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画確認申請書が提出さ
れている︒また︑区域
内の事業所が接続した
ことにより使用料も増
えた︒
７２４万円

特 別 会 計

９７９０万円は減債積

※資本的収支不足額

立金︑建設改良積立金︑
過年度損益勘定保留資
金等で補てん︒

７５７０万円

水道事業
６億１５７３万円

平成 年度は︑町
制 年の節目でした︒
今後の 年のスター
トでした︒稼ぐ町と
して花見台工業団地
の拡張︑ラベンダー
苑の開設準備︑駅の情報発信
拠点の準備等が進みました︒
﹁稼ぐ﹂町の課題も明らかで
す︒
１．吉見町大串地区に建設予
定のゴミ焼却を平成 年度か
ら稼働します︒経費・遠距離
で収集運搬費が高額です︒嵐
山町が企業を誘致し︑観光事
業に成功し︑稼ぐ町としてて

委員会報告

4

差引額

特別会計への
主な質疑
問 居宅介護の要支援
１・２ が 昨 年 よ り 減 少
している理由と︑一人
暮らし独居老人の人数
と支援は︒
答 人数は男性２５７
名・女性４０４名で︑
総合事業のサービスを
受けている人が多くな
っている︒支援は区長
・民生委員等で見守り
活動をしている︒

下水道事業

７０３８万円
１２億

国民健康保険
問 ジェネリック薬品
普及度は︒
答 町村平均 ・２％
に対し嵐山町は ・２
％で︑県で５番目︒利
用率では市町村平均
・２％に対し嵐山町
は ・２％で県内２番
目である︒

循環器系・②消化器系
・③眼及び付属器系で
あり︑費用では①循環
器系４億６０００万円
・②新生物２億３００
０万円・③消化器系１
億４０００万円である︒
問 収納状況の収入未
済額の要因は︒
答 国保から後期に切
り替わる時︑未納にな
る事が多い︑口座振替
が一旦終了し︑次の書
類処理がわからない人
がいる︒

一般質問

２０４万円

平成 年の国経済は明るい
兆しが見えるとはいえ︑人口
減少が進み︑個人消費や民間
設備投資は厳しいものがあっ
た︒その中︑町歳入決算額は
約 億９５０４万︑税収区分
にも増減あるなど厳しかった
が多くの高評価事業が実施さ
れた︒先ず子育て支援課の新
設など︑子ども医療費︑一人
親家庭医療費等︑子
育て世帯の負担軽減
策を図り︑転入奨励
金事業も大幅な 件

問 工事物件の中で︑
ある企業の受注が多く
落札率が高いが︑設計
価格はどこが出してい
るのか︒また︑ 月補
正で９件中５件減額し
た理由は︑水道管の耐
震化はできなかったの
か︒
答 様々な要因がある
と思うが︑補正予算の
答弁にもあったように︑
技術職員の減やそれに
対するマネジメントが
十分に出来なかった︒
耐震化は１５５ｍ が実
施できた︒設計は職員
が行い︑水道工事等の
ぶがかり
歩掛や︑それに無いも
のは見積りを取り積算
している︒

事業発注が 年度は ％あっ
たのに対し︑ 年度は ％と
大きく落ち込んでいる︒いか
に町内業者の育成に力を入れ
ていないかがわかるというも
のだ︒次に忠魂祠改修事業実
行委員会補助金についてであ
る︒軍国主義の精神的シンボ
ルであったのが忠魂祠である︒
平和とは相いれ
ない施設に補助
金を支出したこ
とは認められな
い︒

書

３８０万円

６億２２９８万円

も︑大きな穴の開いたバケツ
にどんどん税金を注いで︑大
金が外に出ていきます︒
２．若い女性・若い世代が好
ましい町・子育てしやすい町
・若い人の居場所のある町の
政策がありません︒小中学校
学年費という公教育無償化を
一歩進める政策を廃止しまし
た︒町立幼稚園３年保育をや
ろうとしていません︒
３．部落差別解放同盟嵐山支
部への補助金支出は︑非差別
の既得権化を続けることにな
り差別を固定化し︑行政とし
て好ましくありません︒

の増で成功し若者定住︑町の
活性化に繋がった︒次に耕作
放棄地の解消と観光農業を合
わせた千年の苑の事業展開︒
必ずや町の観光担う施設とし
て完成すると確信している︒
しかしながら課題もある︒緑
地の維持管理はまだまだ力不
足で自然が溢れる素晴らしい
自然環境を後世に繋げていた
だきたい︒それには自主財源
の確保︑住民ができることは
住民が担う︑協働の町づくり
を強力に進めることと思う︒

水道事業会計

※△９７９０万円
９８７４万円
８４万円

１億９３４８万円
１２億７２４２万円

差引額
出
支
入

差引額
資本的支出
資本的収入

１億９７２９万円

下水道事業

４億７９２５万円
５億５４９５万円

１億５２１５万円

介護保険

収益的支出
収益的収入

２４億８２４２万円
後期高齢者医療

２６億３４５７万円
20

問 使用料及び戸数が
増えている︒担当とし
て力を入れた内容は︒
答 平成 年度中は急
な業務が増えたため取
り組めなかったが︑今
年度当初に未接続家庭
に４４０通の接続願い
文書を郵送した︒その
反響もあり︑現在のと
ころ 件の排水設備計

第一に企業奨励金について
である︒３社に対し２１９１
万円を支給した︒食品会社２
社に２０７６万円︑残りが化
学メーカーということだがそ
れ以上は非公表だ︒その理由
がどんな情報が企業にとって
不利になるかわからないとい
うことで企業への忖度で非公
表にしたわけである︒このよ
うな理由で非公表にすべきで
はないと考える︒町民の血税
を支給するものであり知る権
利がある︒次に町内業者への

見
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園のプレオープ
ンは７万人を超
える入場者を呼
び︑花見台の拡
張事業は︑エン
トリーオーダー
メード方式へと
進む大きな成果となりました︒
﹃安全・安心︑健康長寿﹄の
事業は防災会の訓練を通じて
自助︑共助︑公助の好回転に︑
最終年の健康寿命プロジェク
ト事業は健康寿命の伸長︑医
療費の抑制となりました︒以
上のような理由によって平成
年度一般会計決算認定に賛
成します︒

議案賛否

平成 年度は嵐山町が町制
施行 周年を迎え︑各種団体
による記念事業が展開され︑
次の 年を託す多くの﹁未来
投資﹂が行われました︒その
主な事業が﹃人づくり学力向
上対策﹄として開催された小
人数指導による学習支援教室
です︒生徒一人一人の学習意
欲の向上となり︑各学校での
授業の充実とも相まって︑各
生徒の伸び率となって現れま
した︒各事業遂行の財源とな
る﹃稼ぐ力﹄については︑地
方創生のシンボルとも言える
駅﹁嵐なび﹂の開設は駅利用
者の評判となり︑ラベンダー

条例・補正予算
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50

長 島 邦 夫 議員
渋 谷 登美子 議員

問 医療負担額の１割
・３割の人数と医療費
総額・疾病の内容は︒
答 １割が２４３３人︑
３割が１３２人︑医療
費総額 億５４８６万
円︑疾病では件数で①
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川 口 浩 史 議員
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19

対
反
成
賛

29

67

72

平成29年度決算一般会計討論

