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平成 29年第 2回議会定例会大綱説明及び行政報告 

（Ｈ２９．６．８） 

 

皆様おはようございます。 

 本日、ここに平成 29 年第 2 回東栄町議会を招集しましたところ、

議員の皆様におかれましては、ご多忙の中お集まりいただき、誠にあ

りがとうございます。また、５月１日の議会臨時会におきまして、伊

藤芳孝議長、伊藤紋次副議長が選任されまして、それぞれの各委員会

の委員構成も決まり、本日が新体制での議会定例会であります。どう

ぞ、任期後半の 2年間よろしくお願いいたします。 

 

 今、平成 29年度は、東栄町議会をはじめ、区長会や各種団体など

で役員の任期満了にともなう役員改選がありましたため、役場の関

係する審議会や委員会、協議会などの委員選任にも時間を要したた

め、それぞれの審議会や委員会、協議会などの開催が、いつもの時期

より遅れていることをお詫び申し上げます。また、議会から申し入れ

のありました議員の審議会等への就任の件につきましては、執行部

側として検討した結果をお伝えし、五つの委員会への就任をお願い

しましたが、「委員就任を辞退する」という回答を 5 月 17 日付けで

いただきましたので、それを踏まえたうえで委員選任をさせていた
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だいているところであります。 

 早急に、それぞれの審議会、委員会等で委員の選任を行い、今年度

の事業活動に支障のないよう進めてまいりますので、ご理解のほど、

よろしくお願いします。 

 さて、私もこの 4 月末で折り返しの時期となり、残す任期は 2 年

間となりました。就任して 1年目の平成 27年度に、住民多くの方に

ご参加いただいて策定をしました「第 6 次東栄町総合計画（H28 年

度から平成 37年度までの 10年間）」で示した将来目標を踏まえ、分

野ごとの施策や事業を 5 年間の基本計画を立てて、3 年間の実施計

画において、具体的に事業を展開していきます。総合計画は、東栄町

の最上位の計画でありますので、この計画の着実な実行を図ってい

くことが、私に課せられた使命でありますので、いつも念頭に置いて

います「町民が主役のまちづくり」に、残す任期の 2年間、職員と共

に全力で取り組みを進めてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それから北設楽郡町村会の件でありますが、この 6 月 1 日から町

村会長の職が回ってまいりましたので、これからの 2 年間務めさせ

ていただくこととなりました。今後、町村会長としての予定も入って
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まいりますので、何かとご迷惑をおかけすることがあるかもしれま

せんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  

それでは、3月議会定例会以降の取り組みについて、主なものをご

報告させていただきます。 

 

3月 19日 20日において、第 3回目となる、つながろう愛知「絆」

交流プロジェクトを愛知県内 7校の高校和太鼓部員、和太鼓衆団「志

多ら」と町民とともに躍動感ある演奏を東栄ドームで開催し、観客数

は約千人でありました。 

観光まちづくり協会の設立総会を３月２３日に開催しました。昨

年５月から１７名の準備会メンバーで進めてまいりましたが、当日

は多くの方々にご参加いただき、協会規約や理事・役員の選出、事業

計画、予算について、協議いただき、すべてを議決いただきました。

私が会長となりましたが１２名の理事役員と共に、２年間の任期中、

しっかりと頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

そして４月１日から、旧東部小学校（軒山学校）の一室を事務所に

現在職員５名体制（うち２名は地域おこし協力隊員）でスタートし、

ホームページ「東栄のじかん」も開設しました。なおり事業も４月が
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１０４名、５月は１３２名の体験者がありました。各テレビ局におい

ても、主要番組で紹介をしていただいており、その効果は大変なもの

となっています。また、会員の状況でありますが、賛助会員を含めて

現在１１６名であり、この６月から、会費の徴収をお願いすることと

なっています。引き続き、会員募集を行ってまいりますので、ご協力

ほどお願い申し上げます。 

次に平成２５年２月に災害時相互応援協定を結んでいました海部

郡大治町と友好自治体提携を３月３０日に結びました。今後は双方

の町民交流を計画し、親睦を深めていきたいと考えています。 

４月１日付けの人事異動については、３４名の職員が対象となり

行いましたが、東栄病院（社会医療法人せせらぎ会）への管理職１名

の派遣と住民福祉課地域包括ケア推進室長を新たに設置し、今後の

医療を含めた地域包括ケアシステムの構築に向け、しっかりと取り

組んでまいります。 

今年度の役場職員採用につきましては、７名を新規に採用し、内訳

は Uターン３名、Iターン４名です。また、地域おこし協力隊員につ

いても女性隊員２名を採用させていただいています。３月末の退職

者は４名で、定年退職１名、自己都合退職は３名でした。年度途中に
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１名が退職していますので、あわせて５名の退職となりました。保育

士も１名（嘱託職員）がやめられ、さらに今後１名が退職予定であり、

現在随時募集をいろいろな方法で行っていますが、なかなか応募が

無い状況でありますが、今後も引き続き、職員確保に努めてまいりま

す。 

東栄町消防団においても、長年ご尽力いただいた井筒団長が退任

され、新たに真柴団長が就任し、新しい体制でスタートをしました。

現在の団員数は１０１名です。残念ですが、４月２８日に下田地内で

建物火災（小屋）が１件発生しましたが、新城消防署東栄分署の消火

活動により大事には至らず、感謝しております。今後も消防団ととも

に防火防災に努めてまいります。 

東栄町と豊根村を結ぶ国道１５１号太和金バイパスが開通し、大

村愛知県知事や国会議員をはじめ地元関係者約２００名が参列し、

４月２３日に開通記念式典が行われました。引き続き、古戸側の改良

要望を県に行ってまいります。 

各区長も２年の任期により改選されましたので、５月１１日に東

栄町区長会を開催し、区長会長に三輪区長の山田逸雄氏、副会長に御

殿区長の竹内正純氏が決まり、新たな体制で東栄町全体の取り組み
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にもご協力いただき、それぞれの地域活動にもご尽力をいただくこ

ととなりました。 

新しい区長さん方に調整いただき、本年度も行政懇談会を５月８

日から５月３０日にかけて、10 地区において開催いたしました。議

員の方には会場へお越しいただいた方もいますので、重複するよう

なことで恐縮ではありますが、報告会での内容と経過をお話してお

きたいと思います。 

先ずは２９年度の予算概要と財政状況、主要事業・重点４施策（①

支えあう健康福祉のまちづくり ②活力あるまちづくり ③定住交

流を支えるまちづくり ④協働によるまちづくり）の説明をさせて

いただいたところであります。 

私からは懸案事項でありました、竹内氏からの一般寄付を受けた

カメラ・写真パネル一式についての件、同じく一般寄付をいただいた

関谷家屋（古民家）の件について状況を報告させていただきました。

現在、カメラ・パネルの件は、相手側へ文書でこちらの意向を通知し

ましたので、回答待ちとなっています。関谷家屋については、民間等

からの活用提案をホームページなどで行っています。いずれにして

も早期解決を図ってまいります。そして、旧本郷高校管理棟の解体の
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件については、現校舎の雨漏りの状況や役場新庁舎への再利用はで

きないこと、現小学校への日照の問題などを説明し、この夏休み中の

解体を報告しました。愛知県との協議も了承をいただいております。

５月１日議会臨時会で予算をお認めいただき、入札も終わりました

ので、今議会定例会に解体工事請負契約締結の案件をお願いするも

のであります。 

道路関係については、国道４７３号の市場新橋北交差点の歩道整

備、下田椿橋の視距改良、いずれも通学路安全対策によるものです。

設楽ダム関連の月バイパスの用地測量です。国道１５１号では、布川

から粟代方面への乗り入れ交差点改良は当初計画を見直すこととな

り、新たな計画を策定中。本郷岡本大森線の国道からの乗り入れ部分

の歩道設置工事は、補助金が確定しましたので８月頃には工事に着

手できる予定です。町道本郷下川農免線の改良は県代行事業で現在

進めていただいていますが、今後中電変電所からグランド側に向け

ての計画案を策定し、愛知県へ要望してまいります。三遠南信自動車

道の東栄町三輪深谷から旧鳳来町亀淵に向けての３号トンネルの工

事については、８月下旬の着工予定であります。 

この４月から始めました「とうえい温泉地域の日」については、４



8 

 

月が御殿地区４８人、５月が本郷地区９５人という状況でありまし

た。６月以降下川地区と続いていきますので是非ご利用いただきた

いと思います。 

小学校等メモリアル事業については、以前東栄町には１２校の小

学校があり、統合により現在の１小学校となりました。以前の各小学

校の歴史など貴重な資料を整理して保存展示をしたいと考えていま

す。本年度から教員OBの皆さんに協力いただき進めてまいります。 

 地域包括ケアシステム（東栄病院）について、そして、まちづくり

基本条例（１２月制定予定）について、公共施設等総合管理計画（今

年度から個別計画に入っていく）についての説明後、この３つを中心

にして、私の話の内容や主要事業など、参加者との意見交換を行いま

した。 

特に医療・介護・保健・福祉の連携が図れる総合統括機能としての

保健福祉センター（仮称）と医療センター（仮称）の整備については、

非常にタイトな取り組みとなりますが、職員と共に一丸となって取

り組みます。 

病院については９月までに構想案の中間報告、１２月までには基

本計画案策定のスケジュールに沿って、協議会、４つの専門部会でし
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っかりと進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

そして、子ども・子育てについても、統合新設保育園の設置と子育

て支援の拡充と充実に向けた仕組みづくりを推進し、具体的な建設

計画と保育事業の充実のための具体案を検討してまいります。 

以上のようなことを行政報告会でお話をさせていただいたところ

であります。今後も、町民の皆様方には、こうした機会を随時設けて

意見を伺ってまいりたいと考えています。 

 参加できなかった方もいますので、行政報告会の状況については、

内容をとりまとめ、広報誌やホームページ等により、住民に知らせて

まいります。 

 ５月２７日、２８日に第１７回日本チェンソーアート競技大会 in

東栄が東栄ドームで開催され、天候にも恵まれ１３，０００人の観客

数でありました。開会式には石原副知事はじめ県関係者、設楽町長、

豊根村長、近隣の市町村議長、衆議院議員の今枝代議士ほか、大勢の

来賓の方々にご出席いただきました。途中にも鈴木代議士や峰野県

議会副議長、そして友好提携先の大治町の町長、教育長、議会議長も

遠いところ、お越しいただきました。友好提携のしるしとして、大治

町のマスコットキャラクター「はるちゃん」のチェンソーアート作品
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（ブライアンが作成）をプレゼントさせていただきました。現在、大

治町役場の玄関に設置していただき、東栄町との交流関係も含め、し

っかりとＰＲしていただいているところであります。今後は住民交

流も企画してまいりたいと考えています。 

 中学生海外派遣事業についてであります。本年度は、中学３年生１

９名と教員３名、職員１名の２３名で、５月２５日から３０日の４泊

６日でカナダのブリティッシュコロンビア州へ、交流校は昨年と同

じ、リージェント・クリスチャン・アカデミー校との交流から始まり、

ホームスティや市内での班活動など、計画どおりの活動を終え、無事

に帰国できました。ぜひ今回の貴重な体験を今後の学校生活に役立

てていただきたいと思っているところです。 

 最後に空き家リフォーム住宅については、総務省の補助金が確定

し、現在入居者の募集を行っています。６月２４日にはリフォーム前

の３件の住宅を紹介する見学会を開催することとなっています。そ

して、賃貸後譲渡型住宅の１回目の入居者募集を行い、町外よりお一

人の方が見学にお越しいただきましたが、正式な申し込みには至り

ませんでした。（仕事先の不安など）したがって、再度募集をしてま

いりますので、議員の皆様方にもＰＲ等ご協力をお願いいたします。 
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少し長くなってしまい申し訳ございませんでしたが、以上で３月

議会定例会以降の取り組みについて、主なものをご報告させていた

だきました。 

 

それでは、今議会に上程いたしました議案等について、説明いたし

ます。 

今回議会に上程いたします議案等につきましては、議案が１０件、

同意案３件、報告が３件でございます。合わせて１６件を上程いたし

ますので、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

では各議案について簡略に説明いたします。 

 

議案第４０号 東栄町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ

いてと議案第４１号 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対

する損害補償に関する条例の一部改正については、非常勤消防団員

等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴

い改正するものです。 

 

議案第４２号 東栄町介護保険条例の一部改正については、低所得



12 

 

者の保険料軽減を平成 29 年度においても継続するため改正するも

のです。 

 

議案第４３号 旧新城東高校本郷校舎管理棟解体工事請負契約につ

いてと議案第４４号 中設楽浄水場建設工事請負契約については、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。 

 

議案第４５号 平成２９年度 東栄町一般会計補正予算について

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２０８万円を増額し、

歳入歳出予算の総額を 3１億５，８４５万円とするものです。 

 人件費につきましては、おもに 4月 1日付の人事異動によるもの

で、一般会計・特別会計あわせて４７７万９千円の減額です。 

 減額の大きな要因は、採用・退職による職員１名の減であります。 

 総務費では、情報系ネットワーク再構築業務委託料８万７千円、メ

ールサーバ・ウィルスチェックサービス使用料５万９千円、公共施設

の火災保険料５３万２千円、定住促進空き家活用住宅事業に係る３

戸分の改修工事費２，１４９万２千円、空き家活用支援補助金２件分
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１００万円、町営バスのニーズ調査委託料 4万 3千円、経済センサ

ス調査費９千円の追加です。 

 商工費では、鶏の市事業を実行委員会へ委託して実施するため、関

係の予算を委託料に集約したほか、老朽化した三輪観光看板撤去工

事１８万５千円、観光まちづくり協会事務室エアコン設置３２万２

千円、愛知県大型観光キャンペーン負担金８万円、８月１１日山の日

に開催予定の清流の恵み満喫プラン委託料４７万９千円、温泉施設

の修繕で４１８万３千円を追加しました。 

 土木費では、国の社会資本総合整備事業交付金の額が決定したこ

とにより、交通安全対策と橋梁補修の工事費を減額しました。 

 消防費では、９月３日に予定しています町民総ぐるみ防災訓練の

費用として１７万円を追加しました。 

 教育費では、県の道徳教育実践校委託金の額が決定し事業費を減

額したことと、費目を変更しました。また、学校給食共同調理場厨房

エアコン洗浄に４２万２千円、Ｂ＆Ｇセンターのインストラクター

養成講座研修費３４万６千円、グリーンハウス排水管修繕費８６万

７千円を追加しました。 

 この補正の財源としては、国庫支出金５９万６千円、県支出金８９
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万円、高齢者いきいき健康増進基金繰入金４１８万３千円、繰越金３

３５万１千円、町債１，４８０万円を追加します。一方で、諸収入１

７４万円を減額します。 

 

議案第４６号 平成２９年度 東栄町介護保険特別会計補正予算に

ついては、４万４千円を増額するもので、おもな内容は、人件費の減

額と、東三河広域連合への移行準備のため、介護保険システムネット

ワーク構築業務委託料５１万５千円を追加するものです。財源はす

べて一般会計からの繰入です。 

 

議案第４７号 平成２９年度 東栄町簡易水道特別会計補正予算に

ついては、人件費の追加により１３万円を増額するもので、財源はす

べて一般会計からの繰入です。 

 

議案第４８号 平成２９年度 東栄町公共下水道事業特別会計補正

予算については、人件費の追加により１４万３千円を増額するもの

で、財源はすべて一般会計からの繰入です。 
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議案第４９号 平成２９年度 東栄町国民健康保険東栄病院事業特

別会計補正予算については、人件費を 28 万４千円減額するもので

す。 

 

同意案第４号 東栄町各財産区管理委員の選任については、各財産

区管理委員の一部が辞職し委員に欠員が生じるため、新たに補充し

選任するものです。 

 

同意案第５号 東栄町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、農業委員会委員の任期が平成 29 年 7 月 26 日で満

了になることに伴い、法律の規定により、新たな委員について議会の

同意を求めるものです。 

 

同意案第６号 東栄町固定資産審査委員会委員の選任については、

平成２９年８月１１日をもって任期満了になるため、委員を再任す

るものです。 

 

報告第１号 平成２８年度東栄町一般会計繰越明許費繰越計算書に
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ついては、平成 28 年 12 月議会定例会及び平成２９年３月議会定

例会でお願いしました、町ホームページ作成事業をはじめとする５

事業の繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項に

より報告するものです。 

 

報告第２号 平成２８年度東栄町公共下水道事業特別会計継続費繰

越計算書については、平成２８年３月議会定例会の当初予算でお願

いしました東栄町特定環境保全公共下水道長寿命化計画策定事業の

継続費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４５条第１

項により報告するものです。 

 

報告第３号 株式会社とうえいの経営状況については、平成２８年

度の経営状況を報告するものです。 

 

以上でありますが、副町長始め担当課長から詳細については説明

をいたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 


