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令和３年度令和３年度
一般会計一般会計

42億円42億円 決まる

２０２1年
3月定例議会
4日～17日

令和３年第１回定例町議会が４日開かれ、会期を17日までの14
日間と決めた後、20議案が上程された。議案の内訳は、専決処分の
承認１件、人事案件１件、補正予算５件、新年度予算６件、条例関
係５件、その他２件です。専決処分の承認１件、人事案件１件、条
例改正２件、その他の２議案を初日に可決、令和２年度補正予算５
件、総額42億8,700万円の令和３年度一般会計予算６件を各常任委
員会に付託し散会した。
16日には６名の議員が一般質問し、議会最終日は、各常任委員会
に付託されていた令和２年度補正予算、令和３年度一般会計予算な
ど11議案、条例制定１件、条例改正２件を可決し閉会した。

小寺　強　議長

輪 之 内 町 予 算 の 概 要
■ 基本方針と概略

令和３年度予算は、財政に関する諸比率の動向
の把握と予測を的確に行うと同時に、財源という
フィルターを通して、次の諸計画等の推進と調整
を行い、自立・自律・計画的な行財政運営を推進
する予算編成になっている。
①�　輪之内町第五次総合計画（H24～ R3）の
着実な推進
②�　第四次輪之内町行財政改革大綱（R2～ R6）
の断行
③�　財政における中期的な事業計画を踏まえた
予算編成
令和３年度の予算規模は、総額 6,103,500 千円で
ある。
一般会計予算は 4,287,000 千円（前年度予算に対
して 201,000 千円の減額）を計上し、各分野での
ソフト事業を重点的に取り組む等、重点施策を実
現するために必要な事業へは積極的に予算を配分
している。

歳入では、町民税と固定資産税の減収を見込み、
町税全体で 181,214 千円の減額を見込んでいる。
また、前年度予算と比較して県支出金は減額を見
込んでいるものの、国庫支出金については増額、
地方交付税は同額を見込んでいる。また、地方債
では普通交付税の振替措置である臨時財政対策債
は、増額を見込んでいる。その他、交付金等を考
量し、基金からの繰入れで財源を確保した予算に
なっている。
歳出では、防犯カメラ設置事業、中核機関設置
事業、学習用デジタル教科書導入事業等、重点施
策に位置付けられた８本の柱と、第五次総合計画
（H24 ～ R3）の実現に向けた予算であるとともに、
良好で快適な生活環境の構築、安全・安心な暮ら
しの実現を推進する予算になっている。
特別会計及び企業会計も、上記の基本方針に基
づく予算編成となっており、総合計では、169,300
千円減の 6,103,500 千円を計上している。
以上、現下の厳しい財政状況が常態化する可能
性が高いことを認識し、新たな財源の確保や限ら
れた財源を有効活用する視点に立ったものになっ
ている。
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■ 重点施策

①�もっと！安全・安心・快適な輪之内に
・防災機能強化のための計画的なまちづくりの
推進
・大規模災害時における緊急輸送路等ネット
ワークの整備
・ふるさとの自然保護と良好な生活環境の保全　
など

②�もっと！地域情報化の推進を
・輪之内光ケーブル網による迅速な情報提供の
継続
・輪之内スマイルチャンネルの番組内容の充実
と地域情報発信力の強化　など

③�もっと！みんなが働きやすいまちづくりを
・国、県と連携した新たな企業誘致の推進
・雇用の確保　など
④�もっと！暮らしやすいまちづくりを
・子育て環境の充実と支援
・高校生世代までの医療費無料化の継続
・介護の必要なお年寄り、独居老人支援の拡充
強化　など

⑤�もっと！ふるさとを愛するひとづくりを
・地方創生は住民と、共に考え共に実行を
・情報教育の整備推進
・特色ある小中学校づくりへの支援拡充　など
⑥�もっと！さらなる行財政改革を
・無駄のない行政運営と財政基盤の強化
・公共事業の仕分けによる次世代負担の軽減　
など

⑦�もっと！効率的な広域行政を
・広域基幹バスの機能強化、デマンドバスの利
用促進

・（仮称）新養老大橋の構想推進と関連道路網の
整備促進　など

⑧�もっと！住民本位の町政を
・住民サービス向上のための役場窓口の時間延
長の継続
・住民と行政の協働による住みよいまちづくり
の推進　など

■ 主要事業

＊�１～６の区分は、第五次総合計画に掲げる基本
計画の体系区分です。

１ 環境にもっとやさしいまちづくり
「環境活動推進事業」
ごみ排出量の増加等に伴う環境問題、地球温
暖化問題に対して、町民の環境意識の向上及び
環境リーダーの育成に努めるべく、廃棄物のリ
サイクル事業及び環境教育事業を実施します。
「ジャンボタニシ駆除事業」
水田や用水路に広く繁殖するジャンボタニシ
の駆除期間を例年実施する 6月から 1月までに
加え、水稲への被害拡大を防止すべく今年度は
4月及び 5月も追加して実施します。

２ 安全・安心なまちづくり
「ドライブレコーダー搭載補助事業」
65 歳以上の運転免許証保有者及び免許取得
から 1 年未満の方を対象に、ドライブレコー
ダー搭載費用の一部を助成し、交通安全対策を
図ります。
「防犯カメラ設置事業」
光ケーブル網を利用したネットワーク型の防
犯カメラを 10 箇所設置します。合わせて、設
置を希望する町民に対しては費用の一部を助成
し、安心・安全なまちづくりに務めます。
「防災拠点整備事業」
防災拠点の整備にあたり、昨年度の全体計画
をふまえて、取付道路の詳細設計及び丈量測量
を実施します。
「自主防災組織育成・強化事業」
自主防災組織の活動に必要となる防災用品等
の購入及び修繕に対し、各区 1年度につき 100
千円を上限に補助金を交付します。合わせて、
各区で開催する防災訓練にかかる費用の一部を
助成し、町民の防災意識の向上を図ります。

３ みんなが元気で働けるまちづくり
「都市計画マスタープラン策定事業」
輪之内町第六次総合計画及び県が策定する都
市計画区域マスタープランの上位計画をふま
え、道路や公園、下水道等の都市施設及び自然
環境・景観といった都市計画・都市づくりに関
する様々な分野の整備及び指針となるマスター
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プランを策定します。
「企業誘致事業」
地域の雇用創出及び町民税や固定資産税など
安定的な自主財源を確保すべく、環境にやさしい
まちづくりを第一とした企業誘致を推進します。

４ もっと温もりのある支え合いのまちづくり
「中核機関設置事業」
高齢者、障がい者の権利擁護のため、成年後
見制度利用の体制を整備すべく地域連携ネット
ワークの中核となる機関を設置し、関係機関と
の連携や相談業務を行います。
「産後ケア事業」
産後うつや虐待を防止するため、助産師によ
る訪問型・通所型ケアや産婦健診を実施し、産
婦の心身をケアし身体的・精神的安定につなげ
ます。
「成人帯状疱疹予防接種費用助成事業」
50 歳以上の方を対象に帯状疱疹ワクチン予
防接種の接種費用の一部を助成します。
「高齢難聴者補聴器購入費用助成事業」
65 歳以上の方かつ、障がい者手帳交付の対象
とならない加齢による難聴者を対象に補聴器の

購入費用の一部を助成します。
５ 生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「学習用デジタル教科書導入事業」
整備したタブレットを有効利用するととも
に、学校以外でも学習できる環境を整えるため
にデジタル教科書を導入します。
「タブレット用デジタルドリル導入事業」
タブレットで稼働するデジタルドリルを導入
し、朝学習を行います。個人ごとの分析機能に
より苦手分野を反復する等、効果的な学習につ
なげます。

６ 豊かで安定した経営ができるまちづくり
「住宅建設支援助成事業」
定住人口の拡大を図るため、住宅取得支援事
業として町内に住宅を建設（取得）した人に対
して、固定資産税の軽減分相当額を助成します。
「第六次総合計画策定事業」
昨年度実施したアンケート及び各事業の取り

まとめ、社会情勢等を反映させた素案をもとに総
合計画審議会を開催し、今後のまちづくりの根幹
及び指針となる第六次総合計画を策定します。

■ 予算の規模

　令和３年度予算は、一般会計 4,287,000 千円、特別会計 1,628,500 千円、企業会計 188,000 千円、
総額では前年度予算に対して 169,300 千円、2.70％減の 6,103,500 千円となっている。

会 計 R3 年 度
予 算 額

R2 年 度
予 算 額

R 元 年 度
予 算 額

R3 － R2 比較
増減額 増減率

一般会計 4,287,000 4,488,000 4,486,000
（4,863,883） ▲ 201,000 ▲ 4.48

特別会計 1,628,500 1,564,800 1,716,000 63,700 4.07

企業会計 188,000 220,000 208,000 ▲ 32,000 ▲ 14.55

合 計 6,103,500 6,272,800 6,410,000
（6,787,883） ▲ 169,300 ▲ 2.70

（単位：千円、％）

※R元年度（　）は6月補正予算後の金額
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輪之内町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定について

犯罪の防止又は抑止を目的とした防犯カメラの適正な設置と運用に関して設置者が遵守すべき義
務等を定めるもの。

輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について

「オンライン資格確認等システム」の導入に伴い、被保険者の医療保険資格の確認がオンライン
で可能となることから受給者証提示に関する規定を改正するもの。
輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い条項ずれ等の所要の改正を行うもの。

輪之内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

２点の改正を行うもので、精密検査費の給付要件の改正及び「新型インフルエンザ等対策特別措
置法の一部を改正する法律」の公布により、定義の一部を改正するものとして、２条立てとしている。

輪之内町消防団条例の一部を改正する条例について

同条例第４条の団員定数等を改正するもの。

そ の 他

輪之内町行政無線同報系デジタル工事の変更契約の締結について

令和元年度から進めてきた同工事の変更本契約を締結するため議会の議決に付すもの。

町道路線の認定について

道路新設に伴う路線の追加をするもの。

条 例

補 正 予 算

令和２年度  一般会計補正予算（第７号）
 1 億 8,015 万 6 千円減額

令和２年度  児童発達支援事業特別会計
補正予算（第３号） 63 万 3 千円減額

令和２年度  国民健康保険事業特別会計
補正予算（第３号） 232 万 1 千円減額

令和２年度  特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算（第１号）
 1,349 万 9 千円減額

令和２年度  後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２号） 325 万 6 千円追加

専決処分の承認について
令和２年度  一般会計補正予算（第６号）

1,629 万 6 千円追加

人権擁護委員人権擁護委員にに

任期   令和3年7月1日～令和6年6月30日

高木　清江 氏（再任） 山田　實順 氏（再任） 加藤　京子 氏（再任）
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一般質問（原文掲載）

令和２年度は本当にコロナウイルス一色で、ほとんどの行事
が中止となり町民の皆さんも、とても寂しい思いをなさったこ
とでしょう。ワクチン接種も４月末ぐらいから開始予定でした
が、政府のワクチン供給量が不透明ですので遅れる可能性が高
いとみて、柔軟に対応し、万全な体制を築き上げなければなり
ません。緊急事態宣言を解除したとはいえ、決してまだ油断は
してはいけませんが、コロナ対策を万全に行い屋外開催の行事
だけでもやれるよう行政として思い切った判断をしていただき
たいと思います。

土井田 崇夫 議員

　　  土井田 崇夫 議員の質問

町長答弁
デマンドバスについては、平成 27 年１月に運行
を開始し、６年が経過したところであります。当
町のデマンドバスは交通事業者が運送主体となる
「一般旅客自動車運送事業（道路運送法４条許可）」
として名阪近鉄バスに委託しております。
運行開始以降の利用状況の推移ですが、平成 27
年度が 5,458 人、平成 28 年度が 9,612 人、平成 29
年度が 10,674 人、平成 30 年度が 11,483 人となっ
ており、平成 30 年度までは右肩上がりに利用者が
増加して参りました。
しかし、令和元年度には新規利用者の減少や平

成 27 年度からの継続利用者の入院や介護施設へ
の入所などのため 11,191 人と微減し、令和２年度
については新型コロナの感染拡大防止のための外
出自粛などの理由で9,565人となっております。今
現在もその傾向は続いております。
次に、令和２年度の経常収益としては運賃収入
等が約 192 万円、経常収益を差引いた運行経費は
約 1,621 万 9 千円、国庫補助金として 289 万 8 千
円交付され、町として約 1,332 万 1 千円支出して
おります。デマンドバスの経費は、距離単価に走
行距離数を乗じて算出しており、毎年バス会社の
事情で距離単価が上がってきており、それに伴い
運行経費も増加傾向にあります。

１．デマンドバスの実状と財政面について

先般、この件に関しては質問が上がっておりま
すが再度、関連して質問させてもらいます。輪之内
町でも少子高齢化が進んでいる現状と、高齢者に
よる運転操作ミスによる事故が多発する中、運転
免許証の自主返納がより多く騒がれております。
その点を考えますと、これから益々デマンドバス
の運行活用が重要視されてくるかと思います。し
かし、事業収入といったら広告料もないことから、
利用者による運賃収入しかありません。そうなる

と当然ながら経費のことを考えたら、国からの補
助金があるにしろ町が負担するしかありません。
政府はコロナ対策費用で莫大な助成金を捻出して
おり、いずれ県、市町村に負担が回ってくること
と思います。そこで伺います。デマンドバス開始
以降の利用状況の推移と、今後財政面を軽減する
ための収入の増加をどうするのか？を町長にお伺
いします。
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ご質問の「今後の財政面を軽減するための収入
の増加をどうするのか？」についてですが、現在
１運行につき 200 円を運賃として設定し、障がい
者や小学生以下、運転免許自主返納者については
半額の 100 円、また 65 歳以上の利用登録者も回数
券を半額で購入できるため実質 100 円で乗車でき
ます。
この運賃改定はいずれかは考える時がくるかも
しれませんが、現在においては、新規利用者の増
加、更なる利用促進の改善策を先んじて講じる必
要があると考えております。
平成27年の運行開始時に、65歳以上の高齢者に
無料乗車お試し券を配付し、新規利用者を獲得し
たように、来年度に再度お試し券の配付やデマン
ドバスのＰＲ、福祉事業や観光事業とのタイアッ
プも検討していきたいと思います。
まずは、一般の方々にもっとデマンドバスを利
用していただく必要があります。そのうえで定着

化を目指して免許自主返納者、高齢者の利用を上
積みしていきたいと思っております。
また、現在、名鉄羽島駅と新幹線岐阜羽島駅に
利用促進のポスターが掲示してあります。地域公
共交通機関もありますので、町外からの利用が容
易に可能となるように、スマホによるネット予約
も可能となるべく検討して参ります。

木野 隆之 町長

２．デマンドバスの今後の運行・課題について

デマンドバスを利用される多くの方は、輪之内
町内にある医療機関への通院手段に使われる方が
多数おられると思います。しかし、その医院で治療
が出来ればいいのですが、先生から紹介状を書く
から市民病院へ行ってください！と言われると、
予約日は平日ですので免許がない高齢者にとって
はバスを乗り継いで行くか？タクシーで行くか？
家族に頼むしかありません。しかし仕事を休んで
までも無理は言えません。ですから、老夫婦どちら

かが免許を持っていたら危ないのを承知の上で、
返納するのをためらい更新しなければいけないと
いう悪循環になっているかと思います。そこで何
とかデマンドバスで、直通で市民病院まで行ける
ように、困っている方の立場になって考えられな
いのか？また、先般、田中議員からご指摘があっ
た運行時間8時30分～18時00分までの運行時間
延長の実証実験の結果と今後の取り扱いについて
の２点を町長にお伺いします。

町長答弁
令和２年 12 月時点での輪之内町在住者調査で
は 65 歳以上の自動車免許保有率は 79%、75 歳以
上でも 62%と非常に高く、バス利用者が増えない
大きな要因の一つであると思われます。
現在、輪之内町のデマンドバスは、バス停から

バス停までの乗降というミーティングポイント制
を導入しております。法律上もタクシーとは違い、
自宅から目的地までの直通運行はできません。「直
通で市民病院まで行けないか？」については、まず
前提として病院にバス停を設置しなければなりま

せん。それには各市への乗り入れ許可が必要です。
また、それが許可されたとしても、デマンドバ
スで病院まで行くことは現在、定時運行中の営業
路線との競合となり、同じルートに運行経費を二
重投資することとなります。それは結果として運
行費が増えるだけで費用対効果としてはマイナス
要因となり、実施をできないのが現状です。
いずれ歩行困難な障害のある方や高齢者への福
祉施策として別途考えていく必要があるかもしれ
ません。
また、昨年の７月から 12 月まで行った運行時間
延長、16 時 30 分から 18 時の実証実験の利用者は
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広報紙は住民と自治体の最大のコミュニケージョン手段であ
り、町政情報を正確に分かりやすく伝え、住民の行動を啓発す
る役割を担っています。そのためにも住民と自治体との協働に
よるまちづくりを進める第一歩は、「情報の共有化」と言われて
います。自治体がどんなまちづくりを目指しているのか、住民
に届くように伝えることが大切です。その意昧でも毎月発行さ
れる広報紙の役割は重要な情報発信ツールとして力を入れてい
る自治体が増えており、「広報力が地域を変える」時代に移ろう
としています。それでは質問に移ります。

　　  林　日出雄 議員の質問

林　日出雄 議員

合計 15 名でした。
月別には７月３名、８月３名、９月１名、11 月
３名、12 月５名でした。時間別には 16 時台が 14
名、17 時台が１名、行先については、医療機関か
ら自宅付近のバス停までの利用が最も多く、４名
でした。
以上のことから 16 時 30 分から 18 時までのデ
マンドバスの利用者は、コロナ禍で例年に比べて
少ない傾向ではあるといえ、その状況を踏まえま
しても、延長時間帯の利用者数が少ない結果とな
り、夕方の時間延長の本格実施は見送ることにな
りました。
今後については、医療機関への朝の利用者が多

いため、その需要を見込み、運行開始時間を８時 30
分から８時に前倒しする実証実験を行い、その時間

帯の新規利用者を獲得していきたいと思います。
来年度は公共交通計画策定の年でもあります。
地域に赴きワークショップを開催し町民の皆様の
意見、提案を聞き、より具体的で実効性のある計
画を策定したいと思います。
財政的負担が大きい公共交通ではありますが、
輪之内町にとってはバスが唯一の交通機関であり
ます。
通勤・通学者から高齢者まで、誰もが利用しや
すい、利用したいと思えるよう、町内だけでなく、
町外への移動にも目を向けた路線となるよう施策
を構築していきます。
「住んでいて良かった、これからもずっと住み
続けたいまちづくり」の一翼を担う公共交通とな
るよう、課題を解消し取り組んで参ります。

１．町政情報の発信力の強化について

輪之内町の広報紙は昭和 29年 4月に町村合併で
輪之内町が誕生し、初代町長に就任された国枝敬二
町長が 3ヵ月後の 7月に「輪之内町報」としてNo.1
号を発行されました。以降、途切れることなく、令
和3年3月までにNo.796号が発行されています。改
めまして約 66年間、情報発信し続けていただけた
ことに対しまして心より感謝を申し上げます。
時代はモノづくりの工業化社会からインターネッ

トの情報化社会へと移行し、学び方も働き方も大き
く変わりました。それに伴い、広報紙もそれぞれの
自治体のアイデアによって大きく変わろうとしてい
ます。

岐阜市は表紙の内容を動画投稿サイト「ユー
チューブ」の市公式チャンネルで伝える手法を2019
年 2月号から県内自治体に先駆けて導入していま
す。関市も2021 年 1月号から表紙と連動した動画
配信を始め、スマートフォンのSNS（会員制交流サ
イト）から情報を得る若い世代向けに発信力の強化
を図っています。
詳しく説明しますと、表紙に写真を掲載していま

すが、内容は紙面の中身で一切触れず、表紙の隅に
「ユーチューブ」市公式チャンネルの動画のQRコー
ドを載せてサイトに誘導し、表紙と連動した動画を
楽しむことが出来るサービスになります。
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町長答弁
議員からは、岐阜市、関市の広報紙がそれぞれ
行っている「表紙の内容の動画配信」、SNS（会員
制交流サイト）から若い世代向けに情報を得る情
報発信手段など、特に、表紙と連動した動画配信
を行っている岐阜市のように広報紙に一工夫加え
たらとのご提案を頂きました。
現状ですが、当町でも、広報紙については、町
HPに PDF版でアップしておりますし、創刊以来
の広報紙が閲覧できるようアーカイブしているこ
とはご案内のとおりです。
また当町では、町行政の情報、施策指針を住民
の方々に伝える媒体として、広報紙の他にもケー
ブルテレビの 12ch、同報系無線、町HPなどの媒
体を有しております。
これらを整備した背景には、遠くない将来に
ペーパーレス化を目指す目的があってのことです。
ただ、これらの情報媒体は、いくら整備しても

「見てもらう・聞いてもらう」行為がなければただ
単にプッシュ型の情報に留まってしまいます。
ご自身が関心のあること等は、自ら「情報を取
る」行為をされると思いますが、全ての行政情報
を関心を持って「見る・聞く」という方は、少数
に留まっているのが現状かと思います。
先般実施した第六次総合計画策定に向けたアン
ケート調査の自由記載でも、既に実施している各
種施策をご存じなくそういった施策を望まれてい
る意見も散見されました。こうした現状を鑑みる
とニーズをお持ちの町民の皆様に的確な情報が行

き届いていない現状があることは否めません。誠
に歯がゆい思いであります。
そうしたことからも、いかに関心を持って「見て

もらう・聞いてもらう」という状況を実現するため、
議員が言及されているスマートホンから情報を得
ることが多い若者世代にYouTube は非常に有効
な手段のひとつであると考えます。岐阜市の例で
あるYouTube 公式チャンネルを開設しての付加
価値の高い広報紙も有効な一手法と考えます。
現に、岐阜県内の自治体においても、既に県と
27 の市町がYouTube 公式チャンネルを開設して
いるとのことで、今後、この方法による広報活動
が更に浸透するのではないかと思われます。
ご提案のとおり広報紙にQRコードを設定し、
そこから動画を配信することも一案であります。
また、動画の内容次第ですが、肖像権、プライ
バシー権を担保する方法については十分な事前の
検討をする必要があると考えます。
また、12ch の「輪之内スマイルチャンネル」に
よる情報提供をどのように棲み分けていくのか早
急に検討する必要もあります。それぞれの年代の
ニーズにどう的確にしていくのか広報戦略が問わ
れております。
先程申し上げたように、岐阜県内の自治体にお
いても、既に県と 27 の市町がYouTube 公式チャ
ンネルを開設している現状がございます。今後は、
先進事例を検証しながらYouTubeのみならず、先
進的な広報媒体の活用に向けて前向きに取り組ん
で参ります。

私は色々なアイデアを取り入れながら、町民の皆
様に「動く広報紙」として楽しんで見てもらい、情報

発信ツールとしての役割を果たしていく事が大事
だと思います。町長のご見解をお伺いいたします。
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町長答弁
現在、町内でのAEDの設置は、公共施設には
24 基、消防団の車両に４基、都合公共施設等で 28
基、民間事業所等には 24 基の設置で、合計 52 基
のAEDが配置してございます。
この配置状況については、過日「女性会議」が活
動の一環として、町内約 100 ヵ所を訪ねて調査し
た結果を一覧表にとりまとめ、地図上に図示した
リーフレットを作成されました。この地道な活動
が昨年 10 月に新聞報道で紹介されたところです。
併せて町広報紙にも掲載し周知を図ったところ
であります。現在、そのリーフレットは教育委員
会事務局で配布しております。
さて、議員が言及されているとおり「救急蘇生
の観点から配置の目安は１分以内に準備できるよ
うな場所に配置し、心肺停止から５分以内に使え
ることが救命率を上げること」、また「AEDを使
える人を増やすこと」も併せて重要だとのご指摘
はそのとおりだと私も考えております。

現在、52 基の配置ですが、公共施設の設置につ
いては、ほぼ終えております。
今後、民間事業所等においてもAEDの必要性
は周知されているところですので、配置数につい
ては、今後も増加する見込みであると考えます。
最も重要なのはこのAEDを使う「人」です。こ
れについては、訓練を繰り返すことでその使用の
成熟度を上げていくしか方法はありません。
今後も、自主防災組織内での訓練の際に訓練メ
ニューに加えるなど、身近な機会を捉え、繰り返
し訓練することで操作の成熟度を上げる方策に取
り組んで参ります。

１．自動体外式除細動器（AED）
の管理体制について

自動体外式除細動器（AED）の使用は医療行為
に該当するため、本来、医師並びに看護師及び救
急救命士による使用に限定されていました。しか
し、平成 16 年７月１日から厚生労働省の通知に
より一定条件化の下で非医療従事者もAEDの使
用が可能になり急速に普及し、AEDの存在がよ
り身近なものになりました。いつ誰におきるかわ
からない心停止に素早く対応できる救命処置とし
て、学校、球場、駅、空港、各公共施設等、あら
ゆる場所で導入されるようになり、その役割を果
たすためには設置する場所や導入後の管理体制が
非常に重要になります。また、救急蘇生の観点か
ら配置の目安はどこにいてもAEDを１分以内に
用意できるような場所に配置し、心停止から５分
以内に除細動できることが「AEDを活かし」救命
率をあげる最も大事なことです。また、AEDを設
置するだけでは突然心停止になった方を救命する

ことはできません。設置されたAEDをきちんと
維持管理し、いつでも使えるようにしておくこと
やAEDの設置場所を周知することが大切なこと
から、設置場所を記したAEDマップを各施設の
目につく場所に掲示し、常日頃から周知すること
で緊急時の対応に効果があると思います。そして
何より重要なことはAEDの使える人を増やすこ
とだと思います。
また、「AEDを活かす」取り組みとして「１分
以内」と「５分以内」が守れる配置を整備してい
ただきたいと思いますが、町長のご見解をお伺い
いたします。

　　  浅野　重行 議員の質問

浅野　重行 議員
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１．地方創生臨時交付金（第３次）
の活用について

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税
の減収が見込まれています。令和３年度予算では、
減収分を主に臨時財政対策債と財政調整基金から
の繰入金により財源を賄っています。新型コロナ
ウイルスのワクチン接種が始まろうとしています
が、今後の経済の回復の見通しは定かではありま
せん。このような中、新型コロナウイルス対策と
して国の第３次補正予算で地方創生臨時交付金が
交付されました。当町では、約 6,500 万円が令和 3
年度に新型コロナ対策として活用されると説明を

受けております。町内での消費の促進事業が町の
経済の好循環につながると考えます。先のコロナ
感染の状況はわかりませんが、どのような対策を
考えていらっしゃるのか町長にお尋ねします。

　　  大橋 慶裕 議員の質問

大橋 慶裕 議員

町長答弁
地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルスの
感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている
地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業
継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を
踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポストコ
ロナに向けた経済構造の転換 ･好循環の実現を通
じた地方創生を図ることを目的として交付される
ものです。
令和２年度については、第１次配分額 6,114 万 1

千円、第２次配分額 1億 4,398 万 6千円の全額、第
３次配分額の一部 1,264 万 3 千円、合計 2億 1,770
万円を活用して様々なコロナ対策をしております。
具体的には、マスクや消毒液の配付、ひとり親
世帯への 1万円の支給や１人あたり 10 万円支給
（特別定額給付金）の基準日である４月 27 日を過
ぎて同年度末までに出生した新生児への 10 万円
の支給、飲食店等への時短要請に伴う感染拡大防
止協力金の市町村負担金、プレミアムクーポン券
の発行、ＧＩＧＡスクール構想に基づくタブレッ
ト端末の購入やその通信環境の整備など、「感染予
防」、「個人への支援」、「事業者への支援」、「景気
浮揚」、「学びの確保」につながる対策を実施して
きました。
議員ご質問の第３次配分額 7,591 万 2 千円の残
額 6,326 万 9 千円については、議会初日にご説明

したとおり、令和３年度中のコロナの感染状況を
見据えながら、その状況に応じた対策に活用すべ
きと考えます。
一方で、令和３年度以降に起こり得る様々な事
態を想定しながら、先んじてそれに備えていく必
要もあることは多言を要しません。
いずれにしても、コロナ対策については、現在、
各課において検討中であり、具体的な内容を公表
する段階には至っておりませんが、支援金や給付
金の支給のほか、クーポン券の発行など、令和２
年度に実施した事業を再度実施することも有り得
ると考えております。
国は、地方創生臨時交付金の活用について、「地
方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細やかに
効果的 ･効率的で必要な事業を実施されたい」と
しております。
当町においても、国の趣旨に則して地方創生臨
時交付金を活用することとしております。
当町の感染状況や経済活動の実態を踏まえつ
つ、適時的確に対応策を講じて参ります。
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消防行政について
近年、地震や台風、豪雨などの自然災害が巨大化

し、日本列島は厳しい環境下にあり、いつ発生して
もおかしくないといわれている東海地震では、阪
神・淡路大地震をも上回る甚大な被害が想定され
ています。また、このところ大規模な山火事や多く
の建物火災も発生しております。このような災害
に対応するためには、国・県の防災対策はもちろ
んのこと、地方自治体の取り組み、さらには地域
の防災力を高めていくことが求められています。
地域密着性や大きな要員動員力を有し、地域防
災体制の中核的存在である消防団は災害現場での
消火をはじめ、地震や風水害といった大規模災害

発生時の救助・救出、警戒巡視、避難誘導など大
変重要な役割を担っています。しかし、全国的に
地域社会、就業構造、国民意識の大きな変化に伴
い、若年層の減少や被雇用者割合の増加、地域社
会への帰属意識の希薄化などにより、消防団員の
なり手不足、団員数の減少という大きな課題に直
面しております。
本町の消防行政においても切実な課題である消防

団運営並びに消防署誘致について質問いたします。

　　  上野 賢二 議員の質問

上野 賢二 議員

町長答弁
先の林議員のご質問と被る部分があり、このご
提案については、林議員にお答えしたとおりであ

ります。繰り返しになりますが、様々な検討を加
えながら、YouTube などの公式チャンネルを活用
のみならず、適切な広報媒体の的確な活用により
住民の皆様のニーズに対応して参ります。

２．町の事業の「見える化」について

行政により関心を持っていただくきっかけとし
て町の事業内容を動画配信してはどうでしょう
か。昨今は個人で動画を作成してその動画を配信
しています。また配信された動画は無料で視聴で
きます。町で取り組んでいる事業また令和３年度
から新たに取り組む事業、例えば環境活動推進事
業、各地区での防災訓練の模様、新聞に紹介された
洋菓子等販売促進事業、軽トラ市開催事業等を動
画配信することにより、第一に輪之内町の PR効
果が期待できます。第二に動画を視聴後にその事
業に対しての感想等をコメントできるようにする
ことにより、町民の声が反映された事業に発展で
きます。第三に新たな町民とのコミュニケーショ

ンの手段として利用もでき、地域の活性化につな
がります。
町の第５次総合計画の第６章「豊かで安定した

経営ができるまちづくり」の中に地域協働が書か
れています。少し紹介しますと『地域協働は、行財
政の負担を減らすために行うものではなく、協働
によってまちづくりのエネルギーを醸成し、問題解
決に積極的に取り組む風土を形成するなど「新な
意義や効果」を生むためのものです』とあります。
事業に参加されていない方にも観ていただくこ
とができる点も効果が期待できます。
町長の見解を伺います。
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町長答弁
議員が言及されているとおり、国（消防庁）で
は、団員確保のため従事分配当を増額することな
どが提言され、現に各務原市では出動手当の大幅
な増額がなされております。
しかしながら、昨今の団員の減少傾向は、対価
の高い安いの問題ではなく、本業や勤務への支障、
消防団活動の時間的拘束の負担が大きいとのご指
摘については私も意見を異にするものではありま
せん。
この課題に対応すべく、今年度諮問会議を立ち
上げ、関係団体の方々にご参画いただき、様々な
意見等について協議を進めて参りました。
そうして、課題解決に向けて一定の結論を得た

ことを踏まえ、今般、「消防団条例の一部改正」を
議会に上程させていただいたところであります。
そこで、議員ご提案の「防災・消防に特化した町
職員、すなわち常備消防団員を採用・養成し、活動
拠点を現在計画中の大吉新田地内の防災拠点にす
る。そして地域選出の基本団員の数を 50 ～ 60 人
程度にしたらどうか」とのご提案がございました。
また、ご懸念されております団員の町内勤務者
は20%に留まっているのが現状であります。これ
は昼間の町内在勤者の数で、有事の際にこれをカ
バーするため、今回、輪之内町役場職員 16 名を昼
間の消防力の手薄な時間帯での機能別消防団員で
あることをご理解いただけたら幸いであります。
議員ご提案では、地域選出の団員を仮に 60 人と
設定した場合、今回の計画からさらに 25 人削減す

１．消防団運営について

全国の消防団員は1955年に200万人近くいまし
たが、1990 年に 100 万人を割り込み、2020 年の
団員数は前年比で約１万４千人減、過去最少の約
81 万 8 千人で、２年連続で１万人以上の減少とな
り、消防庁はこのままでは地域防災力の低下に繋
がると危機感を強め、団員確保のためには待遇改
善が必要と判断し、有識者会議で今月中にも結論
をまとめる方針を打ち出しました。団員数減少の
背景には冒頭に述べました事由のほか、対価の低
さも事由の一つとして、消火活動や災害救助に従
事した際に支払われる出動手当について１回７千
円程度を標準とする案を示し、支給の透明性を図
るため個人支給を推奨しております。このような
動きの中、県内で最初に各務原市が新年度より出
動手当を2,500円から7,000円に引き上げることを
発表しました。
本町におきましては、各区の協力を得て何とか
現状維持をしておりますが、消防団員並びに女性
防火クラブ員の選出に各区大変苦慮している現状
を鑑み、町長より今後の運営方針について諮問さ
れ、区長会、消防団員並びに女性防火クラブ員に
よるアンケートや意見を集約し、６回の諮問会議
を経て今１月に答申がなされました。その結果、
班編成、区割り、人数について再検討の上、規模
縮小の方向が打ち出され、基本団員を現状の 97 人
から 12 人減の 85 人とし、減少に伴う要員確保の

ため、機能別消防団員の資格者に町職員を加え、
人数を 10 人から 26 人にする消防団条例の一部改
正案が示されました。
消防団の規模や団員数の縮小は、オールサラ

リーマン化、若年層の人口減少等社会構造の変化
により、やむを得ない処置であると思いますが、今
後の人口減少の加速や消防団の重要性を考えると
根本的な解決策とは言えません。なり手不足は対
価の高い安いの問題もあるかもしれませんが、本
業や勤務への支障、消防団活動における訓練、大
会参加などの拘束的な負担が大きな要因ではない
かと思います。そして、消防団員の就業状況を見
てみますと自営業者が 12.9%、町内勤務者は 20％
となっており、これでは有事の際にすぐ出動できる
団員は限られており、組織のための組織、大会あ
りきの消防団組織と言われても致し方ありません。
今後、これらの状況を払しょくするために、も
う一歩踏み込んだ施策として防災・消防に特化し
た町職員、すなわち常備消防職員を採用、養成す
ることを考えていく必要があるのではないでしょ
うか。常備消防職員が日頃の防災活動や負担の大
きい大会参加及びそのための訓練等を担い、その
活動拠点を現在建設中の防災拠点に置く。そして
地区選出の消防団員数は50～60人規模に軽減し、
地域防災に必要な技術の習得かつ効率的な訓練実
施とするなどの対策を講じてはどうでしょうか。
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町長答弁
ご案内のように当町の常備消防は、大垣消防組
合に属しており、この一部事務組合の広域消防業
務においては、今までもそのスケールメリットを
生かし、消防機動力の高度化、資機材の充実に努
め一定の成果を得ております。
さて、ご質問では、先般の２月の議員全員協議
会の場で、南分署の誘致活動についてはその経過
を説明させていただきましたが、その内容は議員
言及のとおりでございます。
大垣消防組合管理者としては、「管内の署所の
バランス」、「消防力の整備指針による人口等密集
度」を勘案すれば、現在の場所近隣が最適地であ
るという見解を維持し今日に至っております。
一方当町としては、南分署管内における今まで
の火災や救急件数の比率や効率性から、当町に署
所を設置することは選択肢となり得るとの思いか
ら、組合管理者側との協議を進めて参りましたが、
見解のすれ違いは解消されず、合意には至ってい

ないのが現状であります。
当町としては、今回の南分署建替え計画が持ち
上がったこの機会に強く要望しないと十数年後し
か機会が訪れないとの思いから要望協議を重ねて
参りました。
また、別の視点からしますと、20 年前の輪之内
町の姿と現在の姿では、企業誘致活動も進み、土
地利用形態も大きく変わってきております。一度
（ひとたび）大きな工場火災等が発生すればその対
応も変わってきているのも事実でございます。消
防資材の高度化は必要不可欠であり、町単独の消
防力維持は困難であることは疑問の余地がありま
せん。
消防署所の再配置について、当町の希望どおり
に合意を得るのは難しい状況ではありますが、今
後とも、先程申し上げた当町の想いや土地利用の
現状を大垣消防組合の関係者の方々に継続して説
明し、広域消防体制の在り方として、お互いが納
得できる「解」を引き続き求めて参ります。

かねてより、要望を重ねて参りました大垣消防
組合南分署建替え計画に伴う本町への誘致につい
て、その経過報告によりますと、本来の計画を前
倒しして、令和５年～６年の２ヵ年で現在地（大
垣市横曽根地内）の隣に建設をする。そして、来
年度にも不動産鑑定、測量、設計、用地買収に入
るとの計画で、６月の組合議会の場で合意を得た
い旨の要請を受けましたが、本町ではあまりにも
早急であり、十分な協議を経たとは思われないこ
とから、消防組合管理者あてに合意の延伸と改め
て本町関係者との協議や要望の申し入れが行われ
ました。
その主な内容は、南分署の管轄は大垣市の名神
以南と輪之内町であり、管内人口比率は本町が約
７割、出動件数も概ね７割と本町の占める割合は
大きいが、設置場所は消防力の整備指針に市街地
に置くものとされており、人口総数や災害件数で

はなく、人口密度の高い区域に建てるのが効果的
であり、救急に関しても、救急車が早く到着する
ことも重要であるが到着するまでの適切な応急処
置が救命の分かれ道である。出張所や救急のみの
設置においては人的確保や負担金の増など難し
く、組合消防であることを鑑みると近隣の自治体
とのバランスが重要である。また、福束大橋の渋
滞による影響は一日のうちの数時間であり、全体
の出動時間が遅くなることは考えにくく、結果的
に影響は限定的であり、管轄区域の変更の予定は
ない。など本町の要望にとりましては大変厳しい
状況となっており、４月に管理者である大垣市長
が勇退されることから、選挙後、改めて継続審議
を申し入れていくとのことですが大きな期待はで
きないのではと思われます。
今後の消防署誘致における戦略、展開について、
町長のご見解を伺います。

２．消防署誘致について

るとなると、常備消防団員として、新たに役場職
員を採用するとなると少なくとも 10 数名は必要
になってくると考えます。

また、それなりの施設・資機材、車両等も要り
ますので、財政面からも体制整備は、中々現実に
は難しいと考えます。
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１．コロナ禍でできる事 ～絆～

３月に入りすっかり春の陽気、私の家にある河
津桜は早くも満開となり、目を楽しませてくれま
す。さて 2011 年３月 11 日東日本大震災から早く
も 10 年が経ち、その後熊本の大震災と数年の間に
大規模な災害が発生しています。当地においても
東南海大地震が想定され、災害の備えをしなくて
はなりません。「自助」「共助」「公助」、災害時に
おいて、助け合う事が特に大切だと思います。
消防団の組織も再編され、地域の防災計画も区
長、防災士を中心に、自分の地域は自分達で守る
という強い信念の元、進められています。
災害になった時、いつも言われるのが「絆」。今
と昔、隣同士の声の掛け合い、助け合い、お世話
になるのは良いが、世話をするのはしたくない。
田舎の良い所が少なくなり、都市型になってきた
のでは、と思います。悪く言えば見て見ぬふり、
自分には関係ない等、どんどん絆が失われていく
ような気がします。

コロナ禍により、集まる機会は皆無、総会等も
書面議決。町の行事も中止等大きな影響を受けて
います。ダメダメ～から、どうしたら行事が開催
できるのか、方法はないのか、多くの参加が認め
られないのなら、ビデオ（動画）に撮って 12ch で
放映したり、希望者にはお分けしたりして、皆で
喜びを分かち合い、今の困難な時を乗り越え、絆
を深める事が必要と思います。町長の考えをお聞
かせください。

　　  田中 政治 議員の質問

田中 政治 議員

町長答弁
コロナ禍において、各種行事が中止となる中、

「どうしたら行事等が開催できるのか、安易にコ
ロナ禍だから中止という結論を導き出すのではな
く、制限を余儀なくされる中でも、創意工夫をし
てその記録等を映像化し、12ch での放映等に繋
げ、町民の皆様と喜びを分かち合える方策を」と
いう趣旨のご質問と理解しました。
元来、各種行事やイベントの開催意義は、「目的
をひとつにして、人が集い絆を深めることで地域
の活力を育む」と考えております。
私自身、ここ一年間そうした地域活力の醸成の
場を失ったことは、非常に残念でなりません。
しかし、この何もしない状況が常態化してしま
い、各種行事やイベントの目的や開催意義自体が
希薄になり、やらなくても生活に影響が無いとの
考えに傾斜し、規模縮小または自然消滅してしま
うことを最も恐れるものであります。
今一度、このコロナ禍をきっかけに「人と人の

繋がり」をじっくり考えなければならない時期だ
と考えておりますし、幹部職員にもこのことは何
度も説いてきました。
このことを踏まえ、各種行事の開催にあたって
は、開催出席者 ･参加者の理解を得たうえで、密
集・密閉・密接の３密を避けながら、マスクの着
用と手指消毒などの基本を徹底するのが大前提と
して必要だと考えております。
現在までに、１月 10 日に開催した「成人式」で
は、来賓やご家族の来場において人数制限し開催
したところです。
また、２月 22 日に開催した「丸毛戦記出陣式」
は無観客で実施しました。
その際、スタッフや出演者は事前にＰＣＲ検査
を行い、感染していないことを確認したうえで、
当日は、感染予防の基本を徹底して臨んだところ
でございます。
その様子については、両行事ともに、動画撮影
を行いましたので、近日、輪之内スマイルチャン
ネルで放送する予定をしております。
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私たちが生活をしていく中で、不要になった粗
大ゴミ、衣類の不要なもの、食品類から出るゴミ
等、多くのゴミ処理に多大な費用が必要です。

“捨てればゴミ”“生かせば資源”とずーっと前
から言われゴミ減量に努力がなされてきました。
リサイクル、リユースを考えた時、当町のエコ

３．環境対策について

町長答弁
時代と共に葬儀に対する考え方も変わり、形式
にとらわれない心のこもったお別れ式を行いた
い、近親者のみで静かに故人を偲びたい等、ご家
族の思いも様々で、ここ数年は近親者のみで行う
家族葬が増えてきたことは議員もご承知のとおり
であります。
また、昨年より新型コロナウイルス感染症の感
染予防のため、施設側としても三密を避け、参列
者をできるだけ最小限に抑えていただくようお願
いをしている現状でもあります。
ご家族のご意向により、お知らせすることなく
葬儀が終わり、後日故人に対する哀悼の意を表し、
最後のお別れをしたかったというお気持ちを持た
れる方も多くおられるかと思いますが、町として

はご家族のお気持ちを第一に尊重し対応させてい
ただいております。
現在、死亡届の受付書類が簡単すぎるのでは、
とのご指摘ですが現在のところ新聞掲載並びに町
報掲載の承諾の可否及び町長、町議会議員、県議
会議員、国会議員への通知承諾の可否については
確認させていただいております。いずれも辞退さ
れる方が多いという現状です。
さらに辞退される方も含めて全員の方に電話等
での問い合わせに答えて良いかも確認して対応し
ております。
議員ご指摘の弔電についての個別確認は、現在
しておりません。今後においては、ご家族のお気
持ち、ご意向に添って哀悼の意と故人への感謝の
意を込めて、町としての対応をして参ります。

前の質問にも関連しますが、最近の葬儀はコロ
ナ禍の影響も大いにあって、家族葬が大半を占め
ています。隣家（組付きあい）も希薄になり、事
後報告があったり、以前は県議会議員、町長の出
席、弔電もあり、故人に感謝の意を表したもので
すが、今は全くない。出席はこの時節なのでご遠
慮しますの意味と思うが、弔電の一報も打てない
のか。マル秘扱いは、秘密で葬儀を行うことと考

えているのか。
先日、住民課で死亡届の書類を見せてもらいま
したが内容は簡単で、少し残念に思いました。弔
電の有無、県議を始め町長、町議員参列の有無、
新聞、町報記載の有無等、チェック欄があっても
良いと思います。
お互いを気遣いながら、絆ができるのではない
か。町長のお考えを聞かせてください。

２．葬祭ついて

また、３月５日の「中学校卒業式」や来る３月
24日に開催予定の「こども園卒園式」、翌日 25日
開催予定の「小学校の卒業式」については、式典の
模様を順次 12ch で放映することとしております。
また、式典の後に担任の先生との学級活動が行
われるのが通例でありますが、教室における３密
回避のため保護者の入室をご遠慮いただくことと
しております。

これについては、保護者への配慮として、ライ
ブ中継を行うこととし、学級活動の様子を体育館
で視聴していただくことにしております。
このように、今後の行事の開催の在り方につい
ては、その関係者と、また併せて動画の配信方法
については、その関係課と検討を重ねながら適切
な方法を模索して参ります。
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町長答弁
平成14年に開館したエコドームは資源持ち込み
分別ステーションとして、町民の方にとって、なく
てはならない施設として定着し多くの方に利用い
ただいております。今では年間累計約 6万 3千人
の方が利用され、循環型社会の形成に向けた３Ｒ、
Reduse（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle
（リサイクル）の共通認識が根付いてきていると強
く感じております。テント張替工事中も一日も早
い開館を望む声が多く聞かれ、改めてエコドーム
の存在の大きさを感じたところであります。
エコドームに持ち込まれる資源ごみの量として
は、ほぼ横ばいで推移、粗大ごみについては、年々
増加傾向にあります。
主な物の年間排出量を申し上げますと、粗大ご
みは前年度 65.2 トン、今年度２月末で 67.6 トンと
増加、古着類は前年度 35.7 トン、今年度２月末で
37.1 トンと増加しておりますが、これはコロナ禍
の影響で在宅時間が増え、普段できない身辺整理
等をされたことが原因と聞いております。その他
紙類は 230 トン前後、空き缶は 22 トン前後、ビン
は 50 トン前後、ペットボトルは 30 トン前後等で
推移しております。資源ごみ全体としては 450 ト
ン前後回収され、リサイクル原料として有効に活
用されております。
議員の「不要となった物の中に再利用できる物
はないのか」というご発言ですが、不要と思う方、
必要と思う方、また見る方の判断により、物の価
値は変わってきます。
しかし、「作る責任」「使う責任」「捨てる責任」
については、環境保護の視点からすれば、共通の
認識を持って行動しなければならないことであり
ます。
エコドームの管理運営は、NPO法人ピープルズ
コミュニティに委託しております。過去にリサイ
クルの一環として、持ち込まれた新品同様の服や

本、新品で出された贈答品等、使用可能な物を展
示し有効活用してもらう取り組みを行っていたこ
とがありますが、残念ながら現在は実施しており
ません。
当時、中止した理由としては、管理が十分にで
きないこと、小型家電の収集を始め、スペースが
手狭になったこと、利用者の減少等の要因があっ
たとのことです。
今の時代、便利なネット上の売買やリサイクル
ショップが普及しておりますので、利用者は非常
に少ないと推察いたしますが、この取り組みにつ
いては、リサイクル活動の一環として有効な方法
ではありますので、物の管理、場所、人的配置等、
NPOの体制や運営上の問題を解決したうえで検
討していきたいと思います。
また、軽トラ朝市の場で開催している、子ども
服やおもちゃなどのフリーマーケット「おさがり
マーケット」の PRも行って参ります。
来年度からは、これまでの活動に加え、海洋汚
染に繋がるプラスチックごみの削減のための活動
や、アスベスト問題となっている珪藻土のマット
回収等、時代に即した環境問題に取り組んで参り
ます。また、NPOの活動の中で、今起きている環
境問題をまず知ってもらい、「今、自分たちに何が
できるのか」を考えてもらえる機会として、「わの
うち環境塾」を開催し、環境保全活動を担う人材
育成を図っていく予定であります。
一人でも多くの住民の方に、環境問題に関心を
持っていただき、ごみの分別や日常的にできる環
境に配慮した行動をとれるよう共に取り組んで参
ります。

ドームに集まってくる不要となった物の中に再利
用できるものはないでしょうか。以前から何度と
なく提案させていただいておりますが一向に進め
られた様子がない。
エコドームも新しくされ、この機会に何かの新
しいリサイクル、リユースが進められるのか注視

していましたが無い。従前の通りでありました。
町長も初日の方針の中でリサイクル事業の推進を
表明されていましたが、どのように考えてみえる
のか、お尋ねします。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

総務産業建設常任委員会は３月 10日と 11日の２日間、文教厚生常任委員会は３月８日と９日に開
かれ、令和３年度予算、令和２年度補正予算を慎重に審査し、その結果、いずれも原案のとおり可決す
べきものと決定しました。

令和２年度 一般会計補正予算（第７号）

総務課
Ｑ　研修負担金等は誰を対象とした研修か。また

研修先はどこか。
Ａ　減額した研修の内容は、職員を対象とした海
外研修分が主で、全国の市町村職員の希望者が
参加する研修である。また研修先はヨーロッパ
やアメリカである。

Ｑ　町有地の払下げ単価は決まっているのか。
Ａ　評価額は土地の近傍類似価格を使用し、名古
屋国税局の相続税倍率を使用しており、今年度
の払下げ実績の単価は、㎡あたり南波は 14,557
円、福束は 14,886 円である。

Ｑ　行政バスの委託の単価はいくらか。
Ａ　５時間未満は 15,000 円で、５時間を超える場
合は１時間あたり 3,000 円加算される。
危機管理課

Ｑ　特別定額給付金補助金などの国庫補助金は、
県を経由して国から町への支払いか、国から直
接町へ支払いのどちらか。また事業を完了し、
国へ請求した後にしか支払いはされないのか。
Ａ　国庫補助金は国から県を経由して町へ支払わ
れる。また、国からの支払いを受ける時期につ
いては、概算払いによる、いわゆる前払いと精
算後の支払いの両方の方法があるが、特別定額
給付金に関する補助金については歳出額が大き
いため、概算払いを受けている。

Ｑ　町内の水防倉庫について、倉庫内の備品の状
態の確認など、管理は誰が行っているのか。

Ａ　水防倉庫内の備品については危機管理課職員
のほか、水防監視員が状態を確認している。

●提言　水防倉庫内の備品について、劣化の有無
の確認など総点検を定期的に行って欲しい。
経営戦略課

Ｑ　住宅建設支援補助金の対象は何件か。
Ａ　27 件である。
Ｑ　特別交付税は何を根拠に算定し交付されるの

か。
Ａ　普通交付税の対象とならないものや、各市町
村における特別な財政需要について考慮され交
付される。

Ｑ　ふるさと納税において寄附金の収入額の目標
を達成できなかった要因は何か。
Ａ　昨年度の実績と比較して４倍以上の収入額と
なったが、目標値を 7.6 倍と高く設定しすぎた
のが要因である。

Ｑ　ふるさと納税の返礼品で人気のあるものは何
か。
Ａ　一位は飛騨牛、二位は季節の野菜、三位は御
膳米である。

Ｑ　減収補てん債の借入先は、国と民間のどちら
か。
Ａ　国の財政融資資金である。

総務産業建設常任委員会

総務産業建設総務産業建設常任委員会常任委員会
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税務課
Ｑ　差押物件鑑定評価委託料とは何か。
Ａ　不動産を公売する際に当該地の評価額を算出
するための鑑定委託料である。

Ｑ　固定資産税の滞納繰越分の予算額を、530 万
円増額したのは、どういうことか。
Ａ　滞納繰越額の予算計上は収納率の実績を乗じ
て算出したものであり、令和２年度では、それ
以上に多くの納付があった。

Ｑ　延滞金の免除はあるのか。
Ａ　法令にのっとり、取り扱っている。
Ｑ　前納報奨金制度がなくなって収納率に影響は

出たのか。
Ａ　制度がなくなるのは、令和 3年度課税分以降
であるが、昨年 9月の条例改正の際に近隣市町
へ廃止後の状況を確認したところ、大きな影響
はなかったと聞いている。

Ｑ　催告書に応じた人の差押えはどうしているの
か。
Ａ　納税相談を行い、分納誓約を結ぶことになる
が、何度も反故にする方には差押えを執行する。
会計室

Ｑ　預金をする際、各金融機関へ利息の交渉をし
ているか。
Ａ　その都度、各金融機関に照会し、有利なとこ
ろに預金している。
産業課

Ｑ　諸収入の地図売払代とは何か。
Ａ　農地地図の販売代金である。
Ｑ　多面的機能支払交付金のうち、施設の長寿命

化に対する交付金が減額されたとの説明があっ
たが、交付率の根拠及び減額理由は何か。
Ａ　今年度、長寿命化の交付率は 79.64% であり、
国で調整されて交付率が決まった。減額理由は
国の財政事情によるところが大きい。

Ｑ　多面的機能支払交付金の農地維持支払交付金
と資源向上支払交付金について、使途に制限が
あるのか。
Ａ　水路の泥上げ、農地等の草刈り、ジャンボタ
ニシ駆除等実施しなければならない活動の定め
はあるが、交付金の使途については定めはな
い。地域の合意を得てもらうようにお願いして
いる。各組織の考え方もあり、使途はさまざま

である。
Ｑ　多面的支払交付金について、地元以外の区域

に農地を持っている場合に使途に関する要望を
しにくい状況にある。地権者にも配慮した活動
にしてもらえないか。
Ａ　事務局に相談があれば対応し、４月以降代表
者会議等を通じて周知を行う。

Ｑ　丸毛兼利啓発事業について今後どうしていき
たいのか、また、特産品開発事業等も継続して
いない印象があるがどう考えているのか。
Ａ　アニメを制作する等、丸毛兼利関連の大きな
事業はほぼ終了したので、それを活用し、地元の
子どもたちに見てもらえる環境を整えたい。ま
た、丸毛のみならず、東西両軍の最前線となっ
た名残で江戸時代に幕府の直轄地になった輪之
内町で御膳籾を供出し、水害との戦いの末、宝
暦治水が行われるなど、輪中をキーワードに歴
史的な要素が線でつながったので、徳川将軍家
御膳米関連商品の物販や PRで町外から輪之内
町へ来てもらえるような取組みを継続して行っ
ていく。

Ｑ　東京圏からの移住支援事業で、無料で観光案
内してもらえる等をうたい文句に地方に連れて
くる事業者もいると聞くが、悪用されてしまわ
ないか。
Ａ　本事業は東京 23 区等から移住し、岐阜県内の
企業に勤めながら５年以上住まわれた方に交付
するもので、条件を満たさないと返還もありう
る事業なので、ご質問のような事業には当たら
ない。
土地改良課

Ｑ　地元分担金について、地元はどのように都合
しているのか。
Ａ　一旦借入れて支払うが、農地の集積率に応じ
た補助金があるので、元金は補助金で賄い、利
子のみ地元が負担することになる。

Ｑ　地元負担はないと聞いていたが、利息分を負
担することは当初からのことか、またどの程度
の負担になるのか。
Ａ　以前のほ場整備では地元分担金に係る元利を
町が負担していたが、現在は、別のソフト事業
で地元分担金相当額を補てんできることになっ
た。分担金 12.5% の内 10％は無利子、2.5% が有
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利子となり、利率については 0.25% で１反当た
り千円の賦課金で賄っている。
　　制度として負担すべき地元分担金の借入に
よって発生する利子分については、地元で負担
するものとして説明している。

Ｑ　四郷南部地区と楡俣南部地区以降のほ場整備
の予定はあるのか。
Ａ　楡俣南部地区の後に、福束北部と福束南部か
ら連名で要望書が出ている。
建設課

Ｑ　道路舗装補修の基準はあるのか。
Ａ　小規模なものについては、地元要望や現場状
況によりその都度判断している。今後とも費用
対効果等検証しながら進めていきたい。

令和２年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算（第１号）

建設課
Ｑ　物件移転補償費とは何か。
Ａ　下水道工事を進めるにあたり支障となる各種
物件の移設等に要する費用。

令和３年度 一般会計予算

総務課
Ｑ　衆議院議員選挙の費用は国の全額補助か。
Ａ　原則国の全額補助である。
Ｑ　再任用職員は何人か。
Ａ　令和３年１月１日時点で、フルタイム再任用
職員は６名、短時間勤務再任用職員は３名。

Ｑ　再任用の更新方法はどのような流れか。
Ａ　毎年更新のため、更新希望調査を実施し、所
属長の意見や、健康面等の聞き取りを行い更新
している。

Ｑ　男女共同参画の委員は決まっているのか。
Ａ　これから選定を行う予定であり、委員に女性
も加えていきたい。

Ｑ　行政手続き等における書面規制、押印、対面
規制の見直し支援業務の内容は何か。
Ａ　押印の省略等はデジタルトランスフォーメー
ション計画とも大きく関連しており、国では、
令和４年度を目処に法整備を進めているため、

町としても国の改正に遅れをとることがないよ
う、令和３年度から洗い出し等順次進めていく。

Ｑ　ラジオ放送でのＰＲは無くなったのか。
Ａ　昨年度から、ラジオ放送でのＰＲは行ってい
ないが、広報戦略は重要であるとの認識を持っ
ており、今年度リニューアルを行った町のホー
ムページの運用方法等を今後検討していきた
い。
危機管理課

Ｑ　防犯カメラの設置補助金の対象となるための
条件はあるのか。
Ａ　今後定める防犯カメラ設置に関するガイドラ
インを遵守することが条件となる。

Ｑ　防犯カメラを設置する町内 10 ヵ所はどこか。
Ａ　今後、大垣警察署生活安全課と連携を密にし、
効果的な設置場所を選定していく。

Ｑ　防犯カメラの設置台数は今後増やしていくの
か。
Ａ　財源等を精査し、対応を決めていくこととな
る。設置したカメラも効果が十分得られたと判
断すれば撤去し、必要な場所に付け替えを行う。

Ｑ　ドライブレコーダーの設置補助金は、イン
ターネット通販で購入したものも対象となるの
か。
Ａ　対象となるように制度設計を行う。補助金の
性質上、なるべく間口を広げ、簡易な制度にす
る予定。

Ｑ　消防団幹部視察研修は、女性防火クラブ幹部
も参加者に入っているか。また、対象となる人
数は何人か。
Ａ　女性防火クラブ幹部も含まれ、総勢 18 名で補
助金を積算してある。

●提言　女性防火クラブについて活動内容を明確
にしたうえで、女性の視点での地域防災を担う
団体として育成すべく、補助金の増額等財源措
置をしてはどうか。

Ｑ　自主防災組織資機材整備事業補助金は何のた
めのものか。
Ａ　令和２年度に各区に対し防災資機材の整備に
対する補助を行ったが、その器材等の更新・修
理のほか、消火栓器材の整備に対して補助金を
交付するものである。

Ｑ　街路灯は何基設置予定か、また、現在の設置
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基数は何基か。
Ａ　令和３年度予算には 20 基を設置予定として
計上してある。また、現在 656 基が設置済み。

Ｑ　街路灯の設置の方法に変更はあるのか。
Ａ　今後商工会からの事務引き継ぎを行うところ
ではあるが、従来の事務手順を踏襲しながら、
そこへ防犯の観点を加えた対応を行っていく考
えである。
経営戦略課

Ｑ　町債は増加傾向にあるが今後どうなるのか。
Ａ　今が償還のピークであるが、今後、可能であ
れば繰上償還を実施していきたい。

Ｑ　基金の積立てはどのような状況であるか。
Ａ　今後、防災拠点の整備を予定しているため公
共施設等整備基金へ積み立てを行うほか、余力
があれば他の基金にも積立てていきたい。

Ｑ　プロの人材の活用による地方の活性化は検討
しているか。
Ａ　国が人材を派遣する制度があるが、町のニー
ズと合うものがあれば活用していきたい。

Ｑ　光ケーブルの加入状況はどれくらいか。
Ａ　現在加入件数は 1,955 世帯であり、加入率に
すると 56.5％。

Ｑ　企業立地奨励金の助成期間は何年間で、その
金額は一定額なのか。
Ａ　助成期間は３年間で固定資産税相当額として
いるが、その金額は償却資産の減価償却や評価
替えにより変わる。

Ｑ　地域情報化推進委員会と公共施設等総合管理
計画検討委員会の目的、人数、構成はどのよう
になっているのか。
Ａ　地域情報化推進委員会では、地域情報化計画
の進捗管理や策定を行い、ICTの推進を目的と
する。委員は現在４名であり、その構成は町民
２名、企業関係者１名、情報教育担当職員１名
である。
　　公共施設等総合管理計画検討委員会は、公共
施設等の長寿命化、更新や統廃合等の長期的な
方針である公共施設等総合管理計画の策定や見
直しについて審議することを目的とする。委員
は 10 名以内であり、これから選任するものであ
るが議員や区長等にお願いしたい。

Ｑ　12 チャンネルの動画番組制作委託料が昨年

より減っているのはなぜか。
Ａ　積算単価の見直しにより予算額は減ったが、
制作予定本数については変わりなく、予算に不
足が生じれば補正予算による増額をお願いした
い。
会計室

Ｑ　加納良造学術文化振興基金は、今どのくらい
あるのか。
Ａ　現在高は、１億 250 万円である。
Ｑ　株式配当金の株は、何株保有し、一株いくら

ぐらいになってるのか。
Ａ　現在、東海旅客鉄道㈱は 100 株保有し、一株
17,410 円。名古屋鉄道㈱は 200 株で、一株 2,704
円。近畿日本鉄道㈱は 100 株で、一株 4,450 円
である。
産業課

Ｑ　歳入の農林水産業費県補助金の減少の要因は
何か。
Ａ　元気な農業産地構造改革支援事業が皆減に
なったことによる。

Ｑ　暗渠水路浚渫工事はどの地域で実施するの
か、また、営農等に支障はないのか。
Ａ　カワバタモロコの生息場所として、福束新田、
海松新田、本戸、楡俣新田、四郷区内と把握し
ているが、工事は越冬場所を確保することを目
的に福束新田区内の水路で実施する。営農等に
支障はない。

Ｑ　カワバタモロコ保護員の方はどういう活動を
しているのか。
Ａ　転売目的に捕獲等を行う者がいないように水
路等の見回りをしている。

Ｑ　ジャンボタニシ駆除について、卵落としのみ
を行っているのか。
Ａ　卵落としのみならず成貝も駆除している。
Ｑ　ジャンボタニシ駆除について、昨年は暖冬の

影響で異常発生したが、何か対策は考えている
のか。
Ａ　これまでは、６月から１月まで実施していた
が、前倒しして４月から実施する。大榑川での
越冬が原因という調査結果があったので、大榑
川に米ぬかなどで誘引するトラップを仕掛け駆
除する。

●提言　他市町で駆除すると助成金を出すといっ
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た事例もあるので取り入れてはどうか。
Ｑ　ジャンボタニシは、用水が入る時に上流から

下流に広がっていくと考えられるので、福束揚
水機場周辺を駆除すべきではないか。
Ａ　福束揚水機場周辺の水路も調査する。ジャン
ボタニシの駆除は時期によっては余計に被害が
大きくなってしまうこともあるので、最小限に
なるよう資源保全会を通じて周知していく。

Ｑ　米粉を使った洋菓子について、町の食材とし
て何が利用され、試作の結果、どういうものが
できたのか。
Ａ　今後、商品によっては町内産のいちごや野菜
を使用することを考えていきたい。また、試作
の結果、洋菓子７品が完成した。

Ｑ　米粉を使った洋菓子について、７品のレシピ
の提供を受けることができるのか。
Ａ　レシピの提供は契約の中に盛り込んでおり、
７品全て提供を受けることができる。

Ｑ　米粉を使った洋菓子について、ホッとステー
ションでも販売していくとのことであったが、
販売できる体制は整っているのか。
Ａ　保冷庫が必要になるのかなど一部調整が必要
になるが、継続的に販売できるよう体制を整え
ていきたい。

●提言　ホッとステーションは観光情報を発信で
きる唯一の場所であることから、もっと有効活
用をしてもらいたい。

Ｑ　青年等就農給付金は個人で申請するのか、ま
た給付が停止となる所得の要件は何か。
Ａ　給付金は、新規就農者１名につき 150 万円で
あり個人で申請する。給付停止になる要件とし
て前年の総所得で判断される。

Ｑ　スマート農業技術導入支援事業補助金は必要
な時期に使えるのか。
Ａ　田植機等早い時期に必要な物もあると思われ
るので、県に要望し必要な時期に使えるように
する。

Ｑ　丸毛氏関連の情報発信について、どこで行う
のか、また福束城のジオラマはどれくらいのサ
イズか。
Ａ　教育委員会と連携し、歴史民俗資料館を活用
して展示等を行う。福束城のジオラマのサイズ
はA3を予定している。

Ｑ　輪之内ふれあいフェスタでは町民が喜ぶよう
な新しい企画を考えているか。
Ａ　内容については、これから検討していく。昨
年は開催できなかったので今年は開催できるよ
うに考えていきたい。
土地改良課

Ｑ　ほ場整備の工事で自然環境に配慮したことは
何かしているのか。
Ａ　環境配慮工事として、排水路の上部を板で覆
い、水路敷を一段低くして、カワバタモロコな
どの小魚を鳥から守り、越冬や繁殖できる場所
を計画している。令和２年度は４ヵ所設けた。

Ｑ　水路に敷コンクリートを打設するのか。
Ａ　コンクリートは角落しの落し口にのみ打設す
るため、環境配慮区間には打設しない。
建設課

Ｑ　耐震シェルターのいままでの実績は何件か。
Ａ　実績は１件。
Ｑ　ブロック塀撤去の促進についてどのようにし

ていくのか。
Ａ　教育委員会と連携し、すでに実施している通
学路の点検を行う際、ブロック塀の危険箇所を
追加確認してもらい、危険個所の把握をし、撤
去に向けた取組をしていく。

Ｑ　耐震診断・耐震補強の実績は何件か。
Ａ　耐震診断は 68 件、耐震補強は５件で、令和２
年度から住宅除却の補助制度が始まり、除却の
実績は５件。

Ｑ　除却補助の条件及び金額はいくらか。
Ａ　戸建て住宅で耐震診断を実施し、建替えが条
件の取壊しに対し、消費税抜きの取壊し費用の
23％で限度額 83 万８千円の補助金が交付され
る。

Ｑ　用悪水路工事の工事内容と延長は何ｍか。
Ａ　下大榑新田は水路改良で 186 ｍ、他の工事は
敷コンクリート工事で、大藪相川 444 ｍ、藻池
新田 390 ｍ、本戸 649 ｍ。

●提言　土地改良事業と連携して事業を進めてい
ただきたい。

Ｑ　各地区からの要望の状況は何件か。
Ａ　令和 2年度に 27 件の要望があり、合計 154 件
の要望に対し 21 件施工し、13.6% の実施率とな
りました。
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　　実施には要望の内容によるが、必要性と費用
対効果を検討し、要望に対し区長と調整したい。

Ｑ　都市計画マスタープランの内容と作成期間は
どれくらいか。
Ａ　第六次総合計画と県の都市計画区域マスター
プランに準じ、今後 10 年のまちづくりに対する
計画を、全体計画・地域別計画を２年間で作成
する。

令和３年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計予算

建設課
Ｑ　汚泥処理業務等の搬出量はどれ位か。
Ａ　令和元年度の処分量は 454 トン、搬出先は大
垣市上石津町の株式会社りゅういきで中間処
理、乾燥をしている。収集運搬については、ト
バナ産業株式会社に委託している。

Ｑ　収集運搬の委託単価はいくらか。
Ａ　1トンあたり税込み 11,550 円である。
Ｑ　一件あたりの下水道使用料の平均はいくら

か。
Ａ　年間約 77,000 円。
Ｑ　浄化センターの修繕計画はあるのか。
Ａ　施設ストックマネジメント実施計画を策定
し、国庫補助金を活用しながら令和 5年度より
計画的に改築・更新していく。

令和３年度 水道事業会計予算

建設課
Ｑ　現在の水道料金はいくらか。
Ａ　税込で 1ヵ月の基本料金が 1,100 円、11 立米
から超過料金が 1立米当たり 88 円かかる。

輪之内町防犯カメラの設置及び運用に
関する条例の制定について

危機管理課
Ｑ　今回防犯カメラを設置するのは各小中学校以

外の公共施設ということで良いか。
Ａ　現在小中学校以外に、各こども園及び図書館
に設置済みである。設置の予定数量は10機であ

り、大垣警察署と連絡を取り合いながら、公共
施設等で犯罪や不審者等発生の危険性が高いと
ころを優先的に設置していく。

Ｑ　個人で防犯カメラを設置する際に注意すべき
ことは何か。
Ａ　原則として自分の敷地内を撮影し、撮影範囲
を必要最小限にすること、防犯カメラを設置し
ている旨を表示することなどである。それらに
ついてはガイドラインを策定し、運営していく。

Ｑ　個人の防犯カメラ設置に対する補助金は、区
から申請するのか、それとも個人から申請する
のか。
Ａ　個人から申請していただくことになる。町の
広報やホームページを活用し、なるべく多くの
方に使っていただけるよう周知する。

輪之内町消防団条例の一部を改正する
条例について

危機管理課
Ｑ　条例中に消防団員の年齢が 18 歳以上 70 歳未

満とあるが年齢が高い方は現場での活動の際、
怪我等の危険が生じないか。
Ａ　70 歳と定めてあるのは機能別消防団員であ
り、活動は昼間のみに限られる。機能別消防団
員の中には元消防署職員の方もおり、指導的な
役割を担う人材でもあることから、年齢の上限
については今後総合的に判断して検討していき
たい。

Ｑ　今回大きく組織が改組されるとのことである
が、第 2 分団第 3 班を解体し、警備班を町内
全地区から選出すると聞いているが間違いない
か。
Ａ　そのとおりである。今回の改正に当たっては
組織の内容を大きく見直し、人口データに基づ
き 2分団・3分団の団員選出を減らし、1分団
の団員選出を増やすことで負担を均等化してい
る。そのなかで第 2分団第 3班を解体し、使用
していた車両等を警備班が中央で使用するよう
にした。

Ｑ　警備班は存続するのか。どこかの班に所属し
て、らっぱを担当することになるのか。
Ａ　警備班については、1分団から 4人、2分団か



令和 3年 5月 1日（　）輪之内町議会だより24

令和２年度 一般会計補正予算（第７号）

住民課
Ｑ　リサイクル材料売却代は前年と比べるとどの

くらいの額なのか。
Ａ　前年度のペットボトルが 22 万 6 千円、今現在
は 15 万 5 千円、紙類は前年度 329 万円、今現在
は 73 万 7 千円。

Ｑ　個人番号カードが普及しないのはなぜか。
Ａ　今はカードを作るメリットがあまりないが、
今後、健康保険証や運転免許証として使用でき
る予定なので、もっと普及させていきたい。

Ｑ　デマンドバスの 16 時 30 分から 18 時まで時
間延長した試験運行後の展開はどう考えている
のか。
Ａ　新型コロナの感染拡大の影響もあるが利用者
が少なく、本格実施は見送りするが、利用者か
らは始発時間を８時 30 分から８時に前倒しす
る要望が多かったため、令和３年度に試験運行
を行う。

福祉課
Ｑ　高齢者福祉総務費の会計年度任用職員報酬が

減額されている理由は何か。
Ａ　採用予定者数に到らなかったため。
Ｑ　新型コロナウイルス感染拡大第４波に備え、

PCR 検査により無症状者を把握してはどうか。
Ａ　PCR 検査は現在県において濃厚接触者を対
象に実施しているが、今後はワクチン接種と併
せて実施する等検討していきたい。

Ｑ　健康計画等策定について、策定目的は何か、
策定後どう生かしていくのか。
Ａ　健康計画、食育推進計画、歯と口腔の健康づ
くり推進計画の３つの計画をまとめたわのうち
健康プランと、いのち支える輪之内町自殺対策

文教厚生常任委員会

文教厚生文教厚生常任委員会常任委員会

ら 2人、3分団から 3人を選出し、通常の訓練
では、らっぱの訓練を行い、火災現場では現場
の警備を行う。警備班に属する団員の選出につ
いては各分団に選出された団員の中で協議し決
定する。この運用については消防団との協議の
結果、決定したものである。

Ｑ　機能別消防団員は、火災現場ではどういった
活動をするのか。また、火災現場まではどうやっ
て行くのか。
Ａ　防火衣等の装備を支給してあり、基本団員と
同様の消防活動を行っている。また、現場への
出動にあたっては、近くの消防団車庫に行き、
基本団員と一緒に出動する方もいれば、自家用
車で現場まで行く方もいる。

Ｑ　消防団の入退団式及び訓練は実施するのか。
Ａ　現在準備しているところではあるが、入退団
式については規模を縮小し実施する予定であ
る。訓練については消防団としては、できるだ
け実施したいという意向であるため、町として
その意向をできるだけ尊重し、対応したい。
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行動計画を、令和３年度から７年度の５か年計
画として策定した。輪之内町における健康課題
を周知し、生活習慣の改善による肥満予防、健
診の定期的な受診等により町民の健康を守って
いくものである。

Ｑ　フレイル予防講座の参加について、会場に行
けない人が自宅で参加できる方法はあるのか。
Ａ　現在、わのうち 12ch で配信をしているが、
放送時間帯を事前にお知らせするなど、自宅で
も参加できるよう周知に努めていきたい。

教育課
Ｑ　要保護・準要保護児童生徒に該当する基準は

なにか。
Ａ　要保護は生活保護世帯であること、準要保護
は、主に児童扶養手当受給世帯や町民税非課税
世帯の児童生徒が対象となる。世帯の収入額・
需要額調書より所得を算定し認定しているとの
こと。

Ｑ　修学助成事業奨学金の減額の理由は何か。
Ａ　コロナの影響で学費の支弁が困難な高校生を
持つ保護者に対し、１人あたり５万円を給付す
る事業であり、６月補正で 40 人の申請を見込
み、200 万円の予算を計上した。現在のところ
11 人の申請があり、55 万円を支出しており、年
度末までの支出を見込み減額した。

令和２年度 国民健康保険事業特別会計
補正予算（第３号）

住民課
Ｑ　出産育児一時金補助金が減額されているが、

何か原因はあるのか。
Ａ　国の社会保険の適用拡大により国民健康保険
被保険者の若年層が減少し、それに伴い申請件
数も減少したことによるものである。

令和２年度 後期高齢者医療特別会計
補正予算（第２号）

福祉課
Ｑ　後期高齢者医療制度の対象者は何名か。
Ａ　令和３年１月 31 日現在で、1,129 名である。

住民課
Ｑ　地域公共交通計画の策定に、住民の意見は取

り入れる予定はあるのか。
Ａ　令和３年の８月に仁木・福束・大藪の各地区
で一般住民主体のワークショップの開催を予定
しており、地域住民の日常生活における移動の
状況やデマンドバス及び自主運行バスの運行な
どに対する意見を把握し、集約して計画に反映
させる。

Ｑ　住基ネットワークシステムとはどのようなの
ものか。
Ａ　住民異動のシステムで全国共通の本人確認を
可能とする地方公共団体間共同システムであ
る。

Ｑ　戸籍クラウドの構築とはどのようなものか。
Ａ　現在、町の戸籍システムサーバーは庁舎内に
あるが、クラウド化することにより、委託する
業者のサーバーに町の戸籍情報が保管され、災
害時などにも戸籍情報などが安全かつ確実に守
られることになる。

Ｑ　地域協働水質改善協議会はどのようなメン
バーでどのような協議をされているのか。
Ａ　環境カウンセラーの小倉会長、岐阜大学の伊
藤准教授、区長会長、グラウンドワーク輪之内
会長、ピープルズコミュニティ理事長、西濃水
産組合輪之内支部長、福束輪中土地改良区の水
利委員長、西濃県事務所環境課長などで構成さ
れ、主な協議としては水質の改善が目的ではあ
るが、輪之内の川の濁ってるイメージを、魚も
多種類が存在しており、水質的にはそんなに汚
い訳ではない事やカダヤシなどの外来種駆除活
動の実施などについて積極的に住民に周知して
いかなけばならない。

Ｑ　廃棄物減量等推進審議会委員の構成や役割は
何か。
Ａ　区長会長、グラウンドワーク輪之内会長、ピー
プルズコミュニティ理事長、老人クラブ連合会
長、商工会長、校長部会代表などで構成され、
主に一般廃棄物処理実施計画の内容の審議や資
源ごみなどのリサイクル率をどう増やすかを協
議している。

令和３年度 一般会計予算
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福祉課
Ｑ　老人ホーム入所判定委員とはどのような仕事

をするのか。
Ａ　高齢者のうち虐待を受けている方や、収入が
なく経済的に困窮している方について、養護老
人ホームへの入所が必要か協議していただくも
のである。

Ｑ　こども食堂運営補助金について、どこが実施
するか決定しているのか。
Ａ　現時点では決定していない。以前はNPO法
人ピープルズコミュニティが大藪コミュニティ
防災センターで実施していたが、新型コロナウ
イルス感染防止のため、今年度は実施していな
い。

Ｑ　会計年度任用職員報酬 8,038 千円の内訳は何
か、職員確保の見込みはあるのか。
Ａ　報酬の対象は保育教諭 26 名、調理員９名で、
令和３年４月１日現在確保できる見込みであ
る。

Ｑ　予防接種謝礼と予防接種委託料との違いは何
か。
Ａ　予防接種謝礼は、新型コロナウイルスの集団
予防接種に従事する医師や看護師への謝礼であ
るのに対し、予防接種委託料は、子どもの予防
接種やインフルエンザ等の個別予防接種に関す
る委託料である。

Ｑ　高齢者を対象とした肺炎球菌予防接種費用の
補助について、補助対象を２回目以降の接種に
も拡大にしてはどうか。
Ａ　任意予防接種に対する補助の拡充について
は、今後検討していきたい。

Ｑ　高齢難聴者補聴器購入費等助成金について、
補聴器の購入はどの店でも可能か、また、もう
少し簡易な申請方法にできないか。
Ａ　補助を適正に行うため、販売証明を出すこと
ができる店に限定する予定であり、身体障害者
手帳の申請のように、医師の診断書等の提出は
なく、簡易な方法で行っていくよう検討する。

Ｑ　中核機関設置業務について、895 千円の内訳
は何か。
Ａ　中核機関設置業務委託料 567 千円のほか、中
核機関設置検討会謝礼 240 千円、需用費 88 千
円。

Ｑ　徘徊見守り GPS 端末とは何か。
Ａ　徘徊事案発生時、GPS 情報をもとに居場所
検索できるよう見守り機能を強化するものであ
る。現在利用実績はないが、申し出があれば貸
し出し可能である。

Ｑ　婚活サポート事業について、成婚者はどれく
らいいるのか。
Ａ　町社会福祉協議会への委託事業で、年２回婚
活イベントを開催するほか、アプリを利用した
マッチング等実施している。しかしながら成婚
までは到っていない。
教育課

Ｑ　令和３年度のカナダ、鹿児島派遣研修は実施
することができるのか。
Ａ　現時点ではカナダは入国制限があるため難し
いが、鹿児島派遣は実施の方向で検討していき
たい。

Ｑ　カナダ、鹿児島研修の予算が増額されている
理由は何か。
Ａ　今年度はカナダ、鹿児島派遣研修が新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により中止となった
ため、来年度は少しでも多くの児童生徒に派遣
の機会を与えるため、募集人数を増やした。

Ｑ　小学校使用料とは何か。
Ａ　体育館や運動場の施設使用料である。
Ｑ　給食で御膳米を提供できないか。
Ａ　岐阜県の掲げる米の安全・安心・安定の基準
を満たすのであれば、提供できる。

Ｑ　特別支援教育支援員謝礼とは、学校の特色あ
る取りくみに対する謝礼のことであるか。
Ａ　主に、地域学校協働活動として、学校の中で
お手伝いしていただいたことの謝礼で、学習支
援は 1,480 円、見守り支援等は 1,100 円、単純作
業は 860 円の時給である。

Ｑ　サートラス補償金とは何か。
Ａ　デジタル教科書やタブレットで ICT 教育が
拡大され、ネットを利用した著作物を含む教育
資料の公衆送信を行う補償金である。

Ｑ　中学生の防災士について、今後どのように活
用していくのか。
Ａ　防災教育としてまずは自分の命を守ることが
できるよう、防災士養成講座で知識や姿勢を身
に付け資格を取得してもらう。そして地域防災
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令和３年２月９日全国町村議会議長会定期総会において、
「町村議会議長として７年以上在職し、功労があった」として、
当議会の小寺強議員に自治功労者表彰が贈られました。小寺
強議員は「受賞は町民の皆様の支えのおかげ」と感謝してい
ました。

小寺　強 議員に小寺　強 議員に
全国町村議会議長会より全国町村議会議長会より
自治功労者表彰自治功労者表彰

小寺 強 議員

に関われるように避難所等での自主的な活動の
機会をつくっていきたい。

Ｑ　図書館の蔵書と購入予定冊数はどれだけか。
Ａ　令和元年度は蔵書数は 88,968 冊、一般書は
1,244 冊、児童書は 609 冊を購入した。来年度も
同じ冊数程度購入していく。

Ｑ　女性会議の活動はなにか。
Ａ　主な活動として、環境への取組として廃油石
けん作りやマイバック運動、ボランティア活動
として花壇作りや複十字運動、そのほか研修会
やイベントへの参加や協力、講演会などを開催
している。また今年度は、AEDの設置場所の町
内マップを作成していただいた。

Ｑ　デジタル教科書を導入すると紙の教科書は使
用しなくなるのか。
Ａ　まだ全教科デジタル教科書にはならない。ま
ずは中学生が２教科、小学５・６年生が１教科
から導入する。デジタル教科書と紙の教科書は
併用していく必要がある。

Ｑ　学校校務員内外作業業務委託とはシルバーに
どういった作業を委託しているのか。
Ａ　主にパントリーの受渡しや校舎敷地内の清掃
や草刈り作業を委託している。

Ｑ　ねんりんピックとパラリンピックはいつ開催
されるのか。
Ａ　ねんりんピックが 10 月 31日（日）、パラリン
ピックは採火式が８月 13日（金）に開催される。

住民課
Ｑ　レセプト点検で負担割合などに相違が発見さ

れた場合は被保険者本人にどう対処されるの
か。
Ａ　例えば被保険者が２割負担なのに３割負担と
して徴収された場合は、町と医療機関間で調整
し、後日医療機関から負担金の差額は返還され
る。

令和３年度 児童発達支援事業特別会計予算

福祉課
Ｑ　発達支援教室そらの利用児童数は何人か。
Ａ　未就学児を対象とし、35 名である。

輪之内町福祉医療費助成に関する条例の
一部を改正する条例について

福祉課
Ｑ　マイナンバーカードを保険証として使用でき

るようになることで、従来の保険証は不要にな
るのか。
Ａ　マイナンバーカードを読み取り、被保険者情
報を確認できれば、保険証の呈示は不要である。
ただし、対応できる医療機関が限られるため、
当面は保険証の呈示が必要となる。

令和３年度 国民健康保険事業特別会計予算
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《１月》
８日　広報編集委員会
10日　成人式
13日　第１回地域自立支援部会�
15日　安八郡広域連合監査
21日　全員協議会
22日　例月出納検査
26日　大垣消防組合北部消防署新庁舎竣工式
28日　第２回地域自立支援部会

《２月》
１日　第20回千本桜まつり運営委員会
４日　第１回西濃環境整備組合議会定例会
５日　青少年育成町民会議運営委員会
８日　安八郡高齢者プラン策定委員会
　　　第20回千本桜まつり実行委員会（第２回）
16日　地域財政対策等説明会
　　　地域ケア推進会議
18日　議会運営委員会
　　　全員協議会
22日　第１回あすわ苑老人福祉施設事務組合
　　　議会定例会
　　　第１回安八郡広域連合議会定例会
24日　第３回西南濃町村議会議長会
25日　第５回健康計画等策定委員会　　　
26日　例月出納検査����
　　　第２回国民健康保険事業の運営に関する
　　　協議会

《３月》
４日　第１回定例町議会（初日）
８日　文教厚生常任委員会
９日　文教厚生常任委員会
10日　総務産業建設常任委員会
11日　総務産業建設常任委員会
16日　議会一般質問

17日　第１回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
18日　第１回都市計画審議会
22日　土地開発公社第２回理事会
　　　第３回植物防疫協会理事会
24日　岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
　　　下水道推進協議会
26日　学校教職員送別会
　　　第20回子ども・子育て会議
29日　例月出納検査
　　　西南濃粗大廃棄物処理組合議会定例会
　　　大垣衛生施設組合議会定例会　
　　　大垣消防組合議会定例会
　　　西南濃老人福祉施設事務組合定例会

議 会 活 動 日 誌

▼編集後記
100 年に一度と言われる世界的規模の感染病の発
生から１年と５ヵ月が経とうとしています。感染予
防対策に対し、町民の皆様一人ひとりのご協力を頂
いていますことに心より御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの影響も受け、私たちの生活
は大きく変わろうとしています。リモートの活用に
よる通勤・通学の必要性の見直しやキャッシュレス
決済、インターネットによる購買、デジタル教科書
の活用等、情報通信技術の発達により、生活様式が
変わりつつあります。社会の変化に適応しながら、
誰ひとり取り残さない社会を目指します。安心安全
な町づくりの一環として、今年度は、新たに町内 10
ヵ所に防犯カメラが設置されます。今後も安心して
暮らしていける町づくりに議員一同取り組んで参り
ます。町民の皆様の意見をぜひ議会に届けていただ
きますようお願い申し上げます。

議会広報編集委員会
　委 員 長　浅野　重行　　副委員長　土井田崇夫
　委　　員　林　日出雄　　委　　員　大橋　慶裕

★次の定例会は６月の予定です。皆さまの傍聴を
お待ちしています。


