
第１８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１５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。
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第１8回議会報告会（中止）

© 嵐山町2011

開 催 日 時 間 場 所

5月15日（土） 9:00～11:30 町民ホール

5月15日（土） 13:30～16:00 町民ホール
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予算特別委員会
委員長 松本 美子

副委員長 犾守 勝義
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• 総額６０億２４００万円（１万円未満切り捨て）

自主財源
48.3％

依存財源
51.7％

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
11.7％

２５億２０１８万円

２１８６万円

２８６９万円

３億３９０４万円

９０３０万円

７億０４００万円

８億２５１６万円

４億４９２３万円

５億９７３０万円

町税
41.8％

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
1.5％

その他
交付金
7.4％

国庫
支出金
13.7％

県支出金
7.5％

町債
9.9％

４億４８２０万円

※合計が100％にならない
ことがあります

その
他
5.6
％
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・総額６０億２４００万円（1万円未満切り捨て）

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 2.7％

※合計が100％にならない
ことがあります

８５２０万円

７億８３０７万円

２０億４７８２万円

５億８８４３万円

１億１５４５万円

１億６３５６万円

６億６５８１万円

３億４２５９万円

５億４２２２万円

６億７１９５万円

１７８６万円

総務費
13.0％

衛生費
9.8％

土木費
11.1％

消防費
5.7％

教育費
9.0％

公債費
11.2％

議会費 1.4％

農林水産業費
1.9％

その他 0.3％
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こども医療費給付事業 ４５６４万円
Ｑ こども医療費給付事業とは

Ａ 支給対象を15歳から１８歳まで拡大することに

より、子育て家庭への経済負担軽減、安心して子ど

もを産み育てられる環境を整備するもの。

学校給食補助事業 １３４６万円
Ｑ 学校給食補助事業とは

Ａ ２人目は学校給食費の２分の１相当額、３人目

以降は全額を補助するもの。
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観光地域づくり法人推進事業 ６８５１万円
Ｑ 観光地域づくり法人推進事業の内容は
Ａ 専門職を理事にすることにより民間的な視点で経営が
され、商品の開発・製造から販路開拓、販売までの一貫し
た戦略が立てられる。観光分野、ラベンダー園・嵐山渓谷
BBQ場などの管理運営を安定的に行う組織づくり。

企業誘致事業 ３０４５万円
Ｑ 測量設計委託料、交通協議資料等作成委託料が計上され
たがその内容は

Ａ 区域は川島地区の鬼鎮神社の北側で市街化調整区域のエ
リア、工業系の土地利用を目指す位置づけの場所。面積は
約15.2ha、事業は業務代行方式による組合施工の土地区
画整理事業で進めていく。
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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

畠山 美幸 委員
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Ｑ 法律・条例に基づくものあるいは私的の諮問機関を、整理し

て区分けすることについて、全国町村会の資料にもその趣旨の

内容が書かれているが、町の考えは

Ａ 町において設置している委員会等については、条例等で設置

されたものと要綱等において設置されたものがあり、それぞれ

の例規の規定により設置及び運営がなされている。全国町村会

の資料については、全体的に今後どうすればよいかを含めて整

理していきたい。
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Ｑ アフターコロナとかポストコロナとか言われているが、私は

ウィズコロナと思っている。嵐山町におけるテレワ－クをどの

ように位置づけるのか

Ａ 町の業務においてテレワークを導入することは、現状では難

しい。セキュリティーの問題があると思う。我々の公務は窓口

業務が多い業種で、町民の皆様等不特定多数の方とのやり取り

が業務の大勢を占めている。テレワークということではなく、

どういうことができるのか考えていきたい。
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Ｑ 予算編成にあたっての基本方針と特に重点を置いたところは

Ａ 財政規律を堅持する中で、町民の方々が健康で安心安全な生

活を送ることができ、若い人たちが使命感を持ち、生き生きと

活躍できる。子育て世代が妊娠期から安心して意欲的に子育て

に取り組むことができ、子供たちが将来に夢と希望をもっての

びのびと成長できる。そういうまちづくりを念頭に予算編成を

した。その中でも子育て支援に重点を置いた。
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Ｑ 何かを起こし利益を上げるような稼ぐ力だけではなく、もと

もとの町有地や公共施設を有効利用して財産収入を上げる取り

組みは

Ａ 自主財源をいかに増やすことができるか、このことは町の財

政運営に大きな影響を及ぼすものと考える。町では税収の確保

はもとより、ふるさと納税や普通財産の貸付、こうしたものを

積極的に行うことで財源の確保に努めている。今後も活用でき

る資産の活用を積極的に行っていきたい。
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Ｑ 子宮頸がんワクチンは、2013年に副反応があったとのマス

コミ報道等により、その後の7年間積極的に勧奨しない時代が

続いた。2001年度以降生まれた女性の接種率はほぼ0％で、

子宮頸がん患者の増加が予測されている。今後の周知は

Ａ 平成25年６月に厚生労働省の専門家会議で、接種対象者の

積極的勧奨を一時差し控えるべきとされ、その後はリーフレッ

ト等で情報提供に努めてきた。令和2年10月に国の方針で接種

対象者及び保護者に情報提供資料を送ることが決められたのを

受け、町でも令和2年11月、令和３年4月に資料を送る予定だ。
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歳入における

・（15款）国庫支出金（2項、４目、１節）商工費補助金の観光地域づくり法人推進事業

に対する地方創生交付金３４２５万6千円を全額減額する。

歳出における

・（２款）総務費（1項、11目、18節）負担金補助及び交付金のうち部落解放同盟嵐山支

部補助金４０万円を全額減額する。

・（７款）商工費（１項、4目、18節）負担金補助及び交付金の観光地域づくり法人推進

事業補助金６８５１万2千円を全額減額する。

・（10款）教育費（6項、1目）保健体育総務費のオリンピック聖火リレー事業（7節）報

償費2万円、（10節）需用費４８万8千円、（11節）役務費5千円、（12節）委託料

１４４万７千円、（13節）使用料及び賃借料４万円を全額減額する。

・（13款）予備費を３６６５万６千円増額する。

歳入歳出総額５９億８９７４万４円とする修正案の説明があった。
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令和３年度 一般会計予算の採決について

○ 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」

審議結果：賛成９ 反対２ 「挙手多数」により

「可決すべきもの」

○ 次に、一般会計予算原案の採決を行った。
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Ｑ 一般被保険者療養給付費が昨年を上回る減額で、どういう見立てをすれば

２億７５００万円も減るのか

Ａ 平成３０年度以降、町の保険給付費の算出は国保事業納付金算定時に参考

として提示される保険給付費見込額を基に算出している。この見込額が減っ

たということだ。ただし、療養費など現金支給分については、県の示し

た額より若干増額した。

歳入歳出１７億３８９０万円

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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Ｑ 特別徴収保険料と普通徴収保険料の人数をどのくらいとみているか

Ａ 令和３年度末の被保険者数を２９６４人と見込んでいる。その中で特別

徴収被保険者２４２６人、約８１.８８%と見込み、普通徴収被保険者を

約１８.１２%と見込むと５３７人になる。この特別徴収と普通徴収の人数

の割り振りは、決算における人数の割合を利用している。

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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Ｑ 介護施設入所者の待機者が昨年の４月現在で２５人ということだが、こ

れは前の年と比較して増えているのか。また、町は看取り介護や自宅介護

を推奨しているということか

Ａ 待機者の人数は、前年度と同じ人数だ。入所については介護度が高いか

ら入所できる訳ではなく、埼玉県の入所指針にそって点数をつけて優先順

位の高い人から入所ということになる。また、町は看取り介護を推奨して

はいない。ご家族の希望に添うように支援していくということだ。

介護保険 特別会計
歳入歳出 １４億１７００万円

審議結果：賛成 9 反対 2 「挙手多数」により「可決すべきもの」
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Ｑ 技術職の方が退職されるようだが、その補充は出来るのか。また、県からの支

援はあるのか

Ａ 募集したが残念ながら応募がなかった。従って全体的に技術職が不足していて

工事発注も以前のペースで出来なくなってきている。補充については、募集方法

等どうすれば良いか考えていく。県からは、今後１年間をかけて技術支援をして

もらうことになっている。

水道事業会計
収益的収入 ５億０９１６万円
収益的支出 ４億８７６１万円 資本的支出 ２億７９９１万円

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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下水道事業会計
収益的収入 ５億８２３６万円 資本的収入 ２億３２６０万円

収益的支出 ５億７３２４万円 資本的支出 ２億９４１７万円

Ｑ 管渠建設改良費の工事請負費が昨年は科目設定だったが、今年は５５０

万円になっている。何に使うものか。また、マンホール４カ所のうちの

一カ所ポンプ交換ということだが、それはどこの箇所か

Ａ 施設の老朽化によって、マンホールポンプの制御盤の入れ替えを一カ所

予定している。花見台のナンバー３ポンプ場、竹の花橋の所に設置して

いる設備で、そこの制御盤の更新のために５５０万円計上した。

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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総務経済常任委員会
調査事項

【新型コロナウイルス感染症対策による影響について】

【ＤＭＯ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
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コロナ禍による地域経済活性化について

委員会として町に提言
・事業者にとって自慢の商品に特化、地場産品充実

・消費者をより大切にした経営を

・町内周遊による、店の魅力再発見事業の実施

町の対応
小規模事業者応援に関する事業も含め、３次補正
（Ｒ３年度事業）において検討
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１.DMO（観光地域づくり法人）について

【委員会の質疑】

Ｑ 現状分析と今後の戦略
Ａ 事務局長は観光系の方、着地整備まで町が。

Q コロナ禍、事業遂行と経営の責任分担は
Ａ 収益源となる事業を確保し補助金後を。

設立に向けた取り組みと今後について

・嵐山DMOプロジエクト令和元年9月発足
・提携企業12者により令和2年12月18日設立
・既存の嵐山町観光協会を組織改変
・新組織の代表理事には髙橋副町長
・河川利用区域の許可をとって入場料へ

22嵐山の里山



２.DMO（観光地域づくり法人）について

【各委員意見】
・企画、立案が重点。早期の3ヵ年次計画、中長期計画の策定
・収入と経費の対比。売れ筋の洗い出し
・桜並木、紅葉など、タイムリーな情報発信
・今までのバーベキュー場、千年の苑事業中心から3年間で適切な観光戦略、
目玉となる事業を

・令和4年までの時間は短い、相当な努力が求められる

【委員会から一点進言】

嵐山町の持続可能な成長のための、第6次総

合振興計画や町の将来ビジョンを理解、反映

できる一端を備えたDMOを期待する
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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】

文教厚生常任委員会
委員長 畠山 美幸

副委員長 山田 良秋
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条例制定への思いとは…
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条例の主な内容

• 届出の対象を発電出力の合計が10キロ
ワット以上とすること（第９条）

• 説明会の開催から協定の締結まで

（第１２条～第１６条）

• 既設事業についても、適正な維持管理に
関する規定（第19条～第32条）

※条例制定議案は、令和３年９月議会に

上程する予定
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条例のパブリックコメントを実施します

【期 間】
５月１０日（月）～５月３１日（月）
【意見提出期限】
５月３１日（月）
【条例等の閲覧場所】
・町ホームページ
・議会事務局窓口
・ふれあい交流センター
・知識の森図書館
【意見を提出できる方】
・町内に住所がある方
・町内に事務所または事業所を持つ方
・町内の事務所又は事業所に勤務する
方

・手続きに関して利害関係があると認
められる方（町外の方も含む） など

【意見の提出方法】
・議会事務局窓口へ持参または郵送
（意見提出期限必着）
・ファックス（町ＨＰ掲載）
・電子申請（町ＨＰより）意見
【提出様式】
・町ホームページに掲載
・条例等の閲覧場所に設置

※住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。
匿名は意見として扱えません。

※意見への個別回答は行いません。

ＱＲコードを読み取ると町ホーム
ページへ遷移し、条例案がご覧に
なれます
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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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専門的知見を活用し、山本由美教授を招いての講演

「嵐山町適正規模等検討委員会」が１５回開催は丁寧。しかし、議論の中身は

「中一ギャップ」の解消に一貫校が有効と
あるが、すでに小学生から芽が出ている

「12～18学級」が適正規模とあるが、行政の
効率性からみた基準で教育学的なものではない

「各教科に教員配置ができる」とあるが、東京
でもできていない

29
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問1 適正人数は何人か

答 一学級15人、男女半々、全体で100人～120人

問2 スクールバスについての考えは

答 徒歩通学は人格形成に良いとあることから運動不足にならない距離を

歩くことが重要

問3 6・3制の問題点は

答 6・3制を変更している学校があるが、私立中学へ行く児童には不都

合。6・3制は決して悪くはない
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本特別委員会は廃止に

佐久間町長が一貫校を白紙にすると表明

本特別委員会を続けるのか協議

◎一貫校は白紙になったのだから、本特別委員会の終了がよい

◎特別委員会を続けても構わないが、一旦解消し、発展的に作った方が良い

以上のような意見があり、本特別委員会は廃止に
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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
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■ 議会だより第１８２号
（R3.5.1）の発行
３月定例会の内容報告を主に、表紙には
中学生の新学年初日の自転車登校の様子
を掲載し、 特集はR３年度の一般会計予
算および特別会計予算の内容とした。

－33－

広 報 部 会

■ 議会だより第１８１号（R3.2.1）の発行
１２月定例会の内容報告を主に、表紙には小学生の通学班登校の様子を

掲載し、特集は第１７回議会報告会および意見交換会の内容とした。

議会だよりの発行について
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■本会議の動画配信について
無料動画配信サービス等を利用する場合は、編集

等について事務局負担・議員のスキルに課題があ

る。業者委託では、町民には分かりやすい配信と

なるが、費用の面が課題となる。引き続き検討す

ることの同意がされた。

広聴部会 広 聴 部 会

■庁舎内にWi-Fi設備が設置された
今後、個人機器を使用する場合の状況調査、使用方法の調査、オンライン会議等の試行の

必要性が同意される。

ICT（オンライン会議、動画配信）の進め方について
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主な議案とその他報告
広報広聴常任委員会

広報広聴常任委員会
委員長 長島 邦夫

副委員長 藤野 和美
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■議案13号 令和2年度嵐山町一般会計補正予算（第8号）
補正額歳入歳出とも4070万円の減額 総額84億8275万円

＜主な内容＞

第1子5万円 第２子5万円 第3子6万円

（ひとり親家庭等への支援に対する指定寄付金を活用）

主な議案（補正予算）

賛成多数で可決
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議案第１４号～１６号は全員賛成で可決

■議案第14号 令和2年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
主な内容：補正額歳入歳出とも6345万円の追加 総額21億3834万円

保険給付費増額により補正

■議案第15号 令和2年度嵐山町水道事業会計補正予算（第5号）
主な内容：収益的収入を1237万2千円減額、収益的支出を302万円減額、

資本的支出を5662万８千円減額

■議案第16号 令和2年度嵐山町下水道事業会計補正予算（第4号）
主な内容：収益的収入を７２２万８千円増額、収益的支出を435万3千円増額し、

資本的収入1966万9千円減額・資本的支出を1942万5千円減額

主な議案（補正予算）
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■議案第1号 嵐山町議会議員及び嵐山町長の選挙における選挙運

動の公営に関する条例制定
主な内容：議員選挙供託金15万円、選挙費用の一部公費負担

■議案第２号 嵐山町難病患者見舞金支給条例制定

主な内容：1人年額5千円の見舞金支給

■議案第３号 嵐山町国民健康保険税条例の一部改正

主な内容：18歳以下の子どもが3人いる世帯に対し、第3子以降の

子どもの均等割を全額免除

主な議案

議案第１号は賛成多数、第２号・３号は全員賛成で可決
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■議案第４号 嵐山町こども医療費支給に関する条例の一部改正

主な内容：子ども医療費を満18歳に達した日以降の最初の3月31日
まで支給（10月1日より施行）

■議案第５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改正

主な内容：受給者が医療を受ける場合の資格確認にマイナンバー
カードを追加

■議案第６号 嵐山町介護保険条例の一部改正

主な内容：令和５年度までの介護サービス料総額に見合う介護保険料の改訂

主な議案

議案第４号・５号は全員賛成、第６号は賛成多数で可決
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■アニマルウェルフェアの批准を求める意見書
家畜に対し配慮のある飼育方法に変えることを求める意見書を政府・国会に提出する議案

議員提出議案

審議結果：賛成少数で否決

■今夏開催予定のオリンピックの延期ないしは中止を求める

意見書
コロナウイルス感染症の危険によりオリンピック中止・延期について協議を求める意見書
を政府・国会に提出する議案

審議結果：賛成少数で否決
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■さらなる少人数学級の早期実現を求める意見書

中学校の35人学級、小学校の早期実現を求める意見書を政府・国会に提出する議案

議員提出議案

審議結果：賛成少数で否決

審議結果：賛成少数で否決

■新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見書

副反応に配慮したワクチン接種を求める意見書を政府・国会に提出する議案
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