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開 催 日 時 間 場 所

5月16日（土） 9:00～11:30 町民ホール

5月16日（土） 13:30～16:00 ふれあい交流センター



第１６回議会報告会用資料

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため５月１６日に予定されていた議会報
告会は中止となりました。
議会報告会のために用意した資料です。
ご高覧頂ければ幸いです。

© 嵐山町2011
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予算特別委員会
委員長 佐久間孝光

副委員長 小林 智
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• 総額５９億４０００万円（１万円未満切り捨て）
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自主財源
52.8％

依存財源
47.2％

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

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債

地方
交付税
11.4％

26億３８４７万円

２０９５万円

３２３７万円

４億４２１４万円

9３４０万円

６億７８００万円

７億３０７４万円

４億６５６１万円

３億４３３０万円

町税
44.4％

分担金及び負担金
0.4％

使用料及び手数料
0.5％

地方譲与税
1.6％

その他
交付金
8.3％

国庫
支出金
12.3％

県支出金
7.8％

町債
5.8％

４億９５００万円

※合計が100％にならない
ことがあります

その他
7.5％



・総額５９億４０００万円（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
34.0％

商工費 1.2％

※合計が100％にならない
ことがあります

9１３２万円

8億６７９５万円

２０億２０７８万円

５億２１６５万円

１億７９２６万円

7２５４万円

５億７３１２万円

３億８０９３万円

5億１６５１万円

７億００４４万円

１５４７万円

総務費
14.6％

衛生費
8.8％

土木費
9.7％

消防費
6.4％

教育費
8.7％

公債費
11.8％

議会費 1.5％

農林水産業費
3.0％

その他 0.3％



公共施設個別施設計画策定業務委託料

１２３２万円
Ｑ 公共施設個別施設計画とは。

Ａ 今後の人口動向を踏まえ、学校、

道路、橋りょうを除外したすべての

公共施設の維持管理、大規模修繕等

の計画策定。対象施設数は、庁舎、

図書館含め４５施設。
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武蔵嵐山駅西口地区整備事業
１億３８０万円

Ｑ 事業費１億３８０万円の内訳は。
Ａ 国庫支出金９０００万円、町債

１２４０万円、繰入金１４０万円。
Ｑ どんな風に整備されるのか。
Ａ ユニバーサルデザイン、安全な歩行

空間の確保、大型バスが通行可能な
ロータリー、防火・防災機能の充実、
シンボルツリー等を案として考えて
いる。
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小中一貫教育推進事業 学校適正規模等推進事業
１０６２万９千円 ２７万円

Ｑ 小中一貫教育推進事業の内容は。
Ａ 会計年度任用職員を２名から３名

にし、各小学校に配置することに 菅中校舎写真
より小学校高学年の教科担任制を
取り入れる。

Ｑ 学校適正規模等推進事業とは。
Ａ 小中一貫校の教育目標、校名、

校歌、校章などの詳細を決めて
いく準備委員会。
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川口 浩史 委員

畠山 美幸 委員

渋谷 登美子 委員

大野 敏行 委員

青柳 賢治 委員

長島 邦夫 委員
－8－



Ｑ 町長は施政方針の中で「災害に強い町づくり」を挙げて

いる。昨年の台風１９号の被害にあった市野川の篠の伐

採、抜去が進んでいないが。

Ａ 河川の浚渫については、都幾川・市野川水系改修促進期成

同盟会を通じて要望活動を行っていく。現在行っている川

袋橋下流の浚渫作業では、篠等の伐採を含め行っている。
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Ｑ 町施策の基礎人口たして外国人や高齢者施設入居者の数

を引いたもので考えた方がいいのでは。

Ａ 平成２４年以前は外国人登録ということで人口には算入

していなかったが、現在は外国人も住民基本台帳に載せ

ており、住民基本台帳上の人数であるので、町施策の人

口として算入することは妥当である。
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Ｑ 昨年、いわゆる産後ケア法が成立し、子育て世代に寄り添

う支援策の充実が図られたが、嵐山町の取り組みは。

Ａ 子育て支援センターでは妊娠期から子育て期までのワンス

トップ支援を目標に今年度より開設した。全ての妊産婦・乳

幼児等を対象とするポプュレーションアプローチを基本とし

つつ、専門的な支援を必要とする対象者については、関係機

関との連携によって対応していきたい。
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Ｑ 総務経済常任委員会の提言として「若者会議」を提案したが、

新年度の予算で全く計画されていないが。

Ａ 町では、パブリックコメント、町民の声ボックス、また各課の

委員会、審議会等もあり、年齢性別を問わずご意見を伺ってい

る。今後の町づくりには若者、女性の声を今まで以上に反映す

るためには、若い世代に町に興味をもってもらうことが先決。

ＳＮＳ等を使って情報発信をしていきたい。
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Ｑ 第６次嵐山町振興計画と総合戦略の策定がいよいよ始まる

が、これからの時代をとらえ、どの様な姿に作り上げてい

くのか。

Ａ 長期的なまちづくりの基本的方向を定めた指針であり、町

の最上位計画である。人口減少社会に対応できる持続可能

なまちづくりを念頭に置いた計画を作成する。
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Ｑ 町の観光事業は大きな転換期を迎えていると思われる。武蔵

嵐山活性化事業ではどのようなことを行うのか。

Ａ 川の丸ごと再生を通じてバーべキュー場から武蔵嵐山渓谷、

トラスト地までの遊歩道の維持管理を行い活性化につなげて

いくもので、風光明媚な景勝地を後世に残す事業である。学

校橋河原も、オートキャンプ場として人気が出てきており、

観光資源として期待が持てるようになってきた。
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歳出における

・（２款）総務費（１項、１１目、１９節）負担金補助及び交付金の内部落

解放同盟嵐山支部補助金４０万円を全額削減し、８２万７千円を４２万

７千円とするもの。

・（４款）衛生費、総額５億２１６５万３千円を５億２２２５万１千円に

増額する説明は、（１項）保健衛生費（４目）環境衛生費に新規事業

（１７）廃棄物減量等推進審議会運営事業を加え、（４）ストップ温暖化

推進委員会運営事業の（１節）報酬を１千円から２０万円に、（９節）

旅費を６万円とするもの。

・（１３款）予備費１５３３万６千円を１９万８千円減額し、１５１３万

８千円とするもの。

歳出合計に変更はなく５９億４０００万円とする修正案の説明だった。
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令和２年度 一般会計予算の採決について

－16－

○ 修正案が提出されたため、修正案の採決を行った。

審議結果：賛成２ 反対９ 「挙手少数」により「否決」

○ 次に、一般会計予算原案の採決を行った。

審議結果：賛成８ 反対３ 「挙手多数」により

「可決すべきもの」



Ｑ 県支出金保険給付費等交付金が２億７千５百万円と大幅減額

となっているが、その理由は。

Ａ 主な理由は、被保険者数の減少、薬価引き下げ等の理由によ

るものと推察される。

審議結果：「挙手全員」 により「可決すべきもの」

歳入歳出 ２０億１５４０万円

－17－



Ｑ 保険料見直しで被保険者への影響は。

Ａ 夫婦二人世帯の夫の年金が年額３００万円、妻８０万円で試

算すると令和元年度の保険料が１９万８７００円、令和２年

度が２０万４００円で１７００円の増額となるが、軽減措置

の適用段階によって増減額も変わり一概に増額とは限らない。

審議結果：賛成９ 反対２「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 ２億４１４０万円

－18－



Ｑ 第１号保険者保険料が前年度に比べ１９９７万１千円の減額

となっているが、この要因は。

Ａ 前年度予算は期中の補正により２８６０万８千円の減額を

行っていて補正後の予算と新年度予算との対比では８６３万

７千円の増額となる。

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」

介護保険 特別会計
歳入歳出 １５億１５００万円
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Ｑ 施政方針で示された２か所の施設を統合した新たな浄水場及び

配水場の建設とはどのような計画なのか。

Ａ 「嵐山町水道事業経営戦略」において、施設の統廃合を年次を含め
計画している。そのなかで「第２水源」「第３水源」「第３配水場」
については存続させ、新たな施設として令和７年度に「新浄・ 配水
場」を建設・稼働、現在の「第１水源」「第１配水場」「第２浄水場」
については新施設稼働後に廃止する。

審議結果： 「挙手全員」により「可決すべきもの」
－20－

水道事業会計
収益的収入 ５億３４７３万円
収益的支出 ４億８６３９万円 資本的支出 ２億４５１９万円



下水道事業会計
収益的収入 ６億２４７８万円
収益的支出 ６億１１８２万円 資本的支出 ２億７９２０万円

－21－

Ｑ 新年度の予算執行計画で下水道事業ストックマネージメント

計画策定業務委託が計上されているが、この計画により浄化

槽の部分も明確になるのか。

Ａ 今回策定するストックマネージメント計画は下水道の部分で

あり、浄化槽は含まれていない。浄化槽も公営企業会計へ移

行する目的から考えれば、将来的には更新計画の明確化等が

求められるのではないかと考えている。

審議結果： 「挙手全員」 により 「可決すべきもの」



委員長 青柳 賢治

副委員長 小林 智

－22－



－23－

• 水害に対しての防止対策

• 情報伝達の在り方

• 「自助、共助、公助」の醸成

【台風１９号の支援対応状況】

・床上浸水被害宅は杉山地区、太郎丸

地区の一部の地域で被災

・消毒剤の配布、罹災証明の発行

・固定資産税及び住民税の減税

・見舞金の支給等 台風19号の爪痕残す都幾川 Ｒ元.12.14



－24－

①地域支援課の説明

・コアの人への情報伝達が大切

・今の避難所の妥当性も検討する

・防災会の位置づけがない

②現地調査後の委員意見

・中小河川で集中豪雨時の研究

・県にどのように要望していくのか

・水害時の越水場所が特定できる

いかに対処するか

台風19号の被災地視察状況(杉山地区)
Ｒ2. 2. 28



－25－

【調査研究のポイント】

・観光との関係においていかに活性化に繋げるか

・住民要望が反映された計画になっているのか

・テーマ性のある面的整備が求められるのでは

【まちづくり整備課の説明】

• 平成３０年度購入予定の用地確保が前進した

• 平成３１年度分については概ね事業内容の了承を得た

• 今後住民説明会を経て令和５年３月の完成を目指す

※歩行者、車両などを含めた設計の基本的考え方を確認

委員会の意見を提案



委員長 畠山 美幸

副委員長 山田 良秋
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太陽光発電について
• なぜこのテーマにしたのか⁉

現在、嵐山町内に多くの太陽光発電施設が設置されてい
る。家屋のみならず、山林などに広大な太陽光施設を設置
する動きがみられ、委員会では自然・景観の現状把握、二
次被害の観点からも調査事項にした。
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志賀地内の山林を伐採して太陽光施設

志賀地内山林2箇所に太陽光発電施設
1箇所目：開発面積1.73ha 2箇所目：開発面積6.45ha
太陽光パネル 4276枚 実施予定
発電量 1175kw （ 撮影：R2.1.14）
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平成２９年４月の改正ＦＩＴ法では
事業の適切性や実現可能性をチェックし長期安定発電を促す制度へと
変わった。

嵐山町の太陽光発電は
令和元年６月末で１０ｋｗ以上の認定件数が１９４件、
導入件数が１２４
件。
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山林・農地設置について

山林１ｈａ未満の小規模林地開発申請のうち太陽光発電に関するもの

平成28年度11件中１件、平成29年度25件中４件、平成30年度
11件中１件、１ｈａ以上の林地開発の申請は平成２７年度１件で
あった。

農地については
基本的に設置困難で２種農地以外は原則許可しない。
ただし事業区域内に３割未満の農地がある場合は対象となる。
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固定資産税等について
• 土地は、平成３０年度５７筆、税相当額で１９５万７９３６円

令和元年度６５筆、税相当額で２１５万７２３円

• 家屋は、屋根一体型は令和元年度まで１０ｋｗ未満が３１件
１０ｋｗ以上は経済産業省の平成２９年１月のリストで
屋根一体型が１３件、架台等で屋根に設置型が５６件

• 屋根設置型は、１０ｋｗ以上は償却資産に該当し
平成３０年度税相当額２０５３万３６７５円、
令和元年度税相当額１７４４万３５９８円
固定資産税の合計としては
平成３０年度税相当額２２４９万１６１１円
令和元年度１９５９万４３２１円で、
比較すると２８９万７２９０円の減額
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広報広聴常任委員会
調査事項 【広報広聴について】

委員長 長島 邦夫

副委員長 藤野 和美

－32－
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主な所管は「議会だよりの発行について」
① 議会だより第１７７号

の発行について
１２月定例会の内容報告を主に、

表紙には２度目の議場コンサート
風景、補正予算では猛威を振るっ
た台風１９号の被害内容、委員会
報告、一部事務組合報告等であった。
また新議員は初編集であった。

広報部会 議会だより編集中 = Ｒ元. １２. １９

広報部会



広報部会

－34－

② 議会だより第１７８号
の発行について

先ず発行スケジュール案を
検討。主な内容を３月定例会
議事とし、４月２１日校了、
５月１日発行と決定。併せて
掲載項目案、原稿担当を決定、
概略を全て決定した。 １７８号掲載項目案及び原稿担当 = Ｒ２. ３. ３０



議会モニターとの意見交換会について

２月１日（土）の午後１時３０分からと午後７時からの２回に分
けて開催され、８名の議会モニターが参加しての委員全員との意見
交換となった。
議会傍聴についてのルール徹底や移動の安全確保、議会の様子の

動画配信の必要性、低い投票率に関連して若者に町政への関心を高
めてもらう課題、女性が活躍できる町政のあり方、町内のゴミ処理
問題、環境問題など多岐にわたって意見が出され、委員と活発な意
見交換がおこなわれた。

－35－

広聴部会



その他の議案等について

広報広聴常任委員

渋谷 登美子

－36－



１. 同意第１号 嵐山町教育委員会教育長の任命につき
同意を求めることについて

永島宣幸氏

〇 提案理由 令和2年3月31日に任期満了

同 意

－37－

主な議案



２. 議案第１号（地方公務員法および地方自治法の一部を
改正する法律の施行に伴う 関係条例の整理に関する条例
の制定

会計年度任用職員制度の導入による条例の整備

■ 令和元年度までの非常勤職員⇒会計年度任用職員
（令和元年12月条例制定）

1週間に20時間以上勤務する会計年度任用職員に
期末手当を支給する。⇒ 令和2年度から

－38－

主な議案



－39－

学童保育入室保留通知書に関する陳情書
植木のぞみさん他23名

小学校5・6年生が、学童保育入室保留になり、4月からの受
け入れがない。

放課後、長期休み、こどもだけで留守番させるのは心配。子
どもの居場所として、母親が安心して働けるように整備してほ

しい。

採択



委員長 川口浩史 副委員長 犹守勝義
議長を除く議員全員

調査事項「小中一貫校新設に伴う児童生徒の教育
の保障と地域振興について」

調査項目
ア．財政計画
イ．一貫校移行に係るコンセンサスの確保（地域と保護者）
ウ．地域振興（送迎方法、後の施設活用）
エ．一貫校のありかた（運用等について）

－40－



■令和2年3月31日解散
■9市町村（桶川市・東松山市・吉見町・川島町・滑川

町・嵐山町・ときがわ町・小川町・東秩父村）議会
12月に解散議決

■理由 焼却施設建設にかかる附帯施設の運営費を
巡って9市町村の合意が得られなかったため。

■嵐山町への返還金 6653万円

－41－



１. 気候危機への地球温暖化対策の強化を求める意見書

Q 国が実情に応じてすでに取り組みをすすめている政策
に 対して、意見書を提供することは疑問に思うが伺う。

A この問題については、全国的に身近なところから意見
書を提出するなどの運動が広がっている。これを進めるこ
とが大事。

審議結果：賛成９名 反対３名により「 採択 」

－42－

議員提出議案（全４議案）



2. すべてのゲノム編集食品の規制と表示を求める意見書

食品のDNAの操作に、環境影響評価を義務付け、食品にゲノム編
集の表示をすることを求める。

Q ゲノム編集は医薬品開発で必要なものである。どう考
えるか

A この意見書は、医薬品ではなく食品のゲノム編集につ
いて環境影響評価と表示を求めている。

審議結果：賛成３名 反対９名により「 不採択 」
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議員提出議案（全４議案）



３. 全国一律最低賃金を求める意見書

地方と東京では、最低賃金に差がある。が、生活費に差
がない。地方から東京に人が流出する。一定期間をかけ、
最低賃金の地域間格差をなくすこと。

質疑なし

審議結果：賛成３名 反対９名により「 不採択 」

議員提出議案（全４議案）

－44－



４. 東京高検検事長の定年延長に反対する意見書

検察官は検察庁法があるため、国家公務員法の適用がで
きない。

法律を恣意的に解釈する東京高等検察庁検事長の定年延
長に反対するため意見書を提出する。

質疑なし

審議結果：賛成６名 反対６名、 議長採択「 不採択 」

－45－

議員提出議案（全４議案）


