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・開 会
・あいさつ
・議会からの報告（令和元年度決算）
・委員会報告
・主な議案とその他の報告

～休憩（１０分）～
・意見交換会
・閉 会
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決算審査特別委員会
委員長 松本 美子

副委員長 山田 良秋
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• 総額６８億１０５２万円（１万円未満切り捨て）

※ 四捨五入を行っているため数値の合計等が合わないことがあります 3



・総額65億562７万円（1万円未満切り捨て） ※翌年度繰越額 2億3305万円
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9203万円

10億2443万円

20億 872万円

5億1072万円

18万円

2億3936万円

1億2556万円

6億8145万円

6億4885万円

5億2063万円

3028万円

6億7404万円

※ 四捨五入を行っているため数値の合計等が合わないことがあります
4



令和元年度 決算事業現地調査（Ｒ2.10.7）

甌穴駐車場 千年の苑ラベンダー園

千年の苑ラベンダー園 千年の苑ラベンダー園 5



• 川口 浩史 委員

• 青柳 賢治 委員

• 渋谷 登美子 委員

• 長島 邦夫 委員
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Ａ.花見台工業団地は、埼玉県埋蔵文化財調査事業団の調査で

2年間延長となる。

川島地区については、県担当課のアドバイスを

うけつつ、調査業務をしている。

また、花見台工業団地の残土は、川島地区工業

団地に受入れ可能である。

Ｑ.花見台工業団地の進捗と川島地区工業団地

の進捗の関連性は



Ｑ.嵐山町の児童・生徒のICT活用による学習

への興味関心の高まり、達成度は

Ａ.タブレットは学習意欲の向上に繋がる。

コロナ関係の休校中に教員が準備し、充分な推進ができた。

また、ICTアドバイザーに関しては、導入は他市町村より

早い。各小中学校のカラーを出しながら推進している。
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Ｑ.「学校橋河原」には、行楽に訪れる方が増加して

いる。河川監視業務他、トイレ管理等の費用が

支出されているが、問題点から見える改善点を伺う

Ａ. 町が県から広場の占用を受け観光協会が運営してお
り、現在は環境美化協力費をお願いしている。利用料金
はいただいていない現状である。今後は、河川利用調整
会議を作り、都市・地域再生等利用の指定、河川専用許
可を受け営業をできるエリアにしていきたい。 9



Ｑ.「やすらぎ」の雨漏りを知りながら対策を
とらなかったのは何故か

Ａ.担当者が現地確認を行い検討していく。

落ち葉が原因と考え掃除を行ったが、

落ち葉が原因ではなかった。

今後、業者の点検を含め、対応していく。
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令和元年度 一般会計決算の審査結果

◎令和元年度 一般会計決算総括質疑終了後、

討論なし

採決の結果「挙手多数」により

認定すべきもの
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歳入決算額 ２０億 ５７１万円

歳出決算額 １９億４６５７万円

差引額 ５９１４万円

Ｑ．一般被保険者療養の分類表について

国民健康保険特別会計

（１万円未満切り捨て）

Ａ．70歳以上 一般 1,165人

70歳以上 現役 83人

義務教育就学前 68人 全体 4,154人 12



後期高齢者医療特別会計

（１万円未満切り捨て）歳入決算額 ２億２１８８万円

歳出決算額 ２億１８０３万円

差引額 ３８５万円

Ｑ．後期高齢者医療保険料が1千万程度上がった理由

と負担割合の内訳について

Ａ．被保険者の増減による。

内訳は 1割負担：2,617人

3割負担： 164人 合計:2,781人
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歳入決算額 １４億 ７３８万円
歳出決算額 １３億２５１２万円
差引額 ８２２５万円

Ｑ．認知症簡易チェックHP利用者数は

介護保険特別会計

（１万円未満切り捨て）

Ａ．家族：１２３０件 本人：１２５６件

合計：２４８６件 なお、利用者の特定はできない。
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歳入決算額 ６億４６９３万円

歳出決算額 ６億１７３８万円

差引額 ２９５５万円

Ｑ．下水道事業受益者負担金の不納欠損数

と面積について

下水道事業特別会計

（１万円未満切り捨て）

Ａ．件数：981件 対象者：70名 面積：集計なし
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収益的収入 ５億１９９９万円

収益的支出 ４億１９６１万円

差引額 １億００３８万円

資本的収入 ０万円

資本的支出 ２億5925万円

●不足額2億５９２５万円は減債積立金、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．県水の入水量が多くなった理由は

Ｑ．技術職員不足は全国的な状況である。町の募集

状況は

水道事業会計

Ａ．第３水源の改修工事と都幾川の護岸工事に

より県水で賄ったため

Ａ． 今年も応募はゼロであった。あらためて考える
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総務経済常任委員会

調査事項 【災害に強いまちづくりについて】
【駅周辺１０年計画について】
【新型コロナウイルス感染症対策

による影響について】

総務経済常任委員会
委員長 青柳賢治

副委員長 小林 智



１．災害に強いまちづくりについて

• 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

• コロナ対応下の防災対策

台風１９号の爪痕残す
都幾川Ｒ１．１２．１４

【台風１９号の災害廃棄物処理状況】

・健康増進センターに一時保管

・３世帯の搬入終了

・その後７日間にわたり合計2.47トン

の災害廃棄物を処理
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１．災害に強いまちづくりについて

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

・防災会の位置づけがない

②８月３日防災会と意見交換
・防災会の交流親睦・防災倉庫の点検

・全体の防災訓練・意識高揚に会報発行

・要支援の見守りに苦慮・年１回

大規模訓練

・総花的でなく個別具体的な対応
台風１９号谷川橋
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２． 駅周辺１０年計画について

【三つの要望事項を提言】

西口駅前広場（令和５年３月完成予定）

１．県道武蔵嵐山停車場線の再整

備に早期着手

２．多くの駅利用者から満足の声

が届く費用対効果の上がる広場

３．歩行者にやさしい安全性に配

慮した駅前歩行空間の流れや町

道の利用
21



文教厚生常任委員会
委員長 畠山 美幸

副委員長 山田 良秋

文教厚生常任委員会

調査事項 【太陽光発電について】
【新型コロナウイルス感染症対策

による影響について】
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太陽光発電条例制定に向けて

• 日高市・伊東市・上田市・高崎市の太陽光
発電設置条例を参考にする

• 副委員長が素案を作成する中で…

【条例制定の目的の考え方】

● 太陽光発電を設置させない条例
● 設置についての制限をしていく条例

防災・環境に考慮し適正に設置するために制定する
（上田市、高崎市は地域の指定があり、川島町は近隣で条例作成中なので参考にする）
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地方創生臨時交付金事業(第２次補正分)に
係る財政的措置の検討を要望した

新型コロナウイルス感染症対応

１．給食費の無償化
２．学校運営における補助職員の増員
３．夏季通学における熱中症対策に係る

スクールバス等の通学手段の支援
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「嵐山町ストップ温暖化地域推進計画」による
環境指標に対する平成２９年度及び
平成３０年度実績への意見を町へ回答

（1） 国や県と連携して、町全体のＣＯ２排出量を把握し、公表
に努めること。また、ＣＯ２排出量の報告があった企業に
ついて、その排出量の経過を報告すること。

（2） 町全体のＣＯ２排出量の削減目標値を基本計画に定め、
経過を把握し報告すること。

（3） グリーン購入法及び環境配慮契約法に基づいた取り組み
方法の基本計画における位置づけに努めること。

（4） 温室効果ガス削減の具体的な取り組みとして、電気自動車
や電動自転車の利用促進、役場等公共施設の駐車場に
電気自動車の充電スタンドの設置を検討すること。

（5） ゴミ処理のバイオマス発電を検討すること。 25



小中一貫校新設

調査特別委員会
委員長 川口 浩史

副委員長 犾守 勝義

小中一貫校新設調査特別委員会
調査事項 【小中一貫校新設に伴う児童生徒の教育の保証と

地域振興について】
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施設形態の分類

１.施設一体型

小学校と中学校の校舎の全部

又は一部が一体的に設置
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施設形態の分類

２.施設隣接型

小学校と中学校の校舎が同一敷地

又は隣接する敷地に別々に設置
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施設形態の分類

３.施設分離型

小学校と中学校の校舎が隣接していない

異なる敷地に設置
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嵐山町の小中一貫校について

嵐山町は「施設一体型」を選択
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嵐山町の小中一貫校について

【校舎の大きさ】

１学年４クラス、３階建て、１万㎡の大きさを想定

【財源】 現段階の見通し 総事業費は35億円

国庫補助金は事業費の半分、地方債充当率90％を

みている

【スクールバス】 小学生４㎞、中学生６㎞が基準

通学時間や地理的状況を考慮して決めていく



広報広聴常任委員会
委員長 長島 邦夫

副委員長 藤野 和美

広報広聴常任委員会

調査事項【広報広聴について】
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■ 2月の意見交換会で出された主な内容と進捗状況

議会の動画配信について⇒

若者会議について⇒

傍聴席の手すりの設置について⇒

前向きに検討したい

進言したが実現できていない

補正予算で対応



【委員意見】

・コロナで委員会が中止になってしまった。

オンラインが必要

・計画性のあるICT導入の取り組みを

・動画配信とオンライン会議を平行して取り組めると良い

【モニター意見】

・ネット配信で、多くの人が議会の様子を見ることができる

・今だからこそかける予算ではないか

●ICT関連
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【モニター意見】

・パブリックコメントの発表内容が変わってしまった

・連絡も来なかった。町民の意見を聞く気があるのか疑問

【委員意見】

・進め方に危機感をもっていた

・取り組むべきことがあるとして、特別委員会を設置した

・子どもの将来は、町の将来に直結している

・行政に対し、議会としてしっかりチェックする

・保護者からは、通学の心配や跡地利用の問題も出ている 35

●小中一貫校



広報広聴常任委員会
委員長 長島 邦夫

副委員長 藤野 和美

委員 小林 智

主な議案とその他報告
広報広聴常任委員会

36



議案第37号
令和2年度嵐山町一般会計補正予算（第５号）

補正額 歳入歳出とも ５億6222万円の追加
（総 額 ８４億9704万円）

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

Ⅰ 感染拡大の防止 Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

Ⅲ 経済活動の回復 Ⅳ 強靭な経済構造の構築

総事業費：２億９２６４万円 交付金予定額 2億4606万円
第1次交付分 6994万円
第2次交付分 1億7611万円

主な議案補正予算

『肥後国海中の怪(アマビエの図)』（京
都大学附属図書館所蔵） 部分

臨時交付金
対象事業
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主な議案

Ⅰ 感染拡大の防止 ※ 主な事業

○ 感染症対応災害対策事業 １２０７万円
災害時のクラスター防止対策

○ コンビニ交付サービス等事業 ２５９万円
住民票等のコンビニ交付

○ インフルエンザ予防接種助成事業 ３００５万円
対象者の費用を全額補助

○ 学校保健特別対策事業 １５０６万円
学校での感染拡大防止

○ スクールサポートスタッフ配置事業 １９８万円
授業支援を行う人材配置

○ 図書館換気用窓設置および空調強化改修工事 ５５３１万円
開架ホールの開閉窓設置、空調機能の強化

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

補正予算

『肥後国海中の怪(アマビエの図)』（京
都大学附属図書館所蔵） 部分
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主な議案

２ 雇用の維持と事業の継続 ※ 主な事業

○ 学童保育室事業 ５５２万円
運営時間延長の運営費、登室自粛要請による利用料減免

○ 新生児子育て応援特別給付金支給事業 ６５５万円
学校での感染拡大防止

○ 医療・介護・障害福祉支援金給付事業 １３２９万円
施設等のサービス提供確保のための支援金給付

○ 嵐山町中小企業経営継続応援金給付事業 ２０００万円
対象事業者への支援（20万円）

○ 水道基本料金減免事業 ※水道事業会計 １００７万円
水道基本料金（6月徴収分）の減免

○ 学校給食臨時支援事業 6３４万円
給食費の１／２相当額を補助

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

補正予算

『肥後国海中の怪(アマビエの図)』（京
都大学附属図書館所蔵） 部分
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主な議案

Ⅲ 経済活動の回復 ※ 主な事業

○ ハイカーおもてなし事業 ２７５万円
観光案内版多言語化、観光パンフレット一部改正

○ 嵐山町販売促進支援金給付事業 ２００万円
対象事業者へ営業活動に要する費用の一部を支援

○ 農業者フォローアップ事業（地域経済活性化分 ３８３万円
施設等のサービス提供確保のための支援金給付

Ⅳ 強靭な経済構造の構築

○ GIGAスクール構想事業 ５１６３万円
町立小中学校の生徒児童へタブレット端末配布等

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

補正予算

『肥後国海中の怪(アマビエの図)』（京
都大学附属図書館所蔵） 部分
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主な議案

２．議案第38号
令和2年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

補正額 歳入歳出とも ５８６５万円の追加

主な内容：前年度保険給付費精算額、交付金の確定に伴う補正

３．議案第3９号

令和2年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
補正額 歳入歳出とも ３３５万円の追加

主な内容：繰越金の確定に伴う補正

４．議案第40号
令和2年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第１号）

補正額 歳入歳出とも ２６５２万円の追加

主な内容：繰越金の確定に伴う補正

補正予算
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主な議案

５．議案第４１号
令和2年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）

主な内容：水道基本料金減免事業に伴う補正等

６．議案第４２号
令和2年度嵐山町下水道事業会計補正予算（第２号）

主な内容：未収金・未払金再計算による補正

補正予算議案 第37号～42号は全て可決

補正予算
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議案第４４号 財産の取得について
（小中学校学習用タブレット端末）

○ 購入目的

新学習要領において、児童生徒の情報活用能力を育成することが位置
づけられ、情報端末機器を児童生徒に１台を整備する方針が示され、本
年度端末を整備するもの（GIGAスクール構想）

○ 品目及び数量
（１）タブレット端末 1,111台
（２）ソフトウェア・サポート等

主な議案

タブレット端末での授業予想風景

審議結果： 賛成９名 反対２名
43



嵐山町の里地里山環境及びため池の
生物多様性・生態系を守る決議

■ 提案理由
嵐山町には多くの里地里山が残っています。

特にため池は農業の営みから保全してできき
たが、高齢化のため難しい状況になっている。
これからも生物と共存し、美しい嵐山町を世
に残すため

議員提出議案（全８議案）

審議結果： 全員賛成 可決 水坂沼（南側から） 嵐山町志賀
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国土保全及び生物多様性を守るために再生可能
エネルギー施設設置規制法令の確立を求める意見書

■ 提案理由
現在、再生可能エネルギー施設は国の環境アセ

スメント法による環境影響評価の対象にならない
施設は規制することができず、自然保全をしなが
ら環境変動に対応するための法制度の確立が必要
です。再生可能エネルギー施設設置規制法令の確
立を求めるため

議員提出議案

審議結果： 全員賛成 可決
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地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める
意見書

■ 提案理由
新型コロナウイルス感染拡大によりデジタル化推進に課題が現れ、

この事態を受け政府は本格的、抜本的な社会全体のデジタル化を進
める姿勢を示した。よって地方自治体のデジタル化にも着実な推進
を求めるもの

議員提出議案

審議結果： 賛成８名 反対３名 賛成多数可決
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防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充
を求める意見書

■ 提案理由
現在、世界は異常な気象変動の影響を受け各国各地で甚大

な被害を被っている。国民の生命、財産の守りは喫緊の課題で
ある。復旧復興へつながる十分な予算の安定的かつ継続的な確
保を求めるもの

議員提出議案

審議結果： 全員賛成 可決
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

■ 提案理由

感染症の拡大は甚大な経済・社会的な影響をもたらしており、国民

生活への不安が続いている。今後の地方財政はかつてない厳しい状況

になることが予想され、地域の実情に応じた行政サービスを安定的か

つ持続的に提供するため本意見書を提出する

議員提出議案

審議結果： 全員賛成 可決
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刑法性犯罪規定の見直しに係る意見書

■ 提案理由
性犯罪は被害者の人格や尊厳を侵害し、心身に重大な後遺症

を残す犯罪です。近年、規定の見直しが行われているが被害者
の同意のない性行為であると認定されても、加害者の無罪判決
が続きます。被害者側に立った刑法の改正を求めるため

議員提出議案

審議結果： 賛成３名 反対８名 賛成少数否決
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選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書
■ 提案理由

現在の民法の下では結婚に際して男性または女性のいずれか一

方が必ず氏を改めなければならない。現実には男性の氏を選び、

女性が改める例が圧倒的多数です。結婚する人の考えによって選

択肢を増やすことを求めるため

議員提出議案

審議結果： 賛成４名 反対７名 賛成少数否決
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敵基地攻撃能力の保有に反対する意見書

■ 提案理由
敵基地攻撃能力の保有とは他国に日本がミサイルなどを打ち込

む行為である。先制攻撃も除外しておらず、国際法にも憲法にも

反するものであり、よって本意見書を提出する

議員提出議

審議結果： 賛成３名 反対８名 賛成少数否決
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