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・開 会
・あいさつ
・議会からの報告（平成29年度決算）
・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



決算審査特別委員会
委員長 森 一人

副委員長 大野 敏行
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• 総額65億9504万円 （１万円未満切り捨て）

－3－

自主財源
55.4％

依存財源
44.6％

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

28億1141万円

6726万円

4210万円

6億3820万円

9529万円

12億8699万円

7億4647万円

3億8767万円

5億1965万円

町税
42.6％

分担金及び負担金
1.0％

使用料及び手数料
0.6％

その他
9.8％

地方譲与税
1.4％

その他
交付金
19.5％

国庫
支出金
11.3％

県支出金
5.9％

町債
7.9％



・総額62億8181万円（1万円未満切り捨て）※翌年度繰越額 2億7909万円

－4－

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
29.8％

商工費
5.4％

1億0305万円

9億9164万円

18億7038万円

5億1346万円

1億9652万円

3億3814万円

7億0046万円

3億2486万円

5億3079万円

7億0899万円

345万円

総務費
15.8％

衛生費
8.2％

土木費
11.1％

消防費
5.2％

教育費
8.4％

公債費
11.3％

議会費
1.6％

農林水産業費
3.1％



平成２９年度 決算事業現地調査

担い手育成らん丸塾運営事業 杉山地内 第３配水場施設等更新工事 吉田地内

橋梁修繕工事（八幡橋） 鎌形地内地域活力創出拠点施設整備工事 駅構内

－5－



• 渋谷 登美子 委員

• 川口 浩史 委員

• 吉場 道雄 委員

• 青柳 賢治 委員

• 長島 邦夫 委員

－6－



Ｑ.埼玉中部資源循環組合において、平成２９年度末の基金残高、総務費・

人件費、平成２９年度末の事業費総額、国・県補助金額の総額につい

て、組合全体と嵐山町負担分は、どのくらいになっているか。

Ａ.平成２９年度末の基金残高は５億３７０８万６０４４円、総務費・

人件費は３億３５０５万５８８２円、平成２９年度末の事業費総額は

６億６９３６万５６３８円、 国・県補助金額の総額

は3３４７万７０００円、嵐山町負担分は負担金割合

以外、まだ協議をされていないので算定ができない。

－7－



Ｑ.平成２８年度と平成２９年度の工事、物品、委託、コンサルの発

注率を比較して、町内業者の育成に力点が置かれていないのでは。

Ａ.嵐山町では「町内で出来ることは町内で」というのが基本であり、そ

の考えに変わりはない。平成２９年度は水道事業会計において予定さ

れた事業の発注が出来なかったことが発注率

に影響している。平成３０年度においては、

その様なことがないように町内業者に発注

出来るものは基本原則に則って発注してい

きたい。
－8－



Ｑ.町は土地の公有化を進めているが、少額の借地においては公有

化を進めていないのでは。

Ａ.現在町は借地の解消に努めているが、以前は

補助事業を実施するのに、地権者から協力を

得られないために補助金を返還すると、その

補助金については二度と同様の補助金は付かないということもあ

り、円滑に事業を推進するために、借地が多くなった。町が長期

的に公共用地として利用するものについては、地権者のご理解を

いただいて町の名義にしていく考えである。
－9－



Ｑ.「日本一の教育の町」嵐山の実現に行政効果がどの様に発揮で
きたのか。

Ａ. 学力向上対策の一環として、小学５・６年生を対象に日本語検定及び中学
校全学年の希望者を対象に英語検定受験料補助事業と基礎学力充実と家庭
における学習習慣の定着を図るための学習支援教室を開催。児童・生徒数
減少への対応として、小中学校適正規模等検討委員会を開催し、将来の子
どもたちの為の教育施設の在り方について検討
を進め、中間答申をいただいた。また、少子化
への対応について、各小中学校には学校行事の
在り方の検討、保護者負担の軽減等について準
備を進めている。

－10－



Ｑ.町は多額の費用をかけて地域活力創出拠点整備事業「嵐なび」の運
営を始めた。その運営状況全般について伺う。

Ａ.武蔵嵐山駅構内の未利用地を利用し、町の地域活力を創出する拠点として
嵐山町ステーションプラザ「嵐なび」がオープンした。運営の状況として１
階には法人化した観光協会事務拠点として、町の観光案
内やＰＲはもとより地域の物産ＰＲを兼ねた販売を開始
し、２階では観光ボランティアガイドによる土・日・祝
日を中心とした観光総合案内窓口の開設、また町の相談
員による月・水・金の週３日による就労支援・居住相談
窓口も稼働。憩いのスペースは利用される方々にも好評
であり、利用者が常時いるような状況である。

－11－



平成2９年度 一般会計決算の審査結果

－12－

◎平成２９年度 一般会計決算総括質疑終了後、

討論なし。

採決の結果 賛成８ 反対３

「挙手多数」により「可決すべきもの」



歳入決算額 ２６億３４５７万円

歳出決算額 ２４億８２４２万円

差引残額 １億５２１５万円

Ｑ．ジェネリック薬品普及度は。

Ａ．町村平均７２．２％に対し嵐山町は７６．２％で、県

で５番目である。利用率では市町村平均６７．２％に

対し嵐山町は７２．２％で県内２番目

国民健康保険特別会計

（１万円未満切り捨て）

－13－



歳入決算額 １億９７２９万円

歳出決算額 １億９３４８万円

差引残額 ３８０万円

Ｑ．収納状況の収入未済額の要因は。

Ａ．国保から後期に切り替わる時に、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。

後期高齢者医療特別会計

（１万円未満切り捨て）
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歳入決算額 １２億７２４２万円

歳出決算額 １２億０２０４万円

差引残額 ７０３８万円
Ｑ．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。

Ａ．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。

介護保険特別会計

（１万円未満切り捨て）
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歳入決算額 ６億４８１７万円

歳出決算額 ６億２７７７万円

差引残額 ２０３９万円
Ｑ．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。

Ａ．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３０件の排水設備計画確認

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。

下水道事業特別会計

（１万円未満切り捨て）
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収益的収入 ５億０８１７万円

収益的支出 ４億１７２３万円

差引残額 ７５７０万円

資本的収入 ８４万円

資本的支出 ９８７４万円

●不足額９７９０万円は減債積立金、建設改良積立金、

過年度損益勘定留保資金等で補填

水道事業会計

（１万円未満切り捨て）
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Ｑ．工事物件の中で（株）ヤマト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、１２月補正で ９件中 ５件 減額した
理由は、および水道管の耐震化はできなかったのか。

Ａ．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、水道工事等の歩掛や、
それに無いものは見積りを取り積算している。

Ｑ．町内の水道未加入者の状況は。

Ａ． １２世帯・２５名で、いずれも井戸水を利用している。

水道事業会計
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委員長 大野 敏行

副委員長 川口 浩史

－19－



アンケート調査結果は1,000通配布、401通の返信。
地元の意見は「やるからにはしっかりと計画してやって
欲しい。いろいろな関係者ごとの説明会を望む。」。

【目 的】
駅前にロータリーの再整備をし、
停車場線の拡幅をし、大型バスの
乗り入れが可能となり、駅前の
活性化を図るため。

－20－

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３回目の会議
大妻嵐山高校生徒の意見
２１名の生徒さんより２９項目の意見をいただく。

【要 点】
①紫色を基調とした、地元産食べ物の
開発。

②オオムラサキを代表とするインスタ
映えスポットや蝶のはねが背負える
場所の設定。

－21－

大妻嵐山高校の生徒さん達



第４回目の会議
嵐山町成人式実行委員経験者や青少年相談員さんから意見をいただく。
１０名参加。

【テーマ】
「嵐山町の活性化に繋がる起こせる事業
（ビジネス）は」

【要 点】
①ＳＮＳの活用でお互いを知る
②メンバーが嵐山町を知る（共有目線）
③メンバーで町を歩いて見る（ 〃 ）
④提言は、その後

－22－

8月17日 午後7時からの会議風景



①将軍沢地区で有機農業に取り組む 八国山農園 勝又氏のほ場見学

現在：吉祥寺の直営販売店へ毎日運び販売中

夢 ：嵐山・小川での
オーガニック
連合を作り、
オリンピック
にも食材の提供
をしたい。

－23－

将軍沢 八国山農園での視察のようす



②太陽グリーンエナジーの いちごのハウス栽培

大蔵地区 7,000㎡の畑に、６棟のビニールハウスを設置。

宮城県山元町のいちご農家から指導
を受け、12月には JA 嵐山直売所で
も販売開始予定。

－24－

太陽グリーンエナジーで説明を受ける



委員長 松本 美子

副委員長 吉本 秀二

－25－



嵐山町のＩＣＴ教育について

学　校　名 タブレット パソコン
菅谷小学校 ４０台
七郷小学校 ２０台
志賀小学校 ２５台
菅谷中学校 ４０台
玉ノ岡中学校 ４０台

【中学校のＩＣＴ教育】

・パソコンからタブレットＰＣに整備

・ＰＣを教育に活用する教育用ソフト導入

・普通教室の無線ＬＡＮ １００％整備

・ＩＣＴ支援員配置（各中学校月２回）

教育用ソフトを活用した国語の授業 （＝H30.5.11 ） パソコン教室の整備状況 （委員会視察 ＝30.5.11 ）
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嵐山町立小・中学校統廃合について
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適正規模
＝12～18クラス

中学適正規模範囲 小学生適正規模範囲

小学校
学級数

中学校
学級数

小学校
児童数

中学校
生徒数

・昨年８月適正規模等検討委員会を立上げ、これまで９回開催している。
・小中学校の統合はやむを得ずの方向性で進んでいる。
・具体的方向性が見えたところで中間報告予定（８月24日報告あり）。

－27－



・平成２９年７月学習支援事業「学習支援教室」を図書館で開室。

・公益財団法人全国学習塾協会に委託。

・９歳の壁解消と高校入試不安感の解消及び基礎学力を目的としたサポート。

・アンケートで児童生徒及び保護者の９割が学校の学習が分るようになった。

・今年度は７８人から１０８人に増え、今後会場の検討も必要。

学校別学習支援教室参加内訳

学習支援教室について
～日本一の教育の町をめざして～

学校名　 学年 小3 小４ 中３ 合計

菅谷小学校 15 19 34

七郷小学校 4 8 12

志賀小学校 7 9 16

菅谷中学校 4 4

玉ノ岡中学校 12 12

計 26 36 16 78
－28－

学習支援教室のようす（左：中学生、右：小学生）



委員長 長島 邦夫

副委員長 吉本 秀二

－29－

広報広聴常任委員会
主な議案とその他報告



１．諮問第２号
人権擁護委員の推薦につき意見
を求めることについて
嵐山町大字菅谷 青木裕子氏
（適任・再任）

２．同意第１号
嵐人町教育委員会委員の任命につき
同意を求めることについて
嵐山町大字菅谷 嶋本佳則氏
（同意・再任）

－30－

主な議案

嵐山幼稚園運動会 ＝ H30.10.6



３．同意第２号

嵐山町固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについて

嵐山町大字菅谷 関根盛敏氏

（同意・再任）

４．議案第４０号

嵐山町事務手数料条例の一部を改正することについて

数値地籍維持管理システムの廃止等に伴い、所要の改正を行う

ため、本条例の一部を改正するもの（新システムの導入）

－31－

主な議案

嵐山米 秋の収穫 ＝ H30.10.5



５．議案第４１号

嵐山町重度心身障害者医療費

支給に関する条例の改正する

ことについて

埼玉県が重度心身障害者医療費

助成制度に所得制限を導入に

伴い、改定を行うもの

町内対象者は８名（430人中）

－32－

主な議案

嵐山郷まつり ＝ H30.10.21



■歳入

• 地方交付税 △ 4,404万円

(地方交付税の交付額の決定に伴い補正、法人税収入が増のため)

• 国庫支出金

社会保障・税番号制度システム整備補助金 266万円

(社会保障、税番号制度に係るシステム改修に要する経費)

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 73万円

(後期高齢者医療保険料の軽減特例措置対応に伴うシステム改修

に要する経費に交付されるもの)
－33－

主な補正予算



■歳出

• 庁舎設備修繕事業 172万円

庁舎の適切な運用を図るため、空調機器(熱源蓄熱制御弁)

修繕費

• 花見台拡張地区推進事業 670万円

計画区域内にある工業会会員の駐車場移転の為、工業会に調整

依頼及び、工事費、農地転用及び登記費用を支出

－34－

主な補正予算



■歳出

• 観光施設等管理事業 175万円

嵐山小川インター出口に観光案内板を２基設置(杉山城、金泉寺、

花見台工業団地の方向案内)

• 幹線道路修繕事業 680万円

44路線(53km)の測量設計委託料

• 学校給食運営管理事業 41万円

学校給食センターのブロワー部品の修繕費

－35－

主な補正予算



■歳出
• 七郷小学校管理事業 276万円

５月のエレベーター保守点検で指摘を受けた部品の交換修繕費

• 指定文化財管理事業 7０万円

広野大下三差路庚申塔が豪雨で傾く。修繕費として地権者に補助

• 渋谷議員、川口議員より補正予算案に修正動議が出される。

審議の結果、賛成少数否決

（主な修正案内容は埼玉中部資源循環組合負担金を減額し、

民生費、教育費、予備費に増額するもの）

主な補正予算

－36－



１．ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書の提出について

■提案理由

ゴルフ場利用税は消費税との二重課税及びオリンピック正式種目

になったことにより廃止運動があるが、ゴルフ場がある市町村は、

自主財源の厳しい地域である。 貴重な財源であり、 堅持を求める

意見書。

審議結果：賛成全員 可決

－37－

議員提出議案（全１２議案）



２．東海第二原子力発電所の再稼働を認めないことを

求める意見書の提出について

■提案理由

40年を経過した原発は廃炉にしなければならない。日本は地震、
自然災害が多く、原発事故が発生したら福島原発事故と同じ状況に
なる。地球、人類を含めた生命体の存続を脅かす稼働に反対、安全
社会を作るための意見書。

審議結果：賛成５名 反対７名 賛成少数 否決
－38－

議員提出議案



３．日米地位協定の抜本的改定を求める意見書の提出に

ついて

■提案理由

米軍基地の存在で、住民の安全を守ることができない事は共通の
認識です。日米地位協定の抜本改定で、日本に住む日本人の安全な
生活を守るための意見書。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

－39－

議員提出議案



４．女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を

求める意見書の提出について

■提案理由

1979年に国連で採択された女性差別撤廃条約は、女性に対する

あらゆる形態の差別撤廃を目的とした条約です。日本は1985年に

批准しておりますが、1999年条約の実施処置としての「選択議定

書」は批准していません。女性の地位向上に大きな力となり、男女

平等を進めるために本意見書を提出。

審議結果：賛成４名 反対８名 賛成小数 否決
－40－

議員提出議案



５．G7海洋プラスチック憲章に署名を求める意見書の提出
について

■提案理由
プラスチックゴミによる海洋汚染が深刻な環境悪化を招いている。

海を汚染するプラスチック、レジ袋やペットボトルは、人間の経済
活動で１度しか使われないまま捨てられたものである。カナダでの
G7サミットでは「G7海洋プラスチック憲章」に日本は署名しませ
んでした。海の生態系を守り、持続可能性ある日本を作るため本意
見書の提出。

審議結果：賛成４名 反対８名 賛成少数 否決
－41－

議員提出議案



６．東京電力福島第一原発汚染水の海洋放出に反対する
意見書の提出について

■ 提案理由
原子力規制委員会は汚染水の放出は最も短期間で低コストにより

処分できると試算しているが、漁業をしている人はこのことに反発
しています。放射性物質による海洋汚染で魚類は影響し、地球上の
全海域に広がっていきます。海洋汚染を止めるため本意見書を提出。

審議結果：賛成８名 反対４名 賛成多数 可決

－42－

議員提出議案



７．嵐山町立幼稚園3年保育実施の決議

■提案理由

議会報告会の意見交換では3年保育希望の意見等がある。国では

平成31年10月から、３歳から５歳の幼稚園、保育園、認定こども

園の保育料を無償にすると発表している。３年保育を求める人が

増えると、幼稚園を希望する方は、町立幼稚園でなく、町外の私立

幼稚園の希望も多くなると思われ、決議を求めるもの。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

－43－

議員提出議



８．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

ゴミは焼却しないで処理していく方策を進めることで資源循環を
進めることができる。分別をして循環させていく資源循環のシステ
ムに切り替えるべきであり、特別委員会の設置を求めるもの。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

議員提出議案

－44－



９．埼玉中部資源循環組合を脱退する決議

■提案理由

焼却中心政策で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・環境面にマイナスが大きい埼玉中部資源循環
組合の脱退を決議するもの。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

－45－

議員提出議案



１０．地上配備型迎撃システム（イージス・アショア）の

導入に反対する意見書の提出について

■提案理由

４月の南北首脳会談と６月の米朝首脳会談によって核戦争の脅威

から抜け出す扉が開かれた。朝鮮半島の平和体制構築と非核化の実
現に向けて、外交努力を尽くすことが必要であり本意見書を提出。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

－46－

議員提出議案



１１．体罰禁止法の制定を求める意見書の提出について

■提案理由

躾と称して虐待をし、指導と称して体罰が行われる。行き過ぎた
躾、指導に理解が示されているところに、児童虐待が後を絶たない
根源があると言える。効果ある法制定を求める意見書。

審議結果：賛成３名 反対９名 賛成少数 否決

－47－

議員提出議案



１２．児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書の

提出について

■提案理由

2016年度の児童虐待相談件数は12万件を超える。児童相談所が
関与していたにもかかわらず 防ぐことが出来ず、 痛ましい事件が
おきた。二度と繰り返されないためにも児童虐待防止対策のさらな
る強化を求める意見書。

審議結果：賛成１１名 反対１名 賛成多数 可決

－48－

議員提出議案


