
第２０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２１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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予算特別委員会

委員長 畠山 美幸
副委員長 藤野 和美
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• 総額61億7300万円（１万円未満切り捨て）

※合計が100％にならないことがあります

自主財源

50.4%

依存財源

49.6%

町税

42.3%

分担金及び負担金

0.4%

使用料及び手数料

0.5%

その他

7.3%

地方譲与税

1.5%

その他交付金

8.2%

地方交付税

13.3%

国庫支出金

13.8%

県支出金

7.6%

町債

5.2%

ラベル以外

触らない！

総額 6,173,000
町税 2,609,004
地方譲与税 90,501
地方消費税交付金 400,000
地方特例交付金 13,600
地方交付税 820,000
その他交付金 92,000
分担金及び負担金 26,128
使用料及び手数料 28,347
国庫支出金 851,989
県支出金 469,272
財産収入・寄附金 26,410
繰入金 219,195
繰越金 150,000
諸収入 54,854
町債 321,700

歳入
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・総額61億7300万円（1万円未満切り捨て）

民生費

※合計が100％にならないことがあります

義務的経費

50.0%

投資的経費

6.2%

その他経費

43.8%

人件費

20.2%

扶助費

18.9%

公債費

10.8%
普通建設事業費等

6.2%

物件費

16.5%

維持補修費

0.2%

補助費等

21.0%

繰出金

5.8%

その他

0.3%

総額 6,173,000
議会費 83,644
総務費 813,067
民生費 2,077,372
衛生費 688,568
労働費 133
農林水産業費 138,264
商工費 162,494
土木費 656,626
消防費 333,748
教育費 532,204
災害復旧費 10
公債費 669,746
予備費 17,124

歳出
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予算特別委員会 一般会計

メタン発酵施設等によるごみ処理

ごみ資源収集運搬委託料 ９７９６万円
Ｑ 前年度比1330万円増額の理由は
Ａ 小川町から寄居町のごみ処理施設に変更となる。

片道８km延長になり、収集運搬業者２社で各２台のパッカー車
を３台に増やすため。

組合塵芥処理費負担金 ２億４４２７万円
Ｑ 前年度比７９３６万円増額の理由は
Ａ 主に、焼却施設の老朽化に伴い、メタン発酵施設等による民間

委託処理に変更となるため。
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子育て支援

育児ヘルパー派遣事業委託料 85万円
Ｑ 育児ヘルパー派遣の内容は
Ａ ０歳～小学生までのお子さんのいる、産褥期や病気で家事ができ

ない方が対象。１日２時間、週５日で月４０時間の利用で、申し
込みから３カ月間利用できる。委託先は町内に２カ所を予定。

児童虐待・ＤＶ対策支援事業補助金 350万円
Ｑ 児童虐待・ＤＶ対策支援補助金の活用は
Ａ 子ども家庭支援センターの運営事業費1009万円に対する国の補

助金。

予算特別委員会 一般会計
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災害対策

農村地域防災減災事業 3450万円
Ｑ 農村地域防災減災事業について

Ａ 農業用防災重点ため池27ヵ所

の沼、全ての調査が令和３年

度で終了。令和４年度は、

寺沼、水境上沼、水境下沼、

蓮沼の４ヵ所の実施計画を

策定。

予算特別委員会 一般会計

みずさかいかみぬま みずさかいしもぬま
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観 光

観光地域づくり法人推進事業 8000万円
Ｑ 内訳は

Ａ おもに、観光協会事務経費（人件費含）、バーベキュー場

管理費、お土産品開発などの

ＤＭＯ関連事業と、千年の苑

関連事業としてラベンダー園

の管理、ラベンダーまつり、

新規作物の検討に要する経費

など。

予算特別委員会 一般会計
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学 校

小学校施設改修事業 299万円

中学校施設改修事業 317万円
Ｑ トイレ改修について

Ａ 菅谷小１基、七郷小５基、菅谷中２基、玉ノ岡中２基の

改修工事を予定。

予算特別委員会 一般会計
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【一般会計予算に対しての修正案】

部落解放同盟嵐山支部補助金40万円を全額減額し、電子自治体促進事業に

30万円増額、図書館管理事業に10万円を増額する修正案が提出された。

修正案の採決：賛成２ 反対９

「挙手少数」により「否決」

原 案の採決：賛成９ 反対２

「挙手多数」により「可決すべきもの」

予算特別委員会 一般会計
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令和4年度一般会計予算
総括質疑（5名）

渋谷登美子
川口 浩史
小林 智
青柳 賢治
藤野 和美
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主な総括質疑

Q コロナ禍で経済社会構造の変化が起きている。

ゼロカーボンシティ宣言は社会構造の変化の次

の一歩に進めるが、各課から職員を選出し、手

法を調べ、実行するチームを作るべきでは

A どのような事例があるか各課で研究し、しかる

べき時期が来たら、チームにおいてどのように

宣言を具現化していくかつめていく。
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Q 重忠まつりの企画について

A 嵐山史跡博物館長、商工会会長・事務局長、観

光協会理事長・事務局長、先賢顕彰会、観光ボ

ランティアガイド、剣道会、なぎなたクラブ、

武蔵駒王太鼓、地域支援課長、教育委員会次長

（2名）の計13人と地域支援課（事務局）で構

成する実行委員会方式。

主な総括質疑
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Ｑ 職員育成の考え方とビジョンについて

Ａ 全体計画は平成18年に職員育成方針を定め、

基本的取り組みを規定。個別育成計画につい

ては、毎年職員研修計画を定め、彩の国さい

たま人づくり広域連合や市町村アカデミーが

主催する研修会などに参加。内部研修として

は、職員が講師となって職場内研修を行って

いる。

主な総括質疑
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Q コロナの長期化による町民への健康面・

精神面の各種支援について

A 健康増進に関する協定を保険会社と締結

し、健康相談時の血管年齢測定や※ベジ

チェックなどに協力してもらっている。

４年度は健康・栄養セミナーの共催も考

えている。子育て支援は、孤立を防ぐた

め、感染対策をしながら相談窓口を開設。

※ベジチェック…野菜摂取量測定器

主な総括質疑
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Q 観光事業の推進・観光地域づくり法人

推進事業補助金について

A ラベンダーまつりは、ブロック分けをして摘

み取り体験をする予定。方法は検討中だが、
予算の範囲内で開催する予定。

主な総括質疑
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国民健康保険 特別会計
歳入歳出 19億3760万円

Q 国民健康保険財政調整基金の残高は

A 現在の基金の総額は約2億2200万円。令和3

年度に約7300万円、令和４年度に約8000

万円を取り崩し、約6900万円となる。

令和３年度決算で約 3000万円程度は積み戻

せる予定で、約１億円となる見込み。

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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後期高齢者 特別会計
歳入歳出 2億7040万円

Q 来年度の保険料は

A 令和４年度・５年度の保険料は、均等割
が 44,170 円、所得割が 8.38％であり、
現行に対して均等割が 2,470 円、所得割
が 0.42 ポイント増となる。

審議結果：「挙手多数」により「可決すべきもの」
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介護保険 特別会計
歳入歳出 14億８５０0万円

Q 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進
事業の内容は

A 認知症の方を支援する「チームオレンジ」と
いう仕組みを立ち上げるため、認知症サポー
ター養成講座を受講した方を対象に、ステッ
プアップ講座を開催。今後の活動について、
相談しながら進める。

審議結果：「挙手全員」により「可決すべきもの」
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水道事業会計
歳入歳出 8億7050万円

Q 新浄・配水場について

A 令和４年度に遠山及び平澤にある候補
地の土地を買収、令和５年度・６年度
にかけて土地を造成、令和７年度・８
年度に建設して、令和９年度から稼働
する予定。

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
歳入歳出 8億9724万円

Q 浄化槽転換促進奨励補助金について

A 単独浄化槽から合併浄化槽への転換補
助を、３年度は 15基であったが４年
度は26基を見込んでいる。第２期事業
が始まるので、単独浄化槽から合併浄
化槽への転換に力を注いでいきたい。

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

【ウイズコロナ時代におけるまちづくりについて】

【今後の観光振興のありかたについて】

総務経済常任委員会

委員長 犾守勝義

副委員長 大野敏行
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まちづくりを短期と中長期に分けて検討

【短期的なまちづくりの方向性】
① 恒久的な感染防止対策

② オンライン化の推進

③ 会議や手続き等の簡素化・柔軟化

④ 野外活動の推進のあり方

⑤ 地域コミュニティとイベント開催

のあり方

まちづくりの方向性について

委員会の様子＝R4.4.12
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1.体験型「観光農園」について

体験型「観光農園」の可能性について

○農政課長より5項目について説明を受ける

① 北部地域で農業と観光振興を地域活性化につな

げる活動をしている個人や団体の状況。

② 活動を展開するための人材発掘や連携の可能性、

農地の活用状況、農業者の営農状況。

③ 嵐山町全域における農に関わる観光振興の可能性。

④ 北部地域の認定農業者のネットワークについて。

⑤ 市民農園、観光農園の立ち上げ、運営に係る補助

制度について。
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２.体験型「観光農園」について

【委員会の主な質疑】
Q 観光農園、市民農園を立ち上げる際、人・組織づくりが課題となる。

ネットワークの中で可能性はあるか。

A どのような方向性を目指すかによって変わってくる。水稲の体験型であれば

認定農業者もいるので不可能ではないと思う。露地野菜は品目をどうするか、

多岐にわたってノウハウが必要となり、人選が難しくなると思う。

Q 行政が応援して立ち上げることはできないか。

A 支援する方法はあるが、立ち上げる際「しかむら農園」のように農業者が

集まって自己の農地を貸し付ける方法と地方自治体が設置するかによって、

手法が変わってくる。
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文教厚生常任委員会
調査事項

【ウイズコロナ時代における高齢者の健康維持・教育環境について】

文教厚生常任委員会
委員長 青柳賢治

副委員長 小林 智
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ウィズコロナ時代における【教育環境】について

１.学童保育の現状と課題
●全員が利用すると密になる

➡保健所の指導に従い、保護者等と情報共有しながら感染防止に努める。
主な感染予防対策として自動水洗の蛇口や個装包装のおやつに変更し
時間差で提供。

学童保育室視察＝R3.12.13

個装包装のおやつ(上）
入口の体温計（右）
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ウィズコロナ時代における【教育環境】について

3.放課後子供教室の現状と課題

●登録者数の減少

➡感染リスクを抑え、充実した活動を立案していく。

２.ギガスクールの現状と課題

●Wi－Fi環境のない児童・生徒や不登校児童への対応

➡ Wi－Fi環境のない児童・生徒は学校の教室で対応。

不登校の生徒にはチームス（ビデオアプリ）を使ってコミュニケーション

をとっている。

●情報モラル対策

➡交換や成りすましができにくいようなパスワードを使用。また、投稿は誰で

も見られる状況にしてトラブルの際すぐに対応する。ツイッターやフェイス

ブックは制御しにくいため情報モラルの育成と並行して行う。
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ウイズコロナ時代における【高齢者の健康維持】について

【長寿生きがい課への質疑】

Ｑ 第６波への対処・方針

Ａ 感染対策を徹底して事業を継続

Ｑ 町としてガイドライン作成の予定は

Ａ 安心して活動ができるようなものを考えなくては

Ｑ 緊急事態宣言下での見守り活動は

Ａ 家庭へ直接訪問することが難しく、チラシのポスト

インで対応

【高齢者の社会参加の現状と課題】

介護認定の件数増加

➡介護予防教室参加者に筋力・体力低下（フレイル）

➡外出自粛、閉じこもりによる健康への影響懸念

➡新しい介護予防活動へ

むさし嵐丸庵
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ウイズコロナ時代における【高齢者の健康維持】について
「社協、民生児童委員（役員）との意見交換」

●社協資料から

・介護保険 ➡感染対策に留意して訪問支援

・お助け事業 ➡買い物、見守り支援増加

・むさし嵐丸庵➡活動止めざるをえない状況

・サロン活動 ➡おしゃべり、お茶ができない

●民生児童委員と意見交換

・孤立を感じさせない関わり方の工夫

・近所同士での確認し合う仕組み

・中止になっている事業を実施する方向

・活動自粛で高齢者の精神的ダメージが心配

【質疑】

Ｑ オミクロン株が拡大する中での活動は

Ａ 室内活動は中止。グランドゴルフ等、外での活動を細々実施

Ｑ 民生委員同士のつながりと行政のサポートは

Ａ 事例発表を通して情報共有している。行政からは参考例や対応を示してもらっ
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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 藤野 和美

副委員長 山田 良秋
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■ 議会だより第１８６号

（R４.５.1）の発行
３月定例会の内容報告を主に、令和４年度の一般会

計および特別会計予算について特集した。

広 報 部 会

■ 議会だより第１８５号（R４.２.1）の発行
１２月定例会の内容報告を主に、第１９回議会報告会においての意見交換会について特集
した。

議会だよりの発行について

広報部会
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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 藤野 和美

副委員長 山田 良秋
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主な議案

■承認第１号・第２号 令和３年度一般会計補正予算（第５号・第６号）の専決処分
主な内容：子育て世帯及び住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金10万円を支給する事業に関するもの

■議案第1号 嵐山町手話言語条例の制定
主な内容：手話を通じて互いに認め合い、支え合う共生社会を実現するため、条例を制定

■議案第2号 嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例の制定
主な内容：児童の養育に支障がある家庭への育児支援ヘルパー派遣事業の実施に伴い、必要な事項を

定めるため

■議案第５号 嵐山町附属機関設置条例の一部改正
主な内容：上下水道事業運営審議会を設置することに伴い、所要の改正

■議案第６号 嵐山町立図書館設置及び管理条例の一部改正
主な内容：図書館の休館日の見直しに伴い、所要の改正を行うため

■議案第１７号 公の施設の指定管理者の指定について（嵐山町営南部グランド）
主な内容： 嵐山町営南部グランドの管理を行わせるものを、一般社団法人嵐山町観光協会に指定するため

議会の議決を求めるもの

承認第1号・第2号および議案第１号、第2号、第5号、第6号は
全員賛成で可決。議案第17号は賛成多数で可決
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■議案７号 令和3年度嵐山町一般会計補正予算（第
７号）
歳入歳出ともに2億253万円の増額

＜主な歳出内容＞

●ひとり親家庭臨時特別給付金 １０００万円

ひとり親家庭への支援に対する指定寄付金を活用

●特別保育対策等促進事業費補助金 １５５万円

保育所などの職員の処遇改善

●財政調整基金積立金 １億円

●減債基金積立金 １億２０６９万円

●ふるさとづくり基金積立金 ４６８５万円

主な議案（補正予算）

議案第７号は賛成多数で可決
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議案第８号～10号は全員賛成で可決

■議案第８号 令和3年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

主な内容：歳入歳出ともに2億3635万円の増額 総額20億4351万8千円

■議案第９号 令和3年度嵐山町水道事業会計補正予算（第２号）
主な内容：収益的収入を3242万1千円増額、収益的支出を937万3千円増額、

資本的支出を1億2705万9千円減額

■議案第10号 令和3年度嵐山町下水道事業会計補正予算
（第２号）

主な内容：収益的収入を348万9千円増額、収益的支出を69万8千円増額、
資本的収入を1114万9千円減額、資本的支出を1812万8千円減額

主な議案（補正予算）
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議員提出議案

■教員不足の是正を求める意見書

子どもたちの学びを保証するため、教員不足を早急に解決することを強く求めるもの。（要旨）

■ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議

ロシアによるウクライナ侵攻に対し、強く抗議するとともに、ロシア軍の完全かつ無条件での即時撤退と国際法の遵守を
強く求める。（要旨）

審議結果：全員賛成で可決

■気候変動を抑制する林地開発許可制度を求める意見書

■嵐山町の緑と清流を守る決議

審議結果：全員賛成で可決

審議結果：賛成少数で否決

審議結果：賛成少数で否決
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