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固定資産評価審査委員会委員に
森島 誠也 氏（再任）
任期 　令和３年10月 1日～

令和６年 9月30日　

　町民の皆さまへ

　輪之内町議会では、９月定例会の会期中に１名の議員が新型コロナウイルスに感染したこ
とが確認され、また他の８名の議員についても濃厚接触者と認定されたことで、議員全員が
最終日までに参集できず自然閉会となり、いくつかの議案について審議未了のため廃案とな
りました。
　平素より検温、手指のアルコール消毒、換気はもちろんのことアクリルパーテーションの設
置等の感染症対策を講じていたところではありますが、感染防止に対する認識が甘かったと深
く反省しております。
　９月定例会がこのような事態となりましたことで、町の行政運営に支障が生ずることのない
よう、早急に代替日程を検討し 21 日、22 日に臨時議会を開会し、再上程された補正予算２議
案等を審議し可決いたしました。
　町民の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
　議員一同、今後一層、新型コロナウイルス感染防止に努め、町政発展のため尽力する所存で
ありますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

輪之内町議会議長　田  中  政  治　

条　例
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

　事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣
府令が８月２日に公布されたことを受け、改正内
容に対応をするもの。

輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則について

議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として、
出産、育児、介護など議員として活動するに当たっての諸要因に配慮するため、育児、介護など議
会への欠席事由を整備するとともに、出産については母性保護の観点から出産に係る産前・産後の
欠席期間を規定するもの。
また、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続きについて、請願者に一律に求めて
いる押印の義務付けを見直し、署名又は記名押印に改めるもの。

２０21年
９月 第３回定例町議会

令和３年第３回定例町議会が開かれ、３日の初
日に町長から提出された固定資産評価委員会委員
の選任、補正予算２件、決算の認定５件、輪之内
町特定教育・保育及び施設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、議員提案の輪之内町議会会議規則
の一部を改正する規則についてを上程し、審議の
結果、固定資産評価委員会委員の選任、条例１件、
議員提案１件を可決しました。
補正予算２件、決算の認定５件は審議付託とさ
れましたが、議会が自然閉会となり審議未了のた
め廃案となりました。
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令和２年度の輪之内町一般会計、並びに各
特別会計の決算、及び各基金の運用状況の審
査を高橋愛子監査委員とともに厳正かつ公平
に実施しましたので、監査委員を代表してお
手元の決算審査意見書により申し上げます。
地方自治法第 233 条第２項の規定により、
令和２年度の各会計歳入歳出決算、及び証書
類、並びに同法第 241 条第５項の規定により、
各基金の運用状況を示す書類について、審査
いたしました。
審査の対象とした会計は、一般会計、国民
健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別
会計、児童発達支援事業特別会計、特定環境
保全公共下水道事業特別会計、の５つの会計、
並びに、各基金の運用状況について、審査の
対象といたしました。
審査の実施日は、令和３年７月 14 日から
15 日の２日間にわたり、実施いたしました。
審査にあたりましては、予算が適正かつ効
率的に執行されているかに主眼をおき、決算
書、付属書類などに基づきながら、合わせて関
係職員の説明を聴取する形で実施しました。
審査の結果を申し上げます。
審査に付された一般会計、各特別会計の歳
入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実
質収支に関する調書、及び財産に関する調書
は、法令に準拠して作成されており、その内
容を審査した結果、決算計数は誤りのないも
のと認められ、会計経理は完全でありました。
また、各基金の運用状況を示す書類の計数
についても、関係帳簿及び証書類と合致して
おり、誤りのないものと認められました。
決算の概要と、基金の運用状況、審査の意

見については、この意見書に記載したとおり
であります。
今後も厳しい財政状況が続きますので、限ら

れた財源の効率的な活用に一層努められ、真に
住民に必要な、安心で安全な住みやすい町づ
くりを進められますよう期待しております。
以上のとおり、令和２年度の決算審査の結
果を申し述べましたが、私ども監査委員は、今
後とも町政の公正かつ効率的な運営のため、
その使命を全力で果たしてまいりますので、
議会、並びに町執行部の皆様方の御理解、御
協力を賜りますようお願い申し上げまして、
報告とさせて頂きます。
最後になりますが、現在、実施されている
コロナワクチンの接種につきましては、町職
員の皆さんの応援もありまして順調に進んで
おり、お礼を申し上げたいと思います。引き
続き希望者全員の接種が完了するまで宜しく
お願いします。
また、最近のコロナウィルスの急激な感染
拡大は、これまでと同様の感染防止策では、
感染の拡大を防げないことを示しています。
自治体としてどうすべきなのか、町民との
連携や学校教育のあり方などに加え、感染者
数や年齢層の変化によっても防止策は異なっ
てきますので、大変難しい対応が必要と考え
ますが、町民の命と健康を守るために、最善
の感染防止策を講じて頂きますよう宜しくお
願いします。

令和３年９月３日

監 査 報 告

監査委員　野々垣 昌司
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令和３年度令和３年度
補正予算補正予算

4,256万円4,256万円を追加

２０21年
９月 臨 時 議 会
21日～22日

今回の定例会に代わる第２回臨時町議会が開かれ、会期を９月
21日、22日の２日間と決定した後、町長から提出された補正予算
２件と議員提案の意見書２件を上程し、そのうち意見書２件を可決
し、補正予算２件を各常任委員会に審議付託された。
22日の最終日には、各常任委員会に付託していた、補正予算２
件を可決し閉会した。

一般会計

田中　政治　議長
歳 出 の 主 な 補 正

総 務 費

・�文書費（個人情報保護制度見直し対応支援業務）
� 132万円

民 生 費

・�福祉医療費（福祉医療費県補助金精算に伴う返
還金）� 274万1千円
・�高齢者福祉総務費（後期高齢者医療療養給付費
負担金過年度精算金）� 552万円

衛 生 費

・保険衛生総務費（会計年度任用職員報酬等）���
� 409万5千円
・�予防費（予防接種謝礼、時間外・休日接種会場
への医療従事者派遣事業委託料）
� 1,445万4千円

農林水産業費

・�耕種農業費（スマート農業技術導入支援事業補
助金）� 70万5千円

消 防 費

・防災費（消耗品費）� 297万円

教 育 費

・事務局費
（GIGAスクール用ネットワーク工事）
� 1,060万4千円

歳 入 の 主 な 補 正

・地方交付税（普通交付税）� 2,705万5千円

国庫支出金/国庫負担金

・�衛生費国庫負担金（新型コロナウイルスワクチ
ン接種対策費国庫負担金）� 607万7千円

国庫支出金/国庫補助金

・�衛生費国庫補助金（新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金）� 583万2千円
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少子高齢化が深刻な我が国において、子どもたちの健やかな成長発達を力強くサポートしていくこ
との重要性がかつてなく高まっており、国、都道府県、市町村が強力に連携して取り組む課題である。
地方行政の現場では、子ども・子育てに関する様々な相談や要望が住民から日々寄せられている。
妊娠、出産、保育、教育、医療、福祉、児童虐待、非行、貧困、いじめ、事故など多岐にわたる要望
や相談に適切に対処すべく、現場の職員は国と連携しつつ尽力しているが、国の一元的な窓口が存在
しないため、十分な連携が取れず、迅速かつ適切な対応ができないケースもある。また、現状では、
類似制度であっても所管官庁が異なった場合、複数の基準があったり、複数の手続きが必要になった
りする場合がある。さらには、必要な施策を進める上で、財政的な制約も深刻である。
現在報道されている「こども庁」設置は、まさにこれらの諸課題の解決に資するものと考える。
よって、国においては、子ども政策の充実を図るため、早急に次の事項を実施するよう強く要望する。

記

１�　専任の大臣の下で、強い権限を持って子ども・子育てに関する施策を一元的に所管する「こども
庁」を設置すること。また、設置に際しては、自治体の意見を聴くこと。

２�　支援策を検討する際は、類似制度間では基準や手続きを統一するとともに、自治体間での格差が
生じないよう、「こども庁」が主導して国、都道府県、市町村の連携体制を構築すること。また、他
省庁との調整が必要な場合は「こども庁」がワンストップ窓口となり自治体との調整を行うこと。

３　自治体の子ども施策を充実させるため、人材確保支援・財政支援を強化すること。
��
　　令和 3年 9月 21 日

岐阜県安八郡輪之内町議会

こども庁の設置を求める意見書

意 見 書 を採択しました

令和３年度
国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）� 648万 8千円を追加

　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
648 万 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ 9億 4,648 万 8 千円と定める。

歳 出 の 主 な 補 正

諸支出金／償還金
及び還付加算金

・償還金（県支出金等精算返納金等）
� 648万8千円

歳 入 の 主 な 補 正

・繰越金� 648万8千円

県支出金 /県補助金

・�農林水産業費県補助金（スマート農業技術導入
支援事業補助金）� 61万3千円

・�消防費県補助金（避難所生活環境確保事業補助
金）� 148万5千円

諸収入・雑入

・雑入（安八郡広域連合還付金）� 134万9千円
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新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・
社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度に
おいても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。
地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防
災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障
等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。
よって、国においては、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に
実現されるよう、強く要望する。
��

記
��
１�　令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針
2021」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する
とされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地
方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。

２�　固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じ
て行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講
じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今
回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。
��
３�　令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和２年度と同
額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。
��
４�　令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延
長について、更なる延長は断じて行わないこと。
��
５�　炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に
税源配分すること。
��
　以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。
��
　　令和 3年 9月 21 日

岐阜県安八郡輪之内町議会

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書

意 見 書 を採択しました
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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及び文教厚生常任委員会は９月 21日に開催され、令和３年度一般会計補
正予算、国民健康保険事業特別会計補正予算を審議し、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定
しました。

総務産業建設総務産業建設常任委員会常任委員会

令和３年度 一般会計補正予算（第２号）

総務課
Ｑ　今回の文書費の委託先は何処か。
Ａ　当町の例規整備を委託している業者に委託を考
えている。

Ｑ　行政のデジタル化とは何か。
Ａ　国が進めているデジタル化の定義は、人々の生
活をより良いものへと変革することで、押印廃止
やペーパーレス化等、より無駄を省いて事務の効
率化を図ることである。

Ｑ　個人情報の廃棄を求めることができるのか。
Ａ　現個人情報保護条例の規定に基づき求めること
ができ、改正された個人情報保護法でもその部分
は継承されている。
危機管理課

Ｑ　昨年楡俣に防災備蓄倉庫が設置されたが、どう
いった計画で設置されているのか。また、設置場
所について、高所に設置しないと水没してしまう
のではないか。
Ａ　議員の質問にある防災倉庫については、令和 2
年度の防災対策交付金を活用し、楡俣南部区で設
置いただいたものと思われる。この交付金は各区
で自助・共助で必要となる防災資機材を整備した
費用に対し町から交付したもので、備蓄倉庫の設

置をした区も多かったとのこと。
　　設置場所については輪之内町内に地上高の高い
場所が無く、過去からの懸案事項となっている。
避難所についても同様で、建物の１階部分は使用
できなくなるため、広域の防災協定により対応す
るよう進めているほか、避難の際には友人・知人
宅への避難も選択肢として頂くよう、意識啓発に
努めている。

Ｑ　今回購入予定の間仕切りは体調不良等の特別な
人が使用するものなのか。また、配備先は決めて
あるのか。
Ａ　発熱等の体調不良者をはじめ、新型コロナウイ
ルスの濃厚接触者の方についてはそれ以外の方が
避難している場所と物理的に行き来できないよう
に遮断した専用の避難場所を準備する。今回の間
仕切りはその専用避難場所で使用する想定であ
る。
産業課

Ｑ　ドローンはどのくらいまで
の重さを上げられるのか。
Ａ　最大 36 ㎏である。
Ｑ　ドローンは小さいが、どれくらいの面積の薬剤

散布ができるのか。
Ａ　１ヘクタールを約 10 分で散布できる。
Ｑ　ドローンの導入が増えてくると個人防除が増

え、一斉防除の効果は薄くなるのではないか。
Ａ　導入後、植物防疫協会の防除実施日に合わせて
もらうなどして、一斉防除の効果を上げていきた
い。

Ｑ　ドローンの操縦資格を取得するためにいくら必
要か。
Ａ　20 万円から 25 万円必要になる。
Ｑ　ドローンの車検の間隔はどれだけか。
Ａ　１年間である。

総務産業建設常任委員会
委員長報告
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文教厚生文教厚生常任委員会常任委員会

令和３年度 一般会計補正予算（第２号）

住民課

Ｑ　マイナンバーカードの普及率はどのくらいか。
Ａ　９月５日現在、申請者 4,338 名、交付済者 3,907
名、町内 45％の普及率。

Ｑ　スキャナーの導入について、普通のコピー機で
は使用できないのか。
Ａ　このスキャナーはカードの情報を読み取り、印
字することができるため、普通のコピー機では対
応できない。
福祉課

Ｑ　新型コロナウイルスワクチンの１回目の接種済
者数はどれくらいか。
Ａ　12 歳以上の接種対象者 8,620 名に対し、１回目
の接種済者数は6,892名、接種率は79.95％である。

Ｑ　保健センターに産休育休代替職員として配置す
る保健師２名の人件費について、対象期間及び現
在の採用状況はどうなっているのか。
Ａ　９月から３月までの７か月間で、現在は１名採
用済。

Ｑ　新型コロナウイルスワクチン接種に関する報償
費と委託料の内訳及びその財源の内訳はどのよう
になっているのか。
Ａ　それぞれ、11 月末までに接種を完了するための
経費で、医師や看護師に対する報償費については、
医師は１時間当たり２万円で月 100 時間、看護師
は１時間当たり５千円で月 580 時間を見込んでい
る。
　　医療従事者派遣事業委託料については、時間外
及び休日を対象に 11 月までの３か月間を見込ん
でいる。
　　財源の内訳について、委託料は国の交付金が
10/10 であり、報償費は、接種者の人数によって
負担金の金額が決まる。現在は、８割の接種率で
試算をしているが、最終的な接種率は８割を超え
る予想であり、一般財源からの支出の割合が減少
する見込みである。

Ｑ　接種率を向上するための対策についてはどう考
えているのか。
Ａ　現在、安八郡医師会長の西脇先生に依頼し、輪
之内スマイルチャンネルで新型コロナウイルスワ
クチンに関する情報を放送している。今後も医師
の先生の協力を得ながら、安心して接種が受けら
れる環境づくりに努めていきたい。
教育課

Ｑ　１Ｇは 100M の何倍になるのか、又、通信量を
あげた検証はされたのか。
Ａ　通信量は、10 倍になる。中学校内 LAN機器を
更新する工事は、現在、施工しているが、効果は
ある。

Ｑ　コロナ関係で議会での審議が遅れたが、支障は
あるのか。
Ａ　特に支障はない。議決後、早々に入札をし、工
事に取り掛かる。

Ｑ　夏休み後、小学校はリモートにて授業をされた
が、中学校は無かったと思うがなぜか。
Ａ　判断は、各小中学校で対応しているので、確認
する。

Ｑ　タブレットのチャットによるいじめの書き込み
が、報道されている。セキュリティ対策はどうなっ
ているのか。
Ａ　現状で最適のセキュリティは掛けている。今後
も注視していく。

文教厚生常任委員会
委員長報告

オンライン授業の様子
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桜会 総会桜会 総会桜会 総会
去る、８月６日（金）、役場３階　
協議会室にて、輪之内町桜会（会長　
加藤正昭）の総会が開催されました。

当日は、田中政治議長と、町長の代理として荒
川�浩参事が来賓として出席し、はじめに、役員
改選により、新役員として会長に森島光明氏、副会長に古田東一氏、幹事長に森島正司氏を選出。次
に令和２年度事業報告・収支決算報告、令和３年度事業計画・収支予算等が審議され、承認されました。
総会後には、荒川参事から令和３年度輪之内町主要事業の概要についての説明を受け、今後のまち
づくりに関する意見交換が行われました。

土井田 崇夫 氏

輪之内町議会副議長「土井田 崇夫 氏 逝去」
輪之内町議会議員の土井田崇夫氏が、令和３年９月 28 日
急逝されました。
氏は、令和元年５月の町議会議員選挙でトップで初当選
されて以来、若さと情熱をモットーに精力的に議員活動を
されてきました。令和２年には文教厚生常任委員長に就任
され、特に教育環境の整備の必要性を訴え、また、令和３
年５月には副議長に就任され、短い期間でしたが議長の補
佐役として尽力されました。
ここに、ご生前の功績を偲び、心から哀悼の意を捧げます。

市町村議会セミナー【オンライン】市町村議会セミナー【オンライン】市町村議会セミナー【オンライン】
自治体ＳＤＧｓについて自治体ＳＤＧｓについて自治体ＳＤＧｓについて
8 月 27 日全議員参加のもと、初めてのリモートでの研修を役場二階の災害対策本部室
で自治体 SDGs について受講しました。SDGs とは「持続可能な開発目標」のことであり、
2015 年に国連サミットで世界 193 か国の合意により策定され、2030 年に向けた 17 目標

からなる持続可能な社会づくりの羅針盤といえるものです。
約 1時間 30 分の講習の間に、一度通信過多と思われる通信
の不具合が起きましたが、数秒ほどで復旧でき、快適に受講
する事ができました。声もはっきり聴こえ、画像も鮮明に観
えました。遠くまで講習を受けに行かずに、離れた場所でも
お互いに意見交換ができるような時代だと実感しました。
環境や社会的課題に向けて、共通の標準環境づくりや自主
的な取り組み、協働活動を推進するために、輪之内町がこれ
から SDGs を通して何ができるのか可能性を探したいと思い
ます。

SDGs バッジ
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▼編集後記
「わのうち議会だより」132 号をお届けします。
新型コロナウイルス感染症は、町民の生活に大変
大きな影響を及ぼしています。若年層の感染者が全
体の 50％を占め若者の感染の多さも目立っていま
す。岐阜県においても９月30日まで緊急事態宣言が
発令され、各種行事等の延期、中止、自粛を余儀な
くされました。まだまだ、新型コロナウイルスによ
る制限の生活が続きそうで、生きづらさを感じてい
ると思いますが、楽しみ方を見つけるとともに周り
の人たちとお互いに助け合い、この困難を乗り切ろ
うという気持ちで、毎日を過ごしたいと思います。
なお、一日も早く新型コロナウイルスが終息し、安
心、安全な生活に戻ることを願っています。
最後に、議会広報編集委員として活躍された土井
田議員が逝去されました。心からご冥福をお祈りし
ます。今後は、土井田議員の熱い思いを受け継ぎ議
員活動に努めてまいります。

議会広報編集委員会
　委 員 長　林　日出雄　　委　　員　浅野　重行
　委　　員　大橋　慶裕

★次の定例会は12月の予定です。皆さまの傍聴をお
待ちしています。

《７月》
２日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設

促進協議会
　　　大垣消防組合議会臨時会
　　　第１回輪之内町第六次総合計画審議会
５日　広報編集委員会
８日　令和３年度東海環状自動車道西回りルー

ト建設促進大会
12日　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臨時会
13日　第２回ふれあいフェスタ実行委員会
14日　決算審査
15日　決算審査
19日　全員協議会
20日　主要地方道羽島養老線改良促進期成同盟会

令和３年度理事会
26日　安八郡町村議会議長会
　　　第２回西南濃町村議会議長会
27日　第２回輪之内町第六次総合計画審議会
28日　第３回ふれあいフェスタ実行委員会
30日　令和３年度揖斐川流域住民の生命と生活

を守る市町連合総会

《８月》
５日　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同

盟会総会
　　　町防災会議
６日　桜会総会
13日　パラリンピック聖火フェスティバル採火式
20日　議会運営委員会
　　　全員協議会
23日　例月出納検査
　　　学校給食センター運営委員会
27日　市町村議会議員セミナー（オンライン）
　　　岐阜県町村議会議長会第２回評議員会

《９月》
１日　第１回農業振興地域整備促進協議会
　　　第１回岐阜県共同募金会輪之内町分会
　　　役員会
３日　第３回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
　　　令和３年度第２回土地開発公社理事会
21日　第２回臨時町議会（初日）
　　　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会
22日　第２回臨時町議会（最終日）
　　　全員協議会
24日　例月出納検査
30日　安八郡戦没者追弔会

議 会 活 動 日 誌


