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令和３年度令和３年度
補正予算補正予算

4,084万円4,084万円を追加

２０21年
12月定例議会
3日～15日

令和３年第４回定例町議会が開かれ、初日に副議長選挙を行い、
指名推選により新副議長には小寺 強副議長が就任しました。

副議長選挙後、町長から提出された専決処分の承認１件、補正予
算１件、決算の認定５件、条例改正１件の合計８議案が上程され、
審議の結果、専決処分の承認１件、条例改正１件を可決し、補正予
算１件、決算の認定５件を各委員会に付託し散会しました。

最終日には、各委員会に付託していた、補正予算１件、決算の認
定５件を原案のとおり承認・可決し、慎重審議の結果、承認・可決
し、閉会しました。

なお４名の議員により一般質問が行われました。

一般会計

田中 政治　議長

前副議長の土井田崇夫議員の急逝に伴い、令和３年 12 月３日開
催の 12 月定例会において、議員各位のご推挙により副議長の要職
に就任いたしました。今後は前土井田崇夫副議長の思いを受け継ぎ、
議長を支え公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりますので、どう
かよろしくお願い申し上げます。

私たち議会議員は、町民の皆様の代表者としてご意見を町政に反映させることはもちろ
ん、時代の変化に的確に対応し、全議員が一丸となって環境対策、少子高齢化対策、災害
対策など山積する様々な課題に真摯に取り組んでまいります。

最後に、皆様のより一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ副議長就任の
挨拶とさせていただきます。

� 輪之内町議会副議長　小　寺　　　強　

輪之内町議会副議長就任あいさつ

小寺 　強 副議長
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委 員 会 等 の 名 称 人員 議　員　氏　名

議 長 １ 田中　政治

副 議 長 １ 小寺　　強

総 務 産 業 建 設 常 任 委 員 会 ８

◎ 浅野　重行 ○ 小寺　　強 田中　政治

髙橋　愛子 上野　賢二 浅野　　進

林　日出雄 大橋　慶裕

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 ８

◎ 林　日出雄 ○ 大橋　慶裕 田中　政治

小寺　　強 髙橋　愛子 上野　賢二

浅野　　進 浅野　重行

議 会 運 営 委 員 会 ４
◎ 上野　賢二 ○ 小寺　　強 髙橋　愛子

大橋　慶裕

監 査 委 員 １ 髙橋　愛子

議 会 広 報 編 集 委 員 会 ４
◎ 林　日出雄 ○ 小寺　　強 浅野　重行

大橋　慶裕
国 民 健 康 保 険 事 業 の
運 営 に 関 す る 協 議 会 ３ 浅野　重行 林　日出雄 大橋　慶裕

民 生 委 員 推 薦 会 １ 上野　賢二

公 民 館 運 営 審 議 会 ２ 上野　賢二 浅野　　進

給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 ３ 髙橋　愛子 浅野　　進 林　日出雄

選 奨 生 選 考 委 員 会 ３ 髙橋　愛子 浅野　　進 林　日出雄

青 少 年 育 成 町 民 会 議 ３ 文教厚生
委 員 長 林　日出雄 髙橋　愛子 大橋　慶裕

岐阜県共同募金会輪之内町分会 ２ 文教厚生
委 員 長 林　日出雄 浅野　重行

植 物 防 疫 協 会 ３ 仁木 田中　政治 福束 大橋　慶裕 大藪 林　日出雄

農 業 振 興 地 域 整 備 促 進 協 議 会 ２ 浅野　重行 大橋　慶裕

都 市 計 画 審 議 会 ３ 議　長 田中　政治 上野　賢二 大橋　慶裕

土 地 開 発 公 社 ２ 議　長 田中　政治 副議長 小寺　　強

下 水 道 推 進 協 議 会 ３ 議　長 田中　政治 副議長 小寺　　強 総務産業
建設委員長 浅野　重行

あすわ苑老人福祉施設事務組合議会 ３ 議　長 田中　政治 副議長 小寺　　強 文教厚生
委 員 長 林　日出雄

安 八 郡 広 域 連 合 議 会 ３ 議　長 田中　政治 副議長 小寺　　強 文教厚生
委 員 長 林　日出雄

総 合 戦 略 推 進 委 員 会 １ 議　長 田中　政治

公共施設等総合管理計画検討委員会 １ 議　長 田中　政治

総 合 計 画 審 議 会 ４
小寺　　強 髙橋　愛子 上野　賢二

大橋　慶裕

防 災 会 議 １ 議　長 田中　政治

空 き 家 等 対 策 協 議 会 1 総 務産業
建設委員長 浅野　重行

令 和 ３ 年 度 輪之内町議会役員構成表 （令和３年 12 月 15 日）
◎委員長　○副委員長
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令和 3 年度
一般会計補正予算（第 3 号）

歳 出 の 主 な 補 正

民 生 費

・社会福祉総務費� 6,834万5千円
（住民税非課税世帯に対する給付金等）　
・児童手当費� 1億6,237万円
（�子育て世帯への臨時特別給付金、子育て世帯
へのクーポン券補助金等)

歳 出 の 主 な 補 正

総 務 費

・基金費（ふるさと応援基金積立金）� 500万円
・企画費（消耗品費等）� 233万5千円�

民 生 費

・障がい者福祉費（障害者自立支援給付費等）��
� 652万2千円
・児童手当費（児童手当交付金返還金等）
� 412万3千円

衛 生 費

・予防費� 656万9千円
　（接種予約代行に関する業務委託料等）

農林水産業費 　

・�耕種農業費（元気な農業産地構造改革支援事業
補助金）� 670万円

教 育 費

・�プラネットプラザ管理費（プラネットプラザ整
備工事費）� 437万4千円
・教育振興費（報償費等）� 176万1千円

令和 3 年度
一般会計補正予算（第４号）
4,084 万１千円を追加

専決処分の承認について

歳 入 の 主 な 補 正

　＜地方交付税＞
・地方交付税（普通交付税）� 697万5千円

国 庫 支 出 金

　＜国庫負担金＞
・民生費国庫負担金（障害者自立支援給付費負担金）
� 326万1千円
・�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）� 609万8千円
　＜国庫補助金＞
・�衛生費国庫補助金（新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業費国庫補助金等）
� 1,124万9千円

県 支 出 金

　＜県負担金＞
・民生費県負担金（障害者自立支援給付費負担金）
� 163万円
　＜県補助金＞
・�農林水産業費県補助金（元気な農業産地構造改
革支援事業補助金）� 558万4千円

寄 附 金

・総務費寄附金（ふるさと応援寄附金）
� 500万円

歳 入 の 主 な 補 正

国 庫 支 出 金

・民生費国庫負担金� 2億3,071万5千円
（�住民税非課税世帯に対する給付金事業費補助
金、住民税非課税世帯に対する給付金事務費
補助金、子育て世帯への臨時特別給付金事業
費補助金、子育て世帯への臨時特別給付金事
務費補助金）

　主な内容につきましては、「18 歳以下の子どもを
対象とする合計 10 万円の給付」、「住民税非課税の家
庭に 1世帯 10 万円の給付」を行うにあたり、必要な
予算を計上したもの。
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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

出産育児一時金の金額について、令和４年１月１日から産科医療補償制度が見直され、当該制度
の掛金が引き下げられること及び少子化対策の重要性から支給総額を維持することに伴い、出産育
児一時金を引き上げようとするもの。

条　例

一般質問（原文掲載）

輪之内町内を走っている路線バス・デマンドバスは通勤、通
学、買い物、通院など、様々な目的で利用されています。そんな
生活に身近な乗り物であるバスをもっと！楽しく、もっと！利用
しやすくなるように公共交通について考える「ワークショップ」
が８月に各地区の防災センターで開催されました。私も会場に出
向くと地元の区長さんや民生委員さんが参加され、利用促進に向
けたテーマの下で活発な意見交換が行われました。当初は９月定
例議会で質問をさせていただく予定でしたが議会が自然閉会とな
り、期間が空いてしまいましたがしっかりと私の中で温めてまい
りました。今回はその中から大切な内容として選ばれた項目を
ピックアップしながら質問をさせていただきます。

　　  林 日出雄 議員の質問

林 日出雄 議員

１．輪之内町の公共交通について

⑴　運行及び利用状況について
輪之内町では名阪近鉄バス営業路線として輪之内
文化会館と大垣駅前を結ぶ「輪之内線」のほか、輪
之内町自主運行バスとして輪之内文化会館と岐阜羽
島駅を結ぶ「輪之内羽島線」と安八温泉と海津市の
コミバス今尾を結ぶ「南北線」そして昼間の買い物
や通院等の移動手段の確保のため「輪之内町デマン
ドバス」が運行されています。利用状況の推移にお
いては「輪之内線」の平日は１日 34便、土曜日・
日祝日は１日26便運行し、近年は増加傾向が続い
ていましたが令和２年度は若干下がって約18万人
が利用をしています。（大垣市民も含まれます）

「輪之内羽島線」は１日11便運行し、近年は年
間7,500人前後で横ばいが続いています。「南北線」
は平日のみ１日４便運行し、令和２年度は約2,100
人とピーク時の半分以下まで利用が下がっていま
す。「輪之内町デマンドバス」は平日のみ運行し、
近年は年間１万人前後で横ばいが続いています。特
に利用状況で心配なのが「南北線」です。令和２年
度の定期券購入者の内訳をみますと１ヵ月定期で安
八町民13人に対して輪之内町民２人、３ヵ月定期
では安八町民 10人に対して輪之内町民０人です。
こうした現状を踏まえますと南北線利用者の約８割
が安八町民のため、輪之内町自主運行バスとしては
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成立していない状況に陥っているように感じます。
今後は路線再編を視野に入れた対策が必要だと思い
ます。町長のご見解をお伺いいたします。

⑵　利用促進について
ワークショップでは３つのテーマについて意見交
換が行われました。
テーマ１：�バスに乗ることが「楽しくなる」イベント
テーマ２：�バスを利用するのに「あったらいいな」を

みつける
テーマ３：バスを利用する時に「知りたいこと」
テーマ１の「楽しくなる」については西美濃の市
町村と連携した温泉巡り、バスのアナウンスについ
て地元の小学生に活躍していただく、走行場所に合
わせてガイドが流れる又は季節感のあるアナウンス
が良い、特典がほしい、例えば、孫と一緒に乗ると
何か貰える企画、誕生日のメッセージを流す、乗車
回数に応じたポイント制で上位には景品といった内
容でした。

テーマ２の「あったらいいな」についてはデマン
ドバスに意見が集まりました。早朝、夕方以降も利
用できる、土日も利用できる、自由に予約ができ
る、千代保稲荷、大垣市民病院にバス停、小回りが
きく軽自動車の運行、乗降口の両側に手すり、福祉
バスの運行といった内容でした。
テーマ３の「知りたいこと」についてはワーク
ショップの話し合いの結果を広報紙で知りたいと
いった内容でした。
今回はワークショップを通してたくさんの貴重な
ご意見が集まりました。その大切な内容をしっかり
温め、実施に向けた検討を重ねていく事が大事だと
思います。特に「楽しくなる」についてはバスのア
ナウンスについて地元の小学生に活躍していただく
ことも良いアイデアだと思います。また「あったら
いいな」については小回りがきく軽自動車や福祉バ
スの運行は、今後必要になると思います。町長のご
見解をお伺いいたします。

町長答弁
⑴　運行及び利用状況について
当町の公共交通の現状については先程林議員よ
り、ご発言がありましたが、補足して現状を申し上
げます。
まず、輪之内町文化会館と大垣駅前を結ぶ「輪之
内線」は、通勤、通学、通院等の利用者が年々増加
し、令和２年度の利用者は、18万 1,020 人、高校
生通学定期券補助の申請者は、28人でした。
次に輪之内町文化会館と岐阜羽島駅を結ぶ「輪之
内羽島線」は、通勤、通学等の利用者がほぼ横ばい
で推移し、令和２年度の利用者は、7,978人、高校
生通学定期券補助の申請者は、６人でした。
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。運
行当初は約 5,500 人の利用でしたが、平成 30年度
には約1万 1,500人と倍増しました。その後２年間
は、目的施設の休館や新型コロナウイルス感染症に
伴う外出自粛により令和２年度の利用は9,565人ま
で減少し、現在も同様の状況が続いております。
そして、ご指摘の安八温泉とコミバス今尾を結ぶ
南北線については、平成 27年度以降、年々定期利
用者が減少する状況が続き、令和２年度においては

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、運行当初
の約半分の 2,101 人の利用にとどまりました。
定期券利用者は海津明誠高校の高校生で、安八町
民の定期利用者が大半を占めているのが実態であり
ます。
昨年行った高校生アンケートの結果から、輪之内
町の高校生は約７割が自転車通学、その他は家族に
よる送迎等という結果でありました。雨天時の利用
を希望する人はありますが、バス停が遠い、利用し
たい時間にバスがない、乗り継ぎが不便等の理由に
より町内の利用者は非常に少ない状況です。
南北線は平日のみの運行ではありますが、デマン
ドバスの運行時間外に安八町、海津市をつなぐ唯一

木野 隆之 町長
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の公共交通です。
ただし、運行は朝、安八温泉を出発しコミバス今
尾までの１便、夕方はコミバス今尾から安八温泉ま
での３便のみであり、利用したい時間に便がないこ
とから、一般の利用者が少ないと思われます。
今後の利用促進策として、安八スマートインター
の経由や回送便の利用等、運行経路や運行時間の見
直し等を安八町と交通事業者とともに協議し、高校
生だけでなく一般町民の方にも利用していただける
ように路線再編を実施して参ります。

⑵　利用促進について
今年度、輪之内町地域公共交通計画を策定するに
あたって、どうしたらバスに乗るのが楽しくなる
か、利用しやすくなるかについて、各地区ごとに
ワークショップを開催し、住民の皆さんから様々な
ご意見をいただきました。
町内の公共交通の路線再編から6年が経過し、こ
れまでの町の取り組み、利用状況、そして公共交通
の必要性を説明した後に、3つのテーマに分かれ、
活発な意見交換が行われました。内容については、
議員ご発言のとおりであります。
今回ワークショップを開催し強く感じたことは、
公共交通に対する期待、要望が多くあること、ま
た、これまで実施されなかった住民懇談会を定期的
に開催することにより、町からの情報提供ととも
に、住民の方からのアイデアや要望を聞く機会の大
切さであります。
来年度には今回提案されたアイデアを取り入れ、
バスに乗ることが楽しくなるイベントを企画し交通
事業者とも協議し実施して参ります。

また、フレイル予防教室、オレンジカフェわのう
ち等、健康長寿や住民交流を目的とした事業等に参
加しやすくなるようにバス利用の支援策も検討して
参ります。
今年度の取り組みとしては、要望のありましたデ
マンドバスのバス停は２ヵ所を増設、デマンドバス
のネット予約も開始しました。新型コロナウイルス
ワクチン接種の高齢者への接種券配布時には、無料
乗車券を同封し、利用していただいた方もあります。
また、海津市との協議を重ね、来年度から広域的な
利用しやすい公共交通を展開する予定もあります。
要望にありました、歩行困難な障害のある方や高
齢者等の移動手段については、別途福祉施策として
の在り方を含め今後検討していく必要があります。
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
入しているため、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。
これを補える手段について、国の関連施策や他市
町の事例を模索しつつ、当町の課題解決に向けた方
法を検証して参ります。
いずれにいたしましても、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、更には町外から輪之内への移動手段として活用
される路線となるよう施策を構築していきます。
住みやすく楽しいまちづくりの一翼を担う公共交
通となるよう、今後も課題をひとつずつ解消し取り
組んで参ります。

１．地球温暖化対策について

近年、日本列島がおかしい、世界中がおかしい、
いや、地球がおかしい。大地震、巨大台風・集中
豪雨・土砂災害、猛暑・豪雪、火山の噴火・大規
模な山火事など 100年に 1度と言われる記録的な
自然大災害が毎年のように人類を脅かしており、
最近では海底火山の爆発による軽石被害が発生し

　　  上野 賢二 議員の質問

上野 賢二 議員
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町長答弁
議員ご指摘のとおり、地球温暖化問題は世界規模
の課題であり、この地球に住む一人ひとりが、自分
のこととして考え、取り組まなければならない問題
であります。その意味では私自身の認識と異なるも
のではありません。
2020年 10月、政府は 2050年までに温室効果ガ
スの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュー
トラルを目指すことを宣言しました。
「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化
炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植
林・森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計
を実質的にゼロにすることを意味しています。
カーボンニュートラルの達成のためには温室効果
ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強
化をする必要があります。現在、2050年カーボン

ニュートラルに向けた機運が国内外で高まり、国に
おいても６月に「地域脱炭素ロードマップ」を策定
するなど動きが加速化する中、岐阜県における地域
脱炭素の実現に向け、県と市町村が連携しオール岐
阜で取り組む連携会議も設置され、県全体で意欲的
に取り組んでいるところであります。
まず具体的な取り組みとしては、平成26年度か
ら実施している、太陽光発電設置者に対するサンサ
ン補助金の継続と共に、県の新規事業として県が県
民に対し、「再生可能エネルギー電力共同購入事業」
をPRし、そのメリット、グループ購入の仕組み等
を公的に広報することで再エネ電力の購入を促進す
るべく、県のＨＰと各市町の広報誌にて掲載をする
予定です。
ゼロカーボンシティの実現のためには町民や事業
者の皆さまの理解と実践が必要不可欠となります。
まずは、町民一人ひとりに、地球温暖化問題に関心

ています。また現在は新型コロナウイルス感染症
という疫病が世界中を襲っています。これらの大
きな要因は地球温暖化であると言われております。
地球温暖化対策として、人間の活動で出る二酸化
炭素などの温室効果ガスの排出量を減らすことを
目標に、国際枠組み「パリ協定」に基づき、各国
がそれぞれ目標を掲げて取り組みを進めており、
カーボンゼロ（脱炭素）という大きな潮流が世界
的に起きています。日本も遅まきながら昨年 10月
に 2050年に温室効果ガスの排出を実質的にゼロに
することを表明しました。
先日英国で開催されたCOP26において温室効果
ガス排出量が多い石炭火力の段階的削減を目指すこ
とが合意され、世界は脱石炭のみならず、脱化石燃
料に向かっています。石炭火力への依存が続き、今
回も環境保護団体国際NGOから対策に不熱心な国
に贈られる不名誉な化石賞を贈呈された日本は、世
界の大きな潮流からは周回遅れの感があります。日
本のみならず、それぞれの国の事情や国益を重視し
た自国ファースト的な考えが見え隠れしてなかなか
足並みがそろわず、本気度が伝わってきません。な
ぜ、世界中の国が協力してもっと真剣に取り組まな
いのか、不思議でなりません。このままではいつ
か、地球は……。
環境省は脱炭素実現地域の創出を目指し、各自治
体にゼロカーボンシティ（2050年にCO2を実質ゼ

ロにすることを目指す旨を公表した地方自治体）の
表明を促しており、10月末現在、各都道府県を含
め 479の自治体が表明しており、宣言する自治体
が急速に増加しております。岐阜県は県と市町村が
連携してオール岐阜で目指すことを宣言しておりま
すが、単体では大垣市、郡上市、羽島市、中津川市
の4市のみとなっております。本町におきましては
地球温暖化対策の推進に関する法律に義務付けられ
ている地球温暖化対策実行計画：事務事業編を策定
し、現在は令和 2年度から 6年度までの 5年間を
期間とする第3次計画にて町が実施する事務事業の
温室効果ガス排出削減に取り組んでいますが、努力
義務である住民や事業所を対象とした区域施策編は
策定されておりません。地球温暖化は地球規模の問
題であり、世界各国で、また全自治体、全国民が取
り組まなければ目標達成はできるものではありませ
ん。地球温暖化は地球規模の問題であり、世界各国
で、また全自治体、全国民が取り組まなければ目標
達成はできるものではありません。本町においても
子どもたちの未来のために住民、地域や企業、事業
所と連携して町ぐるみで取り組む姿勢を示し、広く
行動を呼びかけていくことが必要ではないでしょう
か。そのためにも2050年までにCO2など温室効果
ガスの排出実質ゼロを目指し、ゼロカーボンシティ
を宣言することを検討してはと思いますが、いかが
でしょうか。
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を持っていただくことが重要と考え、来年度は幅広
い年代層を対象に、身近に実践できる環境対策や町
内企業の取り組みを学んでいただく環境講座の開催
を予定しております。
また、これまで先進的に取り組んできた、ごみ
の削減や分別も、これまで以上に周知徹底を図り、
日常生活の中で無理なく行える節電・節水、再生
可能エネルギーの導入などについて、町民・事業
者の皆さまに対しても普及啓発に努めたいと考え
ております。

現在のところ、大垣市、郡上市、羽島市、中津川
市に続き、大野町もゼロカーボンシティを宣言して
おります。
当町としましても、地球温暖化対策実行計画の区
域施策編を早急に策定し、国や県の施策を活用しつ
つ、自然豊かなかけがえのない「ふるさと輪之内」
を次世代につないでいくため、町民、事業者そして
町が連携し協働してまいります。
実効を伴う形でのゼロカーボンシティ宣言に向
け、取組を強化して参ります。

２．ライブカメラの活用と設置について

毎年記録的な豪雨が発生しており、今年も6月末
から 7月上旬と 8月中旬に日本列島に停滞した前
線の影響や線状降水帯の発生により、西日本から東
日本の広い範囲で長時間にわたる大雨が降り続き、
河川の氾濫、土砂災害など大災害が発生しました。
被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。幸い、本町には被害がありませんでしたが、私
は降り続く雨に揖斐川の増水が心配で国交省の設置
しているライブカメラをスマホで何度も状況確認を
しておりました。この河川監視カメラは河川の水位
などをリアルタイムで確認でき、災害時にも速やか
な避難行動につながるなど防災体制の優れたアイテ
ムであると思います。そんな中、養老町がケーブル
テレビ局の中部ケーブルネットワークと防災情報な
どの発信で連携する協定を結び、河川や冠水しやす
い道路、渋滞しやすい交差点などにライブカメラを

設置して、町の防災情報などに特化した番組の放送
を始めるという新聞記事が掲載されていました。こ
れは各自治体の防災対策としてライブカメラ設置の
重要性の表れであると思います。
本町ではすでに揖斐川・長良川・牧田川に河川監
視カメラを設置し、町独自の輪之内スマイルチャン
ネル（12チャンネル）にてデータ配信をしており
ます。しかし、このデータ配信をどれだけの町民が
周知し、活用しているかは明らかではありません。
更なる周知の強化と12チャンネルだけでなく国交
省のライブカメラのようにスマホでも見ることがで
きるネット配信の構築や河川だけではなく、福束大
橋などの渋滞地点へのライブカメラの設置も必要で
はないでしょうか。
ライブカメラの更なる活用促進、利便性の向上、新
たな設置について町長のご見解をお伺いいたします。

町長答弁
ライブカメラの利用は、近年、河川水位の監視の
みならず、火山の噴火口や土砂災害危険場所の状
況、道路の渋滞状況の映像なと、様々な場面におい
て幅広く利用されております。
そのライブカメラについては、「巡回の労力を削
減できる（移動削減）」、「危険箇所での撮影を回避
できる（安全確保）」、「緊急時の危険な状況をいち
早く察知できる（リアルタイム）」、「複数地点の状
況を同時に把握できる（同時確認）」、「災害予防対
策を迅速に行える（予防対応）」などを可能とする
有効なツールであると思われます。

一方で、その利用においては、個人が特定される
ことや、個人の行動が映り込むことから、個人のプ
ライバシーへの配慮やカメラの運用上の法規制を順
守しなければなりません。
河川監視カメラは、台風や集中豪雨などの際に、
河川の水位の状況を把握するために設置されている
ものです。
当町においては、輪之内スマイルチャンネルを開
設以後、揖斐川、長良川、牧田川の水位を把握する
手段として、町が独自にカメラを設置・撮影し、輪
之内スマイルチャンネルのデータ放送の中で「防災
カメラ」というコーナーを設け、国土交通省が提供
する河川映像と合わせて、平成26年４月から映像
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時差式信号機は、右折する車両が多い交差点や連
続した交差点に設置され一方向の青信号を延長する
ことによって、渋滞の改善を図っています。この辺
では、福束大橋を渡った国道 258号線との交差点�
「横曽根３」の南から北（養老方面から大垣方面）
へ向かう交差点に設置されています。
先日、平日の午前中ですが、２度この場所を通り
ました。１度目は１回の信号待ちで、２台の車両し
か福束大橋への右折ができない状態でした。２度目
は信号待ちの後、１台も右折ができませんでした。
福束大橋の渋滞は町内に関わらず多くの方々から長
年渋滞の悩みを聞いているところです。ご存じのよ
うに、朝の通勤時間帯や夕方の帰宅時間帯は特に渋
滞がひどい状況です。
渋滞の要因は、福束大橋東詰、西詰共に右折車が
多いことだと考えられます。渋滞解消のメリット
は、緊急車両のタイムロスの削減、運転者のストレ
ス軽減、渋滞時間短縮による時間の有効活用、排気

ガスの減少による温暖化防止、また渋滞を避けるた
めに通学道路、生活道路への通り抜け車両の減少に
伴う近隣住民の安心安全な生活、経済活動の活性
化、移住・定住の促進にも繋がると考えます。
因みに、2018年４月より時差式信号機の表示方
法が次のように順次変更されています。
『直進 』『右折 』の矢印が無くなり、青信
号のみで通行時間を延長する方法に変更されます。
（岐阜県警察ホームページ参照）
時差式信号機への変更、また今日の情報通信技術
の発達によるセンサーを活用した信号制御と併用
し、福束大橋の渋滞を改善できると推測いたします
が、町長の見解をお尋ねします。

１．時差式信号機への変更による
交通渋滞の改善について

　　  大橋 慶裕 議員の質問

大橋 慶裕 議員

配信しております。
記憶に新しいところでは、平成30年９月に襲来
した台風21号の際、大藪大橋の橋上でトラック１
台が横転している映像に衝撃を受けたところでござ
います。
議員のご質問の一つ、「河川の監視に留まるので
はなく、道路の渋滞状況についても映像配信しては
どうか」については、防災をはじめとする安全・安
心の確保、日常生活における利便性の向上を目的と
するライブカメラの利用については、積極的に取り
組むべきと考えております。
参考までに申し上げますと、主要地方道羽島養老
線の道路状況の映像配信については、先ほど申し上
げた揖斐川と長良川に河川監視カメラを設置する際
に検討をしたことがございます。
この時は、福束大橋と大藪大橋の坂路に岐阜県警
が設置した監視カメラがありますので、その映像を
輪之内スマイルチャンネルで映像配信できないか岐

阜県警に申し入れしたところ、その設置目的が捜査
上の利用であることを理由に断られ、やむなく断念
した経緯があります。
いずれにしましても、今後は、河川の監視のみな
らず、内水被害の多発場所、道路の渋滞状況につい
ても、先程も申し上げたとおり、個人のプライバ
シーへの配慮と法規制を順守しながら、可能な限り
映像配信していきたいと考えるところです。
もう一つのご質問の「スマートホンでの視聴」に
ついては、技術的には、輪之内スマイルチャンネル
との連携を基本として、町のホームページから提供
する方法と、これを機に防災アプリを構築して提供
する方法が考えられます。
この点については、初期費用とランニングコスト、
更には、映像データの重量化に伴う端末の操作性につ
いても配慮しつつ導入に向けた検討をして参ります。
また、行政側として配信映像が町民に有効利用さ
れるよう、尚一層の周知に努めて参ります。
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町長答弁
大橋議員から、「時差式信号機への変更による交
通渋滞の改善について」のご質問をいただきました
のでお答えさせていただきます。
議員がご指摘のとおり、福束大橋の渋滞解消はか
ねてからの懸案事項であり、過去に議員の皆様から
も一般質問において、当該懸案事項解消に向けて質
問もいただきましたし、町民の皆様からも同様の要
望を多数いただいております。
これらを受けて、当町からもことある毎に渋滞解
消に向けた方策の実現を岐阜県に要望してきたとこ
ろです。
その甲斐あって、岐阜県（大垣土木事務所）で
は、国道 258号線と接続する交差点の改良（大垣
方面と養老方面に向かう車両の２車線セパレート
化）や、岐阜県公安委員会による規制では福束大橋
西詰交差点での右折車両の時間帯制限（朝７時～９
時までの２時間は右折禁止）、そして福束大橋の信
号（西詰・東詰信号機）の周期の時間拡大などの改
善策を講じていただきました。
しかしながら、これらは抜本的な改善策となり得
てはいないのが現状であります。
このような状況を踏まえ、岐阜県（大垣土木事務
所）へは、毎年、継続して福束大橋の渋滞解消に向
けての要請活動を実施しております。
今回、大橋議員から時差式信号機への変更、また
センサーを活用した信号制御との併用による渋滞改
善のご提案をいただきました。
まず、時差式信号機の設置については、警視庁に
よる「時差式信号表示による制御に関する運用指針
の制定について（通達）」が発布されており、この
通達により運用されております。
その具体的内容としては、「時差式信号機の設置
条件として、時差式信号表示に従って通行する右
折車両と右折先の横断歩行者等との交錯を防ぐた
め歩行者専用交通信号機を必ず設置すること」と
あります。
現状では歩行者用専用信号機の設置が無いこと、
また、設置において右折車両を捌けさせる必要があ
るため、右折帯（直進車両と右折車両をセパレート
するための道路スペース）が必要となりますがこれ
も設置されていない構造となっており時差式信号機

の設置要件を満たしておりません。
つまり、現状の福束大橋の橋梁自体の２車線に西
詰、東詰に右折帯のスペースを創らなければなりま
せん。
スペースを創ろうとすると、構造上、少なくと
も橋の西詰、東詰の両端部を拡幅する必要があり
ます。
これらのことは、渋滞解消に向けて劇的な方策に
なり得るのではと岐阜県（大垣土木事務所）でも検
討されたようですが実現には至っておりません。
当該橋梁の改良工事施工には構造上の制約もあ
り、多額の工事費がかかることがその背景にあると
思われます。
従いまして、大橋議員のご提案を実現しようとす
ると、これらの課題を克服しなければなりません。
今後も岐阜県（大垣土木事務所）には要望を継続
しますが、私どもも議員と同じくこの状態を「なん
とかしたい」という願いを共有しております。
そのため、大垣警察署に早速相談してみたとこ
ろ、今できる方策として、先ほど述べましたが、信
号周期の変更については渋滞状況の調査のうえ、可
能だとの回答を得ております。
過去にも周期の変更はなされておりますので、国
道 258線の「横曽根３」の交差点信号の混み具合
など車両数や福束大橋の橋梁上の渋滞状況など総合
的な観点からの信号制御について大垣警察署と協議
を重ねて参ります。
また、この渋滞緩和策として、かねてから進めて
おります（仮称）新養老大橋の架橋が有効であるこ
とは論を待ちません。従って、（仮称）新養老大橋
の架橋については期成同盟会により引き続き調査・
要望をして早期実現に向けて努力して参りますので
ご協力をお願いします。
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１．国保税の18才未満の均等割
軽減について

コロナ感染拡大で世帯の所得格差が拡大していま
す。「残業代が減少した」とか働く日数が減ったな
どの理由から昨年度と比較すると収入が極端に減少
したとの声が聞かれます。
国保税は世帯数に応じた均等割り保険税がかかっ
てきます。世帯員数は子育て中など多人数世帯ほど
負担が重くなります。均等割り額は子供でも一人当
たり 37,500 円です。均等割保険税は子供の数が多
いほど負担が重くなる人頭税としての性格を持って
います。そのため子育て世帯の経済的負担軽減の観
点から、知事会など地方団体は子供の均等割り額の
軽減制度導入を求めてきました。
国保都道府県化のための国保法改正法の参院厚労
委の付帯決議にも盛り込まれたことも受けて、国と地

方の協議の場で具体的な検討が行われてきました。
日本共産党も国会での論戦などを通じて、くりかえし
子育て世帯の保険料軽減を求めてきたものです。
社会保障審議会医療保険部会のとりまとめの最終
の議論で、地方団体出身の委員から、均等割りの更
なる軽減を求める発言がなされました。子育ての負
担は未就学児より上の世帯のほうが大きくなってい
ます。町長におかれましてはぜひ検討してください。

　　  浅野 進 議員の質問

浅野 進 議員

町長答弁
当町の国民健康保険税の賦課方式は、所得割と均
等割の２方式を採用しております。また、世帯に国
保加入者がいれば、世帯主自身は他の保険に加入し
ている場合でも、世帯主が納税義務者となります。
所得割は国保加入者の所得で算出し、均等割は世
帯の加入者数に基づき算出しております。
また、低所得世帯に対して、４月１日時点の世帯
の状況で、軽減判定基準額に基づき、均等割額を２
割、５割、７割の各割合で軽減しております。
現在、子育て世帯の経済的負担を軽減する観点か
ら、令和４年度から未就学児の均等割額の５割を公
費により軽減する制度の導入を国が進めております。
当町の 40才未満の方の均等割額は、医療保険
分 37,500 円と後期高齢者支援金分 11,400 円の計
48,900 円となっており、５割軽減により、未就学
児の均等割額は一人当たり24,450円となります。
低所得世帯に対する軽減を受けている場合は、均
等割額を軽減した後でさらに５割軽減されることに
なります。
ご質問は、この未就学児に対する軽減措置を 18
才未満に拡大することを求められているものと理解
しております。
12月１日現在の国保加入者1,821人のうち未就学
児は28人で、18才未満に拡大した場合は85人増の

113人となります。（24,450円×85人=2,078,250円）
しかしながら、軽減対象年齢を町単独で拡大する
こととなりますと、一般会計からの法定外繰入れが
必要となります。
国民健康保険事業は、平成30年４月から岐阜県
と市町村が共同保険者となり、財政運営の安定化を
図っております。
法定外繰入れの解消や保険料水準の統一に向けた
議論を進めている中で、法定外繰入れを新たに行う
ことには慎重にならざるを得ません。
従いまして、ご質問の主旨を実現するためには、
国保財政に与える影響を考慮しながら、全市町村が
足並みをそろえ、法定繰入れ対象となる軽減措置の
拡大を求めていくべきものと考えております。
一方、子育て世代への助成として当町では、県が
未就学児を対象としていた乳幼児等医療費の助成年
齢を、平成19年度に 15才まで拡大し、平成25年
度には更に 18才の高校生世代まで拡大するなど、
子育て世帯の経済的負担の軽減に積極的に取り組ん
で参りました。
また、令和２年３月に策定した『第２期輪之内町
子ども・子育て支援事業計画』において、子育て家
庭への経済的支援を基本方針に掲げております。
今後も、国保世帯に限らず、子育て家庭が抱える
様々な困難に対して、きめ細やかな取り組みを推進
して参ります。
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常任委員会審査から

レポート
（主な質疑）

各常任委員会は、12 月 10 日開催され、令和３年度一般会計補正予算（第４号）についてを審査し、
いずれも原案のとおり認定・承認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４号）

総務課
Ｑ　自家発電装置の蓄電池取替えの際の古い蓄電池

の処分料はいくらか。
Ａ　見積書は、処分料も含めた金額となっているが、
詳細な内訳までは分からない。

Ｑ　蓄電池の容量はどれだけか。また、新しい蓄電
池は容量が大きくなるのか。
Ａ　電圧 26.50 Ｖの蓄電池で、容量は変わらない。
●提言　動産等を更新する場合は、その物品等を下
取りできるものについては、下取りや販売等を協
議するなど、少しでも財政の歳入に寄与する方策
を講じられたい。
危機管理課

Ｑ　当初予算で工事費等を要望する際に、昨年度実
績等を反映したうえで計上しているのか。
Ａ　過去の実績や、交通安全施設の設置を要望され
ている案件の有無等を勘案し、積算している。

Ｑ　交通危険箇所が区をまたがっている場合、どち
らの区の交通安全委員が対応するのか混乱する場
合がある。そういった場合のため、意見箱等によ
り町民から要望を広く取り上げることはできない
か。
Ａ　交通安全地区委員ではなく町民の方から直接危
険箇所への対応要望があった際も、町職員が現場
の確認や大垣警察署への相談を行い、対応が必要
であれば該当地区の交通安全地区委員等と連携し
対応している。現在のところ、一般的な意見や要
望については町ホームページのメールにより受け
付けている。

●提言　交通危険箇所の調査やカーブミラーの清掃
について、関係団体から有志を募り実施してはど
うか。
経営戦略課

Ｑ　寄附者はふるさと納税の返礼品をいつどのよう
に決めるのか。
Ａ　「さとふる」などのふるさと納税のポータルサイ
ト等で返礼品を決めて寄附をする。

Ｑ　返礼品は何種類あるのか。
Ａ　返礼品は令和３年８月１日現在 62 品目ある。
Ｑ　ふるさと納税の寄附額の増加要因は何か。
Ａ　大口の寄附があったこと、返礼品の種類が増え
たこと、及びポータルサイトが増えたことが要因
である。

Ｑ　元気な農業産地構造改革支援事業は個人でも申
請可能なのか。
Ａ　営農組合や認定農業者などの大規模な経営面積
を保有している者が申請の対象である。

Ｑ　コンバインの耐用年数が７年とのことだが、７
年で故障するものなのか。
Ａ　農機には使用基準時間があり、耐用年数に関わ
らず、使用基準時間を超えると故障する可能性が
高くなる。

Ｑ　７年の使用基準時間は何時間になるのか。
Ａ　使用基準時間は 1,300 時間である。

産業課

総務産業建設常任委員会
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決算特別委員会決算特別委員会
令和２年度 一般会計歳入歳出決算の認定

議会事務局
Ｑ　議会だよりの１部の単価はいくらか。
Ａ　発行号毎にページ数が変わるため、１部の単価
でなく、１回 24 ページに相当する金額で、税抜き
19 万 8 千円で契約している。
総務課

Ｑ　臨時職員から会計年度任用職員に移行した職員
の年次休暇は、制度通り繰り越しを行っているのか。
Ａ　繰り越しをしており、適正に対応している。
Ｑ　割愛職員とは何か。
Ａ　教育委員会にいる先生２名のことで、小中学校
の先生は県職員のため、県からの割愛である。

Ｑ　公用車の購入とあるが、前の車は下取りに出し
たのか。

Ａ　今回の公用車の購入は、前年度の事故により減
となった車両の補充のため、下取りはなかった。

Ｑ　行政情報データサービスとは何か。
Ａ　他市町村の施策等が載っており、毎日最新デー
タを閲覧出来る。

Ｑ　再任用の職員数と給料額はいくらか。
Ａ　再任用の職員数は、令和２年度末で、フルタイ
ム再任用が６名、パートタイム再任用が３名で、
合計金額として、2,902 万 7 千円である。

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４号）

住民課
Ｑ　毎回、システム改修が必要なのか。職員で改修

することは出来ないのか。
Ａ　職員では改修することが出来ない箇所のため、
システムベンダーへ改修委託するもの。
福祉課

Ｑ　健康管理システムプログラム変更等委託料につ
いて、委託できる事業者は複数あるのか。
Ａ　岐阜県内には２社あり、システム導入時に選定
した事業者にシステム変更を委託するものであ
る。

Ｑ　新型コロナワクチン接種事業で今回作成する
クーポン券とは何か。
Ａ　第３回目のワクチン接種券であり、町民には接
種券として周知している。

Ｑ　障がい者の補装具費について、車いすはどのよ
うな種類の物を選定しているのか。

Ａ　座位保持装置付きやリクライニング機能付きな
ど、障がい者の方に対応した車いすの支給申請を
受けている。申請には医師の意見書が必要であり、
県の更生相談所の技術的指導を受けて支給決定を
している。
教育課

Ｑ　文化会館のリトルホール空調機導入について、
新設の大型空調機 2 台導入するのなら、既設の空
調機は、撤去して、下取りにならないのか。
Ａ　文化会館の既設の空調機は、一体化しており、
リトルホールの既存の空調機を撤去しても、下取
りにならず、文化会館と一緒に改修工事した方が
有利になる。

文教厚生常任委員会

決算特別委員会

委 員 長　小　寺　　　強
　　委員　田　中　政　治
　　委員　浅　野　　　進
　　委員　大　橋　慶　裕

副委員長　浅　野　重　行
　　委員　上　野　賢　二
　　委員　林　　　日出雄
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Ｑ　再任用職員について、勤務内容やその実態が不
明瞭な職員について、その経験を活かし、役場の
案内係などの適材適所の配置をお願いできない
か。
Ａ　そのような職員については、引き続き指導を
行っていきたい。また、住民への案内や声掛けは
職員全体で行っており、引き続き住民サービスの
向上を目指す。

Ｑ　区長の仕事内容について町からの説明はあるの
か。また区の運営方法について町から指示はでき
ないのか。
Ａ　毎年最初の区長会にて、区長に依頼する仕事を
お知らせしており、区の運営方法については、そ
れぞれの区の組織編制や慣例等もあるため、町は
詳細にわたりその組織編制まで関与せず、区に一
任している。

Ｑ　令和２年度に新規で採用した職員は何人か。現
在も勤務しているのか。
Ａ　採用した職員は７名で、現在も勤務している。
Ｑ　当町の国勢調査人口は何人か。
Ａ　速報値で、9,664 人。
危機管理課

Ｑ　横断歩道マナー日本一宣言に係る、のぼり等の
作成費用はどこに計上されているのか。
Ａ　費用については大垣警察署や大垣市が負担して
いる。

Ｑ　町内の水防倉庫の箇所数と、維持修繕等に関す
る計画はどのようになっているのか。
Ａ　水防倉庫は町内に 10 ヵ所設置してあり、老朽化
したものや地域からの申し出があったものについ
て、順に修繕等対応している。

Ｑ　コミュニティ防災センターは Wi-Fi 環境が整備
されているのか。
Ａ　まだWi-Fi 環境の整備はされていない。
Ｑ　交通安全施設の設置等について、地区の交通安

全委員や区長からの申し出のみへの対応だと、委
員さんがお勤めの人である場合に昼間の現場の状
況等が確認できず、要望の把握が不十分となるの
ではないか。
Ａ　交通安全施設の設置要望については、地域住民
の方から危機管理課へ直接要望があった際も、該
当地区の交通安全委員や区長等に情報共有し対応
している。その際の必要書類については地区の交

通安全委員からの提出をお願いしている。
Ｑ　消防団の機動演習の実施状況はどうなっている

のか。また、実施場所にあえて水利の少ないとこ
ろを選定するなど、訓練の実施内容についても検
討が必要ではないか。
Ａ　令和２年度は里地区と輪之内中学校グラウンド
の２ヵ所で機動演習を実施した。演習の内容につ
いては、中継の方法や消防署との連携等、演習毎
にコンセプトを持ってすすめている。

Ｑ　機動演習を実施した際や火災現場への出動が
あった際に、その現場での問題点・改善点等を振
り返る場が必要ではないか。また、それを翌年度
予算に反映するなどの対応ができないか。
Ａ　先般本戸区内で発生した火災については、消防
団幹部が主導で団幹部の他、団員、南分署長等に招
集を求め、現場の振り返り・反省会を後日実施し
た。また、機動演習については演習終了後、検討
会を毎回実施している。その内容等を踏まえ、新
年度予算に反映していけるものは反映していく。

Ｑ　機能別消防団員は昼間の火災のみ出動するの
か。また、定期的な訓練は行っているのか。
Ａ　機能別消防団員は、昼間の火災のほか、大規模
災害が発生した際に出動する。訓練については、
通常、年に数回実施している。
経営戦略課

Ｑ　ふるさと納税の今後の方針をどのように考えて
いるのか。
Ａ　今後もポータルサイトの拡充と返礼品の充実に
努めていきたい。

Ｑ　利子割交付金は町で発生した利息か。
Ａ　利子割交付金は県で徴収された利子割のうち町
税に相当する分として県から交付されるものであ
る。なお交付に当たっての算出は県においてなさ
れている。

Ｑ　宝くじの交付金は輪之内町民の購入分か全国で
の購入分か。
Ａ　全国である。
Ｑ　墓地、火葬場は公有財産としてカウントしない

のか。
Ａ　所有者を一村総持として登記ができないため墓
地や火葬場は、登記上、町の所有となっている。
そのため利用の実態により、町のみの判断で処分
等ができるものではない。
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Ｑ　ふるさと納税の返礼品の上位は何か。
Ａ　牛肉、マスク、季節の野菜等である。
Ｑ　空き家のリフォームに対して何か補助はあるの

か。
Ａ　三世代同居近居のための住宅のリフォームに対
する補助はあるが、単純に空き家に対するもので
はない。

Ｑ　住宅建設支援事業はどういった制度か。
Ａ　新築住宅に課される 120 平方メートルまでの床
面積に係る固定資産税の２分の１相当額を３年間
補助する制度である。
税務課

Ｑ　滞納がある場合、相談には応じるのか。また、
分割納付に対する相談もあるのか
Ａ　滞納者に対し、督促状、催告書で相談に応じる
よう案内し、それでも応じないようであれば警告
書を発送している。相談では、１ヵ月の収支状況
を聞き取り、税金に充てられる額を算出して納税
誓約書を結んでいる。

Ｑ　誓約書を結ぶと時効は永遠に続くのか。
Ａ　時効は中断され、誓約書どおりの納付が続けば、
時効を迎えることはない。
住民課

Ｑ　デマンドバス利用者の自転車、乳母車等を置い
ておく場所がないとの意見が多く出ているが、ど
のように考えているか。また、置き場を確保でき
なければ、デマンドバスによる玄関までの送迎を
お願いできないか。
Ａ　ワークショップでも問題として上がっている
が、玄関までの送迎になると福祉タクシーとなっ
てしまう。公共交通として、弱者を救済する方法
があるかを調査し、希望に添える方法を見つけ出
していきたい。

Ｑ　町内の水質検査について、町内で釣れる魚の個
体検査を行えないのか。
Ａ　岐阜大学の伊藤教授との共同研究によると、町
内の水質には問題がないとの結果が出ており、小
学校で開催される環境学習では、他の市町に比べ、
輪之内町内の川の魚は種類が多いと調査結果がで
ている。来年度の共同研究にて、個体検査ができ
るか確認をする。
福祉課

Ｑ　介護認定で要介護度４または５の方は通常身体

障害者手帳を所持できると思われるが、交付申請
について窓口で案内しているのか。
Ａ　手帳の申請については、担当ケアマネージャー
から手続きの案内のほか、医師の診断書が必要と
なるため医師にも相談するよう助言をしていただ
いている。

Ｑ　婚活サポート事業について、令和２年度の実績
はどうか。
Ａ　婚活イベントが２回開催され、参加者 22 名のう
ち１組のカップルが成立した。また、ぎふ広域結
婚相談事業支援ネットワークを利用し、町社協か
ら登録者へ情報提供や相談支援を行っている。

Ｑ　心配ごと相談所と基幹相談支援センターとの違
いは何か、また新型コロナの影響をうけて相談件
数は増加しているのか。
Ａ　心配ごと相談は民生委員児童委員を主体とし
て、さまざまな相談を対象としているのに対し、基
幹相談は障がい者に関する相談に限定している。
相談件数については現在のところ、直接新型コロ
ナの影響を受けてはいない。

Ｑ　老人クラブ数や会員数は現在どうなっている
か。
Ａ　現在 17 団体あるが、団体数及び会員数は年々減
少している。

Ｑ　老人クラブのない地区で活動に参加できない方
や、加入していない方への対応についてはどう考
えているか。
Ａ　65 歳以上の方に介護予防教室等の参加を呼び
かけたり、高齢者全般に行き渡る施策について検
討していきたい。

●意見　加入対象年齢を引き上げることや、名称を
変更するなど、老人クラブ存続について検討して
いただきたい。

Ｑ　子ども園利用料について第２子や第３子の減額
はあるのか。
Ａ　３歳未満児は兄弟軽減があり、規定により第２
子が原則半額、第３子が原則無償である。
産業課

Ｑ　農業振興地域の除外や農地の転用などは年何
回、申請機会があるのか。また、面積要件はある
のか。
Ａ　除外については年１回、転用については毎月申
請でき、面積要件はない。
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Ｑ　街路灯の電気代はどこが負担するのか。
Ａ　町が支払う。
Ｑ　プレミアムクーポン券を発行するのではなく、

現金で給付できないのか。
Ａ　町内のお店で使用してもらいたいため、現金で
はなくクーポン券を発行している。

Ｑ　輪之内プレミアム商品券をもっと期待感の持て
る内容にできないのか。
Ａ　次年度はインパクトのある内容になるよう検討
していきたい。

Ｑ　移住・定住の実績はあるのか。
Ａ　現在のところ実績はない。
Ｑ　空家対策事業とはどのような内容か、また空家

の件数は何件か。
Ａ　事業内容については、空家の現状調査・把握、
所有者などに改善指導を行う、また件数について
は平成30年度に実施した調査結果は58件である。

Ｑ　けんがい菊教室は仁木小学校だけ実施している
のか。
Ａ　今後は福束・大藪小学校でも実施していきたい。
Ｑ　御膳米の販路は拡大しているのか。
Ａ　外食チェーン店や、養老 SAのレストランなど
にも御膳米が採用され、需要が高まりつつある。

Ｑ　御膳米の買取価格については下がっているが、
農薬や肥料は上がっている。今後の対策はあるの
か。
Ａ　来年度から、御膳米販売会社と御膳米の PRの
仕方や買い取り価格などについて、検討会を開催
していきたい。

Ｑ　洋菓子開発事業については過去にもカステラや
ジェラートがあったが、販売が終了している。今
回は特産品として根付くものなのか。
Ａ　委託先の所シェフが「所塾」を開催しており、
塾生が数年かけて技術を習得し、将来的にはホッ
とステーションでも販売していきたい。

Ｑ　丸毛戦記の DVD が完成したが、販売するだけ
でなく、町内の小中学校への配布やホっとステー
ションでの上映などを考えてはどうか。
Ａ　後世に伝えるべく、DVDの配布や上映を実施し
たい。

Ｑ　FC 岐阜への委託料の費用対効果はどうか。
Ａ　ホームタウンデーで町の PR、特産品の販売等
を行っているが、今後は新たな PR企画をしっか

り検討し、実施していきたい。
Ｑ　資源向上支払交付金の使用内容について他地区

からの耕作者の意見を反映させた施工をしていた
だけないか。
Ａ　反映できるよう前向きに検討していきたい。
土地改良課

Ｑ　地元負担の 12.5% は、農地を持っている各農家
が負担するのか。
Ａ　地元負担金は、土地改良区で借入し、負担して
いる。それが後に集積率や集約化に応じ、国から
補助金として戻り、償還できることから、実質的
な負担はゼロになる。

Ｑ　中期計画では、土地改良事業の面積はどれ程を
計画しているのか。
Ａ　整備面積は、実施中の楡俣北部地区が完了する
と 50％に達し、計画にある地区と要望が出ている
地区までを含めると約 70％になる。

Ｑ　将来的には全地域を予定することになるのか。
Ａ　土地改良事業は、地元の要望、同意が不可欠に
なるので、要望等が提出され、それに基づき検討
していくことになる。

Ｑ　中期計画にある中郷新田の暗渠排水の要望は、
既に 10 年程、続いているのではないのか。
Ａ　中期計画に挙げて要望はしているが、国や県の
財政等の関係もあり、遅延しているのが現状であ
る。
●意見　新規事業も大切であるが、一事業の目的が
最後まで完了できるような進め方をして欲しい。

Ｑ　四郷南部の事業計画には、非農用地も計画され
ているのか。
Ａ　計画されている。
Ｑ　現在の事業では非農用地が計画されて工場用地

を誘致しているが、それ以前の事業のものは、一
部は活用されているが、それ以外のものは、手付
かずで放ってある。農地としては使えるが、その
ような白地の取扱いをどうのように考えているの
か。
Ａ　過去の事業では、その時の計画により進められ
たものと認識している。現在も、同じ土地改良法
の制度に基づき計画しているものであり、非農用
地がありきではなく、町全域が農業振興地域の中
で優良農地を守りながら、企業を誘致して税収を
確保し、雇用が生まれ、新規の転居に繋げること
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で、人口の増加も期待できるという調和が取れた
土地利用等を踏まえつつ、町全体の発展を考えた
総合的な判断にて事業を推進している。
建設課

Ｑ　松内接続道路の工事進捗について、現場の状況
に変化が少なく、遅いように思えるがどうか、ま
た計画期間はどれくらいか。
Ａ　令和元年度から水路整備、ボックスカルバート
布設等を実施しており、まだ現場の変化が見えに
くい状況であるが、国の補助金を有効に活用して
順次進めている。令和７年度までを計画期間とし
て事業を進めている。

Ｑ　県道安八海津線の歩道のない部分が危険である
ので、県へ改良を要望してもらえないか。
Ａ　従来から要望していたが、今年度、県で事業化
され、順次整備されていく予定である。

●意見　道路改良を施工する際、幅員確保のため擁
壁を設ける場合は、転落の危険があることから、
安全対策も同時に実施してほしい。

Ｑ　舗装工事や改良工事計画の基準は要望によるの
か、また要望は減っていくのか。
Ａ　優先順位は町全体のバランスを考慮し決定して
いる。また令和２年度は要望160件に対して22件
の実施結果となり 13.8% の実施率である。
教育課

Ｑ　会計年度任用職員は、13 人もいるのか、兼ねて
いるのか。また、給料が違うのか。
Ａ　教育課、学校給食センター、町立図書館、小中
学校合わせて 13 人で、給料については、職種によ
るものと勤務時間の違いによる。

Ｑ　英語指導助手委託料は、１人で約 920 万円も必
要なのか。
Ａ　業者に２名委託しており、こども園・小学校で
英語指導を行っている。

Ｑ　学校の防災力向上のための防災士養成とある
が、どのように生かされるのか。
Ａ　防災教育の手段で行っている。当初に取得した
生徒は、今、高校２年生になっている。地域の中
に溶け込んで、自ら何をやればいいのかを考えて
もらいたい。

Ｑ　留守家庭教室は、体育館やいなほホールの他に
どこかで開催しているのか。
Ａ　コロナ感染症予防のため、３地区の防災セン

ターを含め、計６ヵ所で開催している。
Ｑ　小学校管理費の報償費が、各小学校で金額が違

うのはなぜか。
Ａ　各小学校にて学校運営協議会委員謝礼の支払い
のほか、福束小学校はクラブ琴講師謝金、大藪小
学校は書き初め会講師謝礼を支払った。

Ｑ　特色ある学校教育とは、何を行っているのか。
Ａ　福束小学校は、国語を中心に図書館による言語
教育、仁木小学校は、アイガモ農業による米づく
り活動、大藪小学校は、薩摩洗堰などのふるさと
学習を行っている。

Ｑ　心の相談員はどのように配置しているのか。
Ａ　拠点校として、福束小学校に配置している。他
の小学校から要請があれば、出向いていく。

令和２年度 国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算の認定

住民課
Ｑ　不納欠損額が提示されているが、滞納者等の対

応はどうなっているのか。
Ａ　保険証は、再交付時に納税相談をし、納税を確
認してから、短期証を交付する。

Ｑ　その際の納税額は決まっているのか。
Ａ　その都度誓約書を記入してもらっているが、そ
れぞれの滞納者の生活状況にもよるため、納税相
談時に納付可能な金額としている。

令和２年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算の認定

建設課
Ｑ　下水道普及率が 89.8％に対し、加入率が 47％と

約半数の世帯が接続していないが利用が伸び悩ん
でいる理由は何か。
Ａ　接続には高額な費用がかかることが理由の一つ
である。

Ｑ　接続率の向上について対策はあるのか。
Ａ　令和３年 10 月に岐阜県及び県内で接続率の低
い４市町で構成する「岐阜県下水道接続率向上方
策研究会」が設立されたので、この研究会の中で
接続率を向上させるための具体的な方策を検討・
実施していく。
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桜会 ～追弔会～桜会 ～追弔会～
令和３年 11 月 30 日（火）、塩喰の法養寺にて、輪之

内町桜会（会長�森島�光明）の物故者追弔会が開催され
ました。
当日は、田中政治議長が来賓として出席し、これまで
議会議員として支えていただいた多くの先輩方に敬意を
表すとともに、その御霊が安らかになることをお祈りし
しました。

小寺  強 議員、浅野  進 議員に小寺  強 議員、浅野  進 議員に
岐阜県町村議会議長会より岐阜県町村議会議長会より
自治功労者表彰を授与自治功労者表彰を授与

浅野　進 議員小寺　強 議員

令和３年 10 月６日岐阜県町村議会議長会の
定期総会において、小寺�強議員が、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受賞され又、浅野�
進議員は、町村議会議員の職に 25 年以上在籍し、功労が
あったとして当議会２名に岐阜県町村議会議長会より自治
功労者表彰が贈られました。

議会常任委員会による町内各施設の視察議会常任委員会による町内各施設の視察
文教厚生常任委員会（林日出雄委員長）は12月10日（福束小学校→大藪小学校）と12月13日

（仁木小学校→輪之内中学校）の 2回に分け、町内の施設の視察を実施しました。
福束小学校では、片野教頭から学校の教育目標「豊かな心 たくましい力のある子」、目指す
学校像「ひたむきさと活力 あふれる学校」を中心に説明を受けました。
大藪小学校では、寸田校長から学校の教育目標「よく考え 励まし合って やりぬく子」、願う

学校像「子どもの「生きる力」を育てる学校」を中心に説明を受けました。
仁木小学校では、増田校長から学校の教育目標「ひろい心をもち 豊かに表現できる子」、願う学校像「今
日が満足で、明日が楽しみな学校」を中心に説明を受けました。
輪之内中学校では、三輪校長から学校の教育目標「ひとりだちのできる生徒」、目指す学校像「今日も楽
しかった。また明日も来たい！と思える学校」を中心に説明を受けました。
また Society5.0 時代を生きる子どもたちに相応しい「新しい学び」として児童生徒向けの「一人一台端末」
の利用状況について実際の授業を視察しました。福束小学校と大藪小学校では体育の走り幅跳びや跳び箱の
授業にタブレットを使用し、飛んだ映像を後から自分で見て確認し、上達に結び付けていました。また仁木
小学校では学校を欠席した児童が自宅からタブレットを使って
遠隔授業を受けていました。また輪之内中学校では生徒会が中心
になって「輪中タブレットルール」を策定し「みんなで決めたこ
とはみんなで守る」をモットーに精力的に取り組んでいました。
委員からはタブレットの利用状況について、特に心配なのが子
どもたちの視力で、授業の中で目を休める時間を設けてはどうか
という意見があり、今後、検討していくとのことでした。また児
童生徒の不登校の状況においては、新型コロナウイルス感染症に
よって学校や家庭における生活や環境が大きく変化し、子どもた
ちの行動等にも大きな影響を与えていることがうかがえました。
また今後の児童・生徒数の推移に触れ、危機感を持って少子化対
策に取り組む必要性を再認識しました。

大藪小学校

仁木小学校

福束小学校

輪之内中学校
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▼編集後記
「わのうち議会だより」133 号をお届けします。
2022 年の干支は、壬寅（みずのえとら）です。
厳しい冬を超え、草木の新芽が土の下で膨らんで伸
び始める状態を表しているそうです。新しい次代の
成長の礎（いしずえ）が想像できます。令和４年度
からスタートする第六次総合計画における輪之内町
の目指すべき将来像は、自然と住みやすさが共存で
き、子どもがのびのびと育つまちです。そのような
環境の中で育まれた次世代が、町の担い手としてよ
りよいまちを創っていく循環を生み出したいという
想いがあります。議会といたしましても持続可能な
希望溢れるまちづくりに向けてより一層努力してま
いります。本年もよろしくお願い申し上げます。

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

★次の定例会は３月の予定です。皆さまの傍聴を
お待ちしています。

《10月》
５日　広報編集委員会
11日　共同募金会　街頭募金
19日　全員協議会
21日　例月出納検査
　　　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設

促進協議会の要望活動（三重県要望）
25日　令和３年度西濃地区社会教育振興会議・

西濃地区青少年育成関係者圏域研修会
　　　西濃環境整備組合議会定例会
　　　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
27日　第六次総合計画審議会

《11月》
４日　定期監査
８日　岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設

促進協議会の要望活動（岐阜県要望）
９日　定期監査
　　　新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成同

盟会県要望
10日　定期監査
11日　定期監査
19日　例月出納検査
22日　第２回植物防疫協会理事会
24日　議会運営委員会
　　　第２回安八郡広域連合定例会
29日　全員協議会
30日　桜会　追弔会

《12月》
２日　岐阜県町村議会議長会臨時総会及び
　　　第３回評議員会
３日　第４回定例町議会（初日）
　　　全員協議会
６日　決算特別委員会
７日　決算特別委員会
10日　文教厚生常任委員会
　　　総務産業建設常任委員会　
　　　施設訪問
13日　議会一般質問
　　　施設訪問
15日　第４回定例町議会（最終日）
　　　全員協議会
20日　第六次総合計画審議会
　　　大垣市長・大垣市議長と面談
21日　例月出納検査

議 会 活 動 日 誌


