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開 催 日 時 間 場 所 

 5月12日（土）  9:00～11:30  町民ホール 

 5月12日（土） 13:30～16:00 ふれあい交流センター 



第１３回議会報告会 次第 

・開 会  
・あいさつ 
・議会からの報告（平成３０年度予算） 
・委員会報告 
・主な議案とその他の報告 
・質疑応答 
   ～休憩（１０分）～ 
・意見交換会 
・閉 会 

© 嵐山町2011 

－1－ 



 予算特別委員会 
 委員長  森  一人 

 副委員長 渋谷登美子 

－2－ 



• 総額62億900万円  （１万円未満切り捨て） 
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自主財源 
51.6％ 

依存財源 
48.4％ 

町税 

分担金及び負担金 

使用料及び手数料 

その他 

地方譲与税 

その他交付金 

国庫支出金 

県支出金 

町債 

26億1545万円 

7264万円 

3834万円 

4億7557万円 

9600万円 

7億1300万円 

6億7910万円 

4億1906万円 

6億8510万円 

町税 
42.1％ 

分担金及び 
負担金 1.2％ 

使用料及び手数料 0.6％ 

その他 
7.7％ 

地方譲与税  1.5％ 

その他 
交付金 
18.3％ 

国庫 
支出金 
10.9％ 

県支出金 
6.7％ 

町債 
11％ 



・総額62億900万円  （1万円未満切り捨て） 
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議会費 

総務費 

民生費 

衛生費 

農林水産業費 

商工費 

土木費 

消防費 

教育費 

公債費 

その他 

民生費 
30.7％ 

商工費 1.5％ 

1億0251万円 

8億0565万円 

19億0749万円 

5億6698万円 

1億8757万円 

   9553万円 

8億1255万円 

5億2288万円 

5億2413万円 

6億6683万円 

   1666万円 

総務費 
13％ 

衛生費 
9.1％ 

土木費 
13.1％ 

消防費 
8.4％ 

教育費 
8.4％ 

公債費 
10.7％ 

議会費 1.7％ 

農林水産業費  3％ 



「千年の苑」事業 ６月中旬プレオープン予定！ 
Ｑ 千年の苑事業の工事請負費の 

  内容は 

Ａ 物見台（高さ２ｍ、全長１０ｍ） 

  設置や柵づくり等を予定している 
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地域活力創出拠点管理事業 嵐山町ステーションプラザ
「嵐なび」 オープン！ 
  

Ｑ 地域活力創出拠点管理について、 
  この経費計上で間に合うのか 
Ａ 清掃以外は、すべての管理費が 
  計上されている 
  

Ｑ 嵐山駅西口地区整備事業において、 
  地権者の了解は取れているか 
Ａ 地権者には説明会を実施し、個別でも 
  話をしてきており了解は得られると思っている 

－6－ 



 健康増進センター改修工事は ... 

 子育て世帯への支援強化！ 
  

Ｑ 健康増進センター改修工事の内容は 

Ａ 平成３０年度は改修工事をおこない、 

  平成３１年度のオープンを予定して 

  いる。妊娠期から子育て期まで一括 

  支援できる、メインとなる施設とし 

  て考えている 

 

 

－7－ 



学童保育室事業...  

「てんとう虫クラブ」が利用者増加で２クラスに！ 
  

Ｑ 放課後児童対策事業補助金の 

  増額要因は 

Ａ 志賀小内「てんとう虫クラブ」を 

  Ａクラス・Ｂクラスとしてクラス 

  分けをするため 
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• 川口 浩史  委員 

• 渋谷 登美子 委員 

• 青柳 賢治  委員  

• 長島 邦夫  委員  

• 清水 正之  委員  

－9－ 



Ｑ 武蔵嵐山駅西口地区整備事業について町債はどの様になるのか、 

 開発は本当に必要なのか 

Ａ 平成３０年度から平成３４年度までの５年間で町の起債は７億 

 ５０９０万円、ふるさと創造資金貸付金７２１０万円で合計８億 

 ２３００万円となる。武蔵嵐山駅西口地区整備は嵐山町が長期的な 

 展望に立って、いかに住み良い地域を次の世代にバトンタッチして 

 いくか、人口減少問題に歯止めをかけて活力のある魅力ある地域を 

 どう創っていくかということである  
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Ｑ 比企広域市町村圏組合の斎場整備事業について情報が足りないと   

 感じる、詳しい建設計画等については 

Ａ １月に広域の幹事会があり事業費及びその財源が示された。平成 

 ３０年度から平成３３年度までの４年間で総額２５億６９００万 

 円。財源は概算で建設基金からの繰入れが４億９０００万円、地 

 方債が１８億６０００万円、残り２億２０００万円を構成市町村 

 の負担金でまかなう。嵐山町負担額は平成３０年度には、今回の当 

 初予算にも計上しているが６６７万６千円で、平成３２年度までは、 

 ほぼ同程度の負担金になる見込み。全体計画等においては、比企 

 広域市町村圏組合のもと進められる 
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Ｑ 千年の苑事業について、地域活性化加速化交付金は平成３１年度 

 までである。それ以降について、千年の苑に一般財源を使っていく 

 のは思わしくない、成功させるためにはプレオープン期間について 

 も力を入れていく必要があるのでは 

Ａ プレオープンは６月中旬を予定、メディア等についてはしっかり 

 と期間限定でＰＲを行っていく。プレオープンにおいては入場料・ 

 駐車料金も取らない。千年の苑については、目標だけではなく、成 

 果を上げることが第一である 
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Ｑ ぽい捨て・路上等喫煙防止対策について、町のイメージアップ 

  に繋がるような活動にしていくべきでは 

 

Ａ 条例に謳ってあるように事業の推進には 

  町・町民・事業所等の協力が必要である。 

  全体できれいな町づくりに向けた推進である。 

  広報・ホームページにおいても周知をしていく。 

  この条例の主旨を街頭キャンペーン等で町民 

  はもとより、来町者等にも広く周知していく予定である 

 －13－ 



Ｑ 乳幼児医療費のペナルティ廃止後の活用については 

Ａ 平成２８年１２月２２日に厚生労働省の保険局国民健康保険課長 

 から、ニッポン一億総活躍プランに基づく、こども医療費助成に係 

 る国保の減額調整措置に関する検討結果についてという文書が出て 

 おり、見直しの内容として未就学児までを対象とする医療費助成に 

 ついては国保の減額調整措置を行わないこととする。なお、見直し 

 により生じた財源については各自治体において更なる医療費助成の 

 拡大ではなく、他の少子化対策の拡充に充てることを求めるものと 

 するとある。嵐山町においては待機児童がいる状況なので、待機児 

 童解消に向けた対策に財源を使いたい －14－ 



－15－ 

歳出における 

（２款）総務費総額８億５６５万円を８億５３５万円に減額するもので、説明は
（１項）総務管理費（１１目）人権対策費（１９節）負担金補助及び交付金では
部落解放同盟嵐山支部補助金４０万円を３０万円削減し１０万円とし、６０万円
を３０万円とするものです。 

（３款）民生費総額１９億７４９万円を１９億１１６３万円に増額する。説明は
（２項）児童福祉費（１目）児童福祉総務費に新規事業（１０）高校生等医療費
給付事業４１３万円を加え（２０節）扶助費を８０５９万円とするものです。 

（４款）衛生費総額５億６９８０万円を５億４４９８万円に減額する。その説明
は、（１項）保健衛生費（４目）環境衛生費（１節）に廃棄物減量等推進審議会
運営事業９００千円を加える。（２項）清掃費（１目）塵芥処理費（１９節）負
担金補助及び交付金の埼玉中部資源循環組合負担金２６１２万円を３２３万円に
減額する。                        （万円未満切捨て） 

 

 

 



－16－ 

（１０款）教育費５億２４１３万円を５億４４６９万円に増額する。その説明は
（１項）教育総務費（２目）事務局費（２０節）扶助費として、嵐山町町立小中
学校の児童生徒の学習環境向上のため、公立の小中学校児童生徒学習支援費とし
て小学生１万１千円、中学生２万２千円とする。公立小中学校学習支援費１７０
３万９千円を計上し、学校給食費第３子補助事業として、３５１万円を計上す
る。 

（１３款）予備費１６６６万円を２４０万円減額し、１４２６万円とする。 

 歳出合計は変更なく６２億９００万円とする修正案の説明がありました。 
  

この修正案に対し青柳委員から衛生費を削るというのが全てなのかという質疑に
対し、埼玉中部資源循環組合には反対である。小中学校学習支援費、学校給食費
第３子補助事業に財源を使っていくことが良いという答弁でした。 

                                  （支援費以外万円未満切捨て） 

 

 

  

 

 

 



平成30年度 一般会計予算の採決について

－17－ 

○ 修正案が提出されたため、修正案の採決を行った。 
  

賛成3 反対9 「挙手少数」により「否決すべきもの」 

 

○ 次に、一般会計予算原案の採決を行った。 
  

賛成９ 反対3 「挙手多数」により「可決すべきもの」 



Ｑ 国保制度の広域化に伴い、今まで所得割・資産割・均等割・平等 

  割の４方式で保険税を算出していたが、所得割・均等割の２方式 

  に変更になった。国保税の軽減制度も変更した。軽減割合毎の人 

  数は 

Ａ 一般被保険者医療給付分の７割軽減は８７５人、５割軽減は 

  ７０２人、２割軽減は６７７人の計２,２５４人 
  

「挙手多数」により「可決すべきもの」 

歳入歳出21億100万円 
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Ｑ 後期高齢者保険料の平成３０年度の嵐山町平均額は 

Ａ 一人当たり、６万１３６０円になる 
  

Ｑ 保険料の低所得者への軽減率とその予定人数は 

Ａ ７割軽減は９９６人、５割軽減は２７２人、２割軽減は２８６人、 

  被扶養者軽減は１３５人、合計１,６８９人で、 

  被保険者２,６８１人の６３％が対象となる   
  

     「挙手多数」により「可決すべきもの」 

後期高齢者医療 特別会計 
歳入歳出2億1200万円

－19－ 



Ｑ シニアいきいき講座事業の廃止の理由は 

Ａ シニアいきいき講座は「ぷらっと嵐トレ」 

  という歩いて行ける距離で、立ち寄れる 

  事業に変更する 

 

 

   「挙手多数」により「可決すべきもの」 

介護保険 特別会計 
歳入歳出12億180万円

－20－ 



Ｑ 下水道区域での未接続の戸数は 

Ａ  下水道整備済区域内で５１８件の未接続があり、くみ取り、 

  単独処理浄化槽、合併処理浄化槽などであること、川島川河川の 

  水質検査をしたところ、下水道への接続推進により２、３年前よ 

  りも大腸菌群数は減ってきてはいるが、まだ基準値を超過してい 

  る状況で、流域の未接続の家庭等に指導をしてゆく 
  

「挙手全員」により「可決すべきもの」 

下水道事業 特別会計 
歳入歳出6億8100万円

－21－ 



      水道事業会計 
  収益的収入 5億2986万円  
  収益的支出 4億9713万円 資本的支出2億9704万円

－22－ 

Ｑ 危機管理マニュアル策定業務委託料１７００万円の支出の理由は 

Ａ 昨年の１１月１５日に水道法による立ち入り検査があり、危機管理 

  マニュアルがないことが指摘されたために次年度策定を予定するも 

  のであること、内容については渇水や災害、水質事故、テロ及び給 

  水塔等の施設・管路の危機管理を行うものである 
  

「挙手全員」により「可決すべきもの」 



 委員長  大野 敏行 

 副委員長   川口 浩史 
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町からの説明が６月になるため、以降の活動となる。 

－24－ 

武蔵嵐山駅 
西口のようす 



若い人達の目線を通しての意見・提案できる場をつくる。 
  

第１回目の会議 
 
 
 
 
 
 
 

神岡氏の意見：世代の違う人達も集まれる居場所づくりをしたい。 
飯嶋氏の意見：外側から中を応援するというコンセプトで活動している。 
安藤氏の意見：若者と接してもっと意見を聞いて欲しい。 

－25－ 

町おこし 
ディレクター 
神岡氏 

ハロウィン 
主催者 
飯嶋氏 

うどん・ 
そば打ち 
職人 
安藤氏 



イ 嵐山直売所の生産者を増加 
  させるには（組合員数１２８名） 
  

ロ 嵐山町生産物での６次産業化は 
  可能か 
  

ハ 市場出荷・別ルートの販売は 
 
ニ 新規就農の育成（収入も含めて） 
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嵐山直売所 



－27－ 

東松山
直売所 

組合員数 
１９０名 

敷地内に広場が有り子育世代も多く利用している。 

吉 見
直売所 

組合員数 
１９８名 

パートの意見を良く聞き常に所長の意識改革を行う
よう努めている。 

東松山直売所 吉見直売所 
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滑 川
直売所 

組合員数 
１８２名 

地元産売上７０％以上。 
  か き 

花卉は全て地元産で賄っている。 

小 川
直売所 

組合員数 
１８６名 

有機会を発足（１５名程度）。 
町の農業推進協議会の登録者でイベント活性化。 

小川直売所 滑川直売所 



  委員長  松本 美子 

  副委員長 吉本 秀二 

－29－ 



－30－ 

１．食育・学校給食       
２．ICT・ソーシャルメディア   
３．クラブ活動 
４．学校支援教室 
５．学校の統廃合 
 

１．介護保険（要介護認定状況・サービス受給状況） 
２．健康寿命を延ばそうプロジェクト事業 

菅谷中学校 
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○小１ 多くはないが残食あり 
課題・時間があれば食べられた子も 
  ・時間内で食べることも大切 
   ～食事時間は正味20分～ 

○小６ 完食 
課題・男子は「足りなーい」の声も 
  ・女子は「丁度良い」と答える 
   も足りなさそうな雰囲気 



－32－ 

学校給食における地産地消状況 
・米は全て地元産 
 米飯は、月、水、金 
 火曜日はパン類、木曜日は麺類 
・野菜もできる限り地元野菜の取り 
 組みで16品目に、ほうれん草、 
 きゅうりは年間、限定では、ピー 
 マン、ズッキーニ、のらぼう菜、 
 ブロッコリー等（H28年活用率 
 38.2％） 
給食費の現状 ・非常に厳しい         

 一食平均小学230円、中学270円 

栄養教諭を活用した食育授業 
・玉ノ岡中学校に所属し、他校に 
 おける食に関する授業も行う 
 ～H28年は年間49回実施～ 
  

・給食献立予定表の策定 
 ～町のHPに一部レシピも紹介～ 
  

・食育だよりの発行 
  

・地元野菜活用の取り組み 
 ～JA直売所所長に働きかけ、 
 ２品目増～ 
   



－33－ 

平成２９年１２月２日～３日開催 
応募数  ２,０２５校 書面審査の結果 
１２校が決勝に進出 頂点に立つ 

・山吹の花ごはん ・越生うめりんつくね 
・五大尊つつじあえ ・大谷の大クス汁 
・ゆずの里ゼリー ・牛乳 
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・ 学校給食甲子園 
  

①学校給食で越生の良いとこを知っ 
 て欲しいとの思いで応募した 
②出場メニューは名所、特産品から 
 テーマ：越生良いとこ知っとこ 
     給食 
③優勝後の反響は極めて大きかった 
 試食会：５０人募集に７８人応募 
④残食率が３.１％から２.４％に減 
 完食賞クラスも大幅増４から７に 
⑤先生も児童も給食の意識に変化が 

食育・学校給食 
   

①地産地消は地元に足を運んで 
 農家、越生特産品加工研究所等 
②農業指導を受け自産自消 
 じゃがいも、里芋、薩摩芋、大根 
③梅もぎ、梅干しづくり、農家訪問 
 収穫祭等体験型食育 
④作業を通じ調理員とのふれあい 
⑤調理場見学の実施 
 夏休みに小１、２年生を対象 
  



  

   委員長  長島 邦夫 

  副委員長 吉本 秀二 

－35－ 

広報広聴常任委員会 
  

 主な議案とその他報告 



１．議案第１号 
  嵐山町学童保育室設置及び管理条例 
  を制定することについて 
   (学校区の父母会で運営されてきた 
  が厳しい状況にあることから、町内 
  全ての学童保育室を指定管理者制へ 
  （平成30年10月より) 
  

２．議案第２号 
  嵐山町国民健康保険特別会計財政調整基金条例を制定する 
  ことについて 
  （国民健康保険制度が広域化されることに伴い、条例を制定 
  するもの） 
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主な議案

学童保育室（ひまわり） 



３．議案第３号 
  嵐山町地域活力創出拠点施設設置 
  及び管理条例を制定することについて 
  （町地域活力を創出するため設置。 
  町長が管理し、一部を委託。 
  主に観光案内、就労相談、 
  物産販売および 展示） 
  

４．議案第４号 
  嵐山町課設置条例の一部を改正することについて 
  (環境農政課の業務拡大に伴い、環境課、農政課に分離し、 
   各課の充実を図る) 

－37－ 

主な議案

期待が高まる 駅中 嵐なび 



５．議案第８号 

  嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

  （国民健康保険制度が広域化されること等に伴い、条例の一部を 

  改正するもの。町の運営から県が財政運営責任となる） 
  

６．議案第９号 

  嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正 

  することについて 

  （嵐山町重度心身障害者医療費の食事療養標準負担額を支給対象 

  外とすることに伴い、条例の一部を改正するもの） 
－38－ 

主な議案



７．議案第11号 

  嵐山町介護保険条例の一部を改正 

  することについて 

   介護保険料率の改定、減免規定 

  を見直すため、条例の一部を改正 

  するもの (第1号被保険者の保険 

  料基準額を月/4,250円から250円 

  あげて、4,500円に改定、他） 

 

－39－ 

主な議案

第1号被

保険者, 

23% 

2号被保

険者, 

27% 
町, 

12.5% 

県, 

12.5% 

国, 20％ 

国）調整

交付金, 

5. 5% 

第７期介護保険負担割合 



■主な繰越明許費 

 ・企業誘致事業               １５０５万円 

 ・生活道路整備事業             １９８０万円 

 ・幹線道路整備事業             ５２６５万円 

 ・河川総務事業                ５１９万円 

 ・武蔵嵐山駅東西連絡通路・駅前広場管理事業  ７８８万円 

－40－ 

主な議案



■歳入 

 ・町民税 

  法人町民税の増加による補正      ７９７４万円 

  （補正前の額 1億7623万円） 
  

 ・県支出金 

  農地中間管理事業補助金        △２７５万円 

 （取り組み地域が無かったため、補正） 
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主な補正予算



■歳出 

 ・財政調整基金等管理事業  

   ７８００万円を積み立てての 

            補正後、基金残額 3億１８６５万円 

 ・国民健康保険特別会計繰り出し金事業   

          ２０６万円 補正後の額     ７６９５万円 

 ・空き家利活用モデル事業補助金 

  （利活用候補が見つからなかったため減額）    △ ５０万円 
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主な補正予算



  

 ・青年就農給付金支給事業  

  （対象者が1名減の為、減額補正）      １５０万円 
          

 ・橋りょう改修事業 （二瀬橋等）           

   (検査結果に緊急性がないため）     △１５００万円 
  

 ・幼稚園就園奨励費補助金 

  （保護者に経済的負担の軽減で 

             あるが8名分の減額補正）            △２００万円 
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主な補正予算



１．データを撤回した「働き方改革法案」は提出をやめ、再調査を 

 求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 裁量労働制を導入している企業で働く労働者は長時間労働を強い
られている。安倍首相は「裁量労働制のほうが一般労働者より短い
というデータがある」の答弁をしたが、後に誤りであったと答弁を
撤回した。働き方改革関連法案は今国会には提出しないことを求め
る。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案（全１３議案）



２．軍備増強はやめることを求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 国は陸上自衛官の「存立危機事態」訴訟において、北朝鮮との武
力衝突の可能性を象徴的な仮定と指摘し、存立危機事態が現時点で
は想定できないと準備書面を提出した。深刻な危機ではないという
ことを司法の場に提供した事は重要なことである。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



３．慎重な憲法論議を求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 先の総選挙で政府与党が憲法改正の衆参議席3分の2を超えたこと
から改憲の動きを加速させている。しかし改憲が国民的要求になっ
ている状況ではなく、調査を優先し誠実に対応するよう要望する。 
 

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



４．生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意見書の 

  提出について 
  

■提案理由 

 生活保護世帯で大学等へ進学すると家族から独立したとして、子
供が分離世帯扱いになり、様々な扶助費が支給されなくなる。貧困
の連鎖を断ち切るよう対策が必要と提案する。 
  

 審議結果：賛成７名 反対６名 賛成多数可決 
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議員提出議案



５．生活保護基準引き下げの撤回を求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 2018年度提出の生活保護法改定案は、生活扶助基準額が段階的に
削減され、生活保護世帯の受給額が減少、また母子加算についても
平均2割削減予定で、生活に多大な影響を及ぼすことが懸念される。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



６．日米地位協定の改定を求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 日米地位協定に続き、1960年には日米安全保障条約が結ばれた。
日本全土が米軍の航空圏と位置づけられ、米軍の基地、米軍の行為
は、日本で治外法権下にある。アメリカの属国から、平等への改定
を求める。 
  

審議結果：賛成６名 反対７名 賛成少数否決 
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議員提出議案



７．埼玉県主要種子条例の制定を求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 本年4月1日より主要農産物種子法(種子法)が廃止になります。こ
れからも普通に日本の種を農家が残すことができ、普通に食料を生
産できるように、埼玉県主要種子条例の制定を求める。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議



８．性暴力被害者支援のための法整備と予算措置を求める意見書 

  の提出について 
  

■提案理由 

 性暴力被害にあうということは、被害者の人権が著しく侵害さ
れ、同時に支援を求めることが難しく、事件として顕在化するのは
氷山の一角に過ぎない。一刻も早く、性暴力被害者支援が法制化さ
れ、予算化されることを求める。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



９．準強姦事件逮捕執行停止の真相解明を求める意見書の提出 

  について 
  

■提案理由 

 レイプ被害者にとって、名前と顔を出して告訴することは勇気の
いることです。今回、伊藤詩織さんの加害者への逮捕状が執行直前
になって止められました。事の真相を明らかにすることを求める。 
   

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 

－52－ 

議員提出議案



１０．埼玉中部資源循環組合を脱退する決議について 
  

■提案理由 

 我が国は大型焼却施設による焼却中心のごみ処理が進んでいる。
コストが高く、ゴミを常に必要とし、健康面、環境面でのマイナス
が大きく、生命の安全が損われている。ゴミを燃やさない政策への
転換が必要です。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



１１．嵐山町ゼロウェイスト調査・推進特別委員会を設置すること 

   について 
  

■提案理由 

 ゴミを焼却しない方策を進めることで、資源循環、新しい産業を
生み出すことができる。汚染物質から身体を守る、焼却しない循環
システムを調査、推進を求める特別委員会の設置を求める。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



１２．安倍首相、麻生財務相の辞任をもとめるとともに第三者による 

   森友改ざん文書の徹底調査を求める意見書の提出について 
  

■提案理由 

 森友学園の建設地は国有地であり、国民共有の財産である。8億 

2000万円も値引きされた他、公文書も改ざんされていたと財務省が
説明した。これは民主主義の根幹を揺るがす事態である。よって全容
解明を求める。 
  

審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案



１３．文科省は教育に不当な介入をしないことを求める意見書の 

   提出について 
  

■提案理由 

 文科省は前川前文科省事務次官が名古屋市立中学校で講演したこ
とで、市教育委員会に30項目にわたる質問をしていた。政府批判を
含め、自由にものが言えなくなることが懸念される行為を見逃す事
はできない。 
  

 審議結果：賛成４名 反対９名 賛成少数否決 
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議員提出議案


