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文教厚生常任委員会では11月16日に、とみかこども園、りんご保育園、富加
小学校を訪問しました。訪問では、園内活動や授業を見学し、職員の方との懇
談では、活動方針やコロナ禍での状況などについて意見を交わしました。
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主 な 内 容　　

河川公園とみぱーく

今後の予定は？

整備などの予定は。

もっと、まちのこといま

これが知りたい！！

　12月定例会の一般質問では、令和5年度の予算編成や事業についての質問がありました。令和5年度、河川公園
とみぱーくは、町の重点事業の一つとして整備の予算化が見込まれ、憩いの場としてさらに利用しやすい施設と
なるようです。町の担当者に聞きました。

Q2
　令和5年度に、とみぱーくの南側にトイレと駐車場の整備を予定しています。
　また、道の駅の拡充基本構想では、とみぱーくを町内 4箇所の拠点施設を結ぶエリアマネジメントの一つと
して位置づけており、今後さらに有効活用できるよう併せて検討中です。

その他お知らせなどは。Q3
　現在、川浦川の左岸では、道路工事を行っています。川の上流である絹丸橋から
学校橋までを岐阜県が、学校橋からとみぱーくのある滝田中橋を通り下流の滝田橋
までを富加町が工事を担当しています。町施工区間の道路工事は、令和5年度末（令
和 6 年 3 月末）の完成を目指し、とみぱーく周辺施設や上下水道の整備と併せて進
めていきます。
　道路や、とみぱーく周辺施設の完成までは、工事車両の出入りや通学路の変更な
ど工事中は何かとご迷惑をおかけしますが、町民の皆さんのご理解ご協力をお願い
します。

『とみぱーく』とは。Q1
　自然に親しみ、安全に川遊びができる憩いの場として、町かわまちづくり計画に基づいて整備した河川公
園です。春に咲く対岸の桜や夏に葉を付けるケヤキなど、四季折々の風景を感じながら、水辺での休息や川
遊びなどをお楽しみください。

河川公園とみぱーくに
関するお問い合わせは ℡0574-54-2114（直通）
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とみか元気振興券
　　    （その４）などの補正を可決

　総務産業建設委員会は12月9日に会議を開
き、所管する条例案件、予算案件等について審
議を行いました。
　総務課関係では、一般会計補正予算（第9
号）のうち、とみかプレミアム付き元気チケッ
ト事業1,721万円について説明がありました。
今回のチケット事業は、町内44事業所で販売
（1シート5,000円券を3,000円で販売）され、
購入者はお得なチケットを購入できるもので、
コロナ禍の事業者支援を主な目的として実施さ
れるものです。委員からは、エコ家電の購入な
ど町の他の補助事業メニューとの重複利用の可
否について質疑があり、町執行部からは重複利
用できるとの回答がありました。
　また、条例案件では企画課の新設を規定す
る、富加町課設置条例の一部改正案について説
明がありました。委員からは、課の細分化で縦
割りによる職員の負担増を危惧する意見や、職
員定員管理計画の見直しなどを求める意見があ
りました。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

委 員 会 報 告

総務産業建設常任委員会のようす

総務産業建設常任委員会

「とみチケ」事業など、専決処分した一般
会計補正予算を承認すべきものと決定
委員長／佐曽利議員、委員／木村議員、渡邉議員、福田議員　　

　文教厚生委員会は、12月12日に会議を開
き、所管する条例案件、予算案件等について審
議を行いました。
　住民課関係では、国民健康保険税条例の一部
改正案について、令和5年度分の保険税算定か
ら資産割を廃止し、所得割の税率を改定するな
どの説明がありました。これは、国民健康保険
が広域化されたことに伴い、県の運営方針に
沿って健全な財政運営を図るとともに、将来的
な保険税の県内統一化に向けて見直しを図るも
のです。委員からは、資産割や所得割に関係す
る町内保険者の税負担への影響について質疑が
ありました。

　教育課関係では、一般会計補正予算（第9号）
のうち、美濃加茂市学校給食センターへの負担
金252万円の追加について説明がありました。
これは、物価高騰により今年度の給食食材費の
不足が見込まれることから、保護者への負担を
求めず増額補正で対応するもので、委員からは
算出根拠を確認する質疑がありました。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

文教厚生常任委員会
資産割の廃止など、算定方法を見直した
町国民健康保険税条例の一部改正案を
可決すべきものと決定　
委員長／山田議員、委員／梅村議員、川崎議員、井戸議員

文教厚生常任委員会のようす

　新年あけましておめでとうございます。

　町民の皆様におかれましては、コロナ禍

であっても穏やかに初春をお迎えのことと

心からお慶び申し上げます。また、日頃の

富加町議会への温かいご理解とご協力に対

し、心より感謝申し上げ、令和５年の年頭

にあたり町議会を代表いたしまして新年の

ご挨拶を申し上げます。

　昨年は皆様にとって、どのような年でし

たでしょうか。年末はサッカーワールド

カップで大変盛り上がりましたが、ロシア

によるウクライナ侵攻や安倍元首相の事件

など、人の命の尊さを考える場面が多くあ

りました。それ故、昨年の世相を表す漢字

に「戦」が選ばれたのでしょうか。このよ

うな時代だからこそ、相手を想う気持ちが

大切なのだと改めて思います。

　昨年のこの議長挨拶におきまして、治療

薬の開発により一日でも早くこの新型コロ

ナウイルス感染症が終息することを願いま

した。一部で治療薬が出始めましたが、ま

だまだ普及するには至っていません。一方

で、ハロウィンなど大型イベントが続々再

開、屋外ではマスクなしを国が推奨するな

ど、コロナ禍における新たな生活様式に明

るい兆しが見えてきたのも事実です。富加

町におきましても昨年には、レクリエーショ

ンフェスティバルや防災フェアが開催され、

今年に入り、二十歳を祝う集いが開催され

るなど、町行事が予定どおり進められてい

ます。ウイズコロナに向けた新たな段階に

移行していくためにも、感染拡大防止と社

会経済活動の両立を目指す取組を進め、よ

り一層の感染対策のあり方について引き続

き検討していかなければいけません。

　卯年というのは、うさぎが穏やかで温厚

な性質であることから「家内安全」、また

その跳躍する姿から「飛躍・向上」を象徴

するものとして親しまれてきました。その

意味からも新しいことに挑戦する最適な年

と言われています。

　富加町議会は、住民福祉の向上や地域社

会の発展、新型コロナウイルス感染症対策

など直面する様々な課題の解決に向け、町

施策の意思決定を行いながら精力的に活動

しています。今後さらに多様な町民の皆様

の声を集め、その負託に応えて活発な審議

を行ってまいります。今年こそ、この新型コ

ロナウイルス感染症が終息することを心か

ら願い、年頭の挨拶とさせていただきます。

富加町議会議長　渡 邉 圭 太

新年のごあいさつ
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3資源の有効利用とリサイクルの推進に努めましょう



4 みんなで創る  誰もが住みよい  ちょうどいいまち  とみか

　12月定例会では、「令和4年度富加町一般会計

補正予算（第8号）」などの専決処分の承認案件2

件が町長から報告され承認しました。

　また、「富加町個人情報保護法施行条例の制

定」や、「富加町課設置条例の一部改正」などの

条例案件14件のほか、財産の取得案件1件、予算

案件4件が町長から提案され、いずれの議案も原案

のとおり可決しました。

　令和4年12月7日から12月定例会が開催され、専決処分の承認や一般
会計補正予算（第10号）などの議案を議決しました。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

会期は10日間　 開会12月7日　閉会12月16日

令和4年

第 4 回

定例会

本会議
開会、議案上程・説明

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

文教厚生常任委員会

本会議
一般質問、質疑、討論、採決、閉会

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

総務産業建設常任委員会

12月 7日（水）

12月 9日（金）

12月12日（月）

12月15日（木）

12月16日（金）

富加町個人情報保護法施行条例の制定
国において、個人情報保護制度が法制化さ
れたことに伴い、現行条例を一旦廃止し、
新たに個人情報保護法に基づく施行条例と
して規定する所要の改正。

ポイント

地方公務員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

地方公務員法の改正に伴い、定年延長制度
の導入に向けて関係する10条例を一括し
て改正。

ポイント

富加町個人情報保護審査会条例の制定
新たな個人情報保護法施行条例の施行に伴
い、町が設置する審査会について規定する
所要の改正。

ポイント

督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関
する条例の制定

令和5年度からの町税の督促手数料の廃止
に伴い、町税以外の保険料、使用料等の督
促手数料について、関係する6条例の条文
を一括して削除し廃止する所要の改正。

ポイント

令和4年度 　　　　　　　　
一般会計補正予算（第８号）

オミクロン株に対応した新型コロナウイル
スワクチンの接種事業に伴う業務委託費
1,723万6千円等を追加。財源は国からの
交付金が充てられました。（令和4年9月
27日専決）

ポイント

補正額 2,176万9千円 総　額 32億9,224万円

令和4年度 　　　　　　　　
一般会計補正予算（第９号）

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援と
して、とみかプレミアム付き元気チケット
事業に係る経費1,721万円等を追加。財源
は国からの交付金等が充てられました。
（令和4年10月19日専決）

ポイント

補正額 8,385万5千円 総　額 33億7,609万5千円

専 決 処 分

条例の制定

富加町課設置条例の一部改正
町組織の再編に伴う企画課の新設や、後期
高齢者医療事務を福祉保健課から住民課へ
移行すること等についての所要の改正。

ポイント

富加町議会議員及び富加町長の選挙における
選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正

公職選挙法の改正に伴い、公費負担額（選
挙運動用自動車の借上げ料・ポスター作成
費用等）を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町印鑑条例の一部改正

令和5年4月から、マイナンバーカードを
活用した諸証明のコンビニ交付事業を開始
するにあたり、コンビニ端末機による印鑑
登録証明書の申請や交付について、必要と
なる事項を規定。

ポイント

富加町職員の定年等に関する条例の一部改正

地方公務員法の改正に伴い、定年延長制度
の導入に向けて、定年の段階的引上げなど
を規定する所要の改正。

ポイント

富加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改正

人事院勧告に基づき、町議会議員の期末手
当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町常勤の特別職職員の給与に関する
条例の一部改正

人事院勧告に基づき、常勤の特別職職員の
期末手当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部改正

職員の給料表に合わせ、会計年度任用職員
の給料表を改正し引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町税条例の一部改正
地方税法の準則に沿って、条項番号や条文
を合わせるほか、町税の督促手数料の廃止
を規定し関係条文等を削除する改正。

ポイント

富加町国民健康保険税条例の一部改正
岐阜県国民健康保険運営方針が示す将来的
な保険税の統一化に向けて、令和5年度分
の保険税算定から資産割額を廃止し、県へ
の国保事業費納付金の財源確保のため、所
得割額の税率を見直す改正。

ポイント

富加町職員の給与に関する条例の一部改正
人事院勧告に基づき、職員の給料月額及び
期末手当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

条例の一部改正

議会の動き

とみかプレミアム付き
元気チケット事業などの補正を承認　

一般会計歳出決算額は34.7億円とみか元気振興券
　　    （その４）などの補正を可決



5資源の有効利用とリサイクルの推進に努めましょう

　12月定例会では、「令和4年度富加町一般会計

補正予算（第8号）」などの専決処分の承認案件2

件が町長から報告され承認しました。

　また、「富加町個人情報保護法施行条例の制

定」や、「富加町課設置条例の一部改正」などの

条例案件14件のほか、財産の取得案件1件、予算

案件4件が町長から提案され、いずれの議案も原案

のとおり可決しました。

　令和4年12月7日から12月定例会が開催され、専決処分の承認や一般
会計補正予算（第10号）などの議案を議決しました。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

会期は10日間　 開会12月7日　閉会12月16日

令和4年

第 4 回

定例会

本会議
開会、議案上程・説明

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

文教厚生常任委員会

本会議
一般質問、質疑、討論、採決、閉会

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

総務産業建設常任委員会

12月 7日（水）

12月 9日（金）

12月12日（月）

12月15日（木）

12月16日（金）

富加町個人情報保護法施行条例の制定
国において、個人情報保護制度が法制化さ
れたことに伴い、現行条例を一旦廃止し、
新たに個人情報保護法に基づく施行条例と
して規定する所要の改正。

ポイント

地方公務員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

地方公務員法の改正に伴い、定年延長制度
の導入に向けて関係する10条例を一括し
て改正。

ポイント

富加町個人情報保護審査会条例の制定
新たな個人情報保護法施行条例の施行に伴
い、町が設置する審査会について規定する
所要の改正。

ポイント

督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関
する条例の制定

令和5年度からの町税の督促手数料の廃止
に伴い、町税以外の保険料、使用料等の督
促手数料について、関係する6条例の条文
を一括して削除し廃止する所要の改正。

ポイント

令和4年度 　　　　　　　　
一般会計補正予算（第８号）

オミクロン株に対応した新型コロナウイル
スワクチンの接種事業に伴う業務委託費
1,723万6千円等を追加。財源は国からの
交付金が充てられました。（令和4年9月
27日専決）

ポイント

補正額 2,176万9千円 総　額 32億9,224万円

令和4年度 　　　　　　　　
一般会計補正予算（第９号）

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援と
して、とみかプレミアム付き元気チケット
事業に係る経費1,721万円等を追加。財源
は国からの交付金等が充てられました。
（令和4年10月19日専決）

ポイント

補正額 8,385万5千円 総　額 33億7,609万5千円

専 決 処 分

条例の制定

富加町課設置条例の一部改正
町組織の再編に伴う企画課の新設や、後期
高齢者医療事務を福祉保健課から住民課へ
移行すること等についての所要の改正。

ポイント

富加町議会議員及び富加町長の選挙における
選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正

公職選挙法の改正に伴い、公費負担額（選
挙運動用自動車の借上げ料・ポスター作成
費用等）を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町印鑑条例の一部改正

令和5年4月から、マイナンバーカードを
活用した諸証明のコンビニ交付事業を開始
するにあたり、コンビニ端末機による印鑑
登録証明書の申請や交付について、必要と
なる事項を規定。

ポイント

富加町職員の定年等に関する条例の一部改正

地方公務員法の改正に伴い、定年延長制度
の導入に向けて、定年の段階的引上げなど
を規定する所要の改正。

ポイント

富加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改正

人事院勧告に基づき、町議会議員の期末手
当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町常勤の特別職職員の給与に関する
条例の一部改正

人事院勧告に基づき、常勤の特別職職員の
期末手当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部改正

職員の給料表に合わせ、会計年度任用職員
の給料表を改正し引き上げる所要の改正。

ポイント

富加町税条例の一部改正
地方税法の準則に沿って、条項番号や条文
を合わせるほか、町税の督促手数料の廃止
を規定し関係条文等を削除する改正。

ポイント

富加町国民健康保険税条例の一部改正
岐阜県国民健康保険運営方針が示す将来的
な保険税の統一化に向けて、令和5年度分
の保険税算定から資産割額を廃止し、県へ
の国保事業費納付金の財源確保のため、所
得割額の税率を見直す改正。

ポイント

富加町職員の給与に関する条例の一部改正
人事院勧告に基づき、職員の給料月額及び
期末手当の支給率を引き上げる所要の改正。

ポイント

条例の一部改正

議会の動き

とみかプレミアム付き
元気チケット事業などの補正を承認　

一般会計歳出決算額は34.7億円とみか元気振興券
　　    （その４）などの補正を可決
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補 正 予 算
令和4年度 一般会計補正予算（第10号）

原油高等による電気代等の高騰に伴い、町
が管理する施設の電気使用料の追加や、人
事院勧告に基づく人件費等を追加。財源
は、国や県からの交付金や前年度繰越金等
が充てられました。

ポイント

補正額 3,737万9千円 総　額 34億1,347万4千円 令和4年度 介護保険
特別会計補正予算（第３号）

介護サービスの利用増に伴い、保険給付費
等を追加。財源は国の交付金や県の負担金、
介護給付費繰入金等が充てられました。

ポイント

補正額 769万5千円 総　額 6億809万8千円

財産の取得
移動系防災無線設備機器38台を購入予定
金額1,138万4千円で取得することについ
て、議会の議決（※）を求めるもの。

ポイント

その他

令和4年度 後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

令和3年度分の繰越金や各種負担金額の確
定に伴う歳入・歳出予算の補正。

ポイント

補正額 37万9千円 総　額 8,681万1千円

令和4年度 下水道事業会計補正予算（第１号）

物価・燃料費高騰の影響に伴い、町の下
水処理場等の電気使用料を追加。財源は
他会計補助金が充てられました。

ポイント

補正額 770万円 総　額 3億5,982万8千円

　10月18日、岡山県奈義町議会が行政視察で来庁
されました。本町からは町執行部のほか、議長・副
議長が出席し、人口目標や結婚推進、ふるさと納税
や空き家対策まで様々なテーマで本町からの説明や
質疑、意見交換を行いました。
　人口は両町とも同規模の5,700人程。子育て支援
策は、両町とも出産祝金など独自の取組があります
が、特筆すべきは奈義町の（※）合計特殊出生率2.68
（全国平均1.30、富加町1.46）の高さでした。子育て支援策だけでなく、奈義町には安心して
子どもを育てられる町の雰囲気や仕組みがあるとの話を伺うことができました。　　

行政視察で意見交換

※合計特殊出生率…15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの

行政視察のようす

※予定価格７００万円以上の物品購入は議決が必要
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件　　　　名
結

果

賛

成

反

対

山
田 

直
行

渡
邉　

圭
太

木
村　

康
夫

福
田

定
道

川
崎

伸
泰

梅
村

登
次

井
戸

亨

佐
曽
利

敏

承認第 12 号 専決処分の承認を求めることについて
　令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 8 号） 承　認 5 0 ○

議
　
長

欠

席

欠

席

○ ○ ○ ○

承認第 13 号 専決処分の承認を求めることについて
  令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 9 号） 承　認 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 35 号 富加町個人情報保護法施行条例の制定について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 36 号 富加町個人情報保護審査会条例の制定について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 37 号 地方公務員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 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 38 号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 39 号 富加町課設置条例の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 40 号 富加町印鑑条例の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 41 号 富加町議会議員及び富加町長の選挙における選挙運動の公
費負担に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 42 号 富加町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例に
ついて 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 43 号 富加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 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 44 号 富加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 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 45 号 富加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 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 46 号 富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 47 号 富加町税条例の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 48 号 富加町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 49 号 財産の取得について 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 50 号 令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 10 号） 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 51 号 令和４年度加茂郡富加町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第 1 号） 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 52 号 令和４年度加茂郡富加町介護保険特別会計補正予算（第 3 号） 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 53 号 令和４年度加茂郡富加町下水道事業会計補正予算（第 1 号） 原案可決 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

令和 4 年  第 4 回 富 加 町 議 会 定 例 会

○賛成　×反対　※議長は採決に加わりません。

審 議 の 結 果
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A 【山田 建設課長】
　　　　　川浦川左岸線は、令和6年度の完成を目標に
整備を進めていますが、今年度、県施工分の用地取得も
開始され、令和5年度の工事着手の見込みも出てきまし
た。町施工区間も、県や上下水道事業と調整を図りなが

ＱＲコードからは
議会録画映像を
ご覧いただけます。

TOMIKA GIKAI General questions

＊映像の公開には、一定の期間を要する
　ことがあります。

富加町議会では、議員 1人あたりの持ち時間は 60分です。
「一括」または「一問一答」から質問方式を選択し、議長の
許可を得て質問します。

一般質問は、議員が町政全般について現状や方針を問うものです。
12 月定例会では、5 人の議員が 10 件の質問を行いました。
掲載の内容は、質問及び答弁を要約したものです。
※紙面の都合上、実際の質問の順序を変えて掲載しています。

町

政
＆ＱＱ A

一般質問

川崎 伸泰 議員主要3路線の今後の整備状況について

Ｑ 現在、町内で川浦川左岸道路（新設）、稲荷北野
線、西組木船線の3路線が整備建設されていま
す。川浦川左岸道路は、令和4年度中に町施工
部分の舗装工事を残し、概ね完成を迎える事と
なっています。今後は、県施工部分を早期に実
施いただき全線開通を望むところです。残り2
路線は、整備途中の状況かと思います。
そうした中、西組木船線は、大山地区内の通学
路指定区間において整備が完成し、工事が停止
している状況かと思います。しかしながら、こう
した道路整備は全線が整備された段階で有効
な施設として機能するのではないでしょうか。
これらの3路線について、今後の整備計画はど
のようになっていますか。令和5年度の予算計
上は考えていますか。さらに、完成の最終年度
は、いつ頃を予定しているのかをお聞きしま
す。

一問一答 佐曽利 敏 議員道の駅拡張工事の進捗状況について

Ｑ
A

今年度、道の駅拡張工事の予算を無しとした
のはなぜですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　官民連携事業では、地域プラットホームの組
成が重要であり、まずはその組成につながるよう興味を示
す地域の民間事業者との意見交換等を行いながら、事業
構想や事業費、財源スキームなど官民連携に必要な事項
の整理・検証をする必要があります。そのため、今年度は
その取組を行い、結果において事業化実現の可能性を見
出すことができたのなら、次のステップとして実施予算の
検討・要求というプロセス（工程）としたためです。

Ｑ
A

今後の予定や見通しについてお聞きします。

【足立 産業環境課長】
　　　　　今年度は、地域の民間事業者との意見交換等
を継続的に行い、事業構想や事業費、財源スキームなど
必要な事項を整理・検証し、官民連携事業の可能性の検
討を含め、令和5年度以降の実施方針や官民連携の事業
形態の方向づけを行い、その後に今後の予定見通しを考
えていきたいと思います。
　そうした中、今年度は残りの時間は限られており現在ま
での議論等を踏まえ、多様な選択肢の中から最良なプラ
ンを選んでいかなければならないと考えます。財源確保な
ど簡単に解決できない課題もあり、大きな決断が必要に
なります。
　そのため、早急な結論を求めることなく、少なくともあ
と1年間は時間を頂き、次のステップに向けて進んでいき
たいと考えています。

Ｑ
A

現状は、どの程度事業が進んでいますか。事
業賛同の協力者を募集中なのですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　民間事業者との意見交換等を継続して行い、
事業構想や事業費、財源スキームなど官民連携に必要な
事項の整理・検証を行っている段階です。現在は、事業者
の募集をする段階には至っていません。

Ｑ

A

道の駅拡張工事の最大のハード面の取組は、
駐車場の確保であることから、先行的に隣地
を買い求めることが重要で次年度に予算化が
必要ですが、見通しはいかがですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　拡充構想には事業用地の確保が重要であるこ
とは認識しています。令和2年度に策定した拡充基本構想
により、令和3年度の可能性調査を経て官民連携事業の
事業化の可能性を現在検証しているところです。
　そのため、事業の方向性や実施方針の策定が定まって
いない段階での事業用地取得は難しいと考えます。

Ｑ
A

道の駅拡張工事及び他の3施設の一体開発に
ついて、道の駅拡張工事に特化してもいいと
思いますが、いかがですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　道の駅拡充整備は、官民連携事業での事業化
を目指しています。昨年度実施した官民連携手法実現性
調査結果において、従来型の道の駅単体での指定管理制
度やSPC（特別目的会社）での事業実施は、運営主体の
永続的な持続性確保は難しく、エリアマネジメントの観点
からも複数の公共施設を合わせた事業を考えることが重
要であることから、十分な検討が必要であると考えます。

通学路区間の整備が完了した
町道西組木船線（大山地内）

一括

ら、令和5年度末の完成も視野に進めていきます。
　稲荷北野線は、今年度より着工し、隣接する工場建設
工事との調整を取りながら施工を行っています。こちらも
水道整備工事と調整を図り、用地取得も含め令和8年度
の完成を目標に事業を進めていきます。
　西組木船線は、令和元年度から着工し、今年度で通学
路指定区間までの歩道整備が完了しました。井高・加治
田地内までの整備は、計画案では令和12年度としていま
すが、稲荷北野線の完成目標である令和8年度までは事
業を休止し、今後の事業計画を再度検討したいと考えて
います。

道の駅の駐車場のようす（羽生地内）

半布ヶ丘公園

富加駅

河川公園とみぱーく

（エリアマネジメントに
　位置づけている他の3施設）
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A 【山田 建設課長】
　　　　　川浦川左岸線は、令和6年度の完成を目標に
整備を進めていますが、今年度、県施工分の用地取得も
開始され、令和5年度の工事着手の見込みも出てきまし
た。町施工区間も、県や上下水道事業と調整を図りなが

ＱＲコードからは
議会録画映像を
ご覧いただけます。

TOMIKA GIKAI General questions

＊映像の公開には、一定の期間を要する
　ことがあります。

富加町議会では、議員 1人あたりの持ち時間は 60分です。
「一括」または「一問一答」から質問方式を選択し、議長の
許可を得て質問します。

一般質問は、議員が町政全般について現状や方針を問うものです。
12 月定例会では、5 人の議員が 10 件の質問を行いました。
掲載の内容は、質問及び答弁を要約したものです。
※紙面の都合上、実際の質問の順序を変えて掲載しています。

町

政
＆ＱＱ A

一般質問

川崎 伸泰 議員主要3路線の今後の整備状況について

Ｑ 現在、町内で川浦川左岸道路（新設）、稲荷北野
線、西組木船線の3路線が整備建設されていま
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部分の舗装工事を残し、概ね完成を迎える事と
なっています。今後は、県施工部分を早期に実
施いただき全線開通を望むところです。残り2
路線は、整備途中の状況かと思います。
そうした中、西組木船線は、大山地区内の通学
路指定区間において整備が完成し、工事が停止
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な施設として機能するのではないでしょうか。
これらの3路線について、今後の整備計画はど
のようになっていますか。令和5年度の予算計
上は考えていますか。さらに、完成の最終年度
は、いつ頃を予定しているのかをお聞きしま
す。

一問一答 佐曽利 敏 議員道の駅拡張工事の進捗状況について

Ｑ
A

今年度、道の駅拡張工事の予算を無しとした
のはなぜですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　官民連携事業では、地域プラットホームの組
成が重要であり、まずはその組成につながるよう興味を示
す地域の民間事業者との意見交換等を行いながら、事業
構想や事業費、財源スキームなど官民連携に必要な事項
の整理・検証をする必要があります。そのため、今年度は
その取組を行い、結果において事業化実現の可能性を見
出すことができたのなら、次のステップとして実施予算の
検討・要求というプロセス（工程）としたためです。

Ｑ
A

今後の予定や見通しについてお聞きします。

【足立 産業環境課長】
　　　　　今年度は、地域の民間事業者との意見交換等
を継続的に行い、事業構想や事業費、財源スキームなど
必要な事項を整理・検証し、官民連携事業の可能性の検
討を含め、令和5年度以降の実施方針や官民連携の事業
形態の方向づけを行い、その後に今後の予定見通しを考
えていきたいと思います。
　そうした中、今年度は残りの時間は限られており現在ま
での議論等を踏まえ、多様な選択肢の中から最良なプラ
ンを選んでいかなければならないと考えます。財源確保な
ど簡単に解決できない課題もあり、大きな決断が必要に
なります。
　そのため、早急な結論を求めることなく、少なくともあ
と1年間は時間を頂き、次のステップに向けて進んでいき
たいと考えています。

Ｑ
A

現状は、どの程度事業が進んでいますか。事
業賛同の協力者を募集中なのですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　民間事業者との意見交換等を継続して行い、
事業構想や事業費、財源スキームなど官民連携に必要な
事項の整理・検証を行っている段階です。現在は、事業者
の募集をする段階には至っていません。

Ｑ

A

道の駅拡張工事の最大のハード面の取組は、
駐車場の確保であることから、先行的に隣地
を買い求めることが重要で次年度に予算化が
必要ですが、見通しはいかがですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　拡充構想には事業用地の確保が重要であるこ
とは認識しています。令和2年度に策定した拡充基本構想
により、令和3年度の可能性調査を経て官民連携事業の
事業化の可能性を現在検証しているところです。
　そのため、事業の方向性や実施方針の策定が定まって
いない段階での事業用地取得は難しいと考えます。

Ｑ
A

道の駅拡張工事及び他の3施設の一体開発に
ついて、道の駅拡張工事に特化してもいいと
思いますが、いかがですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　道の駅拡充整備は、官民連携事業での事業化
を目指しています。昨年度実施した官民連携手法実現性
調査結果において、従来型の道の駅単体での指定管理制
度やSPC（特別目的会社）での事業実施は、運営主体の
永続的な持続性確保は難しく、エリアマネジメントの観点
からも複数の公共施設を合わせた事業を考えることが重
要であることから、十分な検討が必要であると考えます。

通学路区間の整備が完了した
町道西組木船線（大山地内）

一 括

ら、令和5年度末の完成も視野に進めていきます。
　稲荷北野線は、今年度より着工し、隣接する工場建設
工事との調整を取りながら施工を行っています。こちらも
水道整備工事と調整を図り、用地取得も含め令和8年度
の完成を目標に事業を進めていきます。
　西組木船線は、令和元年度から着工し、今年度で通学
路指定区間までの歩道整備が完了しました。井高・加治
田地内までの整備は、計画案では令和12年度としていま
すが、稲荷北野線の完成目標である令和8年度までは事
業を休止し、今後の事業計画を再度検討したいと考えて
います。

道の駅の駐車場のようす（羽生地内）

半布ヶ丘公園

富加駅

河川公園とみぱーく

（エリアマネジメントに
　位置づけている他の3施設）
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A 【澤野 総務課長】
　　　　　奨励金は、移住及び定住人口の増加を目的と
しており、審査の対象は、建築基準法に基づく建築確認
申請の検査に適合していることを確認したうえで、交付決
定をしています。このため、住宅以外の塀の設置などは、
奨励金の審査の対象としていません。

町民まつりの当日夜に行われた
「元気なとみか祈念花火」

（滝田地内）

一問一答 山田 直行 議員花火大会について

Ｑ
A

町からの補助金の額や、花火の開催に至った
経緯もお聞きします。

【足立 産業環境課長】
　　　　　町民まつりの開催費用として、町から町民まつ
り実行委員会へ補助金額360万円（うち花火経費は120
万円）を支出しています。
　花火開催の経緯としては、令和2年度にコロナ禍により、
町民まつりが開催できなかったことから、町民まつりに代
わるイベントについて実行委員会でご意見をいただい

一問一答 山田 直行 議員住宅施策について

Ｑ
A

奨励金交付の要件には、どのような規制がか
けられているのですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　奨励金の交付を受ける要件は、町内に新築住
宅を建築又は購入した方、町の住民基本台帳に登録され
ている方、税等の未納がない方のほか、奨励金の交付を
受けてから5年以上町内に定住し、かつ自治会に加入する
ことをお約束していただける方と規定しています。
　奨励金の主たる目的が、移住・定住施策の一環として
人口の増加を図ることですので、奨励金の申請手続きの
中で主たる建物以外の外構などについて、規制すること
は大変難しいと考えています。

Ｑ 町内では、高い塀を作り見通しの悪い交差点
となるなどの新築家屋も数多く見受けられま
す。町は、新築住宅への奨励金をどのように
認めているのですか。

A 【山田 建設課長】
　　　　　安全な町づくりのための規制について、町では
様々な事業を展開しています。セットバック事業（建築行
為に係る後退用地等に関する事業）や、建築物等の耐震
化促進事業、公道沿いで倒壊するおそれのあるブロック
塀等の撤去に係る経費を補助するブロック塀等撤去補助
金などの事業を実施しています。町が行う規制として、法
律の制限を超える規制はできませんが、現行の事業など
をうまく利用しながら安心して生活できる住環境づくりに
つなげていきたいと考えています。

Ｑ 道路からのセットバックや新築や改築工事も
含めて、出来得る限りの安全な町づくりのた
めの規制が必要であると思いますが、いかが
ですか。

A 【野村 こども課長】
　　　　　おむつの使用が必要な0歳から3歳までのお
子さんの人数は、58名を見込んでいます。1人当たりの使
用枚数を1日6枚（最大）とすると、12月から令和5年3月
末までの4ヶ月間で、34,800枚必要となる計算です。

Ｑ 町では、とみかこども園やりんご保育園にお
いて、新型コロナ対策交付金や物価対策交付
金で、園内でのおむつの支給が認められまし
た。おむつの支給は何枚必要ですか。

一問一答 山田 直行 議員園児への支援について

Ｑ
A

予算はどれほど必要ですか。

【野村 こども課長】
　　　　　191万4千円です。

官民連携事業を検討中の道の駅
「半布里の郷　とみか」（羽生地内）

Ｑ
A

町民まつりの催し物の中で、町より補助金を出
して夜の花火の打ち上げを行いましたが、町に
とって経済的効果があるのですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　今年度も花火は、町民まつりイベントの一部と
して位置づけ、町からの町民まつり補助金の一部を活用
し、「元気なとみか祈念花火（第三弾）」として開催しまし
た。
　今回で3回目となった花火は、町民まつりの盛況など地
域創生とコロナ禍の収束を祈念し、多くの町民の皆さん
に楽しんでいただけるように行ったもので、基本的には経
済的効果を図るねらいではありません。

Ｑ
A

使用したおむつはどのように処分しますか。今
後、恒常的に予算管理して欲しいと思いますが
いかがですか。

【野村 こども課長】
　　　　　とみかこども園やりんご保育園では、事業系の
可燃ごみとして処分しています。
　おむつの支給は、今年度だけの臨時的な支援に終わる
のではなく、令和5年度以降も継続的な事業として予算要
求していきたいと考えています。

一問一答 山田 直行 議員道の駅拡充構想について　

Ｑ
A

この一年、道の駅拡充構想はその後どのように
なりましたか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　拡充基本構想に従い、官民連携事業において
重要な地域プラットホーム組成のため、現在、事業に興味
を示す事業者との意見交換会を継続して実施しています。
　今年度は意見交換を通じて、事業構想や事業費、財源ス
キームなど官民連携の事業化に必要な事項を整理し、事
業の可能性の検討を行っている段階です。

たことを受け、令和2年度末の3月に第1回目の花火を行い、
昨年度も同様に第2回目を開催しています。今年度は町民
まつりを3年ぶりに開催することを決定し、会議により開
催内容等の協議を行った結果、町民まつり当日に花火を
開催することを決定した次第です。
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A 【澤野 総務課長】
　　　　　奨励金は、移住及び定住人口の増加を目的と
しており、審査の対象は、建築基準法に基づく建築確認
申請の検査に適合していることを確認したうえで、交付決
定をしています。このため、住宅以外の塀の設置などは、
奨励金の審査の対象としていません。

町民まつりの当日夜に行われた
「元気なとみか祈念花火」

（滝田地内）

一問一答 山田 直行 議員花火大会について

Ｑ
A

町からの補助金の額や、花火の開催に至った
経緯もお聞きします。

【足立 産業環境課長】
　　　　　町民まつりの開催費用として、町から町民まつ
り実行委員会へ補助金額360万円（うち花火経費は120
万円）を支出しています。
　花火開催の経緯としては、令和2年度にコロナ禍により、
町民まつりが開催できなかったことから、町民まつりに代
わるイベントについて実行委員会でご意見をいただい

一問一答 山田 直行 議員住宅施策について

Ｑ
A

奨励金交付の要件には、どのような規制がか
けられているのですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　奨励金の交付を受ける要件は、町内に新築住
宅を建築又は購入した方、町の住民基本台帳に登録され
ている方、税等の未納がない方のほか、奨励金の交付を
受けてから5年以上町内に定住し、かつ自治会に加入する
ことをお約束していただける方と規定しています。
　奨励金の主たる目的が、移住・定住施策の一環として
人口の増加を図ることですので、奨励金の申請手続きの
中で主たる建物以外の外構などについて、規制すること
は大変難しいと考えています。

Ｑ 町内では、高い塀を作り見通しの悪い交差点
となるなどの新築家屋も数多く見受けられま
す。町は、新築住宅への奨励金をどのように
認めているのですか。

A 【山田 建設課長】
　　　　　安全な町づくりのための規制について、町では
様々な事業を展開しています。セットバック事業（建築行
為に係る後退用地等に関する事業）や、建築物等の耐震
化促進事業、公道沿いで倒壊するおそれのあるブロック
塀等の撤去に係る経費を補助するブロック塀等撤去補助
金などの事業を実施しています。町が行う規制として、法
律の制限を超える規制はできませんが、現行の事業など
をうまく利用しながら安心して生活できる住環境づくりに
つなげていきたいと考えています。

Ｑ 道路からのセットバックや新築や改築工事も
含めて、出来得る限りの安全な町づくりのた
めの規制が必要であると思いますが、いかが
ですか。

A 【野村 こども課長】
　　　　　おむつの使用が必要な0歳から3歳までのお
子さんの人数は、58名を見込んでいます。1人当たりの使
用枚数を1日6枚（最大）とすると、12月から令和5年3月
末までの4ヶ月間で、34,800枚必要となる計算です。

Ｑ 町では、とみかこども園やりんご保育園にお
いて、新型コロナ対策交付金や物価対策交付
金で、園内でのおむつの支給が認められまし
た。おむつの支給は何枚必要ですか。

一問一答 山田 直行 議員園児への支援について

Ｑ
A

予算はどれほど必要ですか。

【野村 こども課長】
　　　　　191万4千円です。

官民連携事業を検討中の道の駅
「半布里の郷　とみか」（羽生地内）

Ｑ
A

町民まつりの催し物の中で、町より補助金を出
して夜の花火の打ち上げを行いましたが、町に
とって経済的効果があるのですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　今年度も花火は、町民まつりイベントの一部と
して位置づけ、町からの町民まつり補助金の一部を活用
し、「元気なとみか祈念花火（第三弾）」として開催しまし
た。
　今回で3回目となった花火は、町民まつりの盛況など地
域創生とコロナ禍の収束を祈念し、多くの町民の皆さん
に楽しんでいただけるように行ったもので、基本的には経
済的効果を図るねらいではありません。

Ｑ
A

使用したおむつはどのように処分しますか。今
後、恒常的に予算管理して欲しいと思いますが
いかがですか。

【野村 こども課長】
　　　　　とみかこども園やりんご保育園では、事業系の
可燃ごみとして処分しています。
　おむつの支給は、今年度だけの臨時的な支援に終わる
のではなく、令和5年度以降も継続的な事業として予算要
求していきたいと考えています。

一問一答 山田 直行 議員道の駅拡充構想について　

Ｑ
A

この一年、道の駅拡充構想はその後どのように
なりましたか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　拡充基本構想に従い、官民連携事業において
重要な地域プラットホーム組成のため、現在、事業に興味
を示す事業者との意見交換会を継続して実施しています。
　今年度は意見交換を通じて、事業構想や事業費、財源ス
キームなど官民連携の事業化に必要な事項を整理し、事
業の可能性の検討を行っている段階です。

たことを受け、令和2年度末の3月に第1回目の花火を行い、
昨年度も同様に第2回目を開催しています。今年度は町民
まつりを3年ぶりに開催することを決定し、会議により開
催内容等の協議を行った結果、町民まつり当日に花火を
開催することを決定した次第です。
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Ｑ
A

国・県からの交付金の見通しはいかがですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　令和5年度の地方交付税については、国から
示された地方財政の概要で令和4年度地方財政計画の水
準を下回らないよう、実質的には前年度同水準を確保する
とされています。
　また、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策
事業にかかる臨時交付金は、現段階で示されていないた
め、令和5年度当初予算への計上は予定していません。

A 【澤野 総務課長】
　　　　　歳出予算のうち、大きな事業として減額補正す
る事業は1件ありますが、その他は停滞する要因や未執行
となる事案はなく、ほぼ予定どおりの決算となる見通しで
す。
　一方、歳入の決算見込みは、ふるさと納税寄付金が昨
年同月と比較し、1,500万円ほど減額している状況です
が、例年、年末の納税額が一定の額を占めていることか
ら、期待をしているところです。

Ｑ 令和4年度の当初予算は31億2,600万円で
す。令和5年度の予算編成には、4年度の決
算見通しは不可欠です。予想決算見通しをお
聞きします。

A 【澤野 総務課長】
　　　　　町の財政は、高齢化や少子化対策の扶助費の
増加や、公共施設の老朽化による維持修繕費の増加等に
加え、ウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰などの
影響により、例年に増して厳しい状況にあります。
　令和5年度一般会計予算は、道路整備事業や、かわま
ちづくり事業等の継続事業の早期完成を目指し推進を図
りながら、「富加町第5次総合計画後期基本計画及び第2
次総合戦略」の着実な推進、住民サービスの充実・向上
のため、必要な事業にはふるさと納税基金などの各種基
金を財源として活用させていただくほか、既存事業の見直
しを含め、真に必要な事業を見極めていきたいと考えて
います。

Ｑ 令和5年度は、30億円の予算規模で真に必
要な事業に重点的かつ効率的な予算配分であ
れば、町民の要望にお応えできると思われま
すがいかがですか。

Ｑ
A

町税の見通しはどのようにお考えですか。

【亀山 住民課長】
　　　　　令和5年度の町税の見通しは、昨今の円安、物
価高などによる影響には注視を要しますが、本町の個人
所得は回復傾向にあり、近年の人口増から新築家屋が増
加している現状なども踏まえ、特に個人町民税や固定資
産税の増収を目算できると考えています。

とみかレクリエーションフェスティバルのようす 整備が進む町道川浦川左岸線（滝田地内）

一問一答 梅村 登次 議員令和5年度一般会計予算・事業について

Ｑ

A

現在募集中の保育士Ａの19名は、正職員で
あれば何人で業務が可能ですか。また、現在
の正職員と任用職員の保育士はそれぞれ何名
ですか。

【野村 こども課長】
　　　　　現在、募集中の19名の会計年度任用職員を正
職員に単純換算することは困難です。なぜなら、正職員と
会計年度任用職員では業務内容が異なるからです。正職
員はクラスを受け持ち、保護者への対応や行事の準備、児
童票の作成などを行うほか時間外勤務として平日の早朝
保育や土曜日の希望保育などにも従事しますが、短時間勤
務を希望する会計年度任用職員は、こうした仕事に携わる
ことはありません。

Ｑ

A

職員定数条例があって正職員の採用ができ
ずに任用職員での採用と考えていませんか。
各種施策などの計画や取組などには、最高3
年任期の会計年度任用職員の増員では問題
があると考えますがどうですか。

【板津 町長】
　　　　　会計年度任用職員は、行政事務のうち、その多
くが補助的な業務をお願いする方であり、役割や責任等
は正職員と一線を画するものと考えています。会計年度任
用職員は、規定により再任用を2回までとし採用後3年を
経過する方について募集するものであり、大きく増員する
ものではありません。
　また、現在の職員定数は、定員管理計画に基づき目標
年度を令和6年までと定めていますが、職員定年の延長に
関連し、１年前倒して次期計画を策定する検討をしていま
す。

Ｑ
A

ふるさと納税寄付金の見通しはいかがですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　ふるさと納税寄付金の歳入は、返礼品の基準
が見直された令和元年度からの3年間の平均は約5,000
万円で、令和3年度の歳入決算額は、7,126万9千円でし
た。本年度の見通しは、昨年度の同月と比較して、1,500
万円程減額している状況であり、急激な物価高騰の影響
を少なからず受けているものと推測しています。新年度
も、ウクライナ情勢など、予測が不可能な不安材料があ
り、現在の物価高騰等の経済的な状況が続くようであれ
ば、寄付金額の減少傾向も続くものと思われます。
　町内では、特産品を取り扱う事業所が多くはなく、国の
見直し基準への対応に大変苦慮している状況が続いてい
ますが、新規返礼品の出品等について、関係事業者への
声掛けや提案などを引き続き行っているところです。

Ｑ
A

ウイズコロナの中、みんなが参加でき、ほっ
とするよう新しい事業があると良いと思いま
すが、いかがですか。

【川合 教育課長】
　　　　　今年度、町民運動会に代えて、試行的に、とみ
かレクリエーションフェスティバルを開催しました。小さい
子どもから高齢の方まで約200人の参加があり、2時間ほ
どの行事でしたが、参加された皆さんは、笑顔あふれる楽
しい時間を過ごされたものと感じています。
　令和5年度以降も継続して開催していく予定で、誰でも
気軽に参加できる行事として、さらにＰＲを行い、参加者
の増加につなげていきたいと考えています。その他、新し
い社会体育事業の一つとしてゴルフ大会の開催を考えて
おり、開催に向けて検討を進めていく予定です。

Ｑ
A

令和5年度の予算の概略をお聞きします。
また、新規事業を期待したいと思いますが
いかがですか。

【板津 町長】
　　　　　重点事業としては、川浦川左岸線道路整備事
業、とみぱーくのトイレ・駐車場整備事業、庁舎外壁等改
修整備事業、山下地区排水路改修事業等について各課よ
り要望がありましたが、優先順位と予算総額を勘案しな
がら、事業内容等を精査したうえでの予算編成を考えて
います。
　新事業については、こども園おむつ給付事業、各種証
明のコンビニ交付サービス事業など、住民サービスの更な
る充実につながる事業の実施を予定しています。

一問一答 富加町正職員・会計年度任用職員について

Ｑ
A

現在の会計年度任用職員の各課と合計の人数
は何名ですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　会計年度任用職員は、総務課4名、住民課2名、
福祉保健課8名、建設課1名、教育課9名、富加小学校13
名、双葉中学校12名、とみかこども園31名、子育て支援セ
ンター6名、あゆみ教室2名で合計88名です。

梅村 登次 議員

　なお、現在の保育士の内訳は正職員が13名で、うち1名
は育児休業中です。会計年度任用職員は27名で、うち3名
は保育士資格を持たない保育補助員という構成になってい
ます。
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Ｑ
A

国・県からの交付金の見通しはいかがですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　令和5年度の地方交付税については、国から
示された地方財政の概要で令和4年度地方財政計画の水
準を下回らないよう、実質的には前年度同水準を確保する
とされています。
　また、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策
事業にかかる臨時交付金は、現段階で示されていないた
め、令和5年度当初予算への計上は予定していません。

A 【澤野 総務課長】
　　　　　歳出予算のうち、大きな事業として減額補正す
る事業は1件ありますが、その他は停滞する要因や未執行
となる事案はなく、ほぼ予定どおりの決算となる見通しで
す。
　一方、歳入の決算見込みは、ふるさと納税寄付金が昨
年同月と比較し、1,500万円ほど減額している状況です
が、例年、年末の納税額が一定の額を占めていることか
ら、期待をしているところです。

Ｑ 令和4年度の当初予算は31億2,600万円で
す。令和5年度の予算編成には、4年度の決
算見通しは不可欠です。予想決算見通しをお
聞きします。

A 【澤野 総務課長】
　　　　　町の財政は、高齢化や少子化対策の扶助費の
増加や、公共施設の老朽化による維持修繕費の増加等に
加え、ウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰などの
影響により、例年に増して厳しい状況にあります。
　令和5年度一般会計予算は、道路整備事業や、かわま
ちづくり事業等の継続事業の早期完成を目指し推進を図
りながら、「富加町第5次総合計画後期基本計画及び第2
次総合戦略」の着実な推進、住民サービスの充実・向上
のため、必要な事業にはふるさと納税基金などの各種基
金を財源として活用させていただくほか、既存事業の見直
しを含め、真に必要な事業を見極めていきたいと考えて
います。

Ｑ 令和5年度は、30億円の予算規模で真に必
要な事業に重点的かつ効率的な予算配分であ
れば、町民の要望にお応えできると思われま
すがいかがですか。

Ｑ
A

町税の見通しはどのようにお考えですか。

【亀山 住民課長】
　　　　　令和5年度の町税の見通しは、昨今の円安、物
価高などによる影響には注視を要しますが、本町の個人
所得は回復傾向にあり、近年の人口増から新築家屋が増
加している現状なども踏まえ、特に個人町民税や固定資
産税の増収を目算できると考えています。

とみかレクリエーションフェスティバルのようす 整備が進む町道川浦川左岸線（滝田地内）

一問一答 梅村 登次 議員令和5年度一般会計予算・事業について

Ｑ

A

現在募集中の保育士Ａの19名は、正職員で
あれば何人で業務が可能ですか。また、現在
の正職員と任用職員の保育士はそれぞれ何名
ですか。

【野村 こども課長】
　　　　　現在、募集中の19名の会計年度任用職員を正
職員に単純換算することは困難です。なぜなら、正職員と
会計年度任用職員では業務内容が異なるからです。正職
員はクラスを受け持ち、保護者への対応や行事の準備、児
童票の作成などを行うほか時間外勤務として平日の早朝
保育や土曜日の希望保育などにも従事しますが、短時間勤
務を希望する会計年度任用職員は、こうした仕事に携わる
ことはありません。

Ｑ

A

職員定数条例があって正職員の採用ができ
ずに任用職員での採用と考えていませんか。
各種施策などの計画や取組などには、最高3
年任期の会計年度任用職員の増員では問題
があると考えますがどうですか。

【板津 町長】
　　　　　会計年度任用職員は、行政事務のうち、その多
くが補助的な業務をお願いする方であり、役割や責任等
は正職員と一線を画するものと考えています。会計年度任
用職員は、規定により再任用を2回までとし採用後3年を
経過する方について募集するものであり、大きく増員する
ものではありません。
　また、現在の職員定数は、定員管理計画に基づき目標
年度を令和6年までと定めていますが、職員定年の延長に
関連し、１年前倒して次期計画を策定する検討をしていま
す。

Ｑ
A

ふるさと納税寄付金の見通しはいかがですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　ふるさと納税寄付金の歳入は、返礼品の基準
が見直された令和元年度からの3年間の平均は約5,000
万円で、令和3年度の歳入決算額は、7,126万9千円でし
た。本年度の見通しは、昨年度の同月と比較して、1,500
万円程減額している状況であり、急激な物価高騰の影響
を少なからず受けているものと推測しています。新年度
も、ウクライナ情勢など、予測が不可能な不安材料があ
り、現在の物価高騰等の経済的な状況が続くようであれ
ば、寄付金額の減少傾向も続くものと思われます。
　町内では、特産品を取り扱う事業所が多くはなく、国の
見直し基準への対応に大変苦慮している状況が続いてい
ますが、新規返礼品の出品等について、関係事業者への
声掛けや提案などを引き続き行っているところです。

Ｑ
A

ウイズコロナの中、みんなが参加でき、ほっ
とするよう新しい事業があると良いと思いま
すが、いかがですか。

【川合 教育課長】
　　　　　今年度、町民運動会に代えて、試行的に、とみ
かレクリエーションフェスティバルを開催しました。小さい
子どもから高齢の方まで約200人の参加があり、2時間ほ
どの行事でしたが、参加された皆さんは、笑顔あふれる楽
しい時間を過ごされたものと感じています。
　令和5年度以降も継続して開催していく予定で、誰でも
気軽に参加できる行事として、さらにＰＲを行い、参加者
の増加につなげていきたいと考えています。その他、新し
い社会体育事業の一つとしてゴルフ大会の開催を考えて
おり、開催に向けて検討を進めていく予定です。

Ｑ
A

令和5年度の予算の概略をお聞きします。
また、新規事業を期待したいと思いますが
いかがですか。

【板津 町長】
　　　　　重点事業としては、川浦川左岸線道路整備事
業、とみぱーくのトイレ・駐車場整備事業、庁舎外壁等改
修整備事業、山下地区排水路改修事業等について各課よ
り要望がありましたが、優先順位と予算総額を勘案しな
がら、事業内容等を精査したうえでの予算編成を考えて
います。
　新事業については、こども園おむつ給付事業、各種証
明のコンビニ交付サービス事業など、住民サービスの更な
る充実につながる事業の実施を予定しています。

一問一答 富加町正職員・会計年度任用職員について

Ｑ
A

現在の会計年度任用職員の各課と合計の人数
は何名ですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　会計年度任用職員は、総務課4名、住民課2名、
福祉保健課8名、建設課1名、教育課9名、富加小学校13
名、双葉中学校12名、とみかこども園31名、子育て支援セ
ンター6名、あゆみ教室2名で合計88名です。

梅村 登次 議員

　なお、現在の保育士の内訳は正職員が13名で、うち1名
は育児休業中です。会計年度任用職員は27名で、うち3名
は保育士資格を持たない保育補助員という構成になってい
ます。
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一問一答

Ｑ
A

井戸　亨 議員副町長を再度置く計画について　

平成24年を最後に副町長は置いていません
が、なぜ今回、副町長を置こうと考えられた
のかお聞きします。

【板津 町長】
　　　　　平成25年4月以降、副町長を置かず、代わりに
参事を配置してきましたが、副町長が不要であると考えて
きた訳ではありません。今後の富加町を考えた時、町の持
続ある発展のため、そして将来につなげるための継続性と
リスク管理を考えた時、地方自治法の規定に沿い、副町
長制度の復活が必要であるとの決断をするに至りました。
　現在、地方自治体はウイズコロナ・ポストコロナ時代へ
の取組、デジタル化の推進、人口増加施策の推進、増加
する自然災害への対応、職員の定年延長制度導入など、
大きな過渡期にあると感じており、新たな時代への対応
の政策的意義も含め、4年の任期を務める副町長を置く
決意をしたものです。

一問一答 井戸　亨 議員民地が道路として供用されていることについて

Ｑ
A

地籍調査済みのところであれば、町は民地を
道路として使っていることを認識していると
考えますが、見解をお聞きします。

【山田 建設課長】
　　　　　民地を道路として使用させていただいている
ことを認識しています。
　地籍調査に限らず、個別の事案についても、地権者の
ご理解ご協力が得られ、分筆測量等が可能なものは、逐
次解消に努めています。

Ｑ
A

副町長が決定した場合、具体的にはどんな人
材を求められていますか。

【板津 町長】
　　　　　行政経験はもとより人生経験についても豊富な
人材が求められていると考えています。加えて本町をこよな
く愛する人材であることが重要と考えます。家庭を大事にし
ながら24時間、本町のことを考えられる人物が望ましく、特
別職として、本町の為に全力投球できる人が理想であると
考えています。

Ｑ
A

副町長の俸給は退職金、法定福利費を含めい
くらとなるかをお聞きします。

【板津 町長】
　　　　　地方自治体の特別職の報酬は公表が義務付け
られており、本町においてもホームページ等で、「富加町人
事行政の運営等の状況」として毎年公表しており、副町長
の給与は、富加町常勤の特別職職員の給与に関する条例
に定められているとおりです。
　退職金は、岐阜県市町村職員退職手当組合に負担金と
して給与月額に応じて納入し、退職手当組合の条例で定め
られているとおりです。計算式としては給料月額に在職年数
と一定係数を乗じた合計額となります。

Ｑ
A

現在、町内外の人が使っている道路のうち民
地は、どれだけあるかをお聞きします。　

【山田 建設課長】
　　　　　町道敷に、町への所有権移転登記ができてい
ない民有地が存在することは認識していますが、完全には
把握できていません。
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の編集後記もコロナについてお知ら
せしました記憶がございます。昨年は第6
波が押し迫る予測でしたが、今年は感染力
が強烈な第8波が猛威を振るっている中で
の編集後記となりました。
　第7波の規制が昨年の11月に解除になり、
インバウンドを含め観光地は異常なほど活
気に満ちた中での第8波ですが、またこの
新年も子供・孫の帰省は叶わないのに、全
国旅行支援は延長され家族の団らんが遠
のいています。富加町は県内での10万人当
たりの感染者が4・5番目の多さで、我慢を
しなければと静かな正月でした。
　重症化はしないと言われていますが、家
族に感染者が出ると10～20日間は大変な
生活を余儀なくされます。私は昨年11月の
終わりに5回目のワクチンを接種しました。
副作用を心配していましたが、4回の接種よ
り軽い腕の痛みぐらいでした。治療薬も承
認されましたが、まずは感染しない事が肝
要です。マスクの着用・手洗いの励行・3密
の回避・不要不急の外出の自粛という感染
防止の基本を守り、気を引き締めましょう。
　コロナ、円安、物価高、異常気象、戦争の
不安、国政の混乱等 、々不安材料がたくさん
ありますが、町全体で力を合わせて頑張り
ましょう。我々議会も改選の年で、あと3月
の定例会を残すだけになりましたが、最後
まで一生懸命頑張ります。どうか本年もご
指導を賜りますようお願い申し上げます。

   （文責　梅村 登次）

議会広報委員会　
　委員／梅村登次・木村康夫

詳しくは、議会事務局まで
お問い合わせください。

12月定例会の初日を1名の方が、最終日
を2人の方が傍聴されました。貴重なご意
見ご感想、ありがとうございました。声

町議会を

次回定例会は3月に開催

傍聴
みませんか？

して

とみぱん

富加町マスコット
キャラクター

町民のみなさん

10月

10月～12月

２日 とみかレクリエーションフェスティバル
４日 県町村議会議長会定期総会／正副議長会
0６日 議員全員協議会
15日 e-kamonまるごと環境フェア2022
18日 行政視察受入（岡山県奈義町議会）
20日 例月出納検査　　
23日 おんさいＥＸＰО2022
24日 町国保、介護保険運営協議会　　　　　　　　　　
28日 議会運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　　
29日 岐阜県人世界大会記念式典
30日 青少年を守るつどい
31日 定期監査（１１月２日、１０日）

11月
１日 可茂町村議会議長会
９日 町村議会議長全国大会（～１０日）　　　　　　　　　　　　　　　　
11日 可茂地域市町村議会議員研修会　　　　　　　　　　　　　
14日 町空家等対策協議会　　　　　　　　　　　　　　
16日 とみかこども園、りんご保育園及び富加小学校訪問
19日 町民まつり
22日 例月出納検査　　　　　　　　　　　　　　　　　
23日 政権与党国会議員との意見交換会
26日 とみか防災フェア
28日 中学校組合議会
29日 議会運営委員会　　　　　　　　　　　

12月
１日 県町村議会議長会　　　　　　　
７日 第４回定例会（～１６日）
 議員全員協議会
９日 総務産業建設常任委員会
12日 文教厚生常任委員会
13日 社会教育委員会／公民館運営審議会
 町交通安全対策協議会
15日 議員全員協議会
26日 例月出納検査
 可茂広域行政一部事務組合定例会
 年末夜警激励会

傍聴者の

編 集
後  記

議 会 活 動

本会議当日は、役場1階
ロビーでライブ中継を
視聴できます。
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町建設課　建設係
しか  の     さと  し

鹿野 聡史さん　

富加町議会だより

３年ぶりに学校訪問を実施　

TOMIKA TOWN COUNCIL

188
2023.
（令和５年）

No.

1月25日発行

文教厚生常任委員会では11月16日に、とみかこども園、りんご保育園、富加
小学校を訪問しました。訪問では、園内活動や授業を見学し、職員の方との懇
談では、活動方針やコロナ禍での状況などについて意見を交わしました。

議長新年のごあいさつ
委員会報告
第4回定例会
町政Ｑ＆Ａ一般質問
議会活動・編集後記
これが知りたい！！

……… 2
……………………… 3
…………………… 4

………… 8
………… 15
………… 16

主 な 内 容　　

河川公園とみぱーく

今後の予定は？

整備などの予定は。

もっと、まちのこといま

これが知りたい！！

　12月定例会の一般質問では、令和5年度の予算編成や事業についての質問がありました。令和5年度、河川公園
とみぱーくは、町の重点事業の一つとして整備の予算化が見込まれ、憩いの場としてさらに利用しやすい施設と
なるようです。町の担当者に聞きました。

Q2
　令和5年度に、とみぱーくの南側にトイレと駐車場の整備を予定しています。
　また、道の駅の拡充基本構想では、とみぱーくを町内 4箇所の拠点施設を結ぶエリアマネジメントの一つと
して位置づけており、今後さらに有効活用できるよう併せて検討中です。

その他お知らせなどは。Q3
　現在、川浦川の左岸では、道路工事を行っています。川の上流である絹丸橋から
学校橋までを岐阜県が、学校橋からとみぱーくのある滝田中橋を通り下流の滝田橋
までを富加町が工事を担当しています。町施工区間の道路工事は、令和5年度末（令
和 6 年 3 月末）の完成を目指し、とみぱーく周辺施設や上下水道の整備と併せて進
めていきます。
　道路や、とみぱーく周辺施設の完成までは、工事車両の出入りや通学路の変更な
ど工事中は何かとご迷惑をおかけしますが、町民の皆さんのご理解ご協力をお願い
します。

『とみぱーく』とは。Q1
　自然に親しみ、安全に川遊びができる憩いの場として、町かわまちづくり計画に基づいて整備した河川公
園です。春に咲く対岸の桜や夏に葉を付けるケヤキなど、四季折々の風景を感じながら、水辺での休息や川
遊びなどをお楽しみください。

河川公園とみぱーくに
関するお問い合わせは ℡0574-54-2114（直通）

2023.1.25

編 集／議会広報委員会　  発 行／岐阜県富加町議会

富加町議会 議会事務局

富加町議会だより

〒501-3392  岐阜県加茂郡富加町滝田1511
TEL 0574-54-2161
URL https://www.town.tomika.gifu.jp/chosei/gikai/

FAX 0574-54-2461
とみかのぎかい No.188

Bravo！


