは
るかに上回る時間雨量何百ミリという豪雨により

大榑川の氾濫や堤防が決壊するかもわかりません。
また、町政からは水害について各地域において
の説明、訓練等もなく、町民の方からは水害になっ
た場合、高齢者や足の悪い人はどうしたらよいの
かという意見をいただいております。訓練は元よ
り町民が知っていなければならないのは自分の住
んでいる所が最悪どれくらいの高さまで水がくる
のか、安全な場所へ避難するのはどこなのかとい
うことで、水害に対する認識を改め最悪の状態を
考慮したシュミレーションを行う必要があるので

２．自然災害について

町長答弁
小中学校で把握している交通事故件数は、登下
校以外も含み、今年度が５件であり、昨年度は６件、
一昨年度が４件でありました。幸い大事に至らな
い事故ではありましたが、毎年同じ程の件数が発
生していることは、いつ何時、悲惨な事故に巻き
込まれるか、分からないということであり、児童
生徒が安全に安心して通学できることは、大変重
要なことであります。
そのため、学校、ＰＴＡ、教育委員会は勿論の

こと、道路管理者である建設課と大垣土木事務所、
そして交通管理者である大垣警察署等の関係機関
が、共通した認識を持ちながら、通学路の安全対
策を推進するべく、輪之内町通学路安全推進会議
を開催しております。　今年９月の会議では、通
学路の安全確保に向けた取り組みを、より効果的、
効率的に推進するための「輪之内町通学路交通安
全プログラム」を改訂する中で、通学路等の対策
箇所を確認し、必要な箇所の現況確認と合同点検
を実施しました。
この現況確認と合同点検は、各学校で保護者と

ともに把握している危険箇所を道路管理者及び交
通管理者とが、共に情報の共有化を図り、安全に
向けた対策の検討や、対策を講じた箇所の効果の
確認等を行い、危険箇所の解消に繋げるものであ

ります。また、実際に通学路を点検することにより、
各関係機関の専門的なご意見をいただくものであ
ります。
ご質問の中にありました事故現場も、今回の現
状確認の危険箇所に挙げられており、その対策の
一つとして信号機の設置も協議されております。
信号機の設置は、岐阜県公安委員会が、事前に

交通量、交通事故の発生状況、交差点の形状等を
調査、分析するとともに、他の対策により代替が
可能か否かを考慮した上で、その設置の条件に基
づき決定されるものであります。
町からは、この協議を踏まえ、公安委員会へ信
号機の設置を含めた交通安全施設の設置に関する
要望書の中に、当該地での信号機設置の要望を予
定しております。
なお、横断歩道がある当該地が、危険箇所であ

るとの認識の上で、既に回転灯、カーブミラー、
通学路の標識、飛び出しぼうやの看板と、交通安
全設備を整備し、朝夕の下校時には、地域の見守
り隊や、スクールガードリーダーの方に交差点で
の安全指導をしていただいております。また、前
述の会議で協議された対策の一つである「カラー
舗装」も、協議結果を踏まえ、既に 11月上旬に施
工を終えております。
今後も、でき得る交通安全対策を実施してまい

ります。

いかという意見をいただいており、是非とも必要
だと思い進めていただきたいと思いますが、町長

のご意見をお伺いします。
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はないかと思います。
なお、テレビで被害にあった人のインタビュー
を観ていると、何十年と住んでいるがこういった
ことは初めてだということをいって見えますが、

町長は安心・安全の町づくりを推進して見えるこ
とから、水害に対してどのように思って見えるの
かご意見をお伺いします。

町長答弁
自然災害の中でも水災害は、当町にて最も起こ

り得る災害の一つであると認識しており、水害に
対する取り組みは重要であると考えております。
近年の風水害等は、地球温暖化現象の影響とも言
われる記録的な豪雨が頻発しており、専門家の予
測さえも上回るような激しさで襲いかかってくる
ようになっております。しかしながら、水害等の
気象災害は、前ぶれもなく突然に発生する地震と
異なり、数日前からある程度の予測ができること
から、命を守るための「早めの情報」「早めの避難」
が、極めて大切なことになります。
そのため、当町では平成30年５月に「水害ハザー

ドマップ」を改訂し、全世帯に配付しております。
ご承知のとおり、このハザードマップ、いわゆる
被害予想地図は、水害による被害を予測し、その
被害範囲を地図化したもので、予測される水害の
発生地点、被害の拡大範囲及び被害程度等の情報
を既存の地図上に図示されたものであります。
これを利用することにより、想定される浸水の
状況を「見える化」し、水害に対する危機意識の
醸成と避難所等の周知を図り、水害発生時には、
町民が迅速かつ的確に避難を行うことができるこ
と等、水害による被害の低減に有効であると考え

ております。その反面、相手が自然災害であるだ
けに、予測を超える水害が発生した際は、必ずし
も対応できない可能性もあります。ある意味では、
被害想定情報自体が、自主的判断を萎縮させてし
まう災害時特有の課題も残ることも理解しなけれ
ばなりません。
そのような課題を内包しつつも、ハザードマッ

プ自体は、町民一人ひとりに輪之内町の洪水等の
危険性を確認していただき、自分が置かれている
状況を把握することにより、平常時から家庭や職
場、学校等で、いざという時に、どこへ、どのよ
うに避難するのかを考えるためには有効であると
考えております。家族や友人への連絡方法、各自
治会の自主防災組織による避難時の活動方法等々
について、具体的な行動を事前に相談、協議して
貰う切っ掛けとしていただきたいと考えます。ハ
ザードマップの周知と利活用の促進を図ることが、
防災意識の高揚と地域の防災力の向上に繋がれば
と期待をしております。
いずれにしましても、水害を含めた災害から身

を守り、安全を確保するために成すべき行動は、
まず避難することであります。刻々と変わる状況
の中、その判断を促す情報発信を怠ることなく適
切、確実に行い、今後も被害を最小限にとどめる
方策を進めて参ります。

１．輪之内町の「財政」について

私たちが健康で豊かな生活を送るためには、国
や県、町に、様々な公共サービスを提供してもら
う必要があります。学校教育・医療・福祉・道路
整備・水道事業などです。しかしこれらの公共サー
ビスを提供するにはお金が必要です。そのため税
金を出し合ってみんなの生活に役立つことに使っ

　　  大橋 慶裕 議員の質問

大橋 慶裕 議員
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町長答弁
議員がご質問の中で触れられているとおり、当

町では継続的に行財政改革大綱を策定し、「身の
丈にあった財政運営」を行って参りました。
そして、平成 27 年度から今年度までの「第三
次行財政改革大綱」がまもなく終了しようとする
現在では、「第四次行財政改革大綱」の策定に向
けて準備しているところであります。
そこで、まず、一点目のご質問にお答えします。
ご質問の要旨としては、「自主財源の確保に努め
ることで弾力的な財政体質の改善の進捗状況を各
種財政指標で示されたい」旨と理解しました。順
次お答えして参ります。
まず、「経常収支比率」ですが、この指標は、
当該団体の財政構造の弾力性を示すもので、その
数値が低いほど臨時の財政需要に対して余裕をも
つことになります。
最近の当町の経常収支比率は、
27年度においては、74.2％、
28 年度は、76.1％
29 年度は、77.6％
30 年度は、74.6％
ちなみに、県における県下の財政指標のとりま

とめデータによれば、29 年度の県下市町村の平均
値は、89.7％で当町は、77.6％、県下 42 市町村の

うち、第３位となっております。
次に、「経常一般財源比率」についてですが、

この比率については、経常一般財源とは、毎年度
連続して経常的に収入される財源のうち、その使
途が特定されず自由に使用しうる収入をいいます
が、その数値を標準財政規模と比較することによっ
て歳入構造を判断する数値として使われます。
ただ、この経常一般財源比率については、近年
財政指標としては重要視されていないようで、県
下の財政指標のとりまとめデータには取り上げら
れていません。ちなみに、その比率を見てみると、
27年度においては、75.7％、
28 年度は、73.2％
29 年度は、74.0％
30 年度は、75.5％となっております。
次に、「実質公債費比率」ですが、この比率は、
数値が高いほど財政運営が硬直化していることを
示しており、地方財政法上 18％以上の団体は地方
債の発行に際し、総務大臣の許可が必要となり、
公債費負担適性化計画を策定する必要がありま
す。
また、財政健全化法上 25％以上の団体は財政健
全化計画を策定し自主的な財政の健全化を図る必
要があり、35％以上の団体は財政再生計画を策定
し、国等の関与のもと確実な再生を図らなければ
ならないとされております。

ていく活動を「財政」といいます。
時代の変化に伴い、これからの社会情勢は、人
口減少社会、高齢化社会の到来、社会資本の老朽
化等の課題が出てきます。当町として行政サービ
スの水準が維持・向上できるように「輪之内町行
財政改革大綱」を策定され、財政運営管理に努め
ていらっしゃると認識しております。
本年度は平成 26 年度末に策定された平成 27 年
から 31 年度までの５ヵ年計画の最終年度であり
ます。まだ３ヵ月程残っておりますが、大綱に５
年後の目指す姿として「自主財源の確保に努める
ことで弾力的に運営できる財政体質に改善を進め
ます」とあります。
１つ目の質問として、弾力的な財政体質の改善
は進んだのでしょうか？財政指標である経常収支
比率、経常一般財源比率、実質公債費比率、将来

負担比率でお答えください。
２つ目の質問として、来年度令和２年度から５
年間の大綱を策定するにあたって、歳入の確保に
向けて現在考えていらっしゃる制作があればお答
え下さい。
生産年齢人口（15 歳～ 64 歳）が減少していく
中で、町税収入を出来得る限り得るためには、各
人がしっかりとした所得を得られる社会的な仕組
みを構築することが根本だと思います。
以上今年度末までの
５ヵ年計画の報告と来
年度からの５ヵ年計画
の財政の見通しをお聞
かせ下さい。
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当町の実質公債費比率の推移を見てみると、
27年度においては、4.3％、
28 年度も、4.3％
29 年度は、4.7％
30 年度は、5.1％となっており、微増傾向にはあ

るものの、問題視する域にはないと判断しており
ます。
同じく、県下の財政指標のとりまとめデータに

よれば、29年度の 4.7％は、県下 42市町村のうち、
第 15位となっております。
次に、「将来負担比率」ですが、この比率は、
数値が高いほど将来財政を圧迫する可能性が高い
ことを示しており、都道府県・政令市においては、
400％以上、市町村においては、350％以上の団体
は財政健全化計画を策定し、自主的な財政の健全
化を図る必要があるとされております。
当町の将来負担比率の推移を見てみると、
27年度においては、17.0％、
28 年度は、16.6％
29 年度は、15.5％
30 年度は、9.7％となっており、微減傾向にあり、

同じく、県下の財政指標のとりまとめデータによ
れば、29 年度の 15.5％は、県下 42 市町村のうち、
第 28位となっております。
また、ご質問の中にはございませんでしたが、
財政を推し量る指標のひとつに、「財政力指数」と
いうのがございます。
これは、値が高いほど財政力が強い、言い換え
れば税収が総体的に多いことを示す指標でござい
ます。
当町の財政力指数の推移を見てみると、
27年度においては、0.59 ポイント、
28年度は、0.58 ポイント
29年度は、0.60 ポイント
30年度は、0.61 ポイントとなっており、同じく、

県下の財政指標のとりまとめデータによれば、29
年度の 0.60 ポイントは、県下 42 市町村のうち、
第 23位となっております。
また、財政体質の改善ということからみれば、
依存財源（いわゆる国からの地方交付税等の交付
金や国庫支出金、県支出金）からの脱却を図り、
自主財源を増やすことを模索して参りました。
最近の数値を見ますと、平成 29 年度、30 年度

決算においては、自主財源が 5.6 ポイント上回る
決算額となっており、先程の財政力指数の微増と
相まって、少しずつですが、財政体質は改善に向
かっていると認識しております。
以上、ご質問の趣旨を踏まえ現状をお答えしま

したが、我が町のような小規模自治体では、統計
上各年度の指標の振り幅が大きいため、全体の指
標の動向を注意深く見守る必要があることを付け
加えさせて頂きます。
次に、２点目「向こう５年間の大綱を策定する

にあたり、歳入確保に向け、どのような施策を考
えているか」に対してお答えします。
現在、第四次行財政改革大綱の策定に向けて準
備しておりますが、その中における「自主財源」
において、底上げできる（できそうな）各種施策
を掲げようと考えております。
その財源としては、町税、寄附金、使用料及び
手数料、財産収入を考えております。
まず、「町税」では、固定資産税の増収を目指し、
現在進めている楡俣北部地区の県営ほ場整備事業
における「創設非農用地設定型」の企業誘致事業
（規模：8.1ha）を向こう５年間で進め、税収増に
繋げること。
次に、「寄附金」については、ふるさと納税制度

の見直しにより、今年度以降、大幅な減収を余儀
なくされておりますが、今後は、町内事業所に再
度広く周知や依頼をしながら返礼品のラインアッ
プの見直しを図り、収入増を目指して参ります。
次に、「使用料及び手数料」については、各種
諸施設等の使用料や自治事務の手数料について、
適正水準への見直しを図って参ります。
次に、「財産収入」については、当町が有する
普通財産のうち、目的の用に供していない、また
今後も目的の用に供する予定のない財産を検証、
洗い出ししながら、売却処分を視野に入れていき
たいと考えております。また、公有財産（動産）
の売却インターネット公有財産システムの導入を
図り、当町で不用となった備品等を売却していこ
うとするもので、具体的には、事務用品、什器備品、
公用車等の入札制度による売却の仕組みを導入し
ていこうと考えております。
以上、現在までの財政状況を各種財政指標で、

また向こう５年間の歳入確保の施策を申し述べま
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した。
当町のこれまでの財政運営は、冒頭でお話した

とおり、「身の丈予算」を基本とし、持続可能な財
政運営の実現を考え、選択と集中により各種計画
により諸施策を実施してきました。
その結果、現在では健全化判断比率等の各種財
政指標は特段の問題を抱えている状況には無いと
認識しております。
しかしながら、当町のように規模が小さい地方
公共団体では、外部等からの要因によりその財政
指標等は大きく変動する要素をはらんでいること
は否めません。
そのため、財政規模に応じた事業の推進、事務

の合理化による経費の削減、不断の既定経費の見
直し、そして、将来に向けたより確実性のある財政
予測をしなければならないことは論を待ちません。

そういった意味からも、向こう５年間の大綱は、
財政運営を基軸とした将来の「自治体経営」の指
針とするべく策定するものと認識しております。
それには、経営資源である「ヒト」、「モノ」、「カ

ネ」、「情報」を最適に再配分することが求められ
ます。
今後、令和４年度からは、向こう10年間の「第

六次総合計画」をスタートさせる予定ですが、各
種施策、事務事業の実施については、財源の裏打
ち無しでは単に「総花的」な計画となってしまい
ます。
そのようなことが無きよう、今後も財源がきち

んと担保された計画での各種施策の実施に取り組
んで参ります。

１．防災意識の向上について

令和の新しい時代が幕開けした今年も９月の驚
異的な強風の台風 15 号に続き、10 月 12 日強大
な台風 19 号が関東に上陸し、記録的な豪雨とな
り、東日本を中心に 100 名近い人が亡くなられ、
71 河川の 140 か所が決壊するという甚大な被害
をもたらしました。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。
2011 年３月の東日本大震災以降、広島土砂災
害、熊本地震、西日本豪雨など毎年のようにこれ
までに経験したことのないような尋常でない大災
害が発生しております。私たちは今の日本列島が
いかに自然災害に対して厳しい環境にあるのか、
再々認識をしなければなりません。地震や台風、
豪雨などの自然災害は人類の力では止めることが
できません。私たちができることは災害を学び、
備えることであると思います。被災地の皆さんに
は誠に申し訳ないことでありますが、この大きな
災害を尊い教訓として、今後起こり得る自然災害
に活かしていかなければなりません。

しかし、昨年の西日本豪雨災害において避難指
示が出されたにも関わらず、逃げ遅れて住宅内で
亡くなられた人が多く、避難情報伝達と住民の防
災危機意識の向上が課題となりましたが、今回の
台風 19 号災害においても気象庁や自治体が「命
を守る行動をしてください」と繰り返し呼び掛け
ていたにも関わらず、逃げ遅れて住宅内で水や土
砂に襲われたり、車で避難中に冠水や道路崩落事
故で多くの人が亡くなり、残念ながら尊い教訓が
活かされたとは決して言えません。改めて災害時
に命を守るため、早期に安全な避難をすることの
重要性が浮き彫りになりました。自分は大丈夫、
被害に遭わないという根拠のない楽観は禁物とし
て、河川整備等のハード面の対策と併せて、住民

　　  上野 賢二 議員の質問

上野 賢二 議員
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自らが洪水の危険性を認識し、速やかな避難を行
うためのソフト対策を充実させる必要があり、そ
の一環として全国の市町村で洪水ハザードマップ
の作成、普及が急速に進められています。国交省
は昨年の西日本豪雨を受け、水防法による義務付
け対象自治体に百年に一度レベルから千年に一度
レベルの最大雨量に合わせた洪水ハザードマップ
を作成、公表するよう要請をしておりますが、３
月末時点の集計では全国 33％、県内では 14％に
とどまっているようで、大規模水害が多発する中、
速やかな改定が求められております。
本町におきましては、輪之内町地域防災計画や
水害ハザードマップに防災体制と情報伝達、大雨・
洪水に関する注意報・警報、避難情報の種類とと
るべき行動などを明記して、情報伝達の周知や防
災危機意識の向上に努めていただいております
が、住民がどれだけ周知し、理解できているかは
未知数です。ある全国住民調査によりますと「ハ
ザードマップを知らない・見たことがない」との
回答が 50%強占めたという結果もでております。
せっかくのハザードマップが宝の持ち腐れ状態に
なっており、専門的過ぎて内容が分かりにくいな
どの意見もあります。ハザードマップで危険地区・
避難場所を公表済み、各種警報発令で危険を告知
済み、行政は危険をお知らせしました、後は自己
責任ですよ。で終わらせるのではなく、いかに住
民に十分に理解・活用され、防災意識を向上させ
る効果を発揮することができるのか、を考えてい
く必要があると思います。もちろん行政と住民双
方の努力が欠かせないことは言うまでもありませ
ん。町長も岐阜新聞掲載のコラム「素描」の中で、
地域防災への対応力は住民の皆さんの心構えにか
かっており、防災意識をどう高めていくのか頭の
痛いところですと述べられています。
住民への防災意識向上策はやはり繰り返し継続
的に周知を図っていくことではないでしょうか。

ハザードマップも作成時の配布だけでなく、解り
やすいダイジェスト版などを定期的に配布すると
かハザードマップを活用した講習会・学習会を開
催し、活用の機会を設けていくなどの施策を実施
してはどうでしょうか。それから前述のような大
災害が発生した後には当地域で同様の災害が起
こった場合、どのような被害状況になるのか、ど
んな対策が必要になるのかを想定して住民に告知
することも危機意識向上には必要なことではない
でしょうか。また、近年全国的に防災・減災対策
の一つとしてアメリカ発祥の防災行動計画「タイ
ムライン」が注目されています。このタイムライ
ンは台風や豪雨など、水害発生前の前兆段階か
ら、「いつ」「誰が」「何をするのか」をあらかじ
め時系列で想定し、人的被害を最小化するための
防災行動計画で、2012 年 10 月にアメリカ東海岸
を襲ったハリケーンサンディの影響による高潮
で、ニュージャージー州の沿岸部の住民４千世帯
が被災したものの、タイムラインに基づいた行動
をとったことで犠牲者が出ることなく、その効果
が実証されました。タイムラインは先を見越して
時間軸に沿って住民が自ら避難行動を取ることが
できるため、自分が逃げ遅れないための一つの方
法で、防災行動を整理しておくことができる大変
有効な手段であり、防災・減災意識の向上にも役
立つと思います。本町においてもこのタイムライ
ンを導入し、「輪之内町マイタイムライン」を作
成し、それをひな型として、地区性に即した自主
防災会毎の「〇〇区自主防災会マイタイムライン」
作成の推進を図ってはどうでしょうか。住民自ら
が、より身近な防災行動計画マイタイムラインの
作成に関わることで防災・減災意識の向上が図ら
れるのではないかと考えます。
以上、防災意識の向上対策について町長及び危
機管理課長のご見解をお伺いいたします。

町長答弁
地域防災力の強化には、ハード・ソフト両面の
施策が必要であります。河川の堤体補強や排水機
場、防災拠点の整備、防災行政無線同報系デジタ
ル化整備工事等、でき得るハード面の強化を進め

ていることは、ご案内のとおりであります。近年
の被災状況を目の当たりにすると、大災害を想定
して耐えられるとしていた構造物だけでは、災害
を防ぐことができないと言うのが、実感でありま
す。構造物で被害を防ぐことも必要ではあります
が、自然の猛威に直面した時、人命を最優先に守
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るためには、ソフト面の強化も同じく重要である
と考えております。
防災意識の向上は、一朝一夕にできるものでは

なく、大変に難儀なことではありますが、地域防
災力を強化するためには、不可欠な要素でありま
す。そのため、先程の浅野議員のご質問でお答え
しましたハザードマップも、各個人レベルでの行
動を促すためのツールだと考えており、上野議員
のご指摘のとおりハザードマップが十分に理解さ
れているのかを考えた時、まだまだ十分とは言え
ない状況にあると感じております。まずは、各自
治会の自主防災組織で実施される講習会等にて、
ハザードマップを活用していただき、そこに住む
方々の状況や地理的条件等、その地域の特性も考
慮しながら、町民への周知、利活用の促進を図っ
ていきたいと考えております。また、次年度から
各小学校で予定されている防災教育の中で、地域
に即した学習教材として、ハザードマップを活用
することとしており、若い世代も含め、自分たち
の地域の自然条件を理解することで、防災意識を
高めていきたいと考えております。
危機意識の向上として、タイムライン、所謂、

災害の発生を前提にして事前に策定しておく防災
行動計画のご提案もいただいております。このタ
イムラインの考え方が生まれたのは、2005 年８月
にアメリカで起きたハリケーン（カトリーナ）に
よる大規模浸水害の検証を踏まえたことであると
聞いております。その成果は、上野議員のご質問
の中で触れられておりますが、その成功を受け、
日本でも 2016 年（８月）に国土交通省が、「タイ
ムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）」
を策定しております。これに基づき、当町では、
国土交通省と協議を進め、台風の接近、上陸に伴
う洪水を対象とした町全体のタイムラインを策定
しております。タイムラインの構成内容も、議員
が述べられたように風水害等は、災害発生までの
自然事象が長期にわたり、事前に被害の規模が想
定されることから、災害発生前に取るべき防災行
動を設定するものです。台風の上陸や堤防の決壊
等の災害発生時刻を「ゼロアワー」（基準点）とし
て設定し、防災行動に必要な時間「リードタイム」
を定め、ゼロアワーから遡って、どのタイミング
で個々の防災行動を取るのかを決め、同時に事象

がどのように進行していくかを整理するものです。
少し分かりづらいと思いますので、仮定ではあ

りますが、具体的に示してみたいと思います。例
えば、台風の予報で５日後に東海地方に台風が上
陸すると予想される場合、５～４日前に町として
態勢を取り始め、３日前には排水機等の防災施設
を点検し、台風の情報を住民に周知します。この
間に大雨警報が出たら、町民へ避難の準備を呼び
掛けるとともに避難所の開設を準備します。そし
て、当日になり、更なる警戒情報が出たり、いつ
川がはん濫してもおかしくない「はん濫危険情報」
が出たら、避難勧告を発表し、台風の上陸時刻に
は、消防団等も安全を確保するために待機すると
いうように、対策を実施する時期と担当者をあら
かじめ決めておくものです。また、このタイムラ
インは、事後に実際の防災行動を検証する際にも、
役立てることができます。
昨今の長期予報等も正確性の高いものになって

いることから、台風による豪雨等を事前に認識し
易い環境が整っております。各自治会の自主防災
組織において、地域の防災活動の中核である防災
士を中心として、地域の方々とともに、事前に、
水害時に備えた避難までのマイ・タイムラインを
作成することは、地域が自立的に、また安全に避
難行動する地域づくりを構築する上で、大変に有
効であると考えます。また、これに携わることに
より、町民一人ひとりが、台風の接近により河川
の水位が上昇する等の情報を注視し、各々が取る
べき基本的な防災行動を時系列的に整理でき、洪
水発生時には、自身の行動を確認しながら、何を
すべきかを判断する材料として活用できるので、
「逃げ遅れゼロ」に向けた効果も期待できるものと
考えます。
改めて、自然の猛威の中で、人が如何に無力で

あるかを感じますが、自助・共助・公助の大切さ、
それらは全て人の行動、そのものであります。地
域防災への対応力は、住民の皆さんの災害への心
構えに掛かっているのであれば、その普及、啓蒙
を図るためには、愚直と評せられようとも、粘り
強く、一途に、これらの必要とされる施策を進め
ることで、地域防災力の一層の向上に努めて参り
ます。
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１．アポロンスタジアム遊歩道の
安全対策について

早急に防護ネットの施設改修を施し、硬式野球
の試合中に於いて遊歩道を利用する町民の安全を
十二分図って欲しいことを教育長に質問します。
８月 12 日の 11 時頃、遊歩道を左周りでランニ
ングしていた町民がバックネット裏に差し掛かっ
たその瞬間、右肩に硬式ボールが当たるという人
身事故が発生しました。
硬式野球中の人身事故は、通常では到底考える
ことのできない低い確率で発生したもので、硬式
ボールの軌道が数センチあるいは 100 分の一秒で
もずれていたなら頭部への直撃となり、失明ある
いは頭蓋骨骨折による重度障害や死に至っていた
と思われます。
今後の安全対策として、遊歩道内側全体に防護
ネットの設置が必要と思います。この人身事故直
後に当面の暫定対策として取った内容は、遊歩道
入り口・階段付近・スタジアムの入り口に置かれ
た注意喚起の表示板です。野球の試合中は遊歩道

の利用を控えるようにとの看板内容です。
これでは不十分であることは明白です。これま
で通り硬式野球の試合が続けられたならば再び人
身事故が発生しても不思議ではありません。この
話を聞いて、早速大垣市北公園野球場の安全対策
を見てきました。上部の遊歩道にボールが飛んで
こないように全てネットが張られていました。又、
事故にあった町民の方は遊歩道上に硬式ボールが
落ちていたと届けてもらいました。このことから
も外野に飛んでくることがよくあることと思いま
した。事故防止対策として当面は年内に遊歩道に
ネットを張りその間は試合中止して欲しいと考え
ます。

　　  浅野　進 議員の質問

浅野　進 議員

教育長答弁
ご質問の中にありましたように８月12日にアポ
ロンスタジアムのバックネット裏で遊歩道を利用
していた男性の右肩にボールが当たるという事故
が発生しました。幸いにも大事故には至りません
でしたが、突然の災難に、この場をおかりして改
めてお見舞い申し上げます。
これまでも、硬式ボールが球場外に飛びバック
ネット裏に駐車してあった車に当たったり、近辺
にある会社の窓ガラスに当たり割れるなどの事故
が起きておりますが、人身に関わる事故は起きて
おりませんでした。通常では、考えられることの
できない確率で発生したものですが、ひとつ間違
えば大事故になりかねないことは言うまでもあり
ません。これまで発生した事故については、使用
団体の加入する保険で対応していただき、試合中

については、監視する人を付け、観覧席や場外へ
ボールが飛ぶことが予想されるときは笛で合図し、
注意喚起をするなど対策をとってきているなかで
今回の事故は起きました。
８月以降、早急にできる対策として、野球の試
合中は、遊歩道の入り口、階段付近、スタジアム

箕浦教育長
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の入り口に歩道の歩行を禁止する表示板を設置し
ています。使用団体にも、監視員の配置を再度依
頼しました。
今後の安全対策として、遊歩道内側全体に防球

ネットを設置する方法もありますが相当高くしな
いとネットを越えボールが飛んでくる可能性はあ
りますし、他の課題も出てまいります。費用も相
当なものになることが予想されます。利用者の安
全を念頭におき、来年度に向けてハード面での安
全対策を検討してまいります。
西濃地区の野球場の状況を確認したところ、当

町と同程度の施設で硬式野球の利用を可としてい
るのは、３市町ありました。ただし、各施設の周
辺状況等を見ますと当町同様の施設と言えるもの

ではありません。
冬にかけて試合は少なくなるものの安全対策に

ついては、早急に考えなくてはなりません。硬式
野球の利用が過半である現状を踏まえ、試合中の
遊歩道の使用禁止、遊歩道の付け替え等の検討を
含め安全対策の強化を図っていきます。
プラネットプラザは、野球場、公園、パターゴ
ルフ場、文化会館、図書館から構成されている総
合施設であります。幅広い年代層が、それぞれの
目的や楽しみを持って訪れる施設となっています。
このことからも、施設の貸し出し、使用に当たっ
ての注意事項を再度見直し、関係者と協議し、使
用者も利用者も安全に施設が利用できるように施
設管理者として取り組んでまいります。

この道路は安八町牧から里を通り海松新田に至
る県道です。当然のことながら県道ですから、事
業の主体は岐阜県になりますので、輪之内町から
強く県に要望して頂きたいと思います。
この道路は県道でありながら歩道と車道が分離
されておりません。高校生の通学路として利用さ
れており輪之内町から大垣方面の学校に通学さ

れ、又輪之内町から海津市方面に自転車で通学に
利用されています。大型自動車が交差される時に
は通学自転車は路肩一杯に退避せざるを得ない状
況です。歩行者も同じです。県道を改良し歩道と
車道を分離されて安心して県道を利用できるよう
に県に働き掛けていただくようお願いします。町
長の考えをお聞かせ下さい。

２．県道 220 号線の歩道と車道の分離について

町長答弁
輪之内町を通る県道の整備を担当しているのは

大垣土木事務所であり、毎年県道に関する整備要
望をしております。
今年度の県道整備要望事項につきましては、（仮
称）新養老大橋架橋促進を始め、福束大橋の渋滞
解消、県道安八海津線の歩道設置や道路照明灯の
設置、県道安八平田線の両側歩道設置、主要地方
道北方多度線（長良川堤防道路）の交差点改良等
を要望しております。
しかしながら、要望事項が翌年に施工されると
いうもので無く、要望を継続することで後々に実
現されるものであります。
県道安八海津線の歩道につきましては、平成 23
年度に南波地内の歩道設置、平成24年度には南波・
里地内における歩道設置のための土地買収、平成

26年度には繰越予算により、県道安八海津線の里・
南波地内で歩道の設置工事が行われました。
しかしながら、里地内の信号交差点から南へ約
3.2 キロメートルの区間が歩道未整備区間となって
おります。
今年度は、例年の要望活動に加え、「輪之内町

通学路安全推進会議」を開催し、役場関係課のほ
か、大垣土木事務所や大垣警察署にも参加を頂き、
町内の通学路危険箇所の現地視察と対策の検討を
しており、その対策箇所の中に県道安八海津線の
歩道設置も加え、強く要望しているところです。
県道安八海津線の歩道未整備区間については、
過去の道路整備における手法が混在している事も
要因でありますが、今後とも、様々な機会を通じ
て県道全線の歩道整備の実現に向けて粘り強く要
望活動を行っていく所存です。
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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、12月６日開催され、令和元年度一般会計補正予算、国民健康保険事業特別会計補
正予算、輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定、地方公務員法及び地方自
治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定、成年被後見人等の権利の
制限に係る措置の適性化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例の制定、輪之内町学校給食センター設置条例の全部改正についてを審査し、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。

総務産業建設総務産業建設

総務産業建設常任委員会

令和元年度 一般会計補正予算（第３号）
総務課

Ｑ　売却を予定している土地の当初の取得は、土
地開発公社か。
Ａ　平成９年に土地開発公社にて取得し、その後、
町へ移管され、普通財産として管理している。
取得の目的は、浄水公園の整備としていたが、
その後に計画を見直し、公園整備の必要性はな
いと判断した土地である。

Ｑ　売却予定地は、いくらで貸しているのか。
Ａ　平成 27 年度から賃貸しており、年額 50 万円
程である。

Ｑ　今回、プラネットプラザ内で購入する土地の
地目は何か。
Ａ　登記簿上は田、現況は宅地である。
危機管理課

Ｑ　公務災害補償は、全額補償されるのか。
Ａ　個人負担分と保険者分の全てが、全額補償さ
れる。

経営戦略課
Ｑ　繰越金について適正な金額の基準はあるのか。
Ａ　繰越金に基準額はなく、決算により結果とし
て次年度に繰り越す性格のもの。

Ｑ　繰越金は多ければ多いほど良いのか。
Ａ　繰越金額は予算執行の見通しによって変更す
る。多ければよいというものではない。

Ｑ　今年度の繰越金の見通しは４億ぐらいか。
Ａ　現時点では不明。
税務課

Ｑ　個人の住民税に対する還付金が生ずるのはど
のような場合か。
Ａ　扶養控除の追加等、過年分の修正申告により、
税額が減額となり、納め過ぎた額を遡って還付
する場合がある。
産業課

Ｑ　農業委員の選定方法は、昔は選挙によるもの
ではなかったか。
Ａ　昔は選挙による選定であったが、募集し、選
考委員会で候補者を選定するように変わった。

Ｑ　農業委員の報酬はどれだけか。
Ａ　月額７千円で、活動実績に基づいて加算される。
Ｑ　農業委員に非農業者を選定する必要があるの

か。
Ａ　中立の立場の委員を１人以上選定するよう法
律で定められており、中立の立場とは農業経営
をしていないということである。
●意見　非農業者では善し悪しの判断ができない
ので、農業関係の仕事に携わっていた方の中に
も非農業者に該当する方はみえると思うので、
そういう方を選任してはどうか。
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Ｑ　農業委員の選定基準に過半数以上が認定農業
者という要件があるが、認定農業者でない農業
者の選定基準は何か。
Ａ　経歴や農業経営の状況等を参考に判断する。

輪之内町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について

総務課
Ｑ　フルタイム会計年度任用職員とパートタイム

会計年度任用職員は何名いるのか。
Ａ　フルタイム的勤務の職員が、10 名程いる。
また、パートタイム勤務の職員は 70 名程であ
る。多くの臨時職員を雇用しているが、勤務時
間がフルタイムではないので、各々に仕事を分
担しているためである。

Ｑ　職員定数に対して職員は何名不足している
のか。
Ａ　現状では、定数条例に対して 12 名不足して

いるが、町としては職員適正化計画に基づき、
計画的な採用に努めている。

Ｑ　臨時職員の処遇も一般職員並に扱って欲し
い。
Ａ　同一労働同一賃金の考えのもと、今回の会計
年度任用職員制度を導入するものである。町と
しては、これまでと同様にパートタイム職員が
主流になると考えている。

成年被後見人等の権利の制限に係る措
置の適性化等を図るための関係法律の整
備に関する法律の施行に伴う関係条例の
整備に関する条例の制定について

総務課
Ｑ　成年被後見人とは、どういう人か。
Ａ　精神上の障害により判断能力が不十分である
ため、法律行為における意思決定が困難な方で
ある。

文 教 厚 生文 教 厚 生

文教厚生常任委員会

令和元年度輪之内町国民健康保険事業
特別会計補正予算（第２号）

住民課
Ｑ　システム整備で具体的にどうなるのか、枝番

が付くとはどのようなことなのか、また保険証
はなくなるのか。
Ａ　枝番が付くことで個人ごとに資格管理が出来
るようになり、医療機関でもシステムで資格確
認が出来るようになる、また保険証はなくなら
ない。

輪之内町学校給食センター設置条例の
全部改正について

教育課
Ｑ　なぜ改正するのか、運営方法がかわるのか。
Ａ　学校給食費が私会計から公会計になるため、
新たに第７条で給食費を定義付けた。また、教
育委員会の諮問に応じ学校給食運営委員会を開
催し、学校給食について審議していく。運営委
員については、これまでと変わることはない。

令和元年 9月 5日及び 6日に行われました決算特別委員会にて住民課所管分についての質疑で「環
境パトロールはどのような指導をしているのか」に対し、「野焼きについては、シルバー人材セン
ター職員から連絡を受け、町職員が対応し、口頭で注意をしている。」と掲載しましたが、シルバー
人材センター「職員」ではなく、「会員」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

＊お詫び
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福束小学校大規模改修工事特別委員会福束小学校大規模改修工事特別委員会
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、12 月６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。

最初に中島教育課長から工事進捗状況の説明があ
り、その後に現場へ赴き、福束小学校の状況につい
て、教育課、設計管理業者の説明を受けながら、現
場を視察しました。
委員からは、「PC 室の床面、ケーブル収納の床
が足に引っかかる部分がある」という意見があり、
担当課よりもう一度確認し、修整するとのこと。
また、「校舎北にある物置の屋根が錆びているので
塗装する必要があるのではないか」という指摘があ
り、精査して業者へ依頼するとの回答がありました。

令和元年度令和元年度 輪之内町議会常任委員会 合同研修 輪之内町議会常任委員会 合同研修
令和元年 11 月 25 日（月）～ 26 日（火）に岡山県和気町の移住・定住施策で、
議員、執行部及び議会事務局の 12 人で合同研修を実施しました。
和気町は、岡山県の東南部に位置し、備前市
や赤磐市に接し、吉備高原から連なる、標高
200 ～ 400 ｍの山々に囲まれた、144.21 平方キ

ロメートルの自然豊かな町です。
東西に「和気インター」を擁する山陽自動車道と「和気
駅」を擁するＪＲ山陽線が走るなど岡山県東部の公共交通
網の要衝となっています。町内には３つの小学校と２つの
中学校と高校が１つあり、県都岡山市に電車で 30 分の距離
にあります。人口は令和元年 10 月 31 日現在 14,169 人で輪之内町の約 1.5 倍になります。
研修会は移住・定住について、限られた時間を最大限に活用して、活発な意見交換が行わ
れました。その中で和気町は地震や災害の少ない気候温暖な環境を売りに移住・定住の促進
に自信を持って取り組んでおり、特に英語教育に力を入れられ、英語特区の導入や無料公営
塾の運営など積極的に取り組んで見えました。その成果はこの３年間で約 300 人の移住者の
受け入れに成功され、移住者の約７割が関東・関西の都市生活者で 20 代～ 40 代の子育て世
代が占めています。また平成 28 年に移住相談ワンストップ窓口を開設し、東京出身の移住者
を配置することで、都会と田舎の両方を知る立場で相談に乗り、町の魅了を発信しているそ
うです。
今後はドローンを使って、物流業界の人手不足が解消できる取り組みに挑戦していきたい
と語っておられました。この研修で学んだことを輪之内町の移住・定住の促進に繋げていき
たいと思います。
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《10月》
１日～３日
　　　定期監査
２日　子ども・子育て会議
３日　第11回岐阜県社会教育推進大会
４日　健康計画等策定委員会
５日～６日
　　　ふれあいフェスタ2019
６日　岐阜県共同募金会輪之内町分会における街

頭募金運動
７日　薩摩堰治水神社秋期大祭
　　　広報編集委員会
８日　木材の利用推進に関する要望活動
　　　岐阜県町村議会議長会定期総会及び町村議

会正副議長研修会
15日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟会

総会
17日　文部科学省指定「人権教育指定校事業」公

表会兼輪之内町指定研究発表会
20日　消防団特別検閲及び規律訓練大会
21日　全員協議会
23日　例月出納検査
24日　ザ・ビッグ輪之内店での街頭募金運動
25日　岐阜県薩摩義士顕彰会秋季顕彰
26日　安八ふれあい祭り2019
29日　西濃地区社会教育振興会議
　　　西濃地区青少年育成関係者圏域研修会

《11月》
１日　輪中音楽祭
８日　児童・生徒交流事業派遣研修報告会　
９日　福束校区文化祭
　　　令和元年交通安全協会輪之内支部反省検討会
11日　桜会追弔会
　　　岐阜県浄化槽連合会大会「憲法」
13日～14日
　　　第63回町村議会議長全国大会
15日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設促

進協議会の要望活動
18日　第２回西濃環境整備組合議会定例会
　　　岐阜県消防操法大会安八郡実行委員会
19日　安八郡広域連合第２回議会定例会
　　　安八郡町村議会議長会
20日　議会運営委員会
　　　全員協議会
　　　安八郡３町議会議員研修会及び合同交流会
22日　例月出納検査
23日　グラウンドワーク
24日　安八郡消防連合演習
25日～26日
　　　議会常任委員会合同研修
28日　第１回地域自立支援部会
　　　植物防疫協会理事会
29日　ふれあいフェスタ実行委員会

《12月》
２日　岐阜県町村議会議長会臨時総会及び
　　　第３回評議員会
４日　第４回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
６日　議会運営委員会
　　　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会
　　　福束小学校大規模改修工事特別委員会
７日　心豊かな町づくり研修会
12日　第４回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会　
14日　東海環状自動車道大野神戸IC～大垣西IC

開通式典
16日　子ども・子育て会議
20日　例月出納検査
24日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同盟

会県要望
28日　消防団年末特別夜警

議 会 活 動 日 誌

▼編集後記
「わのうち議会だより」125 号をお届けします。
2019 年の「今年の漢字」１位に令和の「令」が、
京都・清水寺の森清範貫主により揮毫されました。
「今年の漢字」は漢字の素晴らしさや奥深い意義
を伝えるために 1995 年から始まり、25 回目を迎え、
師走恒例となり、１年の世相を表す漢字一字を全国
から募集して１位から 20 位までの漢字を発表して
います。
応募総数は 21 万 6,325 票で「令」（3万 427 票）は
新元号令和に明るい新時代を願う国民の思いが集約
されていることや、法令改正による消費税増税、自然
災害での警報や避難勧告の発令などが理由に挙げら
れています。２位は新元号の「新」（１万 4,850 票）、
3位はラグビー日本代表のワンチームなどを連想さ
せるとして「和」（1万 281 票）、４位は「変」、５位
は「災」、６位～ 20 位は順に嵐、水、風、天、税、
雨、一、台、結、闘、改、火、桜、薬、皇が選ばれ
ました。
2020 年は東京オリンピック・パラリンピック（5
輪）が開催されます。輪之内町の「輪」が「世界の
輪」となって「今年の漢字」1位に選ばれることを
期待しています。以上、議会だよりでした。

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３月の予定です。皆さまの傍聴をお
待ちしています。


