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編集後記
「わのうち議会だより」134号をお届けします。
　さて、成年年齢が2022年4月1日から、約140年ぶりに見直され、現行の20歳から18歳に引き下
げられました。民法が定めている成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味と
「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があり、親の同意を得なくても、自分の意思で契約が
できるようになり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。また契約には様々なルー
ルがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があり、
社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年をターゲットとした悪徳な業者もいますので、そ
うした消費者トラブルに遭わないためにも未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルー
ルを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうかを冷静に判断する力を身につけ
ることが大切です。議会も教育機関との連携を取りながら、中高生に対する消費者教育の推進と自立
を支援するための環境設備を進めていきたいと思います。

輪之内町議会
ホームページ

議会広報編集委員会

委員長 林 日出雄

委  員 浅野 重行　大橋 慶裕

副委員長 小寺 強

次の議会は６月の開催予定です。
ぜひ傍聴にお越し下さい。
議会の日程は決まり次第
ホームページでお知らせします。

議会だよりのリニューアルについて
今月号より、表紙と裏表紙をカラーにし、デザインも見直しました。
より多くの町民のみなさんの手にとっていただける議会だよりを目指し、今後も、広報編集委員会の
中で協議を進めてまいります。

林 日出雄　議員

6Pジェンダーレス制服の
導入について

浅野 進　議員

13Pコロナ感染撲滅には
PCR検査を求めます

上野 賢二　議員

10Pコロナ収束後のイベント・
地域活動について

浅野 重行　議員

9P無人航空機(ドローン)の
活用について

大橋 慶裕　議員

14P「食育」に対する町の
取り組みについて

本会議における



田中 政治 議長田中 政治 議長

長屋 英人氏長屋 英人氏
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第 1 回
定例会
3月3日～18日

　令和4年第1回定例町議会が3日開かれ、会期を18日までの16日
間と決めた後、3日の初日に18議案上程された。議案の内訳は、人事
案件1件、補正予算4件、新年度予算6件、条例関係6件、その他1件です。
人事案件1件、条例改正6件、その他の1議案を初日に可決、令和3
年度補正予算4件、令和4年度一般会計予算総額45億9,300万円の6
件を各常任委員会に付託し散会した。
　8日には、全議員連名で、ロシアによるウクライナへの侵略に対す
る毅然とした対応と在留邦人の安全確保と国民生活への影響対策を
求める意見書を発議し、全会一致で可決しました。
　17日には5名の議員が一般質問し、18日の議会最終日は、条例関
係5議案を上程し、各常任委員会に付託されていた令和3年度補正予
算4件、令和4年度一般会計予算6件を可決し閉会した。

補正予算

令和3年度　国民健康保険事業特別
会計補正予算（第2号）

令和3年度 一般会計補正予算（第5号)

6,309万8千円追加

647万3千円追加

令和3年度　後期高齢者医療特別会計
補正予算（第1号）

326万3千円追加

輪之内町教育委員会教育長
同意した人事案件同意した人事案件

任期 令和4年4月1日～令和7年3月31日

45億9,30045億9,30045億9,30045億9,300万円
決まる
万円
決まる

総 額総 額 令和4年度 新年度予算令和4年度 新年度予算

令和4年度の主な事業

予算の規模

第6次総合計画基本目標別

1.環境にやさしく快適なまちづくり

2.助け合いのある安心・安全なまちづくり

地域循環型共生事業(110万円)新規
エコドーム 20周年イベントを開催し、
環境問題における意識向上を図ります。

簡易テント貸出事業　新規
防災資材の簡易テントを希望者へ貸出します。
（5～6人用テント1泊2日500円）

3.みんなが健やかに働けるまちづくり

輪之内プレミアム商品券助成事業
(1,527万円)拡充
商工会が実施するプレミアム率 20％と抽
選会2回のトリプルプレミアム商品券の発行
を支援します。
（1万円で1万2千円の商品券を7,000セット販売）

菊芋茶開発事業(72万円)新規
米粉を使った洋菓子開発に続き、菊芋の栽
培に耕作放棄地の有効活用を図ります。

6.豊かさとつながりのあるまちづくり

4.みんなが元気に参画できる、
　交流と多様性のあるまちづくり

5.生きがいを持ち、いきいきと
　学ぶことのできるまちづくり

（単位：千円、％）

コンビニ交付システム導入事業
(2,865万円)新規
全国のコンビニでマイナンバーカードによ
る住民票の写し等各種証明書の取得が可能
になります。（令和5年3月開始予定）

シニアカー等購入費助成事業(200万円)新規
75歳以上の運転免許自主返納者等を対象
に一人乗り電動車両（シニアカー）又は電動
アシスト付自転車の購入費用を一部助成し
ます。（上限10万円、購入費用の1/3）

スタンウェイピアノレンタル事業
(111万円)新規
町文化会館のスタンウェイピアノを希望者
に時間貸出しを行います。
初回はピアノコンサートを開催します。

区 分

一 般 会 計 4,593,000

前年度比
増 減 額 増 減 率

令和4年度 令和3 年度

特
別
会
計

国民健康保険事業

後期高齢者医療

児童発達支援事業

特定環境保全公共下水道事業
小　　計

合　　計

水 道 事 業企業会計

4,287,000 306,000 7.14

2.6625,000340,000965,000

17.0717,500102,500120,000

16.673,00018,00021,000

22.18126,000568,000442,000

4.9480,5001,628,0001,548,000

1.062,000188,000186,000

3.66223,5006,103,5006,327,000



輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
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条例関係意見書を全会一致で可決しました

ロシアによるウクライナへの侵略に対する毅然とした対応と
在留邦人の安全確保と国民生活への影響対策を求める意見書

　去る2月24日、国際社会の懸命な外交努力にもかかわらず、ロシア軍はウクライナへの
侵略を開始した。
　この侵略は、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる明白な国
際法違反であるとともに、国連憲章の重大な違反であり、本町議会はこれを厳しく非難する。
　力による一方的な現状変更は、国際秩序の根幹を脅かす行為であり、断じて認められる
ものではなく、ロシアは、ウクライナに対する攻撃を即刻停止するよう強く求める。
　また、我が国は残忍な核攻撃を受けた唯一の被爆国であり、プーチン大統領の核兵器の
使用を示唆する発言を断固として許すわけにはいかない。
　よって、政府においては、ロシアに対し毅然とした態度で非難し、現地在留邦人の安全
確保に努めるとともに、国民生活への影響対策について万全を尽くすことを要請する。
　併せて、核兵器の使用禁止を対外的に強く訴えるとともに、国際社会と連携し、ウクラ
イナへの人道支援や更なる経済制裁を含めた対応を行うなど、世界の恒久平和の実現と国
際秩序の維持に向け、全力を尽くすことを要請する。
　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4年3月8日
岐阜県安八郡輪之内町議会

内閣総理大臣 様　外務大臣 様　経済産業大臣 様
衆議院議長 様　　参議院議長 様

　現在の個人情報保護制度は、制度を実施する主体によって適用される法令が異なっているが、
個人情報の保護に関する法律に一体化されたため、引用している法律の変更をおこなうもの。

輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

　健康保険法施行令及び地方税法の一部改正に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の5割を公費により軽減するもの。

輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

　税証明に関する事務を簡素化するため、租税公課証明書及び土地家屋証明書の交付単位を証明
書の用紙１枚に統一するほか、文言等を改正するもの。

輪之内町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例について

　国が策定した地方公共団体における押印見直しマニュアルに基づき、押印等の見直しを行うもの。

輪之内町消防団条例の一部を改正する条例について

　消防団員報酬の支払い体系及び金額を改正するもの。

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。

　国家公務員の給与法の法改正に伴い、条例の一部を改正するもの。

輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

　「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」の改正に伴い、消防団員等公務災害を
担保とする。

輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

　国家公務員の「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」について、地方公共団体の職
員勤務時間・休暇その他の勤務条件については、国家公務員の措置との均衡を踏まえることが求
められていることに基づき、輪之内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもの。

輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
輪之内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について



　現代社会において、人は誰もが生まれたとき
に男か女かという「ジェンダー」を割り当てら
れ、与えられた「ジェンダー」がその後の人
生、例えば学校や職場における経験をほぼ決定
づけていきます。それに対してジェンダーレス
とは、生物学的な性差を前提とした社会的、文
化的性差をなくそうする考え方を意味する言葉
です。現在では同じ職種でありながら男女で呼
び名を変えることはほとんどありませんが、以
前は女性の保育士のことを保母、男性の保育士
のことを保父と表現していたことからも分かる
ように、生物学的な性差を元に、同じ仕事をし
ている男女に対して区別をしていたと見られま
す。また子供たちの場合にも同じような状況が
あり、近年ではランドセルの色がカラフルに変
わり、男女で色が決まっているといったことは
なくなりつつありますが、過去には男の子は黒

　輪之内中学校の制服は昭和23年9月に仁木
中学校と組合立南安中学校が統合し、組合立
輪之内中学校が発足して以来、70年以上の長
きに渡り、ほぼ形を変えることなく今日まで
引き継がれています。しかしながらジェン
ダー平等が進められる令和の時代において男
女の性差にとらわれない社会に変わりつつあ
る中で、「多様性に対応する制服の在り方」
が問われるようになり、今、学校制服は生
徒・児童一人ひとりが「自分らしく」誰もが
「心地よく」着ることのできる制服が求めら
れています。
　一宮市が2022年4月から公立中学校に導入
する新制服は令和元年8月から検討し、「みん
なの制服プロジェクト」として児童、生徒の
投票を経て決定をしています。また関市が

2023年4月から公立中学校に導入する新制服
は令和2年3月から検討し、「夢プロジェク
ト」として児童、生徒、市民の投票を経て決
定し、夢のある明るい学校をコンセプトに制
服の変更に当たっては、「誰もが相互に人格
と個性を尊重し支え合い、自分らしく生きる
ことを認め合うことのできる学校」を目指し
ています。どの市町も導入するに当たっては
準備期間を費やしているようですので早い対
応が求められると思います。また大切なのが
「どの制服を選択しても大丈夫」という環境
づくりだと思います。令和の時代にふさわし
い「LGBT」の生徒にも対応した「輪之内町
らしい」ジェンダーレス制服を検討してはい
かがでしょうか。町長及び教育長のご見解を
お伺いいたします。

　私からは「ジェンダーレス」をはじめとする
人権に関する考え方について答弁させて頂きま
す。その後、教育長から具体の制服について答
弁させて頂きますので、ご了承ください。
　輪之内町では、すべての住民の人権が尊重
される人権社会の実現を目指すため「輪之内
町人権施策推進指針」を策定し一人ひとりが、
人権感覚を高め、お互いを思いやる、ささえ
あいのまちづくりを推進しています。
　私たち一人ひとりは、様々な個性を持った
かけがえのない存在であり、国籍、信条、性別、
ＬＧＢＴ（性的指向、性自認）、障がい、職業、
その他の事由により生まれながらに有する人
間としての権利を妨げられることなく個人と
して尊重されなければなりません。
　そして、誰もが自分らしく生きられる社会
となるため、学校・職場そして地域全体であ
らゆる人権課題についての偏見や差別を解消
しなければなりません。
　ジェンダーに対する考え方は様々でありま
す。人権視点からのアプローチ、男女共同参
画社会実現の一環として語られることもあり
ます。
　「ジェンダーレス」、「ジェンダーフリー」の
用語が飛びかい、しばしば混同されるようで
す。概念として申し上げるならば「ジェンダー
レス」とは、性別の境界を取り払っていこう
と云う意味であり、今回のジェンダーレス制
服のご提案のように性別による境界を無くそ

うという考え方であり、ジェンダーフリーは
多様な生き方が出来るように「男らしさ」「女
らしさ」という性別による社会的差別から脱
却しようとする考え方です。
　換言すれば、性別を否定はせず、性別によ
る社会的差別を無くしていこうとする考え方
であります。女性の社会参加の脈絡で語られ
ることも多くあり、ジェンダーに起因する社
会的課題は数知れないと受けとめています。
　その意味で云うならば、ジェンダーレス制
服についても、生徒が自分らしく生きたいと
いう多様性の尊重や健康にも配慮すべきもの
であります。全国的に性別に関係なく自由に
選べる制服を導入する学校が増えてきている
現状を直視し、関係者間で検討を重ねるべき
ものと考えております。
　学齢期には周囲の理解や知識の無さから
ジェンダー等、性に対する悩みを持つ子ども
たちもいると思います。
　また、自分らしく生きていこうとカミング
アウトした結果、学校の中で孤立してしまう
ことになるかもしれません。
　こうしたことが起こらないよう、学校、家庭、
地域の役割は重要であります。
　性差に対するイメージは個人によって異な
るため、ジェンダーレスを実現するには、社
会全体が個人を尊重することの大切さを理解
することが必要です。
　日頃から多様な性を認めることのできる人
を増やしていけるような教育、悩みを話せる
人や居場所づくり、支援できる環境づくり、
正しい知識と理解を得る機会をつくること等、
町としても人権課題の大切なひとつと捉え積
極的に取り組んで参ります。

のランドセル、女の子は赤のランドセルという
ことが一般的でした。また学生の制服の場合も
男子生徒はスラックス、女子生徒はスカートと
決められている学校は少なくありません。しか
し、このような生物学的な男女の性差を前提と
した規則は廃止される傾向が高まってきてお
り、職業の呼び名も男女の違いに関係なく統一
され、制服のジェンダーレス化を採用する学校
が広がっています。それでは質問に移ります。

ジェンダーレス制服の導入について
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林日出雄 議員の質問

林 日出雄 議員林 日出雄 議員

一般質問一般質問一般質問一般質問町政を問う町政を問う（原文掲載）

木野 隆之 町長木野 隆之 町長

町長答弁

ズバリ



　今後の災害に備えた防災力の強化をはじめ、
様々な業務の効率化やコスト縮減に繋がるこ
とから導入に向けてのご提案がありました。
　ドローンの使用用途については、現在様々
な用途に活用されているところです。
　その活用を大別すると「娯楽用としてのド
ローン」と「事業用のドローン」と言われて
おります。
　事業用としては、「災害・事故の調査」をは
じめ、「インフラ点検」、「農業」、「物流」など
多岐にわたりはじめ「空の産業革命」と呼ば
れていることはご案内のとおりです。
　ここで導入に向けて、係る経費や操縦ライ
センス等を調査してみました。
　まず、経費面でございますが、初期投資経
費（イニシャルコスト）として、まず本体価
格についてですが、機体重量200g以上のもの
で、約17万円、付属品が約3万円で1機あたり

約20万円、一方200g以下ですと約5万円、付
属品が3万円で1機あたり約8万円でございます。
　ちなみに、農業における農薬散布用等大型
のものになりますと1機あたり100万円から
300万円となっております。（いずれもイン
ターネット調査）
　次に、ライセンス等についてですが、現在
のところ16歳以上の者で、3年毎に更新が義務付
けられております。
　ドローンは、資格なしで仕事をすることは
可能でしたが、国土交通省が策定したロード
マップ2020に鑑み、ドローンによる事故を減
らし安全性をより確保すべく、ライセンス取
得を進められたいとの指針がでました。
　ライセンスは国家資格で、国土交通省が策
定したロードマップ2020では、無人航空機レ
ベル4を実現させるための新たな制度が出来て
おります。

　輪之内中学校は昭和22年5月に組合立南
安中学校と仁木中学校が開校し、翌23年9月に
両校が統合され、輪之内中学校が発足しまし
た。創立以来74年間の長きにわたり、制服は
男子は詰襟の学生服、女子はセ－ラ－服と決
められ、現在に至っております。その間、昭
和36年度から女子の白のリボンが紺色の紐に
替わりましたが、今まで制服の見直しはあり
ませんでした。
　制服は公私のけじめがつき、帰属や規律意
識を高める、毎日着る服に迷わなくてよい、
また、私服より経済的で格差を生まないなど
の「制服のよさ」があるため、今まで長く普
及してきました。
　また、制服を自由な私服に変えると、学校
が荒れ、学習どころではないという教師の懸
念が働いていたのではないか考えられます。
　学校生活をジェンダ－という観点から振り
返ってみると気になる場面が数多くあります。
　重いものを運ぶなど力が必要な作業がある
時は、男子生徒を指名することや文化祭や学
習発表会のために室内で紙で作った造花で装
飾するときなど、細かな作業は女子がやるも
のだという先入観が働き、「男女はそもそも別
だ」という考えが深く根付いていると感じる
ことがあります。
　昭和、平成、令和と年代が進むにつれ、「ジェ
ンダ－」に対する考え方も変わってきました。
　今から20年程前の頃に教育事務所から、今
まで使用していた男女別名簿を児童生徒の性
別で分けずに 50音などの順番に並べる「男女
混合名簿」を導入するようにと指導がありま
した。それ以来、ほとんどの学校が男女混合
名簿に切り替え、現在も使用しています。
　男女別名簿は、「男子が前、女子が後ろ」な
どという順序を作り、男子優先、女と男は生
まれながらに違う存在で区別されるものとい
う強力な概念と、性別で順番が決まるのは、
性差による役割分担の固定化につながるとい
うものです。
　男女混合名簿は、健康診断や体育で使いに

くいと答える教師もいますが、「表計算ソフト」
を使えば、名簿は簡単な並び換えができ、出
席簿や指導要録などで使用しています。
　林議員からのご質問にもありますように、
最近の多様性が重視される世の中の流れを受
けて、岐阜県内の公立中学校で、学校制服の
ジェンダ－レス化にする動きが進んでいます。
　関市は令和5年度から全中学校が、性別に関
係なく着られるジェンダ－レス制服の導入を
進めています。
　制服変更は、中学校校長会や市教委でつく
る「制服プロジェクト協議会」で進め、男女
とも上着はブレザ－を採用し、スラックスと
スカ－トは性別を問わず自由に選択できると
いうものです。
　制服変更については、生徒や保護者、地域
の新制服へ意向等の現状把握、制服メ－カ－
選定などの協議が必要となります。
　新制服の導入にあたっては2年間の移行期間
とし、現制服と新制服を併用することになり
ます。今後、輪之内町でも制服見直しの可否
を含め、PTA、教職員、生徒会、学校運営協
議会等の場で検討して参ります。

　近年、機械技術の発展が進む中、様々な分
野において無人航空機「ドローン」が急速に
普及したことで、その言葉を聞く機会が多く
なってきましたが、ドローンは元は軍事用と
して使用されていたもので、ドローンと呼ば
れ始めたのは、2010年以降のことで2015年
には、航空法第2条22項の改正により「無人
であり、遠隔操作または自動操縦で飛行でき
る、200ｇ以上の重量の機体」がドローンと定
義されるようになりました。ドローンは準備
からの機動性、撮影性能に優れており、遠隔
操作で人が立ち入れないような場所を映し出
すことが可能なため、従来の方法では不可能
だった分野や用途での活用が期待され、現在
では様々な分野で活用されています。
　我が国では地震や大雨等による土砂崩れ、

台風などの自然災害による被害の影響が年々
甚大になり、ドローンは様々な支援が必要な
被災者の捜索や救助はもちろん、被災状況の
確認や調査に大きな役割を果たします。ま
た、孤立した集落に水や食糧を届けることも
できることから各自治体においても災害時の
ドローン活用が注目を集めており、当町にお
いても今後の災害に備えた防災力の強化をは
じめ、様々な業務の効率化やコストの縮減に
つながり、ドローンは今後さらに活躍の場を
広げていくことが予想されることから検討し
てはと思いますが町長のご見解をお伺いいた
します。

無人航空機（ドローン）の
活用について

　レベル4とは、「補助者無し、操縦者の目線無
しでドローンを人がいるエリアの上空に飛ば
すこと」となっております。
　区分的には、一等資格と二等資格に分かれ
ており、一等資格は、レベル4相当で、そのハー
ドルが高く設定されており、一方二等資格は、
レベル1からレベル3の飛行に相当するものと
されております。
　ライセンス取得については、2015年（平成
27年）頃から民間によるドローンスクールが
各地で誕生し始め現在もあります。多くは国
土交通省の認可事業者のようであります。
　その受講料ですが、20万円から25万円程で、
その講習等は4日間の時間を要するとされてお
ります。（当町の最寄りでは、各務原市にスクー
ルがあります。）
　そして、その試験ですが、学科試験と実技
試験の両方で受験料金は、5,193円となってお
ります。
　また、機体認証制度が2021年（令和3年）制
定され、その登録料は、1機あたり2,400円で
す。
　一方、維持管理経費（ランニングコスト）
としては、点検費用がかかります。
　ドローンの点検は、毎回、飛行前後の点検
の他、飛行20時間毎の点検・整備、そして、
1年又は100時間毎の専門家によるオーバー
ホールが義務付けされております。その専門
家によるオーバーホールに2万円（部品取替え、
修理費は別途）要します。
　ここまで、経費及びライセンス取得につい
て述べてきました。

　まとめますと、都合イニシャルコストとし
ては、機体1機、ライセンス取得者1名とすると、
約46万円、ランニングコストとして、最低毎
年2万円になります。
　さて、当町での導入に向けてどう考えるか
でありますが、一般的に言われているドロー
ンの有効な活用事例として、「火山の噴火や土
砂災害、化学工場の爆発のような現場に立ち
入れないとき」とされておりますが、平地で
ある当町ではそのリスクは少ないと考えてお
ります。
　ただ、水害において、最悪事態を想定した
場合、町内全域水没し、人が入れないときに
はその現場調査時に有効だと考えます。
　また、冒頭で農薬散布用ドローンは機体が
100万円から300万円かかると申し上げました
が、当町で導入して維持管理をしていく経費
と民間に委託する経費とどちらがトータルで
安いのか等考えていく必要があると思います。
　いずれにしましても、もっともっと調査研
究を重ね当町の各種事業に有効に活用できる
方策を模索して参ります。

浅野重行 議員の質問

浅野 重行 議員浅野 重行 議員

町長答弁

教育長答弁

箕浦 靖男 教育長箕浦 靖男 教育長
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　今後の災害に備えた防災力の強化をはじめ、
様々な業務の効率化やコスト縮減に繋がるこ
とから導入に向けてのご提案がありました。
　ドローンの使用用途については、現在様々
な用途に活用されているところです。
　その活用を大別すると「娯楽用としてのド
ローン」と「事業用のドローン」と言われて
おります。
　事業用としては、「災害・事故の調査」をは
じめ、「インフラ点検」、「農業」、「物流」など
多岐にわたりはじめ「空の産業革命」と呼ば
れていることはご案内のとおりです。
　ここで導入に向けて、係る経費や操縦ライ
センス等を調査してみました。
　まず、経費面でございますが、初期投資経
費（イニシャルコスト）として、まず本体価
格についてですが、機体重量200g以上のもの
で、約17万円、付属品が約3万円で1機あたり

約20万円、一方200g以下ですと約5万円、付
属品が3万円で1機あたり約8万円でございます。
　ちなみに、農業における農薬散布用等大型
のものになりますと1機あたり100万円から
300万円となっております。（いずれもイン
ターネット調査）
　次に、ライセンス等についてですが、現在
のところ16歳以上の者で、3年毎に更新が義務付
けられております。
　ドローンは、資格なしで仕事をすることは
可能でしたが、国土交通省が策定したロード
マップ2020に鑑み、ドローンによる事故を減
らし安全性をより確保すべく、ライセンス取
得を進められたいとの指針がでました。
　ライセンスは国家資格で、国土交通省が策
定したロードマップ2020では、無人航空機レ
ベル4を実現させるための新たな制度が出来て
おります。

　新型コロナウイルス感染症の猛威が収まり
ません。予測された第6波の波が想定外の大き
なうねりとなって世界中を襲っています。こ
の新型コロナウイルス感染症が日本で発生が
確認されてから変異を繰り返し2年が経過し、
我々の生活は一変しました。緊急事態宣言等

の発令により外出は自粛され、家での巣ごも
り状態が続き、町のふれあいフェスタなどの
大々的なイベントをはじめ、区や自治会の行

コロナ収束後のイベント・
地域活動について

　レベル4とは、「補助者無し、操縦者の目線無
しでドローンを人がいるエリアの上空に飛ば
すこと」となっております。
　区分的には、一等資格と二等資格に分かれ
ており、一等資格は、レベル4相当で、そのハー
ドルが高く設定されており、一方二等資格は、
レベル1からレベル3の飛行に相当するものと
されております。
　ライセンス取得については、2015年（平成
27年）頃から民間によるドローンスクールが
各地で誕生し始め現在もあります。多くは国
土交通省の認可事業者のようであります。
　その受講料ですが、20万円から25万円程で、
その講習等は4日間の時間を要するとされてお
ります。（当町の最寄りでは、各務原市にスクー
ルがあります。）
　そして、その試験ですが、学科試験と実技
試験の両方で受験料金は、5,193円となってお
ります。
　また、機体認証制度が2021年（令和3年）制
定され、その登録料は、1機あたり2,400円で
す。
　一方、維持管理経費（ランニングコスト）
としては、点検費用がかかります。
　ドローンの点検は、毎回、飛行前後の点検
の他、飛行20時間毎の点検・整備、そして、
1年又は100時間毎の専門家によるオーバー
ホールが義務付けされております。その専門
家によるオーバーホールに2万円（部品取替え、
修理費は別途）要します。
　ここまで、経費及びライセンス取得につい
て述べてきました。

　まとめますと、都合イニシャルコストとし
ては、機体1機、ライセンス取得者1名とすると、
約46万円、ランニングコストとして、最低毎
年2万円になります。
　さて、当町での導入に向けてどう考えるか
でありますが、一般的に言われているドロー
ンの有効な活用事例として、「火山の噴火や土
砂災害、化学工場の爆発のような現場に立ち
入れないとき」とされておりますが、平地で
ある当町ではそのリスクは少ないと考えてお
ります。
　ただ、水害において、最悪事態を想定した
場合、町内全域水没し、人が入れないときに
はその現場調査時に有効だと考えます。
　また、冒頭で農薬散布用ドローンは機体が
100万円から300万円かかると申し上げました
が、当町で導入して維持管理をしていく経費
と民間に委託する経費とどちらがトータルで
安いのか等考えていく必要があると思います。
　いずれにしましても、もっともっと調査研
究を重ね当町の各種事業に有効に活用できる
方策を模索して参ります。

事、地域交流イベントなどが中止となる事態
となっています。
　近年、度重なる大災害が発生し、少子高齢
化問題も重なり、地域の絆、地域共助の重要
性が再認識され、地域活動が活発化し、地域
コミュニティが確立されてきておりましたが、
このコロナ禍により活動が中断されてしまい
ました。この2年間、イベントや地域交流の場
がなく、家で過ごす時間が増え、人と人との
交流が希薄になり、町民のイベントや地域活
動に対するモチベーションに変化が出てきて
おり、中には「イベントがなくて楽だ」とか
の声も聞こえ、さらにはアフターコロナの社
会としてリモートワークやウェブ会議、オン
ライン飲み会の導入、非接触型決済の普及な
ど人と会わなくても交流ができる時代となり、
コロナ収束後の地域コミュニティ活動の低下
が心配されます。一度なくなったものを再開
するには何倍ものエネルギーと時間が必要で
す。コロナ収束後のイベントや地域活動の再
開に向けてすぐに動き出せる体制づくり、内
容の精査と新たな発想、地域活動組織の強化
など検討する必要があるのではないでしょう
か。
　現在、当町において地域活動の多くは区及
び自治会単位で行われておりますが、その活
動には温度差があるように感じます。地域活
動組織の強化についての事例として養老町が
取り組んでいる「地域自治町民会議」の設立
を参考に検討してはと思います。
　この地域自治町民会議は町が条例を制定し
て、既存の区や自治会より一回り大きい小学
校区や旧町村単位の11地区で地域の特性を活

かした住民組織づくりを進めているもので、
各区、各種団体等に事業所・企業を加えて構
成され、現在4地区が設立、町認定されていま
す。設立後の効果・メリットとしては各種団
体のネットワーク化が図られ、各団体活動の
相互理解と情報の共有化により連携が取りや
すくなります。役員の高齢化や担い手不足に
より一つの団体で担いきれなくなった事業を
町民会議が受け皿となることで、事業を継続
することができます。また、町が行っている
事業のうち、町民会議で実施したほうがより
住民サービスを向上できると考えられる事業
を町との委託や協定により実施することがで
きる。など将来に向けて地域のより一層の充
実及び活性化が期待できます。
　当町においても少子化により、区や自治会
に子どもがいない、担い手がなく、老人クラ
ブがなくなったなど区や自治会運営に支障が
出てきております。そして校区ごとに学校を
核としたコミュニティスクールとして地域学
校協働活動が進められており、今まさに地域
の新しい仕組みを検討する時期に来ていると
考えます。
　今後もコロナウイルスが消滅することはな
いと思いますが、国内の製薬会社でもワクチ
ンの治験や飲み薬治療薬の承認申請が行われ
ており、軽症化が進み、やがてはインフルエ
ンザと同分類になっていくのではないかと
思っております。
　新しいコミュニティへの今後の取り組みと
コロナ収束後の地域活動や交流イベントをど
のような形で盛り上げていくのかについて町
長のご見解をお伺いいたします。

上野賢二 議員の質問

上野 賢二 議員上野 賢二 議員
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　議員が言及されているとおり、度重なる大
災害や少子高齢化問題も重なり、地域共助の
機運が高まりつつあった矢先、今般のコロナ
禍により、ここ2年間は様々な地域活動がやむ
なく中止に追い込まれております。
　このことにより、今まで地域の住民の皆様
が地道に築いてきた地域コミュニティの醸成
気運が後退することを懸念されておられます
が、私も同様の想いを抱いております。
　以前、この一般質問の場でもその想いの一
端を申し述べましたが、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2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。
　しかも、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。
　そこで、議員からは、地域活動組織の強化
策の事例として、養老町で取り組まれている
「地域自治町民会議」の例を参考にして、「地
域における各種課題を横断的に検討できる組
織を創設したらどうか」とのご提案を頂きま
した。
　養老町の事例では、町民会議を立ち上げる
かどうかを各地域で協議し、地元で合意形成
の上、町が組織認定するという仕組みを採っ
ており、現在までに、11地区のうち4地区が組
織化されております。
　この地域自治町民会議の具体的な活動とし
ては、「防犯・防災に関する事業」、「環境美化
に関する事業」、「スポーツ・レクリエーショ
ンに関する事業」、「高齢者の生きがいづくり
に関する事業」などがあり、1町民会議あたり
約290万円の町からの交付金を財源として活動

を行っているということでした。
　この活動は、平成26年度4月に条例制定され
準備委員会等を経て組織化されており、活動
が地域住民の方々に認知され、軌道に乗るま
で4～5年間かかっていると聞き及んでおりま
す。
　当町においても、このように地域コミュニ
ティの活性化の手段としては、当該事例も一
つのモデルとなり得るものと考えます。
　しかしながら、ここで考えなければならな
いことも多々あります。
　各地域個々の課題は、それまでの経過もあ
り、一朝一夕に同時解決できるものでもない
と受け止めております。
　組織活性化の阻害要因として挙げられるも
のはいくつかありますが、主として少子高齢
化に起因するものや、役員の担い手がいない
ことによる組織の活動休止若しくは消滅等で
あります。
　このような課題は、現時点、地域にとって
顕在化している地域もあれば、潜在的にあり、
将来顕在化する恐れのあるものなど多種多様
化しております。
　各地域住民の方々に新たな負担を強いるこ
となく組織化しなければ例え新組織が成立し
ても継続は難しいと考えます。
　養老町の事例を参考に新たな組織化・取組
みを創設する場合、既存の組織、手法の点検
を総合的に見直しながら、より効率化するこ
とが必要であります。すなわち「スクラップ
＆ビルド」でなければ受け入れられないので
はないかと考えます。
　このような考え方の下、考えられる一つが
各区単位から広域化し、自分の地域だけでな
く、ある程度拡げた生活圏域で組織化するの
もひとつかと考えます。
　また、行政側の視点でみれば、各課において、
各地域に密着した活動については、案件毎に
様々な委員会、協議会等の団体を組織化し協
議・活動をお願いしているところですが、そ
の際にも各区１名以上の役員選出をお願いして
いるのが現状であります。
　先程の少子高齢化や人口減少の潮流に対応

　新型コロナウイルス感染症につきましては、
輪之内町においても感染者が急激に増え、3
月8日現在の感染者246名のうち185名の方が
第6波オミクロン株による感染を確認しており
ます。町としても危機感を持っており、1月19
日に町独自の非常事態宣言を発出し、感染拡
大防止に取り組んできましたが、感染拡大に

歯止めがかからない状況です。そのため宣言
期間を 3月25日まで再延長し、新聞折り込み・
広報無線・12チャンネル・メール配信等を活
用し、町民の方々への周知を行い感染防止対
策の徹底に努めております。
　ご質問がありました PCR 検査は、ある程
度のウイルス量があればほぼ正確に診断でき

　コロナ感染問題から2年が経過しました。一
向に感染が収まる気配はありません。第6波に
なってから第5波よりも沢山感染者が増えてい
る状況です。県内の感染者は多少減少傾向に
ありますが、それでも300名の感染者です。
　特に町内の感染者はこれまで約240名で、第
5波よりも増加しています。感染しても無症状
の感染者がいるのが、コロナ感染の特徴のよ
うに思います。感染拡大防止するには無料で
誰でもが PCR検査できるようにすべきと思い
ます。その対策がないから第6波まで感染拡大
したのではないでしょうか。今のままでは
第7波の感染が起きるものと思われます。ぜひ
PCR 検査を希望者全員に実施してください。

町長はどのようにしたら感染拡大を食い止め
ることができますか、お考えをお聞かせくだ
さい。

コロナ感染撲滅には
ＰＣＲ検査を求めます。

するためにも、現在の区単位から広域化し、
各種委員等の選出も広域化した生活圏単位で
選出してもらう（例えば既存の 3つの区から
既存の役職を１名選出など）など改編が必要な
時期に来ていると考えます。
　そうしたことからも今回の議員のご提案は
非常に興味深いものと考えております。
　今後こうした組織を立ち上げる場合の考え
方として、繰り返しになりますが、 ① 既存の
組織に役割を加えるのではなく、既存の地域
活動の範囲を広域化しながら選出役員を少人
数化してスリム化を図ること。 ② 生活圏を基
にした最適な範囲・人数等による広域化組織

の在り方の検討。 ③ 少人数化して広域化して
も活動に支障が無い業務を洗い出すこと。等
を切っ掛けとして、地域活動の在り方を中長
期的に考えることが必要と考えております。
　しかしながら、これも養老町の例のように
一朝一夕にできるものではありませんので、
区長様はじめ各機関関係者とも協議しながら
進めて参ります。

ると言われていますが、検体の取り方や場所、
感染からの経過日数などによって正確さが変
わります。検査を受けた時点での感染の有無
について診断できる検査であり、一度検査を
実施すれば安心という訳でもありません。
　感染拡大防止や感染収束に資するか否か専
門家でも見解が分かれていると受け止めてい
ます。
　そんな状況下でありますが、現在、岐阜県
では県民の感染不安を払拭する観点から、無
症状の県内在住の方を対象に無料検査を実施
しています。発熱などの症状がある方、濃厚
接触者として保健所から自宅待機を指示され
ている方は検査対象外であり、感染の不安を
感じている方が検査を受けることができます。
　令和4年2月21日から27日の1週間で 3,733
名の方が無料検査を受けられ、84名の方が陽
性と判定されました。( 毎週木曜日にデータが
更新されます）
　県の実績からもわかるように感染の不安を

感じる無症状の方に対する無料の PCR 検査
の必要性については理解できますので、県が
無料検査事業を実施していることを町民の皆
さまに知っていただくとともに、町としては
引き続き基本的な感染防止対策の「マスク着
用」「手指消毒」「密回避」「体調管理」の徹底
を図り、町民の皆さまの安全安心の確保に努
めてまいります。
　町といたしましては、この基本的な感染防
止対策の徹底のみならず、コロナワクチンの
追加接種を多くの方に受けていただけるよう
体制整備を図っております。
　また、5～11歳のお子さんへの接種について
も推奨してまいります。
このワクチンの追加接種については、個人の
感染防止・重症化防止のみならず、周囲の人々
への感染防止にも有効でありますので接種率
の向上に努めてまいります。

浅野進 議員の質問

浅野 進 議員浅野 進 議員

町長答弁

町長答弁
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「食育」に対する
町の取り組みについて

大橋慶裕 議員の質問

大橋 慶裕 議員大橋 慶裕 議員

　新型コロナウイルス感染症につきましては、
輪之内町においても感染者が急激に増え、3
月8日現在の感染者246名のうち185名の方が
第6波オミクロン株による感染を確認しており
ます。町としても危機感を持っており、1月19
日に町独自の非常事態宣言を発出し、感染拡
大防止に取り組んできましたが、感染拡大に

歯止めがかからない状況です。そのため宣言
期間を 3月25日まで再延長し、新聞折り込み・
広報無線・12チャンネル・メール配信等を活
用し、町民の方々への周知を行い感染防止対
策の徹底に努めております。
　ご質問がありました PCR 検査は、ある程
度のウイルス量があればほぼ正確に診断でき

　食育とは、農林水産省では「生きる上での
基本であって、知育・徳育・体育の基礎とな
るものであり、様々な経験を通じて「食」に
関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実現することができる人間を
育てること」、また文部科学省では「子どもた
ちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣
を身に付けること」と定義されています。
2005年に制定された食育基本法は、食育の推
進に関する施策の実施を「国の責務」とし定
めており、厚生労働省では、「健康づくり」「生
活習慣病予防」「母子保健」「食品安全」とい
う観点から、情報提供や栄養指導などを行っ
ています。同法が制定された経緯は、「食」の
大切さ・重要性を忘れがちになってしまう現
代において生じた次のような問題があります。
栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣

病の増加、過度の痩身志向、「食」の安全上の
問題、「食」の海外への依存の問題などです。
食育基本法には、7つの基本理念が第2条から
第8条に記されています。
第2条：国民の心身の増進と豊かな人間形成
第3条：食に関する感謝の念と理解
第4条：食育推進運動の展開
第5条：子どもの食育における保護者教育関係    
　　　 者等の役割
第6条：食に関する体験活動と食育推進活動の
　　　　実践
第7条：伝統的な食文化、環境と調和した生産   
　　　  者等への配慮及び農山漁村の活性化
　　　  と食料自給率の向上への貢献

第８条：食品の安全性の確保等における食　　
　　　 育の役割
とあります。食育とは、「国民の心身の健康の
増進と豊かな人間形成」を目的として、実現
するためには、「食に関する感謝の念と、どの
ようにして目の前にある食べ物を私たちが食
べられることができるようになったのかとい
う過程への理解が必要であり、それらを育む
にあたっては、保護者や教育関係者や行政が
重要な役割を果たしています。また食に関す
る体験活動を行ったり、食料生産者と交流を
持つことが食育に役立ちます。
　町の子どもへの食事に対しての教育目標は、
こども園では、「みんなと一緒にたのしくおい
しい給食を食べることができる」小学校では、
「自然の恵みや生産者に感謝して食べることが
できる」「食事が体に及ぼす影響や食品をバラ
ンスよく組み合わせて食べることの大切さを
理解し、一食分の食事が考えられる」等、中
学校では、「食を通して自らの健康を適切に管
理し改善していく能力を身に付ける」等です。
2015年から町内に1名の栄養士の資格を持つ
学校栄養教諭が配属されました。また保健セ
ンターには、2名の栄養士の職員が在籍してい
ます。小中学校とこども園の給食は栄養バラ
ンスを考えた献立になっています。
　コロナ禍以前までは、食育推進事業として
毎年夏休みに小学生親子教室を町民センター
で開催したり、社協と協力し高齢者向け出前
講座「お元気サロン」や「生き活きメンズクッ
キング」等を企画されています。6月の食育月
間や毎月19日の食育の日には、食育普及啓発
活動を食生活改善推進員の方々と保健師さん
が協力し、活動しています。町報には食育コー
ナーが設けられており、いつまでも元気に過
ごすためには、肉・魚・卵・牛乳などの動物
性たんぱく質を毎日摂取することが大切です
と高齢者の低栄養の注意喚起等を掲載されて
います。
　学校給食では、年2回喫食量調査をし、栄養
摂取状況や、食べ残し量を学校給食栄養報告
書として、定期的に摂取栄養量をチェックし、
不足しがちな栄養素を補う食材を積極的に取
り入れるようにしています。以上のように様々
な食育についての活動に取り組んでいます。
　給食時に「いただきます」「ごちそうさまで

した」と感謝の気持ちを表現されていると思
いますが、食前にその日の献立の食材の栄養
素を1日1栄養素を説明して、食を学ぶ機会に
してはどうでしょうか？小さい頃に学んだこ
とは、大人になっても記憶に残ることが多い
と思います。教育長に答弁を求めます。
　現在軽トラ朝市で販売している菊芋茶と菊
芋チップスを町の特産品として販売促進され
ると伺いました。大変好評と聞いております
し、血糖値を下げる効果があり、健康食品と
して需要も期待されます。地元産の農産物の
付加価値を高めるためにも、加工して販売で
きる体制が必要になってきます。どのような
体制で、生産・加工・販売・管理等を考えて
みえますか？地産地消や地場産業の活性化な
どは食育の基本理念でもあります。町長に答
弁を求めます。
　また食育をテーマにした番組を輪之内スマ
イルチャンネルで作成し、食の大切さを発信
してはどうでしょうか？町長におたずねしま
す。
　健康は多くの町民の方々の関心が高いと思
います。昨今、欠食や孤食の増加、食品に潜
む過剰な添加物など食の危険が問題になって
います。安くておいしいものがたくさんあり
ますが、これからはそこに「安全」という視
点が大切です。健康増進は、医療費の抑制に
もなります。
　以上ご答弁よろしくお願いします。

ると言われていますが、検体の取り方や場所、
感染からの経過日数などによって正確さが変
わります。検査を受けた時点での感染の有無
について診断できる検査であり、一度検査を
実施すれば安心という訳でもありません。
　感染拡大防止や感染収束に資するか否か専
門家でも見解が分かれていると受け止めてい
ます。
　そんな状況下でありますが、現在、岐阜県
では県民の感染不安を払拭する観点から、無
症状の県内在住の方を対象に無料検査を実施
しています。発熱などの症状がある方、濃厚
接触者として保健所から自宅待機を指示され
ている方は検査対象外であり、感染の不安を
感じている方が検査を受けることができます。
　令和4年2月21日から27日の1週間で 3,733
名の方が無料検査を受けられ、84名の方が陽
性と判定されました。( 毎週木曜日にデータが
更新されます）
　県の実績からもわかるように感染の不安を

感じる無症状の方に対する無料の PCR 検査
の必要性については理解できますので、県が
無料検査事業を実施していることを町民の皆
さまに知っていただくとともに、町としては
引き続き基本的な感染防止対策の「マスク着
用」「手指消毒」「密回避」「体調管理」の徹底
を図り、町民の皆さまの安全安心の確保に努
めてまいります。
　町といたしましては、この基本的な感染防
止対策の徹底のみならず、コロナワクチンの
追加接種を多くの方に受けていただけるよう
体制整備を図っております。
　また、5～11歳のお子さんへの接種について
も推奨してまいります。
このワクチンの追加接種については、個人の
感染防止・重症化防止のみならず、周囲の人々
への感染防止にも有効でありますので接種率
の向上に努めてまいります。
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　1点目の学校給食における「食育」の在り方
については、この後、教育長から答弁させて
頂きます。
　まず、私からは2点目の「菊芋茶と菊芋チッ
プスの販売促進等」から答弁させて頂きます。
　菊芋の主な栄養素であるイヌリンは、議員
言及のとおり血糖値の上昇を抑制する働きの
他にも腸内環境を整える働き、また、カリウ
ムは血圧を下げる働きなどが期待でき、健康
食品として今とても注目されています。
　現在、軽トラ朝市出店者のうち菊芋茶に加
工し販売されている方は2名、菊芋チップスに
加工し販売されている方は1名でありますが、
軽トラ朝市実行委員会はこの加工品を販売促
進するとともに、生産者及び生産面積を順次
増やしていきたいとの考えをおもちです。
　菊芋の収穫時期は11月から4月までですが、
収穫し土を洗い落としたままですと栄養成分
がどんどん減少してしまいます。
　収穫後すぐにスライスしたものを乾燥させ、
菊芋チップスにすることで栄養成分がそのま
まの状態で長期間保存することが可能になり
ますので夏や秋の販売も可能になります。
　この菊芋チップスは一部販売されますが、
大半は菊芋茶に加工し販売されます。
　これらの作業は岐阜県などから支援を受け
て機械化を図ってまいります。一方、最も重
要なのは販路確保であります。
　販売できる場所が限られれば生産者や生産
面積を増やすことができません。
　今後は、軽トラ朝市実行委員会の方々を中
心に「岐阜県6次産業化サポートセンター」の
販路開拓や新商品開発の専門家であるプラン
ナーから助言を受けながら販路開拓に努めて
まいります。
　また、現在は軽トラ朝市やスポットで出店
するイベントでの販売のみですが、スーパー
やショッピングセンター等での出張販売を行
い、併せて店頭で常時販売してもらえるよう
販売促進に努めてまいります。
　この菊芋の栄養素を摂取することが町民の
皆さんに浸透し、みんなが健康になり、医療
機関に受診する回数が減り、ひいては医療費

の抑制につながればと考えております。
　最後のご質問の「食の大切さを輪之内スマ
イルチャンネルで発信してはどうか」につい
ては、議員と考えを異にするものではなく、
これからも積極的に発信してまいります。
　これまでも、保健センターにより幼児サー
クルでの親子クッキー作り、うどん作り、小
中学生を対象とした親子料理教室、食生活改
善推進員の養成を兼ねた栄養教室、高齢者向
けのフレイル予防講座の開催など、各年代に
合わせた食の重要性について周知と認識の向
上に努めてきました。
　その内容については、既に輪之内スマイル
チャンネルでも放送しております。
　食育に関しては、医食同源のとおり私自身
も、食の改善、より良い方向に食を誘導して
いくことは、体の発育や健康を維持するうえ
で非常に大切なことと思っております。
　今後も、輪之内スマイルチャンネルのみな
らず、あらゆる媒体を通じて食育の重要性を
ＰＲして参ります。
　なお、輪之内スマイルチャンネルでは、町
民皆様の知りたい、見たいというニーズにお
応えするべく、イベントや議会の様子などを
主に番組構成してきましたが、この度の食育
のみならず、Ｑ･Ｏ･Ｌ( クオリティー･オブ･ラ
イフ )、生活の質の向上につながる番組などに
も力を注いでいきたいと考えるところであり
ます。

　続いて、私からは「食育」に対する町の取
り組みについてお答えします。
　輪之内町の小中学校では、三つの目標を掲
げ、食に関する指導に取り組んでいます。
　一つ目は、「食事の重要性や栄養バランス、
食文化等についての理解を図り、健康で健全
な食生活に関する知識や技能を身に付ける。」
二つ目は、「食生活や食の選択について、正し
い知識・情報に基づき、自ら管理したり、判
断したりできる能力を養う。」三つ目は「主体
的に、自他の健康な食生活を実現しようとし、
食や食文化、食料の生産などに関わる人々に
対して感謝する心を育み、食事のマナーや食
事を通した人間関係形成能力を養う。」です。
これらを達成するために、給食時間における
指導だけでなく、教科や特別活動においても
指導を推進しています。
　輪之内町には学校栄養職員が1名配置されて
おり、小学校3校と中学校1校を兼務し、給食
の時間に学校訪問を行っています。年に数回、
学級ごとに食の指導も行っています。小学校
5年生では、五大栄養素をバランスよく摂るこ
との大切さについて、クイズを交えながらプ
レゼンテーションを使って説明し、食生活に
関する知識を身に付けています。学年の実態
や目標に沿って内容を変えるため、児童生徒
は興味をもって話を聞き、食について学びを
深めることができます。
　また、給食時間中には学校放送を活用し、
その日食べる食材に関わる話や、食事マナー
の話等を全校に放送しています。献立に合わ
せたコメントになっており、分かりやすく理
解できるように工夫しています。
　給食の時間だけでなく、教科や特別活動の
授業においても、担任と学校栄養教諭が一緒
に指導する授業を行っています。小学校 2 年
のことを学び、感謝の心をもてる指導を行っ
ています。
　食の指導の他には、地場産物の使用にも力
を入れています。地元生産者と連携をとり、
地元食材を積極的に取り入れています。給食
の献立表には、地元の食材が分かるように表
示したり、給食だよりで紹介したりしていま

す。給食だよりでは生産者の方の顔写真やメッ
セージも掲載しています。
　未来に夢や希望をもって「生きる力」を育
む教育を推進していくためには、生活の基本
となる食を充実させていくことが大変重要で
あると考えます。これからも、児童生徒がい
きいきと学習や運動に取り組めるよう、給食
時間を中心に学校全体で食に関する指導を推
進していきます。

町長答弁 教育長答弁
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総務産業建設常任委員会総務産業建設常任委員会

　各委員会に付託された、令和3年度補正予算、令和4年度予算を審査し、その結果、いずれも原
案のとおり可決しました。

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告
ReportReport

主 な 質 疑主 な 質 疑

令和３年度 一般会計補正予算（第５号)

総務産業建設常任委員会

議会事務局

12月に支払われる期末手当の基準日
はいつなのか

Q

基準日は12月1日である。

総務課

選挙の時間外勤務手当は、どのよう
に積算しているのか

Q

積算根拠としては、選挙管理委員会事務
局である総務課職員の選挙事務に係るも
のの他、当日の投票所と開票所の事務に
従事する職員の時間外勤務手当である。

A

税務課

土地の実勢価格に対し、どれだけの
評価額まできているのか

Q

税負担の調整措置により、地価公示価格
の7割までを評価額としている。

A

会計室

株式配当の鉄道各社の内訳と取得額
面はいくらか

Q

ＪＲ東海（株）は100株、名古屋鉄道（株）は
200株、近鉄グループホールディングス（株）
は100株の計400株である。発行金額はそ
れぞれ合計5万円。

A

たばこ税は町内で消費した分に対す
るものか

Q

町内の小売販売業者に売り渡された分で
ある。

A

選挙の従事者を一般から公募しては
どうか

Q

統計調査等においては一般の方が従事し
ており、選挙においても今後検討する。

A

選挙従事者の時間外手当の単価はい
くらか

Q

各職員の基本給に応じて時間外手当単価
は異なる。なお、なるべく若手職員を充
てて時間外手当の抑制に努めている。

AA

危機管理課

東南海地震等により発生した津波は、
輪之内町まで遡上する想定はあるか

Q

地震の被害想定については岐阜大学等が
中心となり研究しているところではある
が、現在のところ輪之内町には影響はな
い見込みである。

A

経営戦略課

ふるさと納税の返礼品は主にどのよ
うなものが選ばれているのか

Q

飛騨牛、御膳米関係、マスク、季節の野
菜が上位となっている。

A

新型コロナウイルス感染症対策地方
税減収補填特別交付金は返還するこ
とはあるのか　

Q

返還することはない。A

自主防災訓練補助金や防災資機材整
備補助金について、活用している区
が少ないと思われるが、区長に対し
どのように周知しているのか

Q

当制度については区長に対し、「共助」の
強化を目的として補助金を活用いただく
べく、区長会の折に説明させていただい
ているところである。来年度については
区長会資料として今年度実績を具体的に
提示すること等により、もっと活用して
頂くよう努める。

A
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基金の積立ては、毎年、今年度程度
の金額を積立てることができるのか

Q

今年度は、新型コロナの影響により数多
くのイベントが中止となったため、それ
に伴う余剰金を積立てることができた。
平常時のように、予定した事業が100
パ ーセント実施された場合は、今年度の
ような金額を積立てることはできないと
思う。

A
滞納状況はどうかQ

令和3年7月から12月まで西濃県税事務所
へ職員を派遣するなど、住民税を中心に
滞納整理を強化している。2月末時点の滞
納繰越分の徴収率は前年度実績を上回っ
ており、引き続き強化を図る。

A

ふるさと納税により、町の税収は減
収になるのか

Q

今年度のふるさと納税による輪之内町か
らの流出額は850万円であるが、それ以上
に、輪之内町へのふるさと納税の収入が
あるので減収にはなっていない。

A

ふるさと納税は、現在、全国的に増
加傾向にあるが、新型コロナの影響
による巣ごもり需要などが要因と考
えられる。コロナ後を考えると、楽
観視できないと思われるが、その点
について町の見解はどうか

Q

新型コロナとふるさと納税の関係性につい
ては、今後、注視していかなければならな
いと思うが、返礼品を増やすなどしてふる
さと納税の収入増を図っていきたい。

A

提言 12チャンネルの番組内容について、
行事やイベントを主とした番組構成だ
けでなく、町内の史跡巡りや町内の様
子など、視点を変えた番組制作を検討
してはどうか。



令和４年度　一般会計予算

産業課

東京圏からの移住支援について相談
がゼロ件だったことは納得できる。
輪之内町ならではの魅力を与えないと
来てもらえないと思う。もし住んでも
らえたら１軒分の土地や、空き家を安
く買い上げて提供してはどうか

Q

空き家対策も兼ねて、徐々にと考えてい
る。無料ではなくお値打ちに提供できる
方向で考えていきたい。

A

スマート農業技術導入支援事業費補助
金について、スマート農業の技術向上
は、日進月歩で、補助金を活用して機
械を導入したにもかかわらず、時代遅
れになるのに更新には耐用年数期間を
待たなくてはならないのか

Q

機械更新について耐用年数は基準になる
が、同種の機械でも用途が違えば対象に
なると聞いている。機械によっては数年
で格段に向上するものもあるので耐用年
数の条件緩和について県に要望していく。

A

土地改良課

楡俣北部の事業は、今年3月で終わ
るのか

Q

面工事は令和5年度末に完了する予定であ
る。事業としては、6年度に確定測量、7年
度に換地処分を行い完了する予定である。

A

建設課

木造住宅耐震診断について、耐震基
準に満たない住宅で、工事の費用負
担ができない場合はどうなるのか

Q

耐震基準は上部構造評点が1.0に満たない
場合は、耐震補強工事が必要になる。耐
震補強工事には多額の費用が掛かること
から、住宅建替時の除却費用補助が好ま
れている。今後とも耐震化促進の啓発に
努めたい。

A

楡俣北部の事業で、賛同されていない
人がいると聞いているが、どうなのか

Q

100％の同意で進んでいる。A

四郷南部は、どこまで進んでいるのかQ

令和4年度事業採択の予定で進んでいる。A

県道地元負担金とは何かQ

道路改良工事や、改良工事に伴う測量設計
に対して10%の費用を負担金として町が県
に支払うもの。

A

2月終わりの新聞によると東京圏か
らの移住アンケートで岐阜県は移住
したい地の全国8位であった。もっ
と自信をもって取り組んだ方がよい
のではないか

Q

空家対策とともに移住定住対策に取り組
んでいきたい。

A

田んぼアート設計委託料とあじさい
まつり補助金について、全額を減額
していないのはなぜか

Q

設計委託料については 2月19日の武将イベ
ント「丸毛出陣！」が無観客開催となり動
画配信のため撮影が急遽必要となったた
め 18万9千円を流用した。補助金につい
ては、来年に向けての準備のため、あじ
さいの剪定費用として50万円を交付した。

きょ

A

村づくり塾が以前より取りやめになっ
ているが、農業者だけでなく家庭菜園
をされる方などを含め非農家などが勉
強する機会であったのになくしたのは
なぜか。その他の行事も今までやって
きたことの効果に対し評価せず、コロ
ナ禍のマイナス思考でやめていくこと
が多い。きちんと協議し意見も聞いて、
やれる方向を見いだせるのであれば
やっていくべきではないか。安易に中
止することは町の思いともそぐわない
のではないか

Q

村づくり塾の取りやめは会長からの申し
出である。行事を継続できるようにとい
うことだが、どうにかして実施できない
か開催方法を検討し、やるべきだという
思いは同じである。

A

株式はずっと保有していないといけ
ないのか

Q

岐阜県市町村振興協会から県内鉄道整備
促進を目的とする寄附のため、売却しな
いように申し入れされている。

A

青年等就農給付金（経営開始型）の
減額については、実際に青年から要
望があり予算化したのか

Q

対象となると思われる新規就農者が経営
を開始されたので予算化した。対象者は
49歳以下で新たに農業経営により生計を
立てる者という要件である。農業を始め
たいという願望を持つ人は結構いるが実
行したのは今回が初めてで、所得要件に
適さなかったため該当しなかった。

A

議会事務局

監査委員の報酬は日額とのことであ
るが、その１日は何時間なのか

Q

7時間45分としており、1時間未満の場合、
報酬は半額になる。

A

報酬を時間給で考えると、半日であ
れば良いが、１日の場合、最低賃金
に満たないのではないか

Q

例月出納検査に関しては、効率よく進め
ていただき、ほとんどが半日で終わって
いる。

A

総務課

町有財産使用料の根拠は条例等で決
まっているのか。また場所は何処か

Q

輪之内町行政財産の目的外使用に係る使用
料徴収条例に算出根拠が定められている。
また、主な場所として収入実績が多いのは、
土木工事の資材置場として使用している東
大藪にある旧最終処分場である。

A

区長設置費補助金はどういうものかQ

区長会の視察研修に対する補助金。A

一般職員の給与の平均はいくらかQ

給与は、給料と諸手当の合計であり、１
人あたりの平均は給与が約363万円、諸手
当が約267万円。

A

20 21

歳入の農道整備事業補助金が減額と
なっている理由は何か

Q

県財政がコロナ対策にシフトしたことに
より、補助金の割合が例年より少なくなっ
たため。

A

庁舎清掃委託料が前年度より増加し
ているがその理由は何か

Q

現在庁舎の清掃については、シルバー人
材センターへの委託2名と再任用職員１名
で行っているが、今年度で再任用職員が
退職することに伴い、来年度はシルバー
人材センターへの委託を3名とするための
増額である。

A

広報わのうちの印刷にかかる費用は
どれだけか

Q

広報わのうちはカラー刷り24ページで、
1部あたりの経費は110円。

A

都市計画マスタープランにおいて、
町全体として農業と工業のバランス
の取れたまちづくりがなされ、秩序
ある計画とされているか

Q

都市計画マスタープランではゾーニングが
されており、全体の目標は農業と工業、地
域振興が融合し、暮らしやすい将来構想で
あり、今後、関係者との合意形成を図って
いきたい。

A

提言 議会だよりも、より読みやすく楽しめ
る紙面づくりのため、予算の確保をお
願いしたい。またペーパ ーレスに対
応するため、議員にもタブレットの配
布等を考えて欲しい。



テント等の資機材を地区の誰でも使
用できるような訓練・指導を実施
し、災害に対する危機意識を持って
貰うようにするべきではないか

Q

一昨年から地域の「自助」意識を高める
ことを重点として防災事業をすすめてお
り、昨年からは区長と町内防災士に対し、
講習会を実施している。その際に各区で
何が必要とされているかを話し合って頂
き、そこに防災訓練や資機材に対する町
補助金を活用して頂くようお願いしてい
るほか、要望があれば必要な資料等も提
供している。また、今後各区長の任期に
合わせ、町全体での総合防災訓練の実施
も予定している。

A

防災拠点について、以前に提示の
あった図面から変更は無いか。ま
た、何人が避難できる想定になって
いるか

Q

図面に大きな変更は無く、今後これに基
づいて実施設計を行っていく。収容人数
については、2,000人を計画している。

A

洪水の際、町内企業の工場等を避難
場所として使用させて頂くよう協定
を結んではどうか

Q

現在のところ町内企業に対し災害時に協
力をいただくような声かけは行っている。
避難所としての使用や協定の締結など、
具体的な内容については、今後すりあわ
せを行っていく。

A

樹木の選定について、各課で予算計
上しているが、総務課で一括で管理
することはできないのか

Q

それぞれ所管している施設があり、そこ
にある樹木も多岐にわたるため、他課の
職員が把握するのは困難である。しかし
予算計上するにあたり、単価は統一して
いる。

A

再任用職員の雇用は、義務なのか努
力義務なのか

Q

国からの地方公務員の雇用と年金の接続に
ついての要請に基づいて行っており、毎年、
対象職員には希望調査を行っている。

A

再任用に当たって、健康状態につい
ての審査基準はあるのか

Q

診断書の提出までは求めていないが、所属
長の意見や本人の健康状態も確認している。

A

再任用の責務に見合った働きが出来
ていない職員がいるのではないか

Q

万が一そうであれば、指導していきたい。A

危機管理課

大垣消防組合負担金の人口割30％
という割合は見直しできないのか

Q

割合は大垣消防組合議会でルールが決め
られている。見直しについては意見とし
て伝えさせていただく。

A

令和4年度の防犯カメラの設置場所
3箇所はどこか

Q

文化会館駐車場への増設、パターゴルフ
場駐車場に加えて、地区からの要望等を
参酌し1台を予定している。

A

消防団員の報酬は団員個人への直接
支払いか

Q

過去には承諾書を徴収のもと、班に対し
てまとめて支払っていたこともあるが、
現在は個人に対して支払っている。

A

消防団の警備担当は、らっぱの訓練の
ほか、水を出す訓練も行っているのか

Q

従来から、らっぱの訓練のほか、最低限
消火活動が出来るように訓練を行ってお
り、現在も同様である。

A

テントの貸出は個人に対してのみ
か、地区の防災訓練等の際も借用で
きるのか

Q

個人への貸出を想定しているが、区での防
災訓練等でも是非活用していただきたい。

A

町の防犯カメラの設置場所はどこ
か。また、撮影した画像の管理等は
どうしているのか

Q

令和3年度においては文化会館駐車場や、
アポロンスタジアム駐車場、体育センター
駐車場など全7箇所に設置した。撮影した
画像は役場内のサーバーに1ヶ月間保存さ
れ、警察等の要請があった際に必要な部
分を切り出して提供する。

A

土地購入費の内容は何かQ

大吉新田防災拠点の取付道路整備にかか
るものである。

A
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女性防火クラブ及び町消防協力隊の
補助金が減額となった理由は何か

Q

消防協力隊については機能別消防団へ所
属するよう組織改編を行ったことに伴い、
報酬等を支給するようにしたためであり、
女性防火クラブについては定員数の減の
ほか、訓練・研修への出席に対して報酬
を支払うこととなったこと、消防団行事
への補助的な参加を見直したことが理由
である。

A

街路灯は来年度何箇所設置予定か。
また、令和3年度の要望状況はどう
なっているか

Q

令和3年度は区から全25箇所の設置要望が
あり、予算等を勘案した結果、全要望箇
所への対応ができた。令和4年度予算では
20箇所の設置を予定しているが、箇所数
については予算の範囲内で臨機応変に対
応していく。

A

警備班の選出地区や団員の定数見直
しをはじめとした組織改編や、訓練
内容の見直しに関して、もっと抜本
的な改革をすべきではないか

Q

令和2年度・3年度の2年間、諮問会議を開
催し、消防団の組織等について見直しを
したところである。諮問会議では持続可
能な消防団活動を進めるべく、消防団の
定員や各区の選出人数を人口に対する比
率に基づき見直ししたほか、訓練につい
ても生活の根底を脅かすものとならない
よう協議を進めてきた。来年度は町内の
アパート住民に対し、消防団員の処遇や
年間行事等を記載したパンフレットの配
布及び定期的な説明会を開催することに
より、入団勧誘を行う予定である。

A

経営戦略課

公債費の元金償還金は、繰上償還分
を含んでいるのか

Q

定期償還分のみ。A

特別交付税はどのように算定される
のか

Q

普通交付税で措置されない特別な財政事
情により算定される。

A

ふるさと応援基金の使用目的は何かQ

ふるさと納税（寄附）の目的と同じであり、
1 .自然環境の維持保全に関する事業、2.
社会福祉、高齢者福祉の向上に関する事
業、3. 次世代育成、学校教育の充実に関
する事業、4. 協働のまちづくりに関する
事業、5．文化財の保全、伝統行事の振興
に関する事業。

A



産業課

農業委員の選考基準はあるのか、
また選出の流れはどのようなものか

Q

選考の順番としては、まず非農業者、次
に認定農業者、女性、最後に農業者から
の選考になり、また選考委員会にて選出
された後、町議会に上程し、お諮りする。

A

農森林環境税基金を活用した子供向
けの木材の教材などはどこへ寄贈す
るのか

Q

町内のこども園及び児童センターへ寄贈
する。

A

健康診断料が計上されているが、目
的は何で、対象者は誰なのか、また
猟銃は使用できるのか

Q

わな猟の狩猟免許取得のためで、申請時
に健康である旨の医師の証明が必要であ
り、対象者は産業課職員。また職員は猟
銃の使用はできない。

A

地域情報化計画の計画期間はいつまで
で、どのような内容のものを策定する
のか。合わせて、地域情報化推進検討
委員会の委員はどのような者か

Q

計画期間は、令和5年度から令和9年度ま
での5年間であり、その内容はこれから委
員会で検討を行い策定していくことにな
る。参考までに、現計画の内容は、『いつ
でも どこでも だれとでも つながるネッ
トワーク』を基本方針に掲げ、更には、
基本施策に『豊かな暮らしを支えるＩＣ
Ｔ利活用』、『安全・安心を支ええるＩＣ
Ｔ利活用』、『地域を支える行政のＩＣＴ
利活用向上』を掲げている。委員会の委
員構成はアドバイザ ーとして岐阜大学の
教授、その他に委員が4名いる。

A

電子計算費の使用料及び賃借料は、例
年4千万円ぐらい必要なのか、また、
機器やシステムを調達する際は、どの
ように業者を選定しているのか

Q

使用料及び賃借料は、例年4千万円程度必
要である。業者選定については、入札に付
すべきものは競争入札を行い、出来るだけ
安価に調達することを心がけている。

A

ツールド西美濃の開催場所はどこか、
行政によるＰＲ等は行っているのか

Q

ツールド西美濃は、2市9町を自転車でサ
イクリングするイベントであり、輪之内
町も巡回地となっている。各市町には、
立ち寄る地点が指定されており、その地
点に立ち寄ることでポイントが貯まり、
獲得ポイントの上位者に町の特産品等を
プレゼントする仕組みで行っている。

A

ツールド西美濃はどのような組織で運
営されているのか、合わせて、いつ頃
開催しているのか

Q

大垣青年会議所を主体として実行委員会
形式で運営されており、実行委員会には
首長が出席するほか、担当者会議もある。
従前は 9月の第3日曜日に開催されていた
が、今年度はコロナの感染防止に配慮し
て、7月21日から 9月20日の間に個人が自
由にサイクリングする方法で開催された。

A

委託料を払わずに評価できないのかQ

動産鑑定士による鑑定評価に基づき固定
資産税の評価基準を定める必要があるた
め、町内59地点の評価を委託している。

A

毎年行っている評価委託は必要なのかQ

評価替えは3年間価格を据え置く制度であ
るが、この間に地価の下落があり、価格
を据え置くことが適当でない場合は時点
修正を行う必要があるため、毎年の委託
が必要である。

A

指定金融機関は年度ごとに交替する
のか

Q

大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、西美
濃農業協同組合の3つの金融機関が2年ご
とに交替する。

A

土地の鑑定評価委託とはどういうも
のか

Q

3年ごとに評価替えを実施する中で、令和
6年度の評価替えに向けて令和 4年度に評
価するものである。

A

税務課

滞納繰越分には、滞納額を計上して
いるのか

Q

滞納額ではなく、徴収率を乗じた収入見
込額を計上している。

A

軽自動車税は車検があるため、滞納
にはならないのではないか

Q

転出者が車検の住所変更や廃車手続きを
していないため滞納となっている例があ
る。使用状況を調査するなど、指導して
いる。

A

会計室

基金の利子はどのように決まるのかQ

基金は大口定期で運用し、金利は金融機
関に照会して決定している。

A

派出手数料はどの金融機関も同じかQ

どの金融機関からも派出費用の負担の要
望が出ている。

A

基金の金利について市中金利は0.002
パーセントと説明があったが、運用
している金利はどれくらいか

Q

定期預金の金利の実績は 0.02パーセント
で、定期預金のほかに、債券での運用も
行っている。

A
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今まで無償だった派出費用を負担す
ることになったのはなぜか

Q

低金利が長引くなど経済情勢等が厳しい
状況の中、金融機関は支店の再編など経
営改善を進めており、ほかの自治体に対
しても同様に指定金融機関業務の負担の
要望をしており、町村会等でも検討を行っ
た上で負担することになった。

A

農地情報公開システムとはどういう
ものなのか

Q

不動産業者などが、インターネットを利
用して全国の農地を一筆ごとに面積と地
目を見ることができるシステムである。

A

スマート農業事業は、年度内に何回
申請可能なのか

Q

県の追加要望調査があればその都度、申
請可能であるが、補助金対象となるのか
は県の審査による。

A

町の資金を預けているので、金融機
関からのサービスがあっても良いの
ではないか

Q

行政の業務を金融機関なしで行うことは
できない。費用負担については、半年か
けて金融機関と交渉し、関係自治体が議
論した結果、派出費用を行政も負担する
方向で意見をまとめたものである。

A



令和４年度特定環境保全公共下水道事業
特別会計予算

土地改良課

楡俣北部地区は、何haであり、
その内、農用地はどれ程になるのか

Q

地区面積は51.3haであり、その内、農用
地の整備面積は34.0haである。

出産育児一時金該当者は何件かQ

1件。A

現在、菊芋茶はどのような状態で
販売しているのか

Q

ティーパックで10袋入り350円で軽トラ朝
市などで販売している。

A

菊芋茶の機械化とはどのようなもの
を購入するのか、またどこに設置す
るのか

Q

生の菊芋を乾燥させる乾燥機、乾燥した
菊芋をカットするスライサー、菊芋茶に
するために砕く粉砕機を購入する。設置
場所は町民センターを予定している。

A

菊芋の生産面積及び収穫量は町全体
でどのくらいあるのか、また年中収
穫できるのか

Q

7名の生産者で、生産面積は合計2,400㎡、
収穫量は6,400㎏である、またチップスに
した菊芋は長期保存ができるので、菊芋
茶などは年中供給できる。

A

丸毛兼利顕彰事業のイベントの企画
や内容については外部に委託してい
るのか

Q

直接町が考案し実施している。A

楡俣新田の県道沿い水路の除草は道
路管理者である県が実施するもので
はないのか

Q

道路と水路との境界は明確でないが、これ
まで水路として地元で実施していただいて
いる。また費用負担は農地・水保全管理支
払交付金事業により交付されている。

A

洋菓子人材育成委託事業については
どのように行うのか

Q

一般公募を行い、輪之内町内でスイーツの
お店をやりたいとか、ご自身のお店でス
イーツを販売するなど、真剣にやる気のあ
る方を選んで参加者としたい。

A
共同入札参加資格審査は役場では
できないのか

Q

以前は各市町で実施していたが、平成19
年から電子化に伴う受付・審査を県市町で
一括委託して共同で行われている。

A

土地購入費について大薮地区、松内地
区とあるがどこの箇所か

Q

大薮地区は大薮小学校南から主要地方道羽
島養老線までの道路拡幅部分で、松内地区
は県道安八海津線東側のラウンドアバウト
の交差点部分の用地である。

A

松内地区のラウンドアバウト交差点を
採用するメリットは何か

Q

重大事故も起きにくく安全性に優れる点
や、町南部の玄関口としてランドマーク的
な意味を持たせたい。

A

令和4年度現年度分の受益者負担金賦
課対象件数の内訳は

Q

25万円が20件、30万円が4件、40万円が
1件の計660万円である。

A

ホッとステーションの利用者は
新型コロナ禍前と比べてどうか

Q

新型コロナ禍前の令和元年度は19,428
人、令和2年度は2,385人、令和3年度は
2,942人となっており新型コロナ感染拡大
の影響のため利用者は激減している。

A

田んぼアートの予算が計上されて
いないが令和４年度は行わないのか

Q

例年行っているほ場は、小麦が作付けされ
ているため行えない。また、他のほ場も打
診し了承を得られなかったが、令和5年度
は行えるように今後も検討していく。

A

建設課

建設課

提言 菊芋を町の特産品として普及させ、将
来的に生産面積が増えれば、遊休農地
の解消にもつながるので、ぜひ成功さ
せて欲しい。

提言 開発したスイーツは各イベントにて販
売するなど広く周知をして、一過性の
ものにならないようにして欲しい。
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未接続者に対して罰則はあるのかQ

下水道法では接続に対しての義務規程は
あるが罰則規程はない。

A

A

農用地は、何％であり、その面積差
は、どのような理由なのか

Q

農用地は約66％であり、面積差の主なも
のは、非農用地となる工場用地等の差に
なる。

A

令和３年度 一般会計補正予算（第５号)

文教厚生常任委員会

住民課

マイナンバーカードの所有率はどの
くらいか

Q

2月末現在で、4,098人、42.7％で、県内
6位。

A

福祉課

コロナ対策体温計配付委託料におい
て、300万円以上の不用額が生じた
のはなぜか

Q

事業内容に変更はないが、入札の結果、
仕様を充たす体温計を安価に入手できた
ことによる。

A

環境パトロール委託は、どこに委託
しているのか

Q

週3回、2時間ずつ、シルバー人材センター
に委託している。

A

こども園の広域入所委託料とは
何か、又利用者はどれくらいか

Q

輪之内町内在住の子どもが町外のこども
園等を利用したときに、その自治体に支
払う委託料で、委託料は園の規模や子ど
もの年齢により規定で定められている。
令和3年度利用者の実績は計7名。

A

文教厚生常任委員会文教厚生常任委員会



福祉課

福祉サービス利用に所得制限がある
場合、所得判定はどのようにしてい
るのか

Q

規定により税情報と連携し、担当業務を
行う福祉課で所得判定を行っている。

A

児童センターの開館状況について、
今後日曜日等子どもが休みの日に開
館する予定はないのか

Q

指定管理者である町社会福祉協議会と協
議し、開館日について検討していきたい。

A

障害者自立支援給付費について、障
害者手帳を所持している方がサービ
スを利用しているのか、また、利用
者の年齢および利用者数はどれくら
いか

Q

障害者手帳を有している方が対象で、支
援内容は障がいの程度により決定される。
18歳以上の58名の方が利用しており、
 18歳未満については、障がい児のサービ
スを利用している。

A

バス停の新設要望から設置されるまで
の期間が長いため、早くならないか

Q

申請書提出から地元や警察との現場確認、
公共交通会議での協議等が必要となるた
め時間を要してしまうが、庁内の事務に
関しては、できる限り早く進めたい。

A

コンビニ交付システムは、全国で利用
は可能か

Q

マイナンバーカードを取得している人は、
全国のコンビニ等で利用可能との事でし
た。来年度、マイナンバーカード普及に
も力を入れていく。

A

国民健康保険費負担金、未就学児均等
割保険税負担金の対象者は何人か

Q

30人を見込んでいる。A

地域循環共生事業委託料について、内
容は決まっているのか

Q

ゼロカーボンシティを目指したもので、
11月のグラウンドワークに合わせ、環境の
講演等を考えている。

A

補助金を交付した福祉関係団体から、
決算の報告を受けているのか

Q

各団体の事業実績報告書等により、決算
の報告を受けている。

A

提言 策定した計画がどれだけ進んだのか、
住民にどれだけ浸透しているかが重要
である。現場の声を注視しながら進め
ていただきたい。

住民課

繰越金に関して、適正な額というも
のはあるのか

Q

適正な額は定めていないが、留保して県
の返還金に充てている。

A

教育課

英語教育について、外国人を雇うの
でなく、英語能力が高い日本人でも
良いのではないか

Q

ＡＬＴについては、ネイティブな言語を
子どもたちと一緒に話す事が大事だとい
うことで、外国人を雇っているが、英語
指導員は、日本の方にお願いしている。

A

町外在住者コロナワクチン接種委託
料とはどういうものか

Q

町外在住者が仕事の都合等により輪之内
町内の集団接種会場で新型コロナワクチ
ンの予防接種を受けた場合に、住所地の
自治体から支払われる委託料である。

A

町外在住者が新型コロナワクチン接
種を受ける場合にはどんな手続きを
するのか

Q

保健センターが接種の受付及び接種日時
の代行予約を行う。

A

保健衛生総務寄附金とはどういう
ものか

Q

令和2年度に明治安田生命保険相互会社と
健康増進に関する連携協定を締結し、令和
3年度に健康増進事業の推進のため、同社
から寄附を受けたものである。

A

令和３年度
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

福祉課

後期高齢者医療保険料はどのように
納付されるのか

Q

原則年金天引きとなるが、年金の受給額
が年額18万円未満の方など、年金額や保険
料の額に応じて、納付書や口座振替によ
る納付に切り替わる。

A

令和３年度
後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)

住民課

自主運行バスについて、バス停での
乗降ではなく、利用者の自宅前で乗
降できないか、また、地域公共交通
会議では、どのような意見が出てい
るのか

Q

現在の運行形態では困難であるが、福祉
タクシーとしての利用の要望が出ており、
今後、会議メンバー、利用者の意見を聞
きながら、公共交通、福祉の2つの観点か
ら考えていきたい。　

A

令和４年度　一般会計予算

バス停設置要件は何かQ

半径300メートル内で、1つのバス停と考え
ており、町民からの要望により、必要と
判断されれば新しく設置している。

A

家族介護用品給付費とはどういうも
のか

Q

要介護認定を受けられた方を在宅で介護す
るために必要なおむつ等の介護用品購入費
用に対して、規定により給付するもの。

A

地域福祉計画とはどういうもので、
策定についてはどのように進めるのか

Q

高齢者、障がい者等、社会との関わりが
難しい方を行政や地域でどのように支え
ていくかについて定める計画であり、計画
期間は令和5年度から9年度までの5年間で
ある。令和3年度に地域福祉に関するアン
ケート調査を行い、令和4年1月に輪之内町
地域福祉推進委員会を設置した。町民代
表者や医療福祉関係者、学識経験者等で
構成される委員会のもとで次期計画につ
いて協議し、策定する予定である。令和4
年度は地域の方々の意見を伺う機会を設
け、計画に反映する予定。

A
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シニアカー等購入補助金はどういう
ものか

Q

満75歳以上で、自動車運転免許証を自主
返納した方、または自動車運転免許を所
持していない方を対象に、シニアカーま
たは電動アシスト自転車の購入費用の一
部を規定により補助するもので、高齢者
の社会参加促進を目的に令和4年度から開
始するものである。

A

子ども子育て会議の協議内容はどう
いうものか

Q

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、書面会議を行い、令和4年度
開始予定の子ども家庭総合支援拠点や、
子育てガイドブックの改訂内容、小中学
校、こども園等の現状の声をもとに、委
員の意見を集約した。

A

子育てに関する相談対応や情報提供
はどのようしているのか

Q

母子手帳発行時や健診時の相談対応のほ
か、スマホアプリの 母子モ による配信等
で随時情報提供を行っている。

A



要保護・準要保護児童扶助費・特別
支援教育就学奨励費を小中学校入学
前に支給することが出来ないか

Q

検討していく。A

新規事業の国語・数学（算数）検定
受験料助成事業については、学校で
も同じようなことをしているのでは
ないか

Q

学校独自のドリル学習による検定を行っ
ている。

A

子ども会活動やふれあい運動会が、
このコロナ禍の中で停滞している。
又、少子化で活動が少なくなる中
で、地域全体で考える必要があるの
ではないか

Q

子ども会活動やふれあい運動会など、地
域全体で盛り上げていく必要がある。

A

令和４年度
国民健康保険事業特別会計予算

住民課

提言 80歳以上の方に毎年記念品を贈呈す
るなど、高齢者の楽しみが増え、長寿
を祝うという主旨に沿う方法を検討し
てほしい。

教育課

賞賜金とはどういうものか
しょう　 し

Q

スポーツ・文化芸術の分野で県大会、東
海大会等で優秀な成績を収めた方に対し
て交付するもの。

A

給食で御膳米を提供できないかQ

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。

A

財政調整基金の残高はどれだけかQ

1億5,261万6千円。A

図書館の蔵書について、特色は何かQ

最近は、癌の予防啓発、認知症の予防、
多文化共生などの本も購入している。又、
月毎に、テーマを決めて展示している。

A

就学助成事業奨学金の基準は何かQ

高校生1人当たり5万円で、親の所得が少な
い世帯を対象と考えている。

A

英語検定の成果はどうなっているかQ

令和2年度は、受験者数96人のうち、合格
者数は78人、合格率81％で以前より上がっ
てきている。

A

新規事業のスタンウェイレンタル
事業は、どのように計画しているか

Q

オープニングとして、ミニコンサートを
実施し、ピアノのレンタル料として１時間
2,000円を予定している。

A

選奨生資金貸付金の貸付金額はいくら
か、又、返還金はどのような状況か

Q

大学の学生は、月額4万円、短大・高等学
校の学生は、月額1万5,000円である。返
還状況については、最近借りた方は滞納
はないが、古い方が残っており、分納で
支払っている方もいる。

A

敬老祝金について、節目対象年齢は
何歳か

Q

喜寿（77歳）、傘寿（80歳）、米寿（88歳）、
卒寿（90歳）、白寿（99歳）、紀寿（100歳）
の方に対し規定の祝金を支給している。

A

こども園の食品等検査委託料とはど
ういうものか

Q

町内3こども園の調理施設、調理員及び提
供される給食の衛生状態について検査を
行うための費用である。

A

輪之内スポーツクラブには何団体あ
るのか

Q

スポーツ少年団が6団体、体育協会が10
団体。

A

町教育振興会補助金で、どのような
事をしているのか

Q

この会は、町内の各小中学校職員で構成
しており、音楽会や各部会の運営に対す
る補助金である。

A

心の相談員はどのような事をしてい
るのか

Q

いじめ・不登校について子どもだけでな
く、教員からの相談も受けている。

A

国民健康保険税を納付するにあた
り、口座引き落としと納付書の比率
はどのくらいか

Q

税対象者1,183件中、656件が口座引き落
としの登録がされている。

A

令和４年度
児童発達支援事業特別会計予算

福祉課

児童発達支援教室そらの利用児童は
何人か

Q

利用児童は32名である。A

支援が必要であると分かるのはいつ
頃か

Q

ダウン症や染色体異常などは、産まれて
からすぐに、言葉の習熟度や社会性は､あ
る程度の年月が経過した後など様々で、
保健センターの健診によって分かること
が多い。

A

ヤングケアラーについて、対象の子
はいるのか

Q

今のところ把握をしていない。A

地域学校協働活動とは、どのような
活動か

Q

地域の方が、配慮が必要な子への生活学
習支援や、剪定や草むしりなど校務支援
を行っている。

A

教育委員会の会議は、議事録を閲覧
可能であるが、非公開の場合は、名
前だけを黒塗りにしてはどうか

Q

個人情報保護の観点から、非公開として
いる。

A

中学校のエレベーターを使用してい
ないなら、休止して保守点検をなく
してはどうか

Q

けがをした生徒がいる場合など、使う事
もあるので、休止は出来ない。

A

歳出の学校給食地産地消推進事業費
補助金20万は、どのような内容な
のか

Q

県内産の食材の米・麦・大豆等を購入す
る事業費のうち3分の2を町が負担するも
の。

A
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