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歳出の主な補正

総務費

財産管理費（光熱水費） 186万円

生活安全対策費（光熱水費等） 147万7千円

民生費

児童福祉施設費（光熱水費、こども園備品購入費）
 541万2千円

衛生費

保健衛生総務費（光熱水費等） 171万円

教育費

事務局費（会計年度任用職員報酬等）
 111万2千円

小学校管理費（光熱水費） 449万7千円

中学校管理費（光熱水費） 241万円

学校給食費（光熱水費、燃料費、賄材料費）
 358万9千円

プラネットプラザ管理費（光熱水費）
 437万5千円

農林水産業費
農業振興費
（ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金等）
 139万2千円

歳入の主な補正

地方交付税（普通交付税） 2,906万2千円

雑入 300万7千円
大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
676万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ9億7,176万9千円と定めるもの。
今回の補正予算は、令和3年度県普通交付金返還
金確定及び退職被保険者等納付金清算額確定による
償還金の増額補正を行うものと、未就学児均等割保
険料負担金に関する業務を国保情報データベースシ
ステムで対応するためのシステム改修費を計上した
もの。
なお、財源としましては、繰越金を充当すべく計上
したもの。

676万9千円を追加

令和4年度令和4年度
国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

歳入予算内における科目の振替を行うもので、電
気料金高騰に伴う電気料金不足見込み額を契約済の
設計委託料に減額することで相殺したもの。

特定環境保全公共下水道事業
会計補正特別会計補正予算（第1号）
特定環境保全公共下水道事業
会計補正特別会計補正予算（第1号）
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水道事業会計補正予算（第1号）水道事業会計補正予算（第1号）

9月定例議会は、人事案件2件、補正予算4件、決算
認定関係5件、条例改正1件の合計12件上程され、そ
のうち人事案件2件が初日に可決され、補正予算、決
算認定関係、条例改正は決算特別委員会、各常任委員
会の付託を受け、慎重に審査・審議の結果、最終日の
16日に原案可決し、閉会しました。
また、6名の議員が一般質問を行いました。

9月6日～16日

田中 政治 議長田中 政治 議長

第 3 回
定例会

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
令和4年10月1日施行の育児作業法の改正に伴い、合わせるかたちで、育児休業の取得回数制限の緩和、育
児参加のための休暇の対象期間の拡大等について改正するもの。

条　　例条　　例

人事案件人事案件
固定資産評価審査委員会の委員
吉田　哲生 氏（再任）

教育委員会委員
金森　京子 氏（新任）

任期 令和4年10月  1日から
令和7年  9月30日まで

任期 令和4年10月  1日から
令和8年  9月30日まで
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“さくらねこ”
TNR活動の推進について

近年、飼い主のいない猫に対する町への相談、苦情
が多く寄せられています。また一方で輪中堤防に捨
てられた「子猫を助けたい」という想いで懸命に育て
ておられる地域の方もみえます。猫には登録制度が
なく、室内で飼養することが義務付けられていませ
ん。よって外にいる猫が飼い猫なのか、野良猫なの
か、外見で判断することが非常に分かりにくいため、
対策が難しくなっているのが現状です。
環境省が発表した統計資料によると2020年4月1
日 ～ 2021年3月31日 に 殺 処 分 さ れ た 犬 猫 は
23,764頭で内訳をみますと犬：4,059頭、猫：
19,705頭と猫の処分数が犬の約5倍で、6,675頭の
成猫と13,030頭の子猫が殺処分されており、約6割
以上が子猫で悲しい現実になっています。
猫は繁殖力が非常に高く、生涯で出産できる子猫
の数は約36匹 ～ 50匹前後と言われています。
「TNR活動」の最大の目的はこれ以上猫を増やさな
いように「地域の猫」として、一代限りの命を全うさ
せる。そして殺処分ゼロを目指していくことが新し
いやり方として進められています。
TはTrap（トラップ）：捕獲すること、NはNeuter

（ニューター）：不妊手術のこと、RはReturn（リター
ン）：猫を元の場所に戻すことです。いざ手術をする
と手術済みの猫だったというケースが頻繁に起こ
り、目印として耳をV字型にカットする手法が定着
し、カットした耳の形がさくらの花びらに見えるこ
とから“さくらねこ”と呼ばれるようになりました。
しかしながら、ほとんどの方が「TNR活動」をご存知
ないかと思いますので、これをきっかけに多くの
方々に関心を持っていただきたいと考えておりま
す。
輪之内町では捕獲器の貸し出しは行っています
が、引き取りや処分に関しては行っていませんので、

猫を捕獲した後の処理は対応出来ていないのが現状
です。そこで県内では本巣市も参加している公益財
団法人どうぶつ基金が手術費を全額負担する「さく
らねこ無料不妊手術事業」に行政枠として参加をし、
町内に暮らす飼い主のいない猫を減らす活動を行う
個人やボランティア団体などと連携して「TNR活
動」を推進する事業を検討してはいかがでしょうか。
また冒頭でお話をしました輪中堤防やプラネットプ
ラザ周辺に「愛護動物を遺棄・虐待した者は1年以
下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と看板
を設置し、犯罪行為を断固たる姿勢で町として取り
組んでいただきたいと思いますがいかがでしょう
か。
町長のご見解をお伺いいたします。

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）

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

林日出雄 議員の質問

ズバリ

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
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その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
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今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

代表監査委員　野々垣昌司氏代表監査委員　野々垣昌司氏
令和3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3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4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。
最後になりますが、意見書に記載しております、補

助金等の交付について申し上げます。
補助金等の交付状況をみますと、長年に亘って交
付が継続している補助金があります。こうした長年
に亘る補助金等の交付は、補助事業者等にとっては
既得権化が進み、補助金等に対する依存度が強まる
ことにより、事業運営努力が損なわれるといったこ
とも考えられます。
つきましては、補助金等の交付にあたっては、一定
の補助期間を設定し、期間満了時には改めて必要性
等を検証できる制度を設けることが必要ではないか
と考えます。
今後の財政状況は、更に厳しい状況が続くものと
思いますので、将来に向け補助制度のあり方等につ
いて検討する必要があるものと考えます。
以上のとおり、令和3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
方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、新型コロナウイルスの感染はいまだに収束
が見られず、より一層困難な対応が求められるほか、
財政状況も厳しい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、報告とさせて頂きます。宜しくお願いしま
す。

決決
監監
算算
査査 報報 告告
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“さくらねこ”
TNR活動の推進について

近年、飼い主のいない猫に対する町への相談、苦情
が多く寄せられています。また一方で輪中堤防に捨
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です。そこで県内では本巣市も参加している公益財
団法人どうぶつ基金が手術費を全額負担する「さく
らねこ無料不妊手術事業」に行政枠として参加をし、
町内に暮らす飼い主のいない猫を減らす活動を行う
個人やボランティア団体などと連携して「TNR活
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ラザ周辺に「愛護動物を遺棄・虐待した者は1年以
下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と看板
を設置し、犯罪行為を断固たる姿勢で町として取り
組んでいただきたいと思いますがいかがでしょう
か。
町長のご見解をお伺いいたします。
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ピクトグラム（絵文字）の
普及推進について

ピクトグラムはの歴史は1920年頃、オーストラリ
アの社会、経済学者（オット・ノイラート）とイラス
トレーター（ゲルン・アルンツ）が生み出したアイソ
タイプ（情報伝達するための一連の視覚記号）がピク
トグラムの始まりで、文章を読む習慣のないような
市民にも複雑な社会や経済の情勢がわかりやすく伝
えられるために考え出されたもので、簡単にいえば
「絵記号で表すグラフ」になります。
日本では1964年の東京オリンピック大会をきっ
かけに世界中にひろまり、2021年の東京オリンピッ
ク開会式を笑いで包んだ「実写版ピクトグラム50個
の連続パフォーマンス」皆さんも記憶にあると思い
ます。現在では駅や空港、公共施設、学校、ショッピン
グモール等を中心に広く普及しており、トイレ、喫煙
場所、車いすが利用できるスペースなど様々な場所
で利用されています。ピクトグラムは言葉によらな
い、目で見るだけで案内を可能とすることを目的と
して使われていることから、様々な国の子どもから

大人まで誰にでもわかりやすいデザインとなってい
るため日本語がわからない人にも情報を伝えられる
など、年齢、国の違いを越えた情報手段として有効で
あり、不特定多数の人々が利用する施設内に様々な
言語で表記しなくても多言語対応するのと同等の役
割を担っています。
令和4年8月1日現在、輪之内町の人口は9,359人、
その内413人が多国籍からなる外国の人で結婚や就
労等のために輪之内町に居住しています。今後も企
業等の雇用により外国の人が増えることも考えられ
ますので、多国籍の人にも「やさしい町づくり」とし
て、公共施設、学校等により細かなピクトグラムの推
進が必要だと感じています。町長のご見解をお伺い
いたします。

浅野 重行 議員浅野 重行 議員

浅野重行議員の「ピクトグラム（絵文字）の普及推進
について」のご質問にお答えします。
議員のご質問にもありましたとおりピクトグラムとは、
一見してその表現内容を理解できるもの、日本語を理
解できない人にも情報を伝えることが出来るなど、年
齢、国の違いを越えた情報伝達手段として有効なもの
であります。赤色は防火や禁止、緑色は安全や避難、黄
色は注意を意味するものとして色分けされています。
国内においては『標準案内図記号』として125項目が

策定されており、そのうち104項目がJIS化されており
ます。
ピクトグラム代表例としては、緑色の背景に走ってい
る人間が描かれている非常口のマークが挙げられま
す。
非常口のマークは、施設利用者に潜在的な意識とし

て非常口だと認識させる効果があるように、先程のと
おり、言語を使わなくても伝えたいことを理解してもら
えるというメリットがあります。

一方で、ピクトグラムのデメリットとしては、人によっ
て、本来の意味とは異なる認識をされる、どこまでの範
囲かわからないなどがあげられます。
例えば、車イスのマークは身障者用施設を意味する

ものですが、人によっては、車イス専用トイレと間違えら
れることもあります。
従って、ピクトグラムの表示については、誤解を招く
恐れがあるものを控えるなど、慎重に吟味する必要が
あるものでもあります。
現に、2020東京オリンピック・パラリンピックでは、

日本人には馴染み深い3本の湯気が立ち昇っている温
泉マークについて、外国籍の方には『温かい料理を出
すレストラン』と誤解される可能性があるとして、デザイ
ンが変更されたと聞き及んでおります。

さて、役場庁舎内のピクトグラムを改めて点検してみ

ると、「非常口、お手洗い、身障者用設備、Wi-Fi、乳児
用設備、オストメイト」のマークはありますが、逆に無い
ものとして「エレベーター、階段、自働販売機のマーク」
があげられます。
近年は、当町にも就労を目的とする外国籍の方や日
本人の配偶者となった外国籍の方が大勢おられます。
そうした状況下、議員のご指摘にあるように、より細

かなピクトグラムの表示が必要だと思われます。
先程、役場庁舎を例に点検結果をご説明させていた

だきましたが、役場庁舎はもとよりその他の公共施設
や学校等について、更なる国際化への対応、施設利用
者の利便性や安全確保の観点、またこれらに要する経
費の費用対効果の各種観点から今一度、ピクトグラム
の表示について調査研究をし、導入に向けて検討を進
めて参ります。

町長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野重行 議員の質問町長答弁

林議員からは「“さくらねこ”TNR活動の推進につ
いて」ご質問をいただきましたのでお答えします。

動物愛護管理法では、すべての人が「動物は命ある
もの」であることを認識し、みだりに動物を虐待する
ことのないようにするのみでなく、人間と動物が共
に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく
知ったうえで適正に取り扱うよう定められていま
す。
また、動物の飼い主等の責任として動物の種類や
習性等に応じて動物の健康と安全を確保するよう努
め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼす
ことのないように努めなければなりません。みだり
に繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を
行うこと、動物による感染症について正しい知識を
持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、
動物が自分の所有であることを明らかにするための
措置を講ずること等に努める旨も定められていま
す。令和4年6月からは販売される犬及び猫に対し、
マイクロチップの装着、所有者情報の登録等が義務
化されました。
現在では、飼い犬が脱走してしまうことがあって
も、飼い主のいない野良犬を見かけることは、ほとん
どありません。それは、犬を飼育する場合は自治体へ
の届出、狂犬病ワクチン接種が法律で義務付けられ、
積極的に保護が行われているためです。
一方、猫については登録制度がなく、人に危害を加
えることも殆どないため、保護されることなく人と
共存できる動物であることから、もともと飼われて
いた猫が捨てられたり迷ったりして野外生活を送る
中で繁殖し増加しています。「庭にフンや尿をされて
困る」「鳴き声がうるさい」「物置で子猫が生まれてい
る」など町に数件相談も寄せられています。現在のと
ころ、町の対応として、ホームページによる、ペット
の飼育についてのルールや地域猫活動(後程説明さ
せていただきます)の紹介、捕獲器の貸し出しと問題
を抱えている地域へのチラシの配布等を実施してお
ります。
林議員からご提案いただきました「さくらねこ無
料不妊手術事業」TNR活動は、捕まえて(Trap）不妊
去勢手術を行い(Neuter)、耳をV字（さくら耳）に
カットし、元の場所に戻す(Return)という一連の活

動を継続することで猫の繁殖を防止し、「地域の猫」
として一代限りの命を全うさせ飼い主のいない猫に
関わる苦情や殺処分の減少に寄与する事業であると
認識しております。
環境省の調査でもTNR活動件数が増加するだけ、
殺処分数が大幅に減少しています。
また、さくらねことして地域に戻ってからの住民
の理解や協力と共に、継続的な活動も必要となるこ
とから県や町のホームページで「地域猫活動」につい
ても紹介しております。「地域猫活動」とは、地域にい
る「飼い主のいない猫」を「排除する」のではなく、人
間と同じ「命あるもの」として捉え、地域の中で猫を
「適正管理する」ことで地域との共生を認め自分たち
のまちの問題として迷惑やトラブルを解決するため
の環境美化活動です。
まずは、このTNR活動、地域猫活動を知っていた
だき、猫の習性を知る地域住民の方や、この活動に協
力を得られるボランティア団体の方との連携がとれ
る地域作りから取り組んでいかなければならないと
考えております。
なお、岐阜県においては、一定の条件のもとで動物
愛護センターにおいて無料で不妊去勢手術を行って
おりますので、ご承知おきください。
原点に戻れば、飼い主のいない猫をなくすために
は、飼い主の方が最後まで責任を持って飼うこと、む
やみに繁殖させないよう不妊去勢手術を行い、でき
るだけ室内で飼育できる環境を整えることなど飼い
主の方への啓発に努めてまいります。
その観点から庁舎内にポスターを掲示するだけで
なく、様々な状況に対応するため、議員ご提案の看板
設置についても選択肢のひとつとして検討して参り
ます。

以上で、林議員の質問の答弁とさせていただきます。

木野 隆之 町長木野 隆之 町長
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人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。
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ピクトグラム（絵文字）の
普及推進について
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市民にも複雑な社会や経済の情勢がわかりやすく伝
えられるために考え出されたもので、簡単にいえば
「絵記号で表すグラフ」になります。
日本では1964年の東京オリンピック大会をきっ
かけに世界中にひろまり、2021年の東京オリンピッ
ク開会式を笑いで包んだ「実写版ピクトグラム50個
の連続パフォーマンス」皆さんも記憶にあると思い
ます。現在では駅や空港、公共施設、学校、ショッピン
グモール等を中心に広く普及しており、トイレ、喫煙
場所、車いすが利用できるスペースなど様々な場所
で利用されています。ピクトグラムは言葉によらな
い、目で見るだけで案内を可能とすることを目的と
して使われていることから、様々な国の子どもから

大人まで誰にでもわかりやすいデザインとなってい
るため日本語がわからない人にも情報を伝えられる
など、年齢、国の違いを越えた情報手段として有効で
あり、不特定多数の人々が利用する施設内に様々な
言語で表記しなくても多言語対応するのと同等の役
割を担っています。
令和4年8月1日現在、輪之内町の人口は9,359人、
その内413人が多国籍からなる外国の人で結婚や就
労等のために輪之内町に居住しています。今後も企
業等の雇用により外国の人が増えることも考えられ
ますので、多国籍の人にも「やさしい町づくり」とし
て、公共施設、学校等により細かなピクトグラムの推
進が必要だと感じています。町長のご見解をお伺い
いたします。

浅野 重行 議員浅野 重行 議員

浅野重行議員の「ピクトグラム（絵文字）の普及推進
について」のご質問にお答えします。
議員のご質問にもありましたとおりピクトグラムとは、
一見してその表現内容を理解できるもの、日本語を理
解できない人にも情報を伝えることが出来るなど、年
齢、国の違いを越えた情報伝達手段として有効なもの
であります。赤色は防火や禁止、緑色は安全や避難、黄
色は注意を意味するものとして色分けされています。
国内においては『標準案内図記号』として125項目が

策定されており、そのうち104項目がJIS化されており
ます。
ピクトグラム代表例としては、緑色の背景に走ってい
る人間が描かれている非常口のマークが挙げられま
す。
非常口のマークは、施設利用者に潜在的な意識とし

て非常口だと認識させる効果があるように、先程のと
おり、言語を使わなくても伝えたいことを理解してもら
えるというメリットがあります。

一方で、ピクトグラムのデメリットとしては、人によっ
て、本来の意味とは異なる認識をされる、どこまでの範
囲かわからないなどがあげられます。
例えば、車イスのマークは身障者用施設を意味する

ものですが、人によっては、車イス専用トイレと間違えら
れることもあります。
従って、ピクトグラムの表示については、誤解を招く
恐れがあるものを控えるなど、慎重に吟味する必要が
あるものでもあります。
現に、2020東京オリンピック・パラリンピックでは、

日本人には馴染み深い3本の湯気が立ち昇っている温
泉マークについて、外国籍の方には『温かい料理を出
すレストラン』と誤解される可能性があるとして、デザイ
ンが変更されたと聞き及んでおります。

さて、役場庁舎内のピクトグラムを改めて点検してみ

ると、「非常口、お手洗い、身障者用設備、Wi-Fi、乳児
用設備、オストメイト」のマークはありますが、逆に無い
ものとして「エレベーター、階段、自働販売機のマーク」
があげられます。
近年は、当町にも就労を目的とする外国籍の方や日
本人の配偶者となった外国籍の方が大勢おられます。
そうした状況下、議員のご指摘にあるように、より細

かなピクトグラムの表示が必要だと思われます。
先程、役場庁舎を例に点検結果をご説明させていた

だきましたが、役場庁舎はもとよりその他の公共施設
や学校等について、更なる国際化への対応、施設利用
者の利便性や安全確保の観点、またこれらに要する経
費の費用対効果の各種観点から今一度、ピクトグラム
の表示について調査研究をし、導入に向けて検討を進
めて参ります。

町長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野重行 議員の質問町長答弁

林議員からは「“さくらねこ”TNR活動の推進につ
いて」ご質問をいただきましたのでお答えします。

動物愛護管理法では、すべての人が「動物は命ある
もの」であることを認識し、みだりに動物を虐待する
ことのないようにするのみでなく、人間と動物が共
に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく
知ったうえで適正に取り扱うよう定められていま
す。
また、動物の飼い主等の責任として動物の種類や
習性等に応じて動物の健康と安全を確保するよう努
め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼす
ことのないように努めなければなりません。みだり
に繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を
行うこと、動物による感染症について正しい知識を
持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、
動物が自分の所有であることを明らかにするための
措置を講ずること等に努める旨も定められていま
す。令和4年6月からは販売される犬及び猫に対し、
マイクロチップの装着、所有者情報の登録等が義務
化されました。
現在では、飼い犬が脱走してしまうことがあって
も、飼い主のいない野良犬を見かけることは、ほとん
どありません。それは、犬を飼育する場合は自治体へ
の届出、狂犬病ワクチン接種が法律で義務付けられ、
積極的に保護が行われているためです。
一方、猫については登録制度がなく、人に危害を加
えることも殆どないため、保護されることなく人と
共存できる動物であることから、もともと飼われて
いた猫が捨てられたり迷ったりして野外生活を送る
中で繁殖し増加しています。「庭にフンや尿をされて
困る」「鳴き声がうるさい」「物置で子猫が生まれてい
る」など町に数件相談も寄せられています。現在のと
ころ、町の対応として、ホームページによる、ペット
の飼育についてのルールや地域猫活動(後程説明さ
せていただきます)の紹介、捕獲器の貸し出しと問題
を抱えている地域へのチラシの配布等を実施してお
ります。
林議員からご提案いただきました「さくらねこ無
料不妊手術事業」TNR活動は、捕まえて(Trap）不妊
去勢手術を行い(Neuter)、耳をV字（さくら耳）に
カットし、元の場所に戻す(Return)という一連の活

動を継続することで猫の繁殖を防止し、「地域の猫」
として一代限りの命を全うさせ飼い主のいない猫に
関わる苦情や殺処分の減少に寄与する事業であると
認識しております。
環境省の調査でもTNR活動件数が増加するだけ、
殺処分数が大幅に減少しています。
また、さくらねことして地域に戻ってからの住民
の理解や協力と共に、継続的な活動も必要となるこ
とから県や町のホームページで「地域猫活動」につい
ても紹介しております。「地域猫活動」とは、地域にい
る「飼い主のいない猫」を「排除する」のではなく、人
間と同じ「命あるもの」として捉え、地域の中で猫を
「適正管理する」ことで地域との共生を認め自分たち
のまちの問題として迷惑やトラブルを解決するため
の環境美化活動です。
まずは、このTNR活動、地域猫活動を知っていた
だき、猫の習性を知る地域住民の方や、この活動に協
力を得られるボランティア団体の方との連携がとれ
る地域作りから取り組んでいかなければならないと
考えております。
なお、岐阜県においては、一定の条件のもとで動物
愛護センターにおいて無料で不妊去勢手術を行って
おりますので、ご承知おきください。
原点に戻れば、飼い主のいない猫をなくすために
は、飼い主の方が最後まで責任を持って飼うこと、む
やみに繁殖させないよう不妊去勢手術を行い、でき
るだけ室内で飼育できる環境を整えることなど飼い
主の方への啓発に努めてまいります。
その観点から庁舎内にポスターを掲示するだけで
なく、様々な状況に対応するため、議員ご提案の看板
設置についても選択肢のひとつとして検討して参り
ます。

以上で、林議員の質問の答弁とさせていただきます。

木野 隆之 町長木野 隆之 町長

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。
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政府はデータの多様化・大容量化が進展し、その活
用が不可欠であり、新型コロナウイルス対応において
もデジタル化の遅れ等が顕在化したことなどにより、
令和2年12月にIT基本法の全面的見直しとして「デジ
タル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定
し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタル
の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを
選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一
人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を示し、令
和3年9月にデジタル庁を発足させました。
デジタル社会の形成に向け、「行政や公共分野にお

けるサービスの質の向上」が取組事項として挙げられ
ております。日本の行政サービスは、住民が自ら申請す
ることが前提の「申請主義」に基づいており、制度の対
象者でも情報を知らなければ申請できません。それに
対して、行政から住民に必要な情報を積極的に知ら
せ、様々な行政サービスを対象者が漏れなく利用でき
るようにするのが「プッシュ型行政サービス」と言われ
ています。
行政のデジタル化が進展する中、住民の日常生活に

おいてもデジタル機器やデジタルサービスが身近にな
り、スマートフォンの普及とともに、住民生活のデジタル
化も進んでいます。スマートフォンへのプッシュ型行政
サービスは情報提供やさらには公金給付においても、
いつでもどこでも案内を確認することができ、迅速な手
続き、迅速な給付に繋がるなど利便性の向上が期待で
きる次世代の行政サービスとして効果的であると思い
ます。
最近、マイナンバーカードの普及の遅れなどにより、

プッシュ型の仕組みとして、独自のシステムを構築した
り、民間サービスを活用するなどの取組が一部自治体
で始まっています。例えば、千葉市では昨年1月から住
民情報を使う日本初の試みとして、保有する個々の住
民データを活用し、その人が利用できると推測される
行政情報をLINEで通知する「あなたが使える制度お知

らせサービス」を開始しております。
本町においてもプッシュ型行政サービスとして気象
情報や避難情報等の防災情報、イベント情報等の行政
情報をメール配信する「輪之内町メール」を実施してお
りますが、更なるプッシュ型行政サービスとして誰一人
取り残さない町政を目指し、LINEの公式アカウントを
取得して、町民一人ひとりに対して情報発信する行政
サービスの導入を進めていくべきと考えますがいかが
でしょうか。LINEアプリを運用するLINE株式会社は、行
政サービスに関する積極的な取り組みとして、地方公

共団体向けにLINE公式アカウントの無償化を行ってお
り、LINEの利用率はスマホ・ケータイ所有者の80%と
も90%とも言われております。
プッシュ型行政サービスは町民の利便性の向上だけ
でなく、デジタル化による町行政業務の効率化の一助
にもなると考えます。本町におけるプッシュ型行政サー
ビスの推進について町長のご見解をお伺いいたしま
す。また、現在実施している「輪之内町メール」の登録者
状況、そのほかに行っているプッシュ型行政サービスの
有無について担当課長にお尋ねいたします。

上野議員からの「プッシュ型行政サービスについて」
のご質問にお答えさせて頂きます。
議員からは、情報発信の行政サービスの一環として、

日本国内で普及率が髙いLINEを活用しての「プッシュ
型行政サービス」の導入を検討してはどうかとのご提
案を頂きました。
DXが推進されている昨今、そのデジタル技術を活用

してプッシュ型行政サービスを更に強力に推し進めて
いく方向性については、議員と考えを異にするもので
はありません。
議員が紹介されている千葉市の先進事例、「あなた

が使える制度お知らせサービス～For You～」は、本人
登録や所得情報などの使用承諾など事前登録が必要
ではありますが、個々の属性や基本情報を元にした個
別型のプッシュ型サービスであり、住民側の利便性は
非常に高いものと思われます。

さて、当町の「輪之内町メール」についても言及頂い
ておりますが、ここでその内容を確認しておきます。
当町では、スマートフォンなどへのプッシュ型行政

サービスとして、メール送信型とスマートフォンアプリ型
の2種類があります。
メール送信型としては、（株）バイザーのメールソフト
で、
危機管理課の「すぐメール」と、
教育委員会の「すぐーる」があります。

また、スマートフォンアプリ型としては、危機管理課の
「Yahoo防災情報」と福祉課の「母子健康手帳アプリ
(運用名: にこにこわのうち)」があります。

「すぐメール」、「すぐーる」は携帯4キャリア（ドコモ、ソ

フトバンク、au、楽天モバイル）へのエリアメール、緊急
速報メールの一括配信可能というスキームで運用して
おります。
また、「Yahoo!防災情報」は、「災害時における情報
発信等に関する協定」に基づき運用しているものでご
ざいます。

その各ソフトに係る登録者数等については、後ほど
担当課長より答弁させます。
このように、当町では既にメール送信型とスマート

フォンアプリ型「すぐメール」で運用しております。
私どもとしましては、現在運用している各種メールへ
の登録者数が既に応分の方がおみえになることから、
これを継続しつつ、合わせてソフトのインストール方法
のPRに努め登録者数の増加に取り組んで参ります。
なお、議員ご提案のLINEを活用してのサービスにつ

いてその有効性を否定するものではありませんが、情
報セキュリティの確保策も重要でありますので、現在進
行中の自治体DXの方向性を見極めつつ検討を重ねて
参ります。

以上で、上野議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。

町長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野重行議員の「ピクトグラム（絵文字）の普及推進
について」のご質問にお答えします。
議員のご質問にもありましたとおりピクトグラムとは、
一見してその表現内容を理解できるもの、日本語を理
解できない人にも情報を伝えることが出来るなど、年
齢、国の違いを越えた情報伝達手段として有効なもの
であります。赤色は防火や禁止、緑色は安全や避難、黄
色は注意を意味するものとして色分けされています。
国内においては『標準案内図記号』として125項目が

策定されており、そのうち104項目がJIS化されており
ます。
ピクトグラム代表例としては、緑色の背景に走ってい
る人間が描かれている非常口のマークが挙げられま
す。
非常口のマークは、施設利用者に潜在的な意識とし

て非常口だと認識させる効果があるように、先程のと
おり、言語を使わなくても伝えたいことを理解してもら
えるというメリットがあります。

一方で、ピクトグラムのデメリットとしては、人によっ
て、本来の意味とは異なる認識をされる、どこまでの範
囲かわからないなどがあげられます。
例えば、車イスのマークは身障者用施設を意味する

ものですが、人によっては、車イス専用トイレと間違えら
れることもあります。
従って、ピクトグラムの表示については、誤解を招く
恐れがあるものを控えるなど、慎重に吟味する必要が
あるものでもあります。
現に、2020東京オリンピック・パラリンピックでは、

日本人には馴染み深い3本の湯気が立ち昇っている温
泉マークについて、外国籍の方には『温かい料理を出
すレストラン』と誤解される可能性があるとして、デザイ
ンが変更されたと聞き及んでおります。

さて、役場庁舎内のピクトグラムを改めて点検してみ

ると、「非常口、お手洗い、身障者用設備、Wi-Fi、乳児
用設備、オストメイト」のマークはありますが、逆に無い
ものとして「エレベーター、階段、自働販売機のマーク」
があげられます。
近年は、当町にも就労を目的とする外国籍の方や日
本人の配偶者となった外国籍の方が大勢おられます。
そうした状況下、議員のご指摘にあるように、より細

かなピクトグラムの表示が必要だと思われます。
先程、役場庁舎を例に点検結果をご説明させていた

だきましたが、役場庁舎はもとよりその他の公共施設
や学校等について、更なる国際化への対応、施設利用
者の利便性や安全確保の観点、またこれらに要する経
費の費用対効果の各種観点から今一度、ピクトグラム
の表示について調査研究をし、導入に向けて検討を進
めて参ります。

政府はデータの多様化・大容量化が進展し、その活
用が不可欠であり、新型コロナウイルス対応において
もデジタル化の遅れ等が顕在化したことなどにより、
令和2年12月にIT基本法の全面的見直しとして「デジ
タル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定
し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタル
の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを
選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一
人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を示し、令
和3年9月にデジタル庁を発足させました。
デジタル社会の形成に向け、「行政や公共分野にお

けるサービスの質の向上」が取組事項として挙げられ
ております。日本の行政サービスは、住民が自ら申請す
ることが前提の「申請主義」に基づいており、制度の対
象者でも情報を知らなければ申請できません。それに
対して、行政から住民に必要な情報を積極的に知ら
せ、様々な行政サービスを対象者が漏れなく利用でき
るようにするのが「プッシュ型行政サービス」と言われ
ています。
行政のデジタル化が進展する中、住民の日常生活に

おいてもデジタル機器やデジタルサービスが身近にな
り、スマートフォンの普及とともに、住民生活のデジタル
化も進んでいます。スマートフォンへのプッシュ型行政
サービスは情報提供やさらには公金給付においても、
いつでもどこでも案内を確認することができ、迅速な手
続き、迅速な給付に繋がるなど利便性の向上が期待で
きる次世代の行政サービスとして効果的であると思い
ます。
最近、マイナンバーカードの普及の遅れなどにより、

プッシュ型の仕組みとして、独自のシステムを構築した
り、民間サービスを活用するなどの取組が一部自治体
で始まっています。例えば、千葉市では昨年1月から住
民情報を使う日本初の試みとして、保有する個々の住
民データを活用し、その人が利用できると推測される
行政情報をLINEで通知する「あなたが使える制度お知

らせサービス」を開始しております。
本町においてもプッシュ型行政サービスとして気象
情報や避難情報等の防災情報、イベント情報等の行政
情報をメール配信する「輪之内町メール」を実施してお
りますが、更なるプッシュ型行政サービスとして誰一人
取り残さない町政を目指し、LINEの公式アカウントを
取得して、町民一人ひとりに対して情報発信する行政
サービスの導入を進めていくべきと考えますがいかが
でしょうか。LINEアプリを運用するLINE株式会社は、行
政サービスに関する積極的な取り組みとして、地方公

共団体向けにLINE公式アカウントの無償化を行ってお
り、LINEの利用率はスマホ・ケータイ所有者の80%と
も90%とも言われております。
プッシュ型行政サービスは町民の利便性の向上だけ
でなく、デジタル化による町行政業務の効率化の一助
にもなると考えます。本町におけるプッシュ型行政サー
ビスの推進について町長のご見解をお伺いいたしま
す。また、現在実施している「輪之内町メール」の登録者
状況、そのほかに行っているプッシュ型行政サービスの
有無について担当課長にお尋ねいたします。

上野 賢二 議員上野 賢二 議員

プッシュ型行政サービスについて

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

上野賢二 議員の質問
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政府はデータの多様化・大容量化が進展し、その活
用が不可欠であり、新型コロナウイルス対応において
もデジタル化の遅れ等が顕在化したことなどにより、
令和2年12月にIT基本法の全面的見直しとして「デジ
タル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定
し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタル
の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを
選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一
人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を示し、令
和3年9月にデジタル庁を発足させました。
デジタル社会の形成に向け、「行政や公共分野にお

けるサービスの質の向上」が取組事項として挙げられ
ております。日本の行政サービスは、住民が自ら申請す
ることが前提の「申請主義」に基づいており、制度の対
象者でも情報を知らなければ申請できません。それに
対して、行政から住民に必要な情報を積極的に知ら
せ、様々な行政サービスを対象者が漏れなく利用でき
るようにするのが「プッシュ型行政サービス」と言われ
ています。
行政のデジタル化が進展する中、住民の日常生活に

おいてもデジタル機器やデジタルサービスが身近にな
り、スマートフォンの普及とともに、住民生活のデジタル
化も進んでいます。スマートフォンへのプッシュ型行政
サービスは情報提供やさらには公金給付においても、
いつでもどこでも案内を確認することができ、迅速な手
続き、迅速な給付に繋がるなど利便性の向上が期待で
きる次世代の行政サービスとして効果的であると思い
ます。
最近、マイナンバーカードの普及の遅れなどにより、

プッシュ型の仕組みとして、独自のシステムを構築した
り、民間サービスを活用するなどの取組が一部自治体
で始まっています。例えば、千葉市では昨年1月から住
民情報を使う日本初の試みとして、保有する個々の住
民データを活用し、その人が利用できると推測される
行政情報をLINEで通知する「あなたが使える制度お知

らせサービス」を開始しております。
本町においてもプッシュ型行政サービスとして気象
情報や避難情報等の防災情報、イベント情報等の行政
情報をメール配信する「輪之内町メール」を実施してお
りますが、更なるプッシュ型行政サービスとして誰一人
取り残さない町政を目指し、LINEの公式アカウントを
取得して、町民一人ひとりに対して情報発信する行政
サービスの導入を進めていくべきと考えますがいかが
でしょうか。LINEアプリを運用するLINE株式会社は、行
政サービスに関する積極的な取り組みとして、地方公

共団体向けにLINE公式アカウントの無償化を行ってお
り、LINEの利用率はスマホ・ケータイ所有者の80%と
も90%とも言われております。
プッシュ型行政サービスは町民の利便性の向上だけ
でなく、デジタル化による町行政業務の効率化の一助
にもなると考えます。本町におけるプッシュ型行政サー
ビスの推進について町長のご見解をお伺いいたしま
す。また、現在実施している「輪之内町メール」の登録者
状況、そのほかに行っているプッシュ型行政サービスの
有無について担当課長にお尋ねいたします。

上野議員からの「プッシュ型行政サービスについて」
のご質問にお答えさせて頂きます。
議員からは、情報発信の行政サービスの一環として、

日本国内で普及率が髙いLINEを活用しての「プッシュ
型行政サービス」の導入を検討してはどうかとのご提
案を頂きました。
DXが推進されている昨今、そのデジタル技術を活用

してプッシュ型行政サービスを更に強力に推し進めて
いく方向性については、議員と考えを異にするもので
はありません。
議員が紹介されている千葉市の先進事例、「あなた

が使える制度お知らせサービス～For You～」は、本人
登録や所得情報などの使用承諾など事前登録が必要
ではありますが、個々の属性や基本情報を元にした個
別型のプッシュ型サービスであり、住民側の利便性は
非常に高いものと思われます。

さて、当町の「輪之内町メール」についても言及頂い
ておりますが、ここでその内容を確認しておきます。
当町では、スマートフォンなどへのプッシュ型行政

サービスとして、メール送信型とスマートフォンアプリ型
の2種類があります。
メール送信型としては、（株）バイザーのメールソフト
で、
危機管理課の「すぐメール」と、
教育委員会の「すぐーる」があります。

また、スマートフォンアプリ型としては、危機管理課の
「Yahoo防災情報」と福祉課の「母子健康手帳アプリ
(運用名: にこにこわのうち)」があります。

「すぐメール」、「すぐーる」は携帯4キャリア（ドコモ、ソ

フトバンク、au、楽天モバイル）へのエリアメール、緊急
速報メールの一括配信可能というスキームで運用して
おります。
また、「Yahoo!防災情報」は、「災害時における情報
発信等に関する協定」に基づき運用しているものでご
ざいます。

その各ソフトに係る登録者数等については、後ほど
担当課長より答弁させます。
このように、当町では既にメール送信型とスマート

フォンアプリ型「すぐメール」で運用しております。
私どもとしましては、現在運用している各種メールへ
の登録者数が既に応分の方がおみえになることから、
これを継続しつつ、合わせてソフトのインストール方法
のPRに努め登録者数の増加に取り組んで参ります。
なお、議員ご提案のLINEを活用してのサービスにつ

いてその有効性を否定するものではありませんが、情
報セキュリティの確保策も重要でありますので、現在進
行中の自治体DXの方向性を見極めつつ検討を重ねて
参ります。

以上で、上野議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。

町長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野重行議員の「ピクトグラム（絵文字）の普及推進
について」のご質問にお答えします。
議員のご質問にもありましたとおりピクトグラムとは、
一見してその表現内容を理解できるもの、日本語を理
解できない人にも情報を伝えることが出来るなど、年
齢、国の違いを越えた情報伝達手段として有効なもの
であります。赤色は防火や禁止、緑色は安全や避難、黄
色は注意を意味するものとして色分けされています。
国内においては『標準案内図記号』として125項目が

策定されており、そのうち104項目がJIS化されており
ます。
ピクトグラム代表例としては、緑色の背景に走ってい
る人間が描かれている非常口のマークが挙げられま
す。
非常口のマークは、施設利用者に潜在的な意識とし

て非常口だと認識させる効果があるように、先程のと
おり、言語を使わなくても伝えたいことを理解してもら
えるというメリットがあります。

一方で、ピクトグラムのデメリットとしては、人によっ
て、本来の意味とは異なる認識をされる、どこまでの範
囲かわからないなどがあげられます。
例えば、車イスのマークは身障者用施設を意味する

ものですが、人によっては、車イス専用トイレと間違えら
れることもあります。
従って、ピクトグラムの表示については、誤解を招く
恐れがあるものを控えるなど、慎重に吟味する必要が
あるものでもあります。
現に、2020東京オリンピック・パラリンピックでは、

日本人には馴染み深い3本の湯気が立ち昇っている温
泉マークについて、外国籍の方には『温かい料理を出
すレストラン』と誤解される可能性があるとして、デザイ
ンが変更されたと聞き及んでおります。

さて、役場庁舎内のピクトグラムを改めて点検してみ

ると、「非常口、お手洗い、身障者用設備、Wi-Fi、乳児
用設備、オストメイト」のマークはありますが、逆に無い
ものとして「エレベーター、階段、自働販売機のマーク」
があげられます。
近年は、当町にも就労を目的とする外国籍の方や日
本人の配偶者となった外国籍の方が大勢おられます。
そうした状況下、議員のご指摘にあるように、より細

かなピクトグラムの表示が必要だと思われます。
先程、役場庁舎を例に点検結果をご説明させていた

だきましたが、役場庁舎はもとよりその他の公共施設
や学校等について、更なる国際化への対応、施設利用
者の利便性や安全確保の観点、またこれらに要する経
費の費用対効果の各種観点から今一度、ピクトグラム
の表示について調査研究をし、導入に向けて検討を進
めて参ります。

政府はデータの多様化・大容量化が進展し、その活
用が不可欠であり、新型コロナウイルス対応において
もデジタル化の遅れ等が顕在化したことなどにより、
令和2年12月にIT基本法の全面的見直しとして「デジ
タル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定
し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタル
の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを
選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一
人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を示し、令
和3年9月にデジタル庁を発足させました。
デジタル社会の形成に向け、「行政や公共分野にお

けるサービスの質の向上」が取組事項として挙げられ
ております。日本の行政サービスは、住民が自ら申請す
ることが前提の「申請主義」に基づいており、制度の対
象者でも情報を知らなければ申請できません。それに
対して、行政から住民に必要な情報を積極的に知ら
せ、様々な行政サービスを対象者が漏れなく利用でき
るようにするのが「プッシュ型行政サービス」と言われ
ています。
行政のデジタル化が進展する中、住民の日常生活に

おいてもデジタル機器やデジタルサービスが身近にな
り、スマートフォンの普及とともに、住民生活のデジタル
化も進んでいます。スマートフォンへのプッシュ型行政
サービスは情報提供やさらには公金給付においても、
いつでもどこでも案内を確認することができ、迅速な手
続き、迅速な給付に繋がるなど利便性の向上が期待で
きる次世代の行政サービスとして効果的であると思い
ます。
最近、マイナンバーカードの普及の遅れなどにより、

プッシュ型の仕組みとして、独自のシステムを構築した
り、民間サービスを活用するなどの取組が一部自治体
で始まっています。例えば、千葉市では昨年1月から住
民情報を使う日本初の試みとして、保有する個々の住
民データを活用し、その人が利用できると推測される
行政情報をLINEで通知する「あなたが使える制度お知

らせサービス」を開始しております。
本町においてもプッシュ型行政サービスとして気象
情報や避難情報等の防災情報、イベント情報等の行政
情報をメール配信する「輪之内町メール」を実施してお
りますが、更なるプッシュ型行政サービスとして誰一人
取り残さない町政を目指し、LINEの公式アカウントを
取得して、町民一人ひとりに対して情報発信する行政
サービスの導入を進めていくべきと考えますがいかが
でしょうか。LINEアプリを運用するLINE株式会社は、行
政サービスに関する積極的な取り組みとして、地方公

共団体向けにLINE公式アカウントの無償化を行ってお
り、LINEの利用率はスマホ・ケータイ所有者の80%と
も90%とも言われております。
プッシュ型行政サービスは町民の利便性の向上だけ
でなく、デジタル化による町行政業務の効率化の一助
にもなると考えます。本町におけるプッシュ型行政サー
ビスの推進について町長のご見解をお伺いいたしま
す。また、現在実施している「輪之内町メール」の登録者
状況、そのほかに行っているプッシュ型行政サービスの
有無について担当課長にお尋ねいたします。

上野 賢二 議員上野 賢二 議員

プッシュ型行政サービスについて

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

上野賢二 議員の質問
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自治体DX推進計画が2020年に策定され、地方自治
体でのDX化が進められています。計画期間はR3.1～
R8.3です。重点取組事項は、①自治体情報システムの
標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進、
③行政手続きのオンライン化、④AI・RPAの利用促
進、⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底の
6項目があります。
町のDXの取り組みの現状を見てみますと、③行政手
続きのオンライン化、④AI総合案内サービス「AIチャッ
トボット」の導入、①自治体情報システムの標準化・共
通化への対応として、現在「標準仕様書」との比較分析
や移行計画等を専門的知見を有した民間業者へ県内
市町村共同で委託、②マイナンバーカードの普及促進
等、他の自治体と足並みを揃えながら、独自でも地域社
会のデジタル化に取り組んでいると認識しています。デ
マンドバスのオンライン予約やヤフーとの防災協定に
よる緊急災害警報のメール発信や、福祉や教育機関で
のすぐメール、すぐーるの利用、町のホームページの
QRコードの利活用等、DXを利用して、サービスの利便
性の向上、業務の効率化、効果の最大化に取り組んで
います。
自治体向けの情報誌「ジチタイワークス」の8月号
vol.21にDXについてのお役立ち資料が掲載されてい
ました。業務効率化、防災、まちづくりのそれぞれとDX
を組み合わせて、“住民の利便性の向上”と“業務の効
率化”を目指している自治体の紹介が載っています。プ
レミアム商品券を電子チケットにしたり、事業の効率化
によるコスト削減などこれからデジタル社会に向けて
参考になる資料がたくさんある印象を受けました。
また8月19日に市町村議会議員セミナーにて「自治
体におけるDXとは」の講演に参加して感じた事は、ク
ラウド上で文章等の編集が共有できたり、電話ではなく

チャットでの連絡ですべての人が情報を共有でき、参加
していない人も後から履歴を見れば、その話し合いの
内容が解かるなど様々なデジタルの利活用の方法が
あることです。
講演の中で最も大切な事は、デジタル技術を取り入

れ、どのような成果が現れ得られたかという点です。予
算をつけて施策を行い、結果どうなったか、以前と何が
違うのか、PDCA…PLAN,DO,CHECK,ACTIONの繰
り返しで政策評価をし、改善につなげていると思います
が、政策の成果を評価の対象にし向上させていくこと
が大切になっていきます。その評価は、これからは、デー
タ（証拠）を根拠に政策目的を明確化して“業務の最適
化” “サービスの最大化”を目指していく必要が求めら
れます。新しいデジタル技術を利活用して今後の行政
の課題に対し、取り組む中で職場の環境や職員のスキ
ルが求められてきます。
自治体DX推進計画の進捗状況と今後の展開につい
て町長に答弁を求めます。
職員のDXについての知識や考え方、情報技術リテラ

シーの向上に向けた取り組みと環境づくりについて、
町長と教育長にお尋ねします。

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けて

公務員の副業・兼業、
外部人材のキャリア採用について

現在、当町が実施しているプッシュ型行政サービスに
ついてお答えさせていただきます。
当町では、スマートフォンなどへのプッシュ型行政

サービスとして、メール送信型とスマートフォンアプリ型
の2種類があります。
メール送信型としては、
危機管理課の『すぐメール』と教育委員会の『すぐー

る』があります。

登録件数はそれぞれ966人、1,635人です。
スマートフォンアプリ型としては、危機管理課の

『Yahoo防災速報』と福祉課の『母子健康手帳アプリ
(運用名: にこにこわのうち)』があります。
登録件数は、それぞれ2,330人と167人となっており

ます。

地方公務員においては副業・兼業の基準を明確化
して、奨励する事例が広がりつつあるほか、兼業を前提
とした外部人材のキャリア採用を行う事例も見られ始
めています。
2020年1月現在で、副業・兼業の基準を明確化し、
奨励している都道府県及び市町村は全国で7自治体あ
ります。福井県、長野県の2県、兵庫県神戸市、奈良県
生駒市、茨城県笠間市の3市、北海道鹿部町、宮崎県
新富町の2町であります。神戸市の例になりますが、全
国に先がけ「地域貢献応援制度」と銘打ち、公務員の
副業・兼業を導入しています。震災復興後において、
NPO法人や地域団体で人手不足や高齢化などの問題
が浮き彫りになり、持続可能な活動が難しくなってきて
いるという事情も背景にはあります。
社会貢献活動の例として、地場産品のプロモーショ

ン活動、伝統行事や地域イベントの振興に関する活動、
スポーツや芸術活動の指導・支援、環境保全や監視に

関する活動、移住定住促進に関する活動、地域の防
災・防犯に関する活動等が挙げられます。
公務員が地域の実態をより間近に知ることで課題を
吸い上げ、多様な住民のニーズに的確に応えていく期
待が持てますし、視野が広がり職員の能力や意欲の向
上も期待できます。報酬が発生することへの抵抗から
公務員の立場が足かせになることも少なくないのでは
ないかと懸念があります。
人口減少、少子高齢化が進んでいく中、持続可能な
社会の実現、行政サービスの向上と充実、働き方改革
の推進を踏まえて、公務員の副業・兼業、外部人材の
キャリア採用について町長の見解をお尋ねします。

大橋 慶裕 議員大橋 慶裕 議員

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

町長答弁

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

い　こま

しん とみ

かさ　ま しか　べ

危機管理課長答弁

大橋慶裕 議員の質問
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自治体DX推進計画が2020年に策定され、地方自治
体でのDX化が進められています。計画期間はR3.1～
R8.3です。重点取組事項は、①自治体情報システムの
標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進、
③行政手続きのオンライン化、④AI・RPAの利用促
進、⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底の
6項目があります。
町のDXの取り組みの現状を見てみますと、③行政手
続きのオンライン化、④AI総合案内サービス「AIチャッ
トボット」の導入、①自治体情報システムの標準化・共
通化への対応として、現在「標準仕様書」との比較分析
や移行計画等を専門的知見を有した民間業者へ県内
市町村共同で委託、②マイナンバーカードの普及促進
等、他の自治体と足並みを揃えながら、独自でも地域社
会のデジタル化に取り組んでいると認識しています。デ
マンドバスのオンライン予約やヤフーとの防災協定に
よる緊急災害警報のメール発信や、福祉や教育機関で
のすぐメール、すぐーるの利用、町のホームページの
QRコードの利活用等、DXを利用して、サービスの利便
性の向上、業務の効率化、効果の最大化に取り組んで
います。
自治体向けの情報誌「ジチタイワークス」の8月号
vol.21にDXについてのお役立ち資料が掲載されてい
ました。業務効率化、防災、まちづくりのそれぞれとDX
を組み合わせて、“住民の利便性の向上”と“業務の効
率化”を目指している自治体の紹介が載っています。プ
レミアム商品券を電子チケットにしたり、事業の効率化
によるコスト削減などこれからデジタル社会に向けて
参考になる資料がたくさんある印象を受けました。
また8月19日に市町村議会議員セミナーにて「自治
体におけるDXとは」の講演に参加して感じた事は、ク
ラウド上で文章等の編集が共有できたり、電話ではなく

チャットでの連絡ですべての人が情報を共有でき、参加
していない人も後から履歴を見れば、その話し合いの
内容が解かるなど様々なデジタルの利活用の方法が
あることです。
講演の中で最も大切な事は、デジタル技術を取り入

れ、どのような成果が現れ得られたかという点です。予
算をつけて施策を行い、結果どうなったか、以前と何が
違うのか、PDCA…PLAN,DO,CHECK,ACTIONの繰
り返しで政策評価をし、改善につなげていると思います
が、政策の成果を評価の対象にし向上させていくこと
が大切になっていきます。その評価は、これからは、デー
タ（証拠）を根拠に政策目的を明確化して“業務の最適
化” “サービスの最大化”を目指していく必要が求めら
れます。新しいデジタル技術を利活用して今後の行政
の課題に対し、取り組む中で職場の環境や職員のスキ
ルが求められてきます。
自治体DX推進計画の進捗状況と今後の展開につい
て町長に答弁を求めます。
職員のDXについての知識や考え方、情報技術リテラ

シーの向上に向けた取り組みと環境づくりについて、
町長と教育長にお尋ねします。

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けて

公務員の副業・兼業、
外部人材のキャリア採用について

現在、当町が実施しているプッシュ型行政サービスに
ついてお答えさせていただきます。
当町では、スマートフォンなどへのプッシュ型行政

サービスとして、メール送信型とスマートフォンアプリ型
の2種類があります。
メール送信型としては、
危機管理課の『すぐメール』と教育委員会の『すぐー

る』があります。

登録件数はそれぞれ966人、1,635人です。
スマートフォンアプリ型としては、危機管理課の

『Yahoo防災速報』と福祉課の『母子健康手帳アプリ
(運用名: にこにこわのうち)』があります。
登録件数は、それぞれ2,330人と167人となっており

ます。

地方公務員においては副業・兼業の基準を明確化
して、奨励する事例が広がりつつあるほか、兼業を前提
とした外部人材のキャリア採用を行う事例も見られ始
めています。
2020年1月現在で、副業・兼業の基準を明確化し、
奨励している都道府県及び市町村は全国で7自治体あ
ります。福井県、長野県の2県、兵庫県神戸市、奈良県
生駒市、茨城県笠間市の3市、北海道鹿部町、宮崎県
新富町の2町であります。神戸市の例になりますが、全
国に先がけ「地域貢献応援制度」と銘打ち、公務員の
副業・兼業を導入しています。震災復興後において、
NPO法人や地域団体で人手不足や高齢化などの問題
が浮き彫りになり、持続可能な活動が難しくなってきて
いるという事情も背景にはあります。
社会貢献活動の例として、地場産品のプロモーショ

ン活動、伝統行事や地域イベントの振興に関する活動、
スポーツや芸術活動の指導・支援、環境保全や監視に

関する活動、移住定住促進に関する活動、地域の防
災・防犯に関する活動等が挙げられます。
公務員が地域の実態をより間近に知ることで課題を
吸い上げ、多様な住民のニーズに的確に応えていく期
待が持てますし、視野が広がり職員の能力や意欲の向
上も期待できます。報酬が発生することへの抵抗から
公務員の立場が足かせになることも少なくないのでは
ないかと懸念があります。
人口減少、少子高齢化が進んでいく中、持続可能な
社会の実現、行政サービスの向上と充実、働き方改革
の推進を踏まえて、公務員の副業・兼業、外部人材の
キャリア採用について町長の見解をお尋ねします。

大橋 慶裕 議員大橋 慶裕 議員

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

町長答弁

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

い　こま

しん とみ

かさ　ま しか　べ

危機管理課長答弁

大橋慶裕 議員の質問
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けてについて、これまでの国と県
の動向も含めてお答えさせていただきます。
国におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の
取組みについては、議員もご承知のとおり、令和3年9
月にデジタル庁が創設され、各省庁を含めた国全体の
デジタル化が推進されているところとなっていますが、
自治体DX推進計画は、それ以前の令和2年12月に総
務省が策定したものであり、その中で重点項目6項目を
掲げ、それらについて必要な対応をするよう市町村に
対して要請がなされました。
その6項目と当町の対応状況については、議員が質
問の中で触れられているとおりであります。
今後、先程の重点事項への対応を前提として、国に

より更なる要請がなされることも考えられますので、当
町の現状を踏まえ、今必要と考えられる対応を着実に
進めているところでございます。

一方、岐阜県においては、令和4年3月に『岐阜県デ
ジタル・トランスフォーメーション推進計画』を策定し、
県下多方面にわたりデジタル化が推進されております。
その中では、市町村行政のDXについても言及され、

デジタル化による『オール岐阜』での行政サービスの向
上を目指すこととし、スマートフォンで完結する『持ち運
べる役所』の全県展開が掲げられております。
これについては、県の旗振りがあったこともあり、行
政手続きについてオンライン申請を可能とするツール
『ロゴLoGoホーム』というソフトウェアを当町も導入し
ております。
現在は、そのソフトウェアの運用と作り込みについて
各課で模索・検討しているところであり、簡易な行政
手続きについてはスマートフォンから行えるようにして
参ります。

以上、国や県の動向とそれらへの対応状況について
ご説明させていただきました。
現在は、独自システムの先行導入による手戻りや、結
果としての二重投資を避けるため、国及び県の動向を
注視しながら適切に対応をしている状況であります。
これらの対応をベースとし、町民の生活や仕事が
もっと簡単便利になるような町独自のシステムの導入
も今後の検討課題として参ります。

これまでのデジタル化は、『単に、情報システムを整
備する、手続きをオンライン化する、手続きに係る費用
を削減する、オンライン利用率を上げる。』に留まってお
ります。
昨今のDX化の検討は、行政サービスの改革や業務改
善にもつなげていく、いわばDXを手段として捉え行政全
体の目的すら変革し、全体最適で住民の皆様の生活の
質を上昇させようとする大きな流れを企図しております。
そういう意味では、DXの導入により様々なデータを
多面的に分析することで行政課題の解決に向けて、よ
り高次の策を得ることも可能となります。
換言するならば、DXとは最新のデジタル技術を用い

てデータを活用することで、行政サービスを質的に変
革していく取組みだと言えます。

また、RPA (ロボティック プロセス オートメーション。
業務の自動化)については、どのような場面で導入が可
能なのか鋭意検討して参ります。

職員のDXに関する知識や情報リテラシー (情報活
用能力)の習得や向上についてお答えします。
DXの推進は、長期にわたる全庁的な取組みであり、
職員が同じビジョンとベクトルを共有しながら進めるべ
きものと考えます。
より高次の行政サービス提供には、デジタル技術の
活用が不可欠であり、これまで以上に高度な知識と専
門性も求められることになります。
DXの知識やスキルを備えた人材の確保は、弱小町
村では容易でない厳しい現実を踏まえなければなりま
せん。

従って、やはり全庁的にDXの知識やスキルの底上げ
を行うことが重要と考えます。
その前段として、既に役場内の各課で選任している
情報主任を対象に必要な研修を行い、その者を基軸に
して各課にDXの知識やスキルを浸透させながら、全職
員が一丸となって進めていきたいと考えます。
また、各自治体間の情報共有と職員のスキルアップ
を目的とした全国町村会のデジタル塾にも役場職員を
派遣し、真に必要な自治体職員の資質向上に努めてお
ります。

大橋議員のご質問の「職員のDXについての知識や
考え方、情報リテラシーの向上に向けた取り組みと環
境づくりについて」お答えします。
私からは「教育におけるDX」ということで、以後「教
育DX」という言葉を使ってご説明いたします。
教育DXとは、「データやデジタル技術を活用するこ

とで、学習のあり方や教育手法、教職員の業務など、学
校教育のあらゆる面において変革を行うこと」です。文
科省も「教育DX推進本部」を立ち上げ、力をいれてい
るところです。
教育DXは、ただ教育をアナログからデジタルに切り
替えることではありません。紙とペンをデジタル端末へ
切り替えるなど、単に教育で使う道具をデジタル化し
たとしても、そこで行われる学習が同じであれば、それ
はDX（変革）とは言えません。
令和3年度「教員のICT活用指導力等の実態調査」

によると、輪之内町では「分かる授業のためのICT活
用」については、9割以上の教員ができています。しか
し、「児童生徒が調べる、まとめる、発表や交流すると
いった場面での活用」については、7割ほどにとどまって
います。教員が教える道具としてICTを多く使っている
が、児童生徒が自ら学ぶ道具としての活用については
まだまだ改善の余地があるという実態が明らかになり
ました。
そこで、まず教職員の意識改革を図るところからはじ
めました。学校訪問や初任者研修などの研修会、校長
会などの管理職研修会、情報教育主任会などの担当者
研修会で、「主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善を図り、児童が自ら学ぶ道具としてICTを効果
的に活用すること」について共通理解を図りました。授
業の変革が教育DXの第一歩であると考えたからです。
次に、教職員のICTリテラシーの向上に向けた取り組

みについて説明します。
授業支援ソフトの使い方やAIドリル、NEWぎふweb

ラーニングの教育データの活用法などについて、ソフト
の納入業者による研修や教育委員会主催の研修を実
施しました。

また、学校からの要請によるオンデマンド研修や、
メールマガジンによる情報提供、情報研修室のホーム
ページから必要に応じていつでも学べるe-Learning
の仕組みも整えています。
ただ、教職員のICTリテラシーは個人差が大きいた
め、ICTに明るい教職員が使い方をレクチャーしたり、
質問対応したりすることで、苦手な教職員のICTリテラ
シーを高めていくなど、校内での教え合いが一番の研
修になると考えています。
今後は、全国学力・学習状況調査のCBT化（コン

ピュータ上でテストを実施すること）、学習者用デジタ
ル教科書の本格導入に向けて対応できるようにしてい
くことや、クラウド化に対応したセキュリティの知識を更
新していくことについても研修を進めていきたいと考
えています。
最後に教育DXに向けた環境整備について説明しま

す。
すでに導入しているものとして、保護者連絡システ

ムによるお知らせや学校だより等の配信・欠席連絡、
クラウド型授業支援ソフトによる学校と家庭をシームレ
スにつないだ学習、オンラインによる遠隔学習や欠席
者への授業配信があります。
今後は、現在導入している統合型校務支援システム
の契約が今年度終わるので、来年度から岐阜県が進め
ている統合型校務支援システムに変更していきたいと
考えています。このシステムは、県内の多くの市町村に
導入されており、教職員が異動しても操作手順を覚え
直さなくてもよくなります。また、県立高校へ調査書の
提出や出願もデジタルでできるようになり、入試事務
の軽減や正確性の確保ができるようになります。
以上で、大橋議員へのご質問の答弁とさせていただ

きます。

町の行政手続きが合理的に簡略化され、町民の暮ら
しが効率的かつ質的に向上するよう、引き続き、手を抜
くことなく力を注いで参ります。

以上で、大橋議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。

長屋 英人 教育長長屋 英人 教育長

教育長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けてについて、これまでの国と県
の動向も含めてお答えさせていただきます。
国におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の
取組みについては、議員もご承知のとおり、令和3年9
月にデジタル庁が創設され、各省庁を含めた国全体の
デジタル化が推進されているところとなっていますが、
自治体DX推進計画は、それ以前の令和2年12月に総
務省が策定したものであり、その中で重点項目6項目を
掲げ、それらについて必要な対応をするよう市町村に
対して要請がなされました。
その6項目と当町の対応状況については、議員が質
問の中で触れられているとおりであります。
今後、先程の重点事項への対応を前提として、国に

より更なる要請がなされることも考えられますので、当
町の現状を踏まえ、今必要と考えられる対応を着実に
進めているところでございます。

一方、岐阜県においては、令和4年3月に『岐阜県デ
ジタル・トランスフォーメーション推進計画』を策定し、
県下多方面にわたりデジタル化が推進されております。
その中では、市町村行政のDXについても言及され、

デジタル化による『オール岐阜』での行政サービスの向
上を目指すこととし、スマートフォンで完結する『持ち運
べる役所』の全県展開が掲げられております。
これについては、県の旗振りがあったこともあり、行
政手続きについてオンライン申請を可能とするツール
『ロゴLoGoホーム』というソフトウェアを当町も導入し
ております。
現在は、そのソフトウェアの運用と作り込みについて
各課で模索・検討しているところであり、簡易な行政
手続きについてはスマートフォンから行えるようにして
参ります。

以上、国や県の動向とそれらへの対応状況について
ご説明させていただきました。
現在は、独自システムの先行導入による手戻りや、結
果としての二重投資を避けるため、国及び県の動向を
注視しながら適切に対応をしている状況であります。
これらの対応をベースとし、町民の生活や仕事が
もっと簡単便利になるような町独自のシステムの導入
も今後の検討課題として参ります。

これまでのデジタル化は、『単に、情報システムを整
備する、手続きをオンライン化する、手続きに係る費用
を削減する、オンライン利用率を上げる。』に留まってお
ります。
昨今のDX化の検討は、行政サービスの改革や業務改
善にもつなげていく、いわばDXを手段として捉え行政全
体の目的すら変革し、全体最適で住民の皆様の生活の
質を上昇させようとする大きな流れを企図しております。
そういう意味では、DXの導入により様々なデータを
多面的に分析することで行政課題の解決に向けて、よ
り高次の策を得ることも可能となります。
換言するならば、DXとは最新のデジタル技術を用い

てデータを活用することで、行政サービスを質的に変
革していく取組みだと言えます。

また、RPA (ロボティック プロセス オートメーション。
業務の自動化)については、どのような場面で導入が可
能なのか鋭意検討して参ります。

職員のDXに関する知識や情報リテラシー (情報活
用能力)の習得や向上についてお答えします。
DXの推進は、長期にわたる全庁的な取組みであり、
職員が同じビジョンとベクトルを共有しながら進めるべ
きものと考えます。
より高次の行政サービス提供には、デジタル技術の
活用が不可欠であり、これまで以上に高度な知識と専
門性も求められることになります。
DXの知識やスキルを備えた人材の確保は、弱小町
村では容易でない厳しい現実を踏まえなければなりま
せん。

従って、やはり全庁的にDXの知識やスキルの底上げ
を行うことが重要と考えます。
その前段として、既に役場内の各課で選任している
情報主任を対象に必要な研修を行い、その者を基軸に
して各課にDXの知識やスキルを浸透させながら、全職
員が一丸となって進めていきたいと考えます。
また、各自治体間の情報共有と職員のスキルアップ
を目的とした全国町村会のデジタル塾にも役場職員を
派遣し、真に必要な自治体職員の資質向上に努めてお
ります。

町長答弁

自治体DX推進計画の進捗状況と今後の展開について

職員のDXについての知識や考え方、
情報技術リテラシーの向上に向けた
取り組みと環境づくりについて

町の行政手続きが合理的に簡略化され、町民の暮ら
しが効率的かつ質的に向上するよう、引き続き、手を抜
くことなく力を注いで参ります。

以上で、大橋議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けてについて、これまでの国と県
の動向も含めてお答えさせていただきます。
国におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の
取組みについては、議員もご承知のとおり、令和3年9
月にデジタル庁が創設され、各省庁を含めた国全体の
デジタル化が推進されているところとなっていますが、
自治体DX推進計画は、それ以前の令和2年12月に総
務省が策定したものであり、その中で重点項目6項目を
掲げ、それらについて必要な対応をするよう市町村に
対して要請がなされました。
その6項目と当町の対応状況については、議員が質
問の中で触れられているとおりであります。
今後、先程の重点事項への対応を前提として、国に

より更なる要請がなされることも考えられますので、当
町の現状を踏まえ、今必要と考えられる対応を着実に
進めているところでございます。

一方、岐阜県においては、令和4年3月に『岐阜県デ
ジタル・トランスフォーメーション推進計画』を策定し、
県下多方面にわたりデジタル化が推進されております。
その中では、市町村行政のDXについても言及され、

デジタル化による『オール岐阜』での行政サービスの向
上を目指すこととし、スマートフォンで完結する『持ち運
べる役所』の全県展開が掲げられております。
これについては、県の旗振りがあったこともあり、行
政手続きについてオンライン申請を可能とするツール
『ロゴLoGoホーム』というソフトウェアを当町も導入し
ております。
現在は、そのソフトウェアの運用と作り込みについて
各課で模索・検討しているところであり、簡易な行政
手続きについてはスマートフォンから行えるようにして
参ります。

以上、国や県の動向とそれらへの対応状況について
ご説明させていただきました。
現在は、独自システムの先行導入による手戻りや、結
果としての二重投資を避けるため、国及び県の動向を
注視しながら適切に対応をしている状況であります。
これらの対応をベースとし、町民の生活や仕事が
もっと簡単便利になるような町独自のシステムの導入
も今後の検討課題として参ります。

これまでのデジタル化は、『単に、情報システムを整
備する、手続きをオンライン化する、手続きに係る費用
を削減する、オンライン利用率を上げる。』に留まってお
ります。
昨今のDX化の検討は、行政サービスの改革や業務改
善にもつなげていく、いわばDXを手段として捉え行政全
体の目的すら変革し、全体最適で住民の皆様の生活の
質を上昇させようとする大きな流れを企図しております。
そういう意味では、DXの導入により様々なデータを
多面的に分析することで行政課題の解決に向けて、よ
り高次の策を得ることも可能となります。
換言するならば、DXとは最新のデジタル技術を用い

てデータを活用することで、行政サービスを質的に変
革していく取組みだと言えます。

また、RPA (ロボティック プロセス オートメーション。
業務の自動化)については、どのような場面で導入が可
能なのか鋭意検討して参ります。

職員のDXに関する知識や情報リテラシー (情報活
用能力)の習得や向上についてお答えします。
DXの推進は、長期にわたる全庁的な取組みであり、
職員が同じビジョンとベクトルを共有しながら進めるべ
きものと考えます。
より高次の行政サービス提供には、デジタル技術の
活用が不可欠であり、これまで以上に高度な知識と専
門性も求められることになります。
DXの知識やスキルを備えた人材の確保は、弱小町
村では容易でない厳しい現実を踏まえなければなりま
せん。

従って、やはり全庁的にDXの知識やスキルの底上げ
を行うことが重要と考えます。
その前段として、既に役場内の各課で選任している
情報主任を対象に必要な研修を行い、その者を基軸に
して各課にDXの知識やスキルを浸透させながら、全職
員が一丸となって進めていきたいと考えます。
また、各自治体間の情報共有と職員のスキルアップ
を目的とした全国町村会のデジタル塾にも役場職員を
派遣し、真に必要な自治体職員の資質向上に努めてお
ります。

大橋議員のご質問の「職員のDXについての知識や
考え方、情報リテラシーの向上に向けた取り組みと環
境づくりについて」お答えします。
私からは「教育におけるDX」ということで、以後「教
育DX」という言葉を使ってご説明いたします。
教育DXとは、「データやデジタル技術を活用するこ

とで、学習のあり方や教育手法、教職員の業務など、学
校教育のあらゆる面において変革を行うこと」です。文
科省も「教育DX推進本部」を立ち上げ、力をいれてい
るところです。
教育DXは、ただ教育をアナログからデジタルに切り
替えることではありません。紙とペンをデジタル端末へ
切り替えるなど、単に教育で使う道具をデジタル化し
たとしても、そこで行われる学習が同じであれば、それ
はDX（変革）とは言えません。
令和3年度「教員のICT活用指導力等の実態調査」

によると、輪之内町では「分かる授業のためのICT活
用」については、9割以上の教員ができています。しか
し、「児童生徒が調べる、まとめる、発表や交流すると
いった場面での活用」については、7割ほどにとどまって
います。教員が教える道具としてICTを多く使っている
が、児童生徒が自ら学ぶ道具としての活用については
まだまだ改善の余地があるという実態が明らかになり
ました。
そこで、まず教職員の意識改革を図るところからはじ
めました。学校訪問や初任者研修などの研修会、校長
会などの管理職研修会、情報教育主任会などの担当者
研修会で、「主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善を図り、児童が自ら学ぶ道具としてICTを効果
的に活用すること」について共通理解を図りました。授
業の変革が教育DXの第一歩であると考えたからです。
次に、教職員のICTリテラシーの向上に向けた取り組

みについて説明します。
授業支援ソフトの使い方やAIドリル、NEWぎふweb

ラーニングの教育データの活用法などについて、ソフト
の納入業者による研修や教育委員会主催の研修を実
施しました。

また、学校からの要請によるオンデマンド研修や、
メールマガジンによる情報提供、情報研修室のホーム
ページから必要に応じていつでも学べるe-Learning
の仕組みも整えています。
ただ、教職員のICTリテラシーは個人差が大きいた
め、ICTに明るい教職員が使い方をレクチャーしたり、
質問対応したりすることで、苦手な教職員のICTリテラ
シーを高めていくなど、校内での教え合いが一番の研
修になると考えています。
今後は、全国学力・学習状況調査のCBT化（コン

ピュータ上でテストを実施すること）、学習者用デジタ
ル教科書の本格導入に向けて対応できるようにしてい
くことや、クラウド化に対応したセキュリティの知識を更
新していくことについても研修を進めていきたいと考
えています。
最後に教育DXに向けた環境整備について説明しま

す。
すでに導入しているものとして、保護者連絡システ

ムによるお知らせや学校だより等の配信・欠席連絡、
クラウド型授業支援ソフトによる学校と家庭をシームレ
スにつないだ学習、オンラインによる遠隔学習や欠席
者への授業配信があります。
今後は、現在導入している統合型校務支援システム
の契約が今年度終わるので、来年度から岐阜県が進め
ている統合型校務支援システムに変更していきたいと
考えています。このシステムは、県内の多くの市町村に
導入されており、教職員が異動しても操作手順を覚え
直さなくてもよくなります。また、県立高校へ調査書の
提出や出願もデジタルでできるようになり、入試事務
の軽減や正確性の確保ができるようになります。
以上で、大橋議員へのご質問の答弁とさせていただ

きます。

町の行政手続きが合理的に簡略化され、町民の暮ら
しが効率的かつ質的に向上するよう、引き続き、手を抜
くことなく力を注いで参ります。

以上で、大橋議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。

長屋 英人 教育長長屋 英人 教育長

教育長答弁

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

デジタル社会に向けてについて、これまでの国と県
の動向も含めてお答えさせていただきます。
国におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の
取組みについては、議員もご承知のとおり、令和3年9
月にデジタル庁が創設され、各省庁を含めた国全体の
デジタル化が推進されているところとなっていますが、
自治体DX推進計画は、それ以前の令和2年12月に総
務省が策定したものであり、その中で重点項目6項目を
掲げ、それらについて必要な対応をするよう市町村に
対して要請がなされました。
その6項目と当町の対応状況については、議員が質
問の中で触れられているとおりであります。
今後、先程の重点事項への対応を前提として、国に

より更なる要請がなされることも考えられますので、当
町の現状を踏まえ、今必要と考えられる対応を着実に
進めているところでございます。

一方、岐阜県においては、令和4年3月に『岐阜県デ
ジタル・トランスフォーメーション推進計画』を策定し、
県下多方面にわたりデジタル化が推進されております。
その中では、市町村行政のDXについても言及され、

デジタル化による『オール岐阜』での行政サービスの向
上を目指すこととし、スマートフォンで完結する『持ち運
べる役所』の全県展開が掲げられております。
これについては、県の旗振りがあったこともあり、行
政手続きについてオンライン申請を可能とするツール
『ロゴLoGoホーム』というソフトウェアを当町も導入し
ております。
現在は、そのソフトウェアの運用と作り込みについて
各課で模索・検討しているところであり、簡易な行政
手続きについてはスマートフォンから行えるようにして
参ります。

以上、国や県の動向とそれらへの対応状況について
ご説明させていただきました。
現在は、独自システムの先行導入による手戻りや、結
果としての二重投資を避けるため、国及び県の動向を
注視しながら適切に対応をしている状況であります。
これらの対応をベースとし、町民の生活や仕事が
もっと簡単便利になるような町独自のシステムの導入
も今後の検討課題として参ります。

これまでのデジタル化は、『単に、情報システムを整
備する、手続きをオンライン化する、手続きに係る費用
を削減する、オンライン利用率を上げる。』に留まってお
ります。
昨今のDX化の検討は、行政サービスの改革や業務改
善にもつなげていく、いわばDXを手段として捉え行政全
体の目的すら変革し、全体最適で住民の皆様の生活の
質を上昇させようとする大きな流れを企図しております。
そういう意味では、DXの導入により様々なデータを
多面的に分析することで行政課題の解決に向けて、よ
り高次の策を得ることも可能となります。
換言するならば、DXとは最新のデジタル技術を用い

てデータを活用することで、行政サービスを質的に変
革していく取組みだと言えます。

また、RPA (ロボティック プロセス オートメーション。
業務の自動化)については、どのような場面で導入が可
能なのか鋭意検討して参ります。

職員のDXに関する知識や情報リテラシー (情報活
用能力)の習得や向上についてお答えします。
DXの推進は、長期にわたる全庁的な取組みであり、
職員が同じビジョンとベクトルを共有しながら進めるべ
きものと考えます。
より高次の行政サービス提供には、デジタル技術の
活用が不可欠であり、これまで以上に高度な知識と専
門性も求められることになります。
DXの知識やスキルを備えた人材の確保は、弱小町
村では容易でない厳しい現実を踏まえなければなりま
せん。

従って、やはり全庁的にDXの知識やスキルの底上げ
を行うことが重要と考えます。
その前段として、既に役場内の各課で選任している
情報主任を対象に必要な研修を行い、その者を基軸に
して各課にDXの知識やスキルを浸透させながら、全職
員が一丸となって進めていきたいと考えます。
また、各自治体間の情報共有と職員のスキルアップ
を目的とした全国町村会のデジタル塾にも役場職員を
派遣し、真に必要な自治体職員の資質向上に努めてお
ります。

町長答弁

自治体DX推進計画の進捗状況と今後の展開について

職員のDXについての知識や考え方、
情報技術リテラシーの向上に向けた
取り組みと環境づくりについて

町の行政手続きが合理的に簡略化され、町民の暮ら
しが効率的かつ質的に向上するよう、引き続き、手を抜
くことなく力を注いで参ります。

以上で、大橋議員のご質問への答弁とさせていただ
きます。
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人口減少と小中学生の減少

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野進議員のご質問「保育園児、小中学校の児童生
徒にコロナのPCR検査か抗原検査の実施を」について
お答えします。
新型コロナウイルス感染症につきましては、夏休み、
帰省などによる人流の増加等により、オミクロン株の
BA5系統を中心とする感染が急速に拡大し、県が
「BA5対策強化宣言」を行い9月30日まで期間を延長
し、改めて個々の基本的な感染対策の徹底を行い対策
強化への協力を要請しております。
当町の感染者は、9月14日現在の新規感染者数は、
1,322人で、自宅療養をされている方は、30人となって
おります。
感染者を年代別にみますと、0歳から30代の方の感
染割合が、半数を占めています。
また、8月26日から9月1日の10歳未満の感染者割合
を岐阜県と比較してみますと、岐阜県は、14.3パーセン
ト、輪之内町は、10.2パーセントとなっており、岐阜県の
割合より低い傾向でありますが、輪之内町においても
感染者が急激に増え、こども園や小中学校でも感染者
は続いています。幸いにもクラスターにはなってはおり
ません。
こども園・小中学校では、玩具や教材物品・机等
の消毒、換気などの他、職員は、子ども達の様子を注意

深く観察し、時間を決めての体温測定など日々、感染対
策に努めております。
こどもの体調に異変があった場合には、保護者に連
絡をし、かかりつけ医等でPCR検査や抗原検査を実施
してもらうようすすめています。
県では、発熱などの症状は無いが、感染に不安があ

る方に、県内の薬局等で無料のPCR検査を実施してい
ます。
そして、岐阜県陽性者登録センターでは、重症化リス

クの低い方を対象に、オンラインでの医師の確定診断
等を行うことができ、発熱等の症状のある方で、県内の
40歳以下の方を対象に、自宅に検査キットが送付され
無料で検査を受ける制度もあります。
県では、症状があるとき、無くても不安に感じた時に

は、検査ができる体制を整えています。
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はありません。
特に、幼い子どもへの検査は、保護者や職員の負担
のほか、子ども達の、検査への不安や恐怖心なども考

えられ、個々の状況も違います。
町としては、引き続き、毎日の児童・生徒の健康

チェックカードでの管理や手指消毒など、基本的な感
染防止対策の徹底に加え、県の検査体制の周知やこ
ども園や小中学校・保護者への感染防止対策への協
力についてお知らせをして参ります。
新型コロナウイルスワクチン接種については、9月か

ら5歳以上11歳以下の接種について接種勧奨から接
種を受けるよう努める努力義務に変わりました。
12歳以上の方についても、オミクロン株対応のワク

チンに切り替わり、2回接種が終了した方を対象に接種
を行う事になりました。

ワクチン接種は、個人の感染防止・重症化予防のみ
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、今後も新聞折り込み・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、
皆さまの安全安心の確保のため、接種率向上に努めて
まいります。

以上で、浅野進議員に対する答弁と致します。

少子化の影響で、子ども園、小中学校へ通う児童生
徒が大きく減少している。国の統計を基に10年間で児
童生徒が30％以上減った自治体数は全国1,892市区
町村の内346で特に郡部では過疎も相まって、学校の
統廃合も休校も加速。小中学校は20年に2万9,793校
で、10年間に約3,000校も減ったそうです。近隣市町
で児童生徒の減少率が20％を越えた所は、関ヶ原町が
27.6％、海津市が26.1％、養老町20.3％、神戸町20％。
県下最大の減少は東白川村45.1％だそうです。減少率
の全国平均は9.4％、岐阜は13.4％で学校数は25校減
の555校でした。（データは10年間です。）
輪之内町において、出生者数は
令和元年（平成31年）度　仁木校下21人、福束校下
17人、大藪校下29人　計67人
令和2年　仁木校下16人、福束校下18人、大藪校
下30人　計64人
令和3年　仁木校下13人、福束校下10人、大藪校
下23人　計46人

令和4年　仁木校下5人、福束校下4人、大藪校下7
人　計16人（令和4年9月7日現在）
母子手帳による方　仁木校下6人、福束校下7人、大
藪校下11人（43名の方が誕生される予定）
以上の数字が示すように、少子化が進む中、少人数
の為多数が参加する部活動や学習の機会確保が課題
となり、発想の転換や工夫で豊かな学びを提供する事
が求められる。教育の質の向上や、合理化のため、小中
一貫の義務教育学校、学校の形態も変わってくると思
います。
以上の事により、町長のお考え、教育長のお考えを

お尋ねしたいと思います。

田中 政治 議員田中 政治 議員

から令和元年度までの過去10年間で公立小中学校の
学校数は10.0パーセント(3,215校)減少し、同じく、過
去10年間で公立小中学校の児童生徒数は10.2パー
セント(1,044,674人)減少しております。輪之内町にお
いても、小中学校の児童生徒数については、直近10年
間の推移は、平成24年度920人でありましたが、令和4
年度では815人となり、11.4パーセントの減少となって
おり、その後も減少傾向が見られる状況です。輪之内
町においても、少子化による影響が顕著に表れており
ます。
そのうえで、公立小学校・中学校の適正規模・適
正配置(学校統廃合)についての基本的な考え方とし
ては、「学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条

件をより良くする目的で行うべきもの」と考えておりま
す。学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良
さを活かした学校づくりを行うか、活力ある学校づくり
をどのように推進するかは、地域の実情に応じたきめ
細かな分析に基づき判断すべきものと考えております。
今日、少子化に伴い学校の小規模化が急速に進んで

おります。将来を担う子どもたちにとってより良い教育
条件や最適な教育環境を整備していく必要があります
が、統廃合がもたらす地域コミュニティーへの影響も相
当程度考慮する必要があります。将来の輪之内町のま
ちづくりとあわせ、その在り方を慎重に模索してまいり
ます。

まず、1点目の質問である｢人口減少と小中学生の減
少について｣お答えします。
議員、ご質問のように人口減少及び少子高齢化は、

日本における重大な問題として存在しています。世界を
見てみると先進諸国では日本同様に少子化や高齢化
が進んでいますが、その中でも日本は群を抜いて少子

高齢化が加速している現状であることはご承知の通り
であります。
少子化による影響について、文部科学省が令和2年
6月に取り纏めた資料(人口動態等を踏まえた学校運
営や学校施設等の在り方について)によると、全国の公
立小中学校数と児童生徒数の推移では、平成21年度

町長答弁

田中政治 議員の質問

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

保育園児、小中学生の児童生徒に
コロナのPCR検査か
抗体検査の実施を

新型コロナ第7波が収まりを見せません。輪之内
町の感染者は1294人との新聞報道です。輪之内町の
人口からすれば10人に1人の割合で感染している状
況です。2年前の第1波から考えると異常な感染者で
す。私が知る範囲ではほとんどの住民はマスク、うが
い、手洗いなど徹底されているようです。それでも感
染が爆発的に増えているのはなぜかと考えますと、
行動規制が緩和されたこと、経済活動に重点が置か
れたことです。
発熱したり喉の痛みを感じた場合は、医療機関で

検査してコロナ感染かどうか判断しますが、自覚症
状ない感染者がいるのがコロナ禍の特徴です。誰も
が気づかないうちに、自覚症状がないままに、感染し
ている、感染させているのです。さしあたって、保育
園児、小中学校の児童生徒に検査のキットを渡し、感
染対策を徹底することです。町長に答弁をお願いし
ます。

浅野 進 議員浅野 進 議員

浅野進議員のご質問「保育園児、小中学校の児童生
徒にコロナのPCR検査か抗原検査の実施を」について
お答えします。
新型コロナウイルス感染症につきましては、夏休み、
帰省などによる人流の増加等により、オミクロン株の
BA5系統を中心とする感染が急速に拡大し、県が
「BA5対策強化宣言」を行い9月30日まで期間を延長
し、改めて個々の基本的な感染対策の徹底を行い対策
強化への協力を要請しております。
当町の感染者は、9月14日現在の新規感染者数は、
1,322人で、自宅療養をされている方は、30人となって
おります。
感染者を年代別にみますと、0歳から30代の方の感
染割合が、半数を占めています。
また、8月26日から9月1日の10歳未満の感染者割合
を岐阜県と比較してみますと、岐阜県は、14.3パーセン
ト、輪之内町は、10.2パーセントとなっており、岐阜県の
割合より低い傾向でありますが、輪之内町においても
感染者が急激に増え、こども園や小中学校でも感染者
は続いています。幸いにもクラスターにはなってはおり
ません。
こども園・小中学校では、玩具や教材物品・机等
の消毒、換気などの他、職員は、子ども達の様子を注意

深く観察し、時間を決めての体温測定など日々、感染対
策に努めております。
こどもの体調に異変があった場合には、保護者に連
絡をし、かかりつけ医等でPCR検査や抗原検査を実施
してもらうようすすめています。
県では、発熱などの症状は無いが、感染に不安があ

る方に、県内の薬局等で無料のPCR検査を実施してい
ます。
そして、岐阜県陽性者登録センターでは、重症化リス

クの低い方を対象に、オンラインでの医師の確定診断
等を行うことができ、発熱等の症状のある方で、県内の
40歳以下の方を対象に、自宅に検査キットが送付され
無料で検査を受ける制度もあります。
県では、症状があるとき、無くても不安に感じた時に

は、検査ができる体制を整えています。
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はありません。
特に、幼い子どもへの検査は、保護者や職員の負担
のほか、子ども達の、検査への不安や恐怖心なども考

町長答弁

えられ、個々の状況も違います。
町としては、引き続き、毎日の児童・生徒の健康

チェックカードでの管理や手指消毒など、基本的な感
染防止対策の徹底に加え、県の検査体制の周知やこ
ども園や小中学校・保護者への感染防止対策への協
力についてお知らせをして参ります。
新型コロナウイルスワクチン接種については、9月か

ら5歳以上11歳以下の接種について接種勧奨から接
種を受けるよう努める努力義務に変わりました。
12歳以上の方についても、オミクロン株対応のワク

チンに切り替わり、2回接種が終了した方を対象に接種
を行う事になりました。

ワクチン接種は、個人の感染防止・重症化予防のみ
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、今後も新聞折り込み・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、
皆さまの安全安心の確保のため、接種率向上に努めて
まいります。

以上で、浅野進議員に対する答弁と致します。

浅野進 議員の質問
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

浅野進議員のご質問「保育園児、小中学校の児童生
徒にコロナのPCR検査か抗原検査の実施を」について
お答えします。
新型コロナウイルス感染症につきましては、夏休み、
帰省などによる人流の増加等により、オミクロン株の
BA5系統を中心とする感染が急速に拡大し、県が
「BA5対策強化宣言」を行い9月30日まで期間を延長
し、改めて個々の基本的な感染対策の徹底を行い対策
強化への協力を要請しております。
当町の感染者は、9月14日現在の新規感染者数は、
1,322人で、自宅療養をされている方は、30人となって
おります。
感染者を年代別にみますと、0歳から30代の方の感
染割合が、半数を占めています。
また、8月26日から9月1日の10歳未満の感染者割合
を岐阜県と比較してみますと、岐阜県は、14.3パーセン
ト、輪之内町は、10.2パーセントとなっており、岐阜県の
割合より低い傾向でありますが、輪之内町においても
感染者が急激に増え、こども園や小中学校でも感染者
は続いています。幸いにもクラスターにはなってはおり
ません。
こども園・小中学校では、玩具や教材物品・机等
の消毒、換気などの他、職員は、子ども達の様子を注意

深く観察し、時間を決めての体温測定など日々、感染対
策に努めております。
こどもの体調に異変があった場合には、保護者に連
絡をし、かかりつけ医等でPCR検査や抗原検査を実施
してもらうようすすめています。
県では、発熱などの症状は無いが、感染に不安があ

る方に、県内の薬局等で無料のPCR検査を実施してい
ます。
そして、岐阜県陽性者登録センターでは、重症化リス

クの低い方を対象に、オンラインでの医師の確定診断
等を行うことができ、発熱等の症状のある方で、県内の
40歳以下の方を対象に、自宅に検査キットが送付され
無料で検査を受ける制度もあります。
県では、症状があるとき、無くても不安に感じた時に

は、検査ができる体制を整えています。
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はありません。
特に、幼い子どもへの検査は、保護者や職員の負担
のほか、子ども達の、検査への不安や恐怖心なども考

えられ、個々の状況も違います。
町としては、引き続き、毎日の児童・生徒の健康

チェックカードでの管理や手指消毒など、基本的な感
染防止対策の徹底に加え、県の検査体制の周知やこ
ども園や小中学校・保護者への感染防止対策への協
力についてお知らせをして参ります。
新型コロナウイルスワクチン接種については、9月か

ら5歳以上11歳以下の接種について接種勧奨から接
種を受けるよう努める努力義務に変わりました。
12歳以上の方についても、オミクロン株対応のワク

チンに切り替わり、2回接種が終了した方を対象に接種
を行う事になりました。

ワクチン接種は、個人の感染防止・重症化予防のみ
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、今後も新聞折り込み・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、
皆さまの安全安心の確保のため、接種率向上に努めて
まいります。

以上で、浅野進議員に対する答弁と致します。

少子化の影響で、子ども園、小中学校へ通う児童生
徒が大きく減少している。国の統計を基に10年間で児
童生徒が30％以上減った自治体数は全国1,892市区
町村の内346で特に郡部では過疎も相まって、学校の
統廃合も休校も加速。小中学校は20年に2万9,793校
で、10年間に約3,000校も減ったそうです。近隣市町
で児童生徒の減少率が20％を越えた所は、関ヶ原町が
27.6％、海津市が26.1％、養老町20.3％、神戸町20％。
県下最大の減少は東白川村45.1％だそうです。減少率
の全国平均は9.4％、岐阜は13.4％で学校数は25校減
の555校でした。（データは10年間です。）
輪之内町において、出生者数は
令和元年（平成31年）度　仁木校下21人、福束校下
17人、大藪校下29人　計67人
令和2年　仁木校下16人、福束校下18人、大藪校
下30人　計64人
令和3年　仁木校下13人、福束校下10人、大藪校
下23人　計46人

令和4年　仁木校下5人、福束校下4人、大藪校下7
人　計16人（令和4年9月7日現在）
母子手帳による方　仁木校下6人、福束校下7人、大
藪校下11人（43名の方が誕生される予定）
以上の数字が示すように、少子化が進む中、少人数
の為多数が参加する部活動や学習の機会確保が課題
となり、発想の転換や工夫で豊かな学びを提供する事
が求められる。教育の質の向上や、合理化のため、小中
一貫の義務教育学校、学校の形態も変わってくると思
います。
以上の事により、町長のお考え、教育長のお考えを

お尋ねしたいと思います。

田中 政治 議員田中 政治 議員

から令和元年度までの過去10年間で公立小中学校の
学校数は10.0パーセント(3,215校)減少し、同じく、過
去10年間で公立小中学校の児童生徒数は10.2パー
セント(1,044,674人)減少しております。輪之内町にお
いても、小中学校の児童生徒数については、直近10年
間の推移は、平成24年度920人でありましたが、令和4
年度では815人となり、11.4パーセントの減少となって
おり、その後も減少傾向が見られる状況です。輪之内
町においても、少子化による影響が顕著に表れており
ます。
そのうえで、公立小学校・中学校の適正規模・適
正配置(学校統廃合)についての基本的な考え方とし
ては、「学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条

件をより良くする目的で行うべきもの」と考えておりま
す。学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良
さを活かした学校づくりを行うか、活力ある学校づくり
をどのように推進するかは、地域の実情に応じたきめ
細かな分析に基づき判断すべきものと考えております。
今日、少子化に伴い学校の小規模化が急速に進んで

おります。将来を担う子どもたちにとってより良い教育
条件や最適な教育環境を整備していく必要があります
が、統廃合がもたらす地域コミュニティーへの影響も相
当程度考慮する必要があります。将来の輪之内町のま
ちづくりとあわせ、その在り方を慎重に模索してまいり
ます。

まず、1点目の質問である｢人口減少と小中学生の減
少について｣お答えします。
議員、ご質問のように人口減少及び少子高齢化は、

日本における重大な問題として存在しています。世界を
見てみると先進諸国では日本同様に少子化や高齢化
が進んでいますが、その中でも日本は群を抜いて少子

高齢化が加速している現状であることはご承知の通り
であります。
少子化による影響について、文部科学省が令和2年
6月に取り纏めた資料(人口動態等を踏まえた学校運
営や学校施設等の在り方について)によると、全国の公
立小中学校数と児童生徒数の推移では、平成21年度

町長答弁

田中政治 議員の質問

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

保育園児、小中学生の児童生徒に
コロナのPCR検査か
抗体検査の実施を

新型コロナ第7波が収まりを見せません。輪之内
町の感染者は1294人との新聞報道です。輪之内町の
人口からすれば10人に1人の割合で感染している状
況です。2年前の第1波から考えると異常な感染者で
す。私が知る範囲ではほとんどの住民はマスク、うが
い、手洗いなど徹底されているようです。それでも感
染が爆発的に増えているのはなぜかと考えますと、
行動規制が緩和されたこと、経済活動に重点が置か
れたことです。
発熱したり喉の痛みを感じた場合は、医療機関で

検査してコロナ感染かどうか判断しますが、自覚症
状ない感染者がいるのがコロナ禍の特徴です。誰も
が気づかないうちに、自覚症状がないままに、感染し
ている、感染させているのです。さしあたって、保育
園児、小中学校の児童生徒に検査のキットを渡し、感
染対策を徹底することです。町長に答弁をお願いし
ます。

浅野 進 議員浅野 進 議員

浅野進議員のご質問「保育園児、小中学校の児童生
徒にコロナのPCR検査か抗原検査の実施を」について
お答えします。
新型コロナウイルス感染症につきましては、夏休み、
帰省などによる人流の増加等により、オミクロン株の
BA5系統を中心とする感染が急速に拡大し、県が
「BA5対策強化宣言」を行い9月30日まで期間を延長
し、改めて個々の基本的な感染対策の徹底を行い対策
強化への協力を要請しております。
当町の感染者は、9月14日現在の新規感染者数は、
1,322人で、自宅療養をされている方は、30人となって
おります。
感染者を年代別にみますと、0歳から30代の方の感
染割合が、半数を占めています。
また、8月26日から9月1日の10歳未満の感染者割合
を岐阜県と比較してみますと、岐阜県は、14.3パーセン
ト、輪之内町は、10.2パーセントとなっており、岐阜県の
割合より低い傾向でありますが、輪之内町においても
感染者が急激に増え、こども園や小中学校でも感染者
は続いています。幸いにもクラスターにはなってはおり
ません。
こども園・小中学校では、玩具や教材物品・机等
の消毒、換気などの他、職員は、子ども達の様子を注意

深く観察し、時間を決めての体温測定など日々、感染対
策に努めております。
こどもの体調に異変があった場合には、保護者に連
絡をし、かかりつけ医等でPCR検査や抗原検査を実施
してもらうようすすめています。
県では、発熱などの症状は無いが、感染に不安があ

る方に、県内の薬局等で無料のPCR検査を実施してい
ます。
そして、岐阜県陽性者登録センターでは、重症化リス

クの低い方を対象に、オンラインでの医師の確定診断
等を行うことができ、発熱等の症状のある方で、県内の
40歳以下の方を対象に、自宅に検査キットが送付され
無料で検査を受ける制度もあります。
県では、症状があるとき、無くても不安に感じた時に

は、検査ができる体制を整えています。
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はありません。
特に、幼い子どもへの検査は、保護者や職員の負担
のほか、子ども達の、検査への不安や恐怖心なども考

町長答弁

えられ、個々の状況も違います。
町としては、引き続き、毎日の児童・生徒の健康

チェックカードでの管理や手指消毒など、基本的な感
染防止対策の徹底に加え、県の検査体制の周知やこ
ども園や小中学校・保護者への感染防止対策への協
力についてお知らせをして参ります。
新型コロナウイルスワクチン接種については、9月か

ら5歳以上11歳以下の接種について接種勧奨から接
種を受けるよう努める努力義務に変わりました。
12歳以上の方についても、オミクロン株対応のワク

チンに切り替わり、2回接種が終了した方を対象に接種
を行う事になりました。

ワクチン接種は、個人の感染防止・重症化予防のみ
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、今後も新聞折り込み・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、
皆さまの安全安心の確保のため、接種率向上に努めて
まいります。

以上で、浅野進議員に対する答弁と致します。

浅野進 議員の質問
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

から令和元年度までの過去10年間で公立小中学校の
学校数は10.0パーセント(3,215校)減少し、同じく、過
去10年間で公立小中学校の児童生徒数は10.2パー
セント(1,044,674人)減少しております。輪之内町にお
いても、小中学校の児童生徒数については、直近10年
間の推移は、平成24年度920人でありましたが、令和4
年度では815人となり、11.4パーセントの減少となって
おり、その後も減少傾向が見られる状況です。輪之内
町においても、少子化による影響が顕著に表れており
ます。
そのうえで、公立小学校・中学校の適正規模・適
正配置(学校統廃合)についての基本的な考え方とし
ては、「学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条

件をより良くする目的で行うべきもの」と考えておりま
す。学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良
さを活かした学校づくりを行うか、活力ある学校づくり
をどのように推進するかは、地域の実情に応じたきめ
細かな分析に基づき判断すべきものと考えております。
今日、少子化に伴い学校の小規模化が急速に進んで

おります。将来を担う子どもたちにとってより良い教育
条件や最適な教育環境を整備していく必要があります
が、統廃合がもたらす地域コミュニティーへの影響も相
当程度考慮する必要があります。将来の輪之内町のま
ちづくりとあわせ、その在り方を慎重に模索してまいり
ます。

まず、1点目の質問である｢人口減少と小中学生の減
少について｣お答えします。
議員、ご質問のように人口減少及び少子高齢化は、

日本における重大な問題として存在しています。世界を
見てみると先進諸国では日本同様に少子化や高齢化
が進んでいますが、その中でも日本は群を抜いて少子

高齢化が加速している現状であることはご承知の通り
であります。
少子化による影響について、文部科学省が令和2年
6月に取り纏めた資料(人口動態等を踏まえた学校運
営や学校施設等の在り方について)によると、全国の公
立小中学校数と児童生徒数の推移では、平成21年度

田中議員のご質問の「人口減少と小中学生の減少
について」お答えします。
田中議員のご指摘の通り、今年度の出生数見込みか

ら推定すると、令和4年度と比べて令和11年度には、福
束小学校で約10名、仁木小学校で約70名、大藪小学
校で約100名、輪之内中学校で約80名の児童生徒数
の減少が見込まれます。全校児童生徒数では、福束小
学校と仁木小学校が約100名、大藪小学校で約150
名、輪之内中学校で約210名ほどになる計算になりま
す。小学校では3校とも各学年1学級、中学校では各学
年2学級になることが予想されます。
学校小規模化の影響として、クラス替えできず人間
関係が固定化しやすい、集団行事の実施に制約ができ
る、授業で多様な考えを引き出しにくい、切磋琢磨する
環境の中で意欲や成長が引き出されにくい、多様な物
の見方や考え方に触れることが難しい、中学校で免許
外指導が増えるといったことがあげられます。
これらの解決策として、学校統合や義務教育学校の
設置があります。
学校統合のメリットは、複数の学級を編制できる、教

員配置数が増える、生徒が集団の中で多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切瑳琢磨する機会が増え
る、運動会･文化祭･修学旅行等の集団活動･行事の教
育効果が上がる、体育科の球技や音楽科の合唱・合
奏のような集団学習の効果が上がる、児童生徒から多
様な発言が引き出しやすくなるといったことがありま
す。反面デメリットとしては、地域から学校が無くなるこ
とにより、学校と地域との関係が希薄化する、通学区域
拡大により通学時間が長くなる、スクールバス通学によ
り運動量が減少するといったことがあります。近隣で

は、令和3年度に関ケ原町で学校統合が行われ、令和6
年度には大垣市の上石津地域、海津市の海津町地域
で学校統合が予定されています。
義務教育学校のメリットは、9年間を一つの「学びの
場」と考えるため、中1ギャップの緩和・解消、系統性を
意識した小中一貫教育、異学年交流による精神的な発
達などがあげられます。また、教職員集団が小中学校別
に分かれていないので、教科担任制における免許外指
導を減らすことができます。反面デメリットは、中学校の
新鮮さがない、人間関係が9年間固定化しやすいなど
があります。県内では白川郷学園、桑原学園、根尾学園
が開校しており、令和6年度には大垣市の上石津地域
で義務教育学校が開設される予定です。
再び輪之内町に目を向けると、各小中学校でコミュ

ニティスクールや地域学校協働活動を実施し、地域と
ともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに取
り組んでいます。また、各小学校の大規模改修を実施し
たばかりで耐用年数は十分に確保されています。こうし
たことを考えると、当面は小規模校のメリットを最大限
に生かした教育を推進していくことが望ましいと考えま
す。具体的には、少人数であることを生かした教育活動
の徹底、地域との密接なつながりを活かした校外学習・
体験活動の充実、ICTの活用による他校との合同授業
などです。
人口減の大きな流れの中で、世の中の学校統合の
動きは加速していくでしょう。しかし、学校は地域のコ
ミュニティであり、子どもたちが地域と関わり、愛着を育
む場でもあります。教育の問題だけでは割り切れないと
ころに学校統合の難しさがあります。行政や学校、保護
者や地域住民が意見を出し合うプロセスを大切にして

教育長答弁

行くことが不可欠であると考えます。
毎年の出生人数を考慮しながら、どうすれば子ども

たちにとってより良い教育条件、最適な教育環境を整
備できるか、教育委員会で随時話題にしていきたいと

思います。

以上で、田中議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

丹波篠山市の限界集落と言われた丸山集落が地域
ぐるみで新しい取り組みに挑戦し、元気な地域になった
と NHK BS1で紹介されました。地域の特性を良く研
究し、不可能と思われる所に大きなチャンスがあること
を紹介していました。
今年に入り我が町にも株式会社ヨロズさんが環境に
徹底配慮した新工場を設立して頂けることになり、大
変大きな話題です。大いに期待したいと思います。又新

しく多くの方も雇用される予定との事。当町にはスギ
ヤマ工業さん、エフピコさん等、大きな企業が進出して
頂いております。当然若い労働力も必要であり、町内
に、移住、定住を考えておられる方もあるのではない
か、そんな方々に町の良さをアピール（子育て　税の
優遇措置）し、やさしい町であることをもっと知ってもら
う機会を作ったらどうか。
町長の考えをお聞かせください。

続いて、2つ目の「人口増の方策、地域の活性化」に
ついてお答えします。
これまで当町では、税収増のみならず、従業員の移
住・定住による人口増及び地域の活性化という視点
を併せ持ち企業誘致活動を行って参りました。
近年では、大藪地内にすぎやま工業株式会社、南波
地内に株式会社エフピコを誘致し、更には、今年度6月
には、楡俣北部地内に株式会社ヨロズを誘致すること
とし、誘致基本協定を締結したところであります。
これらの企業向けには、企業立地促進条例に基づく
工場等設置奨励金制度の案内とともに、多くの従業員
が輪之内町に居住してくれることを目的に同条例に基
づく雇用促進奨励金制度についても、その主旨・意義
を案内しております。
その他には、従業員の生活の拠点となるアパートの
立地状況とその入居状況についても紹介してきまし
た。
合わせて、従業員向けについては、子育て支援制度

や税制優遇、その他の問い合わせについては、親切丁

寧に対応してきたところであります。
さて、株式会社ヨロズについては、本年11月以降に
新工場の建設が始まり、その後、従業員の雇用を行って
いくとのことであります。
その従業員については、ヨロズ愛知から転勤してくる
方は当然おられますが、不足する労働力については地
元雇用を積極的に行うと伺っており、その地元雇用の
中には、恐らく町外在住者もいることと思われます。
ヨロズ愛知からの転勤者及び町外在住者の方々に
ついては、当町の子育て支援、教育支援、住宅支援、そ
の他助成制度について、積極的に移住者にやさしい町
であることを知ってもらうための案内をして参ります。
具体的には、『輪之内町移住定住ガイド、ただいまっ 
わのうち』の内容を充実させ、これを活用してPRして
いきたいと考えるところです。
いずれにしても、先ずは輪之内町に住みたいと思っ
ていただくこと、更には、1人でも多くの方に町内で土
地と住宅を取得していただき、人口増加につながるよう
力を注いで参ります。

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

人口増の方策、地域の活性化

田中議員のご質問の「人口減少と小中学生の減少
について」お答えします。
田中議員のご指摘の通り、今年度の出生数見込みか

ら推定すると、令和4年度と比べて令和11年度には、福
束小学校で約10名、仁木小学校で約70名、大藪小学
校で約100名、輪之内中学校で約80名の児童生徒数
の減少が見込まれます。全校児童生徒数では、福束小
学校と仁木小学校が約100名、大藪小学校で約150
名、輪之内中学校で約210名ほどになる計算になりま
す。小学校では3校とも各学年1学級、中学校では各学
年2学級になることが予想されます。
学校小規模化の影響として、クラス替えできず人間
関係が固定化しやすい、集団行事の実施に制約ができ
る、授業で多様な考えを引き出しにくい、切磋琢磨する
環境の中で意欲や成長が引き出されにくい、多様な物
の見方や考え方に触れることが難しい、中学校で免許
外指導が増えるといったことがあげられます。
これらの解決策として、学校統合や義務教育学校の
設置があります。
学校統合のメリットは、複数の学級を編制できる、教

員配置数が増える、生徒が集団の中で多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切瑳琢磨する機会が増え
る、運動会･文化祭･修学旅行等の集団活動･行事の教
育効果が上がる、体育科の球技や音楽科の合唱・合
奏のような集団学習の効果が上がる、児童生徒から多
様な発言が引き出しやすくなるといったことがありま
す。反面デメリットとしては、地域から学校が無くなるこ
とにより、学校と地域との関係が希薄化する、通学区域
拡大により通学時間が長くなる、スクールバス通学によ
り運動量が減少するといったことがあります。近隣で

は、令和3年度に関ケ原町で学校統合が行われ、令和6
年度には大垣市の上石津地域、海津市の海津町地域
で学校統合が予定されています。
義務教育学校のメリットは、9年間を一つの「学びの
場」と考えるため、中1ギャップの緩和・解消、系統性を
意識した小中一貫教育、異学年交流による精神的な発
達などがあげられます。また、教職員集団が小中学校別
に分かれていないので、教科担任制における免許外指
導を減らすことができます。反面デメリットは、中学校の
新鮮さがない、人間関係が9年間固定化しやすいなど
があります。県内では白川郷学園、桑原学園、根尾学園
が開校しており、令和6年度には大垣市の上石津地域
で義務教育学校が開設される予定です。
再び輪之内町に目を向けると、各小中学校でコミュ

ニティスクールや地域学校協働活動を実施し、地域と
ともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに取
り組んでいます。また、各小学校の大規模改修を実施し
たばかりで耐用年数は十分に確保されています。こうし
たことを考えると、当面は小規模校のメリットを最大限
に生かした教育を推進していくことが望ましいと考えま
す。具体的には、少人数であることを生かした教育活動
の徹底、地域との密接なつながりを活かした校外学習・
体験活動の充実、ICTの活用による他校との合同授業
などです。
人口減の大きな流れの中で、世の中の学校統合の
動きは加速していくでしょう。しかし、学校は地域のコ
ミュニティであり、子どもたちが地域と関わり、愛着を育
む場でもあります。教育の問題だけでは割り切れないと
ころに学校統合の難しさがあります。行政や学校、保護
者や地域住民が意見を出し合うプロセスを大切にして

行くことが不可欠であると考えます。
毎年の出生人数を考慮しながら、どうすれば子ども

たちにとってより良い教育条件、最適な教育環境を整
備できるか、教育委員会で随時話題にしていきたいと

思います。

以上で、田中議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

町長答弁

コロナが発生して3年、形を変えながら猛威を振るっ
ている。最近はオミクロン株BA5型とかいつ終息する
のか全く見えない、変異を重ね、繰り返し襲ってくる。今
ではコロナ馴れとも言える状況で、今日は何人コロナ
にかかったと言っても、少し多いね、少ないねの会話。そ

んな中で各行事、輪之内町においては全て考えられる
対策により、盆おどり、10月のふれあいフェスタ等、他
町に先がけ、見本となるべき取り組みがなされ、町長の
強力な指導力が発揮されているものと思います。
でも地域に目を移すと、葬儀はほとんど家族葬、祭り

絆について考える

については中止、地区の寺、官の行事も全て中止、学
校行事も可能な限り中止、中止にすればハイ終わりと
いった考え方が簡単で良く、研修も中止の方向、何もし
ない事がさも良いように思えます。

これからは、中止を先に考えるのではなく、どうした
ら実行出来るか？皆で方策を考え、進めなくてはいけな
い時期と思っています。
町長のお考えをお聞かせください。
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

から令和元年度までの過去10年間で公立小中学校の
学校数は10.0パーセント(3,215校)減少し、同じく、過
去10年間で公立小中学校の児童生徒数は10.2パー
セント(1,044,674人)減少しております。輪之内町にお
いても、小中学校の児童生徒数については、直近10年
間の推移は、平成24年度920人でありましたが、令和4
年度では815人となり、11.4パーセントの減少となって
おり、その後も減少傾向が見られる状況です。輪之内
町においても、少子化による影響が顕著に表れており
ます。
そのうえで、公立小学校・中学校の適正規模・適
正配置(学校統廃合)についての基本的な考え方とし
ては、「学校規模適正化の検討は、児童生徒の教育条

件をより良くする目的で行うべきもの」と考えておりま
す。学校統合を行うか、学校を残しつつ小規模校の良
さを活かした学校づくりを行うか、活力ある学校づくり
をどのように推進するかは、地域の実情に応じたきめ
細かな分析に基づき判断すべきものと考えております。
今日、少子化に伴い学校の小規模化が急速に進んで

おります。将来を担う子どもたちにとってより良い教育
条件や最適な教育環境を整備していく必要があります
が、統廃合がもたらす地域コミュニティーへの影響も相
当程度考慮する必要があります。将来の輪之内町のま
ちづくりとあわせ、その在り方を慎重に模索してまいり
ます。

まず、1点目の質問である｢人口減少と小中学生の減
少について｣お答えします。
議員、ご質問のように人口減少及び少子高齢化は、

日本における重大な問題として存在しています。世界を
見てみると先進諸国では日本同様に少子化や高齢化
が進んでいますが、その中でも日本は群を抜いて少子

高齢化が加速している現状であることはご承知の通り
であります。
少子化による影響について、文部科学省が令和2年
6月に取り纏めた資料(人口動態等を踏まえた学校運
営や学校施設等の在り方について)によると、全国の公
立小中学校数と児童生徒数の推移では、平成21年度

田中議員のご質問の「人口減少と小中学生の減少
について」お答えします。
田中議員のご指摘の通り、今年度の出生数見込みか

ら推定すると、令和4年度と比べて令和11年度には、福
束小学校で約10名、仁木小学校で約70名、大藪小学
校で約100名、輪之内中学校で約80名の児童生徒数
の減少が見込まれます。全校児童生徒数では、福束小
学校と仁木小学校が約100名、大藪小学校で約150
名、輪之内中学校で約210名ほどになる計算になりま
す。小学校では3校とも各学年1学級、中学校では各学
年2学級になることが予想されます。
学校小規模化の影響として、クラス替えできず人間
関係が固定化しやすい、集団行事の実施に制約ができ
る、授業で多様な考えを引き出しにくい、切磋琢磨する
環境の中で意欲や成長が引き出されにくい、多様な物
の見方や考え方に触れることが難しい、中学校で免許
外指導が増えるといったことがあげられます。
これらの解決策として、学校統合や義務教育学校の
設置があります。
学校統合のメリットは、複数の学級を編制できる、教

員配置数が増える、生徒が集団の中で多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切瑳琢磨する機会が増え
る、運動会･文化祭･修学旅行等の集団活動･行事の教
育効果が上がる、体育科の球技や音楽科の合唱・合
奏のような集団学習の効果が上がる、児童生徒から多
様な発言が引き出しやすくなるといったことがありま
す。反面デメリットとしては、地域から学校が無くなるこ
とにより、学校と地域との関係が希薄化する、通学区域
拡大により通学時間が長くなる、スクールバス通学によ
り運動量が減少するといったことがあります。近隣で

は、令和3年度に関ケ原町で学校統合が行われ、令和6
年度には大垣市の上石津地域、海津市の海津町地域
で学校統合が予定されています。
義務教育学校のメリットは、9年間を一つの「学びの
場」と考えるため、中1ギャップの緩和・解消、系統性を
意識した小中一貫教育、異学年交流による精神的な発
達などがあげられます。また、教職員集団が小中学校別
に分かれていないので、教科担任制における免許外指
導を減らすことができます。反面デメリットは、中学校の
新鮮さがない、人間関係が9年間固定化しやすいなど
があります。県内では白川郷学園、桑原学園、根尾学園
が開校しており、令和6年度には大垣市の上石津地域
で義務教育学校が開設される予定です。
再び輪之内町に目を向けると、各小中学校でコミュ

ニティスクールや地域学校協働活動を実施し、地域と
ともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに取
り組んでいます。また、各小学校の大規模改修を実施し
たばかりで耐用年数は十分に確保されています。こうし
たことを考えると、当面は小規模校のメリットを最大限
に生かした教育を推進していくことが望ましいと考えま
す。具体的には、少人数であることを生かした教育活動
の徹底、地域との密接なつながりを活かした校外学習・
体験活動の充実、ICTの活用による他校との合同授業
などです。
人口減の大きな流れの中で、世の中の学校統合の
動きは加速していくでしょう。しかし、学校は地域のコ
ミュニティであり、子どもたちが地域と関わり、愛着を育
む場でもあります。教育の問題だけでは割り切れないと
ころに学校統合の難しさがあります。行政や学校、保護
者や地域住民が意見を出し合うプロセスを大切にして

教育長答弁

行くことが不可欠であると考えます。
毎年の出生人数を考慮しながら、どうすれば子ども

たちにとってより良い教育条件、最適な教育環境を整
備できるか、教育委員会で随時話題にしていきたいと

思います。

以上で、田中議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

丹波篠山市の限界集落と言われた丸山集落が地域
ぐるみで新しい取り組みに挑戦し、元気な地域になった
と NHK BS1で紹介されました。地域の特性を良く研
究し、不可能と思われる所に大きなチャンスがあること
を紹介していました。
今年に入り我が町にも株式会社ヨロズさんが環境に
徹底配慮した新工場を設立して頂けることになり、大
変大きな話題です。大いに期待したいと思います。又新

しく多くの方も雇用される予定との事。当町にはスギ
ヤマ工業さん、エフピコさん等、大きな企業が進出して
頂いております。当然若い労働力も必要であり、町内
に、移住、定住を考えておられる方もあるのではない
か、そんな方々に町の良さをアピール（子育て　税の
優遇措置）し、やさしい町であることをもっと知ってもら
う機会を作ったらどうか。
町長の考えをお聞かせください。

続いて、2つ目の「人口増の方策、地域の活性化」に
ついてお答えします。
これまで当町では、税収増のみならず、従業員の移
住・定住による人口増及び地域の活性化という視点
を併せ持ち企業誘致活動を行って参りました。
近年では、大藪地内にすぎやま工業株式会社、南波
地内に株式会社エフピコを誘致し、更には、今年度6月
には、楡俣北部地内に株式会社ヨロズを誘致すること
とし、誘致基本協定を締結したところであります。
これらの企業向けには、企業立地促進条例に基づく
工場等設置奨励金制度の案内とともに、多くの従業員
が輪之内町に居住してくれることを目的に同条例に基
づく雇用促進奨励金制度についても、その主旨・意義
を案内しております。
その他には、従業員の生活の拠点となるアパートの
立地状況とその入居状況についても紹介してきまし
た。
合わせて、従業員向けについては、子育て支援制度

や税制優遇、その他の問い合わせについては、親切丁

寧に対応してきたところであります。
さて、株式会社ヨロズについては、本年11月以降に
新工場の建設が始まり、その後、従業員の雇用を行って
いくとのことであります。
その従業員については、ヨロズ愛知から転勤してくる
方は当然おられますが、不足する労働力については地
元雇用を積極的に行うと伺っており、その地元雇用の
中には、恐らく町外在住者もいることと思われます。
ヨロズ愛知からの転勤者及び町外在住者の方々に
ついては、当町の子育て支援、教育支援、住宅支援、そ
の他助成制度について、積極的に移住者にやさしい町
であることを知ってもらうための案内をして参ります。
具体的には、『輪之内町移住定住ガイド、ただいまっ 
わのうち』の内容を充実させ、これを活用してPRして
いきたいと考えるところです。
いずれにしても、先ずは輪之内町に住みたいと思っ
ていただくこと、更には、1人でも多くの方に町内で土
地と住宅を取得していただき、人口増加につながるよう
力を注いで参ります。

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

人口増の方策、地域の活性化

田中議員のご質問の「人口減少と小中学生の減少
について」お答えします。
田中議員のご指摘の通り、今年度の出生数見込みか

ら推定すると、令和4年度と比べて令和11年度には、福
束小学校で約10名、仁木小学校で約70名、大藪小学
校で約100名、輪之内中学校で約80名の児童生徒数
の減少が見込まれます。全校児童生徒数では、福束小
学校と仁木小学校が約100名、大藪小学校で約150
名、輪之内中学校で約210名ほどになる計算になりま
す。小学校では3校とも各学年1学級、中学校では各学
年2学級になることが予想されます。
学校小規模化の影響として、クラス替えできず人間
関係が固定化しやすい、集団行事の実施に制約ができ
る、授業で多様な考えを引き出しにくい、切磋琢磨する
環境の中で意欲や成長が引き出されにくい、多様な物
の見方や考え方に触れることが難しい、中学校で免許
外指導が増えるといったことがあげられます。
これらの解決策として、学校統合や義務教育学校の
設置があります。
学校統合のメリットは、複数の学級を編制できる、教

員配置数が増える、生徒が集団の中で多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切瑳琢磨する機会が増え
る、運動会･文化祭･修学旅行等の集団活動･行事の教
育効果が上がる、体育科の球技や音楽科の合唱・合
奏のような集団学習の効果が上がる、児童生徒から多
様な発言が引き出しやすくなるといったことがありま
す。反面デメリットとしては、地域から学校が無くなるこ
とにより、学校と地域との関係が希薄化する、通学区域
拡大により通学時間が長くなる、スクールバス通学によ
り運動量が減少するといったことがあります。近隣で

は、令和3年度に関ケ原町で学校統合が行われ、令和6
年度には大垣市の上石津地域、海津市の海津町地域
で学校統合が予定されています。
義務教育学校のメリットは、9年間を一つの「学びの
場」と考えるため、中1ギャップの緩和・解消、系統性を
意識した小中一貫教育、異学年交流による精神的な発
達などがあげられます。また、教職員集団が小中学校別
に分かれていないので、教科担任制における免許外指
導を減らすことができます。反面デメリットは、中学校の
新鮮さがない、人間関係が9年間固定化しやすいなど
があります。県内では白川郷学園、桑原学園、根尾学園
が開校しており、令和6年度には大垣市の上石津地域
で義務教育学校が開設される予定です。
再び輪之内町に目を向けると、各小中学校でコミュ

ニティスクールや地域学校協働活動を実施し、地域と
ともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに取
り組んでいます。また、各小学校の大規模改修を実施し
たばかりで耐用年数は十分に確保されています。こうし
たことを考えると、当面は小規模校のメリットを最大限
に生かした教育を推進していくことが望ましいと考えま
す。具体的には、少人数であることを生かした教育活動
の徹底、地域との密接なつながりを活かした校外学習・
体験活動の充実、ICTの活用による他校との合同授業
などです。
人口減の大きな流れの中で、世の中の学校統合の
動きは加速していくでしょう。しかし、学校は地域のコ
ミュニティであり、子どもたちが地域と関わり、愛着を育
む場でもあります。教育の問題だけでは割り切れないと
ころに学校統合の難しさがあります。行政や学校、保護
者や地域住民が意見を出し合うプロセスを大切にして

行くことが不可欠であると考えます。
毎年の出生人数を考慮しながら、どうすれば子ども

たちにとってより良い教育条件、最適な教育環境を整
備できるか、教育委員会で随時話題にしていきたいと

思います。

以上で、田中議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

町長答弁

コロナが発生して3年、形を変えながら猛威を振るっ
ている。最近はオミクロン株BA5型とかいつ終息する
のか全く見えない、変異を重ね、繰り返し襲ってくる。今
ではコロナ馴れとも言える状況で、今日は何人コロナ
にかかったと言っても、少し多いね、少ないねの会話。そ

んな中で各行事、輪之内町においては全て考えられる
対策により、盆おどり、10月のふれあいフェスタ等、他
町に先がけ、見本となるべき取り組みがなされ、町長の
強力な指導力が発揮されているものと思います。
でも地域に目を移すと、葬儀はほとんど家族葬、祭り

絆について考える

については中止、地区の寺、官の行事も全て中止、学
校行事も可能な限り中止、中止にすればハイ終わりと
いった考え方が簡単で良く、研修も中止の方向、何もし
ない事がさも良いように思えます。

これからは、中止を先に考えるのではなく、どうした
ら実行出来るか？皆で方策を考え、進めなくてはいけな
い時期と思っています。
町長のお考えをお聞かせください。
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

続いて、3点目の「絆について考える」ということで、
地域におけるお祭りをはじめとする各種行事の在り方
についてのご質問を頂きました。
今般のコロナ禍が3年目に入り、様々な地域活動が

やむなく中止に追い込まれている現状を大変憂慮して
おります。
議員もこのことにより、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、私も同様の思いを
抱いております。
以前、一般質問の場でもその思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年半の間、そうした地域活力の醸成の
場の多くを失ったことは、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。
町としては、先ほど申し上げた考え方により、各種イ

ベント、行事等の関係者と協議しながら実施できる方

法を模索し、進めております。議員言及のとおり8月の
「納涼ふるさと祭り」は飲食の提供を止めたうえで実施
しましたが大変好評を得ました。
また、来る10月の「ふれあいフェスタ」についても、出
入口における手指消毒等感染対策を講じ、飲食の提供
についてはテイクアウトにて実施するなどできるだけの
対策を講じたうえで実施する予定です。
もちろんこれは実施した、または実施する予定の行
事についての言及であります。関係団体と協議のうえ、
関係者の強いご意向により、中止決定された行事につ
いては、その意向を尊重したものもあることは事実で
ございます。
おこがましい言い方になるかもしれませんが、私とし
ては、今後、関係者の皆様と方向性を同じくして実行で
きたイベントや行事を成功事例として、参加された住民
の皆様方に体験して頂き、地域の各種行事に置き換え
て頂き「こう対策すればリスクは極力減じれるのではな
いか」、「そういえば町ではあのときこんな対策をしてい
た」等の考え方の転換を期待するものでございます。
各地域の個々の諸行事に対する考え方は様々であ

り、かつ、それまでの経過もあり、町が主導して一朝一
夕に解決できるものでもないと受け止めております。
しかしながら、ここで考えなければならない時期に来
ていることは言われるまでもなく、都度に申し上げてき
たことでありますのでご承知おき下さい。

町長答弁

コロナが発生して3年、形を変えながら猛威を振るっ
ている。最近はオミクロン株BA5型とかいつ終息する
のか全く見えない、変異を重ね、繰り返し襲ってくる。今
ではコロナ馴れとも言える状況で、今日は何人コロナ
にかかったと言っても、少し多いね、少ないねの会話。そ

んな中で各行事、輪之内町においては全て考えられる
対策により、盆おどり、10月のふれあいフェスタ等、他
町に先がけ、見本となるべき取り組みがなされ、町長の
強力な指導力が発揮されているものと思います。
でも地域に目を移すと、葬儀はほとんど家族葬、祭り

については中止、地区の寺、官の行事も全て中止、学
校行事も可能な限り中止、中止にすればハイ終わりと
いった考え方が簡単で良く、研修も中止の方向、何もし
ない事がさも良いように思えます。

これからは、中止を先に考えるのではなく、どうした
ら実行出来るか？皆で方策を考え、進めなくてはいけな
い時期と思っています。
町長のお考えをお聞かせください。

今の集落営農組合を支えているのは団塊の世代で
あり、子どもの時に農作業の経験がある人達であり、次
世代の人（今の若い人達）はほとんどの人が、未経験で
あり、後継者が育ちにくい状況であると思います。町内
に多くある小規模な営農組合を合併に導き、法人化を
進め、安定した農業を目指すべきと考えます。若い人の
農業への参加、雇用も新しく生まれるのではないかと
思います。
法人化になったと言え、資金が豊富になった訳では

ありません。十二分な出資を求めることも大変難しいの
です。そこで初期投資を軽減する為に中古農機の導入
に対しても、町の支援、補助を考えてみたらどうかと思
います。
町長のお考えをお聞かせください。

中古農機の補助について

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

次に4点目、「中古農機の補助について」お答えいた
します。
農業用機械の導入、更新に対しては、幅広く営農組
織等が対象になる「元気な農業産地構造改革支援事
業補助金」という県の支援制度がございます。その事業
に採択された案件に当町からも上乗せして助成してお
りますが、今日までに支援の対象となった案件に中古機
械は該当がありません。
農業用機械の耐用年数は7年となっております。
機械の使用時間や走行距離、利用状況などもあり、

概に7年とはいえませんが、中古機械は耐久性が分かり
づらく、購入してもすぐに故障したという事例もござい
ます。
県では、中古機械の場合、機械の耐用年数が5年以
上残っている、かつ、新品と比較して遜色ない新品と同
等の機能性能を有していると農機具メーカーが保証し
た機械のみが支援の対象となっております。
当町といたしまして県の基準と同様に新品若しくは
耐用年数の残存年数5年以上の機械での導入、更新を
農家の皆様にご検討いただきたいと考えます。

町長答弁

次に5点目、「町の特産品開発について」お答えいた
します。
議員ご指摘のとおり、例示された特産品には、町の

みならず個人事業者や商工会が開発した商品も含ま
れておりますが、現在、販売されていない商品も存在す
るのが現状で、とても残念に思っております。
約10年前に「輪之内スイーツ」と銘打ち、認定制度を
設けるなど事業を展開いたしました。当時はメディアに
も取り上げてもらうなど話題になりました。開発・販売
した事業者に対しては認定プレートやのぼりを交付す
る広報的な支援のみにとどめたため、事業者の求める
支援と行政の支援の限界にズレが生じ、議員が言及さ
れる現状に至った原因の一つと受け止めております。
現在は、その検証結果に基づき施策の見直しを行

い、その一例としてパティシエになりたい人や洋菓子店
を開きたいと思う方を対象に、パステルの「なめらかプ
リン」の生みの親であるプルシックのオーナーシェフ所

浩史氏から指導を受けられる「所塾」を開催するなど、
人材育成に力を入れております。
また、今年度、陳列棚やショーケースなど資機材の購
入支援制度を創設いたしましたが、今後は要綱を改正
するなど、事業者のニーズに合わせた支援制度に改良
してまいります。
別の角度から思いを巡らせますと、議員の例示され

た開発品は、次に引き継ぐ者がいないために廃れたと
いう商品もあると考察します。つまり、事業承継という
観点も考慮しなくてはなりません。
後世に残したい優れた品であるかを十分吟味し、必
要であれば事業承継についての支援を行っていくのも
町の産業発展に必要な要素であることは言わずもが
なであります。
事業者の「やる気」が前提となりますが、その「自力」

「胆力」を損ねず、行政としてすべき支援は何かを模索
しながら事業を展開していきたいと考えております。

町長答弁

今までに多くの特産品が開発されました。玄米カステ
ラ、さつま石、モーリーのジェラート、御膳米、信心水、御
膳酒、丸毛兼利の酒、御膳米煎餅、今後の販売予定　所
シェフ開発によるクッキー、プリン等、多くの商品が開発
されましたが、お酒を除き、ほとんど販売されておらず残
念です。町民の方々の意識は「えーまだあるの」でした。
せっかく力を入れて取り組んだ商品、どうしてダメに
なったのか、これから開発される商品についても同じ道
をたどるのではないか、心配です。町長の考えはどうで
すか。

町の特産品開発について
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大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

続いて、3点目の「絆について考える」ということで、
地域におけるお祭りをはじめとする各種行事の在り方
についてのご質問を頂きました。
今般のコロナ禍が3年目に入り、様々な地域活動が

やむなく中止に追い込まれている現状を大変憂慮して
おります。
議員もこのことにより、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、私も同様の思いを
抱いております。
以前、一般質問の場でもその思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年半の間、そうした地域活力の醸成の
場の多くを失ったことは、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。
町としては、先ほど申し上げた考え方により、各種イ

ベント、行事等の関係者と協議しながら実施できる方

法を模索し、進めております。議員言及のとおり8月の
「納涼ふるさと祭り」は飲食の提供を止めたうえで実施
しましたが大変好評を得ました。
また、来る10月の「ふれあいフェスタ」についても、出
入口における手指消毒等感染対策を講じ、飲食の提供
についてはテイクアウトにて実施するなどできるだけの
対策を講じたうえで実施する予定です。
もちろんこれは実施した、または実施する予定の行
事についての言及であります。関係団体と協議のうえ、
関係者の強いご意向により、中止決定された行事につ
いては、その意向を尊重したものもあることは事実で
ございます。
おこがましい言い方になるかもしれませんが、私とし
ては、今後、関係者の皆様と方向性を同じくして実行で
きたイベントや行事を成功事例として、参加された住民
の皆様方に体験して頂き、地域の各種行事に置き換え
て頂き「こう対策すればリスクは極力減じれるのではな
いか」、「そういえば町ではあのときこんな対策をしてい
た」等の考え方の転換を期待するものでございます。
各地域の個々の諸行事に対する考え方は様々であ

り、かつ、それまでの経過もあり、町が主導して一朝一
夕に解決できるものでもないと受け止めております。
しかしながら、ここで考えなければならない時期に来
ていることは言われるまでもなく、都度に申し上げてき
たことでありますのでご承知おき下さい。

町長答弁

コロナが発生して3年、形を変えながら猛威を振るっ
ている。最近はオミクロン株BA5型とかいつ終息する
のか全く見えない、変異を重ね、繰り返し襲ってくる。今
ではコロナ馴れとも言える状況で、今日は何人コロナ
にかかったと言っても、少し多いね、少ないねの会話。そ

んな中で各行事、輪之内町においては全て考えられる
対策により、盆おどり、10月のふれあいフェスタ等、他
町に先がけ、見本となるべき取り組みがなされ、町長の
強力な指導力が発揮されているものと思います。
でも地域に目を移すと、葬儀はほとんど家族葬、祭り

については中止、地区の寺、官の行事も全て中止、学
校行事も可能な限り中止、中止にすればハイ終わりと
いった考え方が簡単で良く、研修も中止の方向、何もし
ない事がさも良いように思えます。

これからは、中止を先に考えるのではなく、どうした
ら実行出来るか？皆で方策を考え、進めなくてはいけな
い時期と思っています。
町長のお考えをお聞かせください。

今の集落営農組合を支えているのは団塊の世代で
あり、子どもの時に農作業の経験がある人達であり、次
世代の人（今の若い人達）はほとんどの人が、未経験で
あり、後継者が育ちにくい状況であると思います。町内
に多くある小規模な営農組合を合併に導き、法人化を
進め、安定した農業を目指すべきと考えます。若い人の
農業への参加、雇用も新しく生まれるのではないかと
思います。
法人化になったと言え、資金が豊富になった訳では

ありません。十二分な出資を求めることも大変難しいの
です。そこで初期投資を軽減する為に中古農機の導入
に対しても、町の支援、補助を考えてみたらどうかと思
います。
町長のお考えをお聞かせください。

中古農機の補助について

大橋慶裕議員からは、「公務員の副業・兼業、外部
人材のキャリア採用について」そして「デジタル社会に
向けて」の2点の質問を頂きました。
順次お答えします。
まず、一点目の「公務員の副業・兼業、外部人材の

キャリア採用について」お答えします。
ご案内のように、公務員の副業を縛るルールは「国
家公務員法」と「地方公務員法」がその法令根拠でござ
います。
内容は、「副業を禁止する」というものではなく、「営

利目的での務め、または私企業の経営の禁止」を謳う
ものであります。具体的には地方公務員法第38条では
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならな
い。また、事務も禁止とする規定がございます。
また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける

「3原則」なる法規定もございます。「信用失墜行為の禁
止」「守秘義務」「職務専念の義務」でございます。
その中でも例外的に認められるケースがあります。
人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定
規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業は一定
の条件の下で承認の対象とされております。

その他、最近では副業を解禁した自治体の例の根底
にある考え方は議員が質問中で言及されているとおり
であります。
今後においては、先進的事例を調査しつつ、職員の
資質向上等スキルアップに無理なく繋がるなど、当町
にとって、全体最適で有益となるスキームが構築できた
ときには躊躇なく導入できるよう検討して参ります。
また、外部人材のキャリア採用については、既に毎年
の職員募集において、社会人経験者採用枠として各界
で活躍中の人材を即戦力採用として既に実施している
ことを申し添えます。

次に4点目、「中古農機の補助について」お答えいた
します。
農業用機械の導入、更新に対しては、幅広く営農組
織等が対象になる「元気な農業産地構造改革支援事
業補助金」という県の支援制度がございます。その事業
に採択された案件に当町からも上乗せして助成してお
りますが、今日までに支援の対象となった案件に中古機
械は該当がありません。
農業用機械の耐用年数は7年となっております。
機械の使用時間や走行距離、利用状況などもあり、

概に7年とはいえませんが、中古機械は耐久性が分かり
づらく、購入してもすぐに故障したという事例もござい
ます。
県では、中古機械の場合、機械の耐用年数が5年以
上残っている、かつ、新品と比較して遜色ない新品と同
等の機能性能を有していると農機具メーカーが保証し
た機械のみが支援の対象となっております。
当町といたしまして県の基準と同様に新品若しくは
耐用年数の残存年数5年以上の機械での導入、更新を
農家の皆様にご検討いただきたいと考えます。

町長答弁

次に5点目、「町の特産品開発について」お答えいた
します。
議員ご指摘のとおり、例示された特産品には、町の

みならず個人事業者や商工会が開発した商品も含ま
れておりますが、現在、販売されていない商品も存在す
るのが現状で、とても残念に思っております。
約10年前に「輪之内スイーツ」と銘打ち、認定制度を
設けるなど事業を展開いたしました。当時はメディアに
も取り上げてもらうなど話題になりました。開発・販売
した事業者に対しては認定プレートやのぼりを交付す
る広報的な支援のみにとどめたため、事業者の求める
支援と行政の支援の限界にズレが生じ、議員が言及さ
れる現状に至った原因の一つと受け止めております。
現在は、その検証結果に基づき施策の見直しを行

い、その一例としてパティシエになりたい人や洋菓子店
を開きたいと思う方を対象に、パステルの「なめらかプ
リン」の生みの親であるプルシックのオーナーシェフ所

浩史氏から指導を受けられる「所塾」を開催するなど、
人材育成に力を入れております。
また、今年度、陳列棚やショーケースなど資機材の購
入支援制度を創設いたしましたが、今後は要綱を改正
するなど、事業者のニーズに合わせた支援制度に改良
してまいります。
別の角度から思いを巡らせますと、議員の例示され

た開発品は、次に引き継ぐ者がいないために廃れたと
いう商品もあると考察します。つまり、事業承継という
観点も考慮しなくてはなりません。
後世に残したい優れた品であるかを十分吟味し、必
要であれば事業承継についての支援を行っていくのも
町の産業発展に必要な要素であることは言わずもが
なであります。
事業者の「やる気」が前提となりますが、その「自力」

「胆力」を損ねず、行政としてすべき支援は何かを模索
しながら事業を展開していきたいと考えております。

町長答弁

今までに多くの特産品が開発されました。玄米カステ
ラ、さつま石、モーリーのジェラート、御膳米、信心水、御
膳酒、丸毛兼利の酒、御膳米煎餅、今後の販売予定　所
シェフ開発によるクッキー、プリン等、多くの商品が開発
されましたが、お酒を除き、ほとんど販売されておらず残
念です。町民の方々の意識は「えーまだあるの」でした。
せっかく力を入れて取り組んだ商品、どうしてダメに
なったのか、これから開発される商品についても同じ道
をたどるのではないか、心配です。町長の考えはどうで
すか。

町の特産品開発について
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。

決算特別委員会決算特別委員会

令和3年度決算 特別委員会は9月8日～9日の2日間開催され、令和3年度一般会計歳入歳出決算1議案、
特別会計歳入歳出決算4議案を審査し、合計5議案は原案のとおり認定すべきのものと決定しました。
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議会事務局 総務課

令和3年度
一般会計歳入歳出決算の認定について

最後に「輪之内町の制定している梅・ひばり・たん
ぽぽ」についてのご質問にお答えします。
議員が言及されたように、今までの町政において過
去にも様々なキャラクターや歌、また対外的に注目を浴
びた創作劇等があったことは勿論承知しております。
町政35周年記念事業として歌手ダ・カーポさんに

よる町のイメージソング「緑きらめくまち」の制作発表、
また平成10年10月には、薩摩藩士による洗堰の築造
のに対して報恩感謝の想いを込めて創った創作劇「洗
堰に日は昇る」は当時町内外から多くの注目を集めま
した。
その他、町の木「梅」、町の花「たんぽぽ」、町の鳥「ひ
ばり」をキャラクター化した様々なグッズ等も作成して
きました。
そして、私が町政を担わさせて頂いてからもカワバタ

モロコのキャラクター化や史実に基づき創った福束城
そして丸毛兼利や御膳酒、御膳米等の商品化に向けて
取り組んできました。
これらは、どの時代においても、その時代々の地域
活性化を目指し、「他自治体との差別化、そして一歩で
も、いや半歩でも先んじて活性化させたい」との各時々
の首長はじめ町民の想い、そして携わる職員の想いの
結集であろうと考えております。
議員からは「過去の地域活性化に資するこうした取

り組みや成果品が消えてしまっているのではないか」と
のご指摘ですが、私としてはそれら施策、活動を決して
否定しているものではありません。
しかしながら、時代の潮流により世の中は常に動き
ます。これと同様に行政も常に動き変化します。
その時代々の流れを敏感に感じ取りながら、地域活

性化に資する施策、活動を展開しなければ取り残され
るだけで、その末路は、町民の皆様を不幸にするだけで
す。
私は、町民の皆様が対外的に「誇れる町」にしたいと
取り組んできましたし、今後もその思いは変わりませ
ん。
そこで、ひとつ考えるのは、一般論にはなりますが、

「流行は20年周期で繰り返す」という事象があります。
これは昔に流行したファッション等が20年経過して再
び脚光を浴びる事象です。
こうしたことをヒントに過去に制作したキャラクター
等をリニューアルやブラッシュアップ、また現在の施策と
融合させるなどして、再び世に出すことも地域活性化
の有効な手段かもしれません。
その当時に携わった方々もその時の熱い想い、良き
思い出が復活するのではないでしょうか。
いずれにせよ、繰り返しになりますが、「先人の首長
や関係された町民の皆様や、携わった職員の英知と努
力を否定していないこと」だけは明確にしておきます。

以上で田中政治議員の答弁とさせて頂きます。

町長答弁

木野町長になってから、カワバタモロコ保護条例の
制定により、町のキャラクターがカワバタファミリー一色
となり、何かにつけてカワバタモロコの出番ばかり、以
前から、町の花、梅、鳥ひばり、タンポポといったものが
最近では表に出てこない。ダカーポのやさしい歌声、緑
きらめく町輪之内はどこへ行った、10時には庁舎内で
も爽やかな歌声が聞けたが、最近では丸毛戦記一色
で、町を上げて薩摩義士の歴史劇、洗堰に日は登るを
鹿児島県へ行って公演したり、アーリオンホールで公演
したりしていたが全てなくなった。

今後の取り組みも大事にしてもらいたいが、お考え
はどうですか。

輪之内町の制定している梅、ひばり、タンポポ
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。

決算特別委員会決算特別委員会

令和3年度決算 特別委員会は9月8日～9日の2日間開催され、令和3年度一般会計歳入歳出決算1議案、
特別会計歳入歳出決算4議案を審査し、合計5議案は原案のとおり認定すべきのものと決定しました。
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議会事務局 総務課

令和3年度
一般会計歳入歳出決算の認定について

最後に「輪之内町の制定している梅・ひばり・たん
ぽぽ」についてのご質問にお答えします。
議員が言及されたように、今までの町政において過
去にも様々なキャラクターや歌、また対外的に注目を浴
びた創作劇等があったことは勿論承知しております。
町政35周年記念事業として歌手ダ・カーポさんに

よる町のイメージソング「緑きらめくまち」の制作発表、
また平成10年10月には、薩摩藩士による洗堰の築造
のに対して報恩感謝の想いを込めて創った創作劇「洗
堰に日は昇る」は当時町内外から多くの注目を集めま
した。
その他、町の木「梅」、町の花「たんぽぽ」、町の鳥「ひ
ばり」をキャラクター化した様々なグッズ等も作成して
きました。
そして、私が町政を担わさせて頂いてからもカワバタ

モロコのキャラクター化や史実に基づき創った福束城
そして丸毛兼利や御膳酒、御膳米等の商品化に向けて
取り組んできました。
これらは、どの時代においても、その時代々の地域
活性化を目指し、「他自治体との差別化、そして一歩で
も、いや半歩でも先んじて活性化させたい」との各時々
の首長はじめ町民の想い、そして携わる職員の想いの
結集であろうと考えております。
議員からは「過去の地域活性化に資するこうした取

り組みや成果品が消えてしまっているのではないか」と
のご指摘ですが、私としてはそれら施策、活動を決して
否定しているものではありません。
しかしながら、時代の潮流により世の中は常に動き
ます。これと同様に行政も常に動き変化します。
その時代々の流れを敏感に感じ取りながら、地域活

性化に資する施策、活動を展開しなければ取り残され
るだけで、その末路は、町民の皆様を不幸にするだけで
す。
私は、町民の皆様が対外的に「誇れる町」にしたいと
取り組んできましたし、今後もその思いは変わりませ
ん。
そこで、ひとつ考えるのは、一般論にはなりますが、

「流行は20年周期で繰り返す」という事象があります。
これは昔に流行したファッション等が20年経過して再
び脚光を浴びる事象です。
こうしたことをヒントに過去に制作したキャラクター
等をリニューアルやブラッシュアップ、また現在の施策と
融合させるなどして、再び世に出すことも地域活性化
の有効な手段かもしれません。
その当時に携わった方々もその時の熱い想い、良き
思い出が復活するのではないでしょうか。
いずれにせよ、繰り返しになりますが、「先人の首長
や関係された町民の皆様や、携わった職員の英知と努
力を否定していないこと」だけは明確にしておきます。

以上で田中政治議員の答弁とさせて頂きます。

町長答弁

木野町長になってから、カワバタモロコ保護条例の
制定により、町のキャラクターがカワバタファミリー一色
となり、何かにつけてカワバタモロコの出番ばかり、以
前から、町の花、梅、鳥ひばり、タンポポといったものが
最近では表に出てこない。ダカーポのやさしい歌声、緑
きらめく町輪之内はどこへ行った、10時には庁舎内で
も爽やかな歌声が聞けたが、最近では丸毛戦記一色
で、町を上げて薩摩義士の歴史劇、洗堰に日は登るを
鹿児島県へ行って公演したり、アーリオンホールで公演
したりしていたが全てなくなった。

今後の取り組みも大事にしてもらいたいが、お考え
はどうですか。

輪之内町の制定している梅、ひばり、タンポポ
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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危機管理課
経営戦略課

◀着工前◀着工前

完成▶完成▶

スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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危機管理課
経営戦略課

◀着工前◀着工前

完成▶完成▶

スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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福祉課

令和３年度　後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算の認定について

福祉課

令和3年度 児童発達支援事業
特別会計歳入歳出決算の認定

建設課

令和3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

スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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福祉課

令和３年度　後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算の認定について

福祉課

令和3年度 児童発達支援事業
特別会計歳入歳出決算の認定

建設課

令和3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

スマイルチャンネルにて議員の一般質問を
放映しているが、番組表がおおまかであり、
日程、時間帯が詳しく分からない。放映され
る日時を議員に知らせる等できないか。ま
た、町民にもハッキリしたものを知らせる
必要があると思うので考えて欲しい。

一般質問の様子は、定例会の翌月の中旬頃に
放映されているが、そのスケジュールについ
ては、スマイルチャンネルの担当課が決めて
いる。今後は、一般質問の放送日時が分かり次
第、ホームページに掲載する等の方法を考て
いく。

議員が研修に出席した場合、その旨を決算
説明書に記載してはどうか。

令和3年度は、コロナ禍につき研修への参加が
無かったが、次から実績があれば記載してい
く。

会計年度任用職員から正職員への採用希望
者はいないのか。

毎年、社会人経験者枠を設けて職員採用試験
を実施しており、今回は会計年度任用職員か
ら試験を受けて正職員になったものは1名い
た。

公共施設の下水道接続工事は完了したの
か。

令和4年度でほぼすべての施設の接続が完了
する。

再任用職員の選考方法について、基準はあ
るのか。

再任用選考委員会を設置し、制度に基づいて適
正に採用している。今後も人事評価と職員に対
し指導を徹底していく。

町長交際費の支出が少ない理由は何か。

コロナ禍により、葬儀の弔問辞退が増えてお
り、香典の支出減によるものである。

千本桜まつりの花火は一般住民に周知され
ていたか、また球場内に入って観ることは
可能か。

令和3年4月の花火はコロナ対策として密を避
けるため事前周知はせず、サプライズで実施
した小規模なものである。また、球場内は保安
上立入禁止区域となるため入ることはできな
い。

町有地の有効活用について、どのように考
えているか。

開発事業者（ディベロッパー）のプロポーザル
の実施、人口増に資する施策や防災施設等、今
後しっかり審議しながら進めていきたい。

町内に設置してあるカーブミラーの破損を
はじめ、汚れ等でミラーが見にくい場合は
どのように対応をしているのか。

地区の交通安全委員や区長をとおして破損等
の報告をいただき、町から業者に修理の依頼
をかけている。

防災士連絡協議会はどういった活動をして
いるのか。

現在、協議会の会員数は53名、そのうち12名
が高校生という構成となっており、独自の勉
強会をはじめ、各地区で行われる自主防災訓
練への従事を中心に活動している。

中学生の防災士取得率は100%か。

取得率は100%では無いが、防災士の取得はあ
くまで結果であり、この年代に防災教育を行う
ことに主眼を置いている。

防犯カメラの設置の効果はあるのか。

町の防犯カメラについては教育委員会とも協
議し、不審者の発生の恐れがある箇所を中心に
7箇所設置してあり、撮影した画像は1ヶ月間保
存される。犯罪が発生した場合、その画像を警察
に提供することになるが、そういったことを踏
まえ犯罪抑止につながっていると考えている。

町内に水防倉庫は何カ所あるか。

水防倉庫は町内10箇所に設置してあり、その
中で劣化が著しい西条水防倉庫の修繕工事を
令和3年度に実施した。
また、議員から点在している水防倉庫の機能
集約及び、大雨等で地盤が軟弱となった際の
水防資機材の搬出方法について検討を頂きた
いとの意見がありました。

コミュニティ助成事業の令和3年度の実施
内容は何か。また他にはどのような利用が
あるのか。

令和3年度は大藪西組が消火栓ホースの入れ
替えを行った。ほかに、近年は消防、水防資機
材の購入が多いが、祭りの櫓の購入もあった。

創業・第二創業支援事業の対象は町内在住
の方のみか。また対象事業、投資金額に制限
はあるのか。

対象者は町内在住だけでなく、町外の方が町
内で新しい事業を始める場合も対象である。
対象事業、投資金額に制限はないが補助金の
額は経費の2分の1で100万円が上限である。

ふるさと納税の返礼品のベスト3は何か。

1位は飛騨牛、2位は米や野菜、3位は1位とは
異なる事業者が取り扱う飛騨牛である。

ふるさと納税の収支状況はどうなっている
のか。

当町へのふるさと納税額と住民税の減収分を
比較すると令和3年度は黒字である。

卓上カレンダーはどのように使用している
のか。

あいさつまわり
での配付とふる
さと納税への返
礼品である。

企業版ふるさと納税はできるようになって
いるのか。

この制度を利用するための前提となる地域再
生計画の認定申請中である。

交通安全対策交付金は交通事故の発生件数
が多いほど交付金が増えるのか。

交通事故発生件数により按分され増減する。

徴収率が上がった要因は何か。

7月から半年間、職員1名を県税事務所へ派遣
し、町県民税と共に他の税目の滞納整理も強
化したことが要因である。

差押えの件数が増加した要因は何か。

従来の預金の差押えだけでなく、積極的に年
金や給与の差押えを行った結果である。

不納欠損額は毎年同程度の金額か。

分納誓約を確実に結ぶなど時効で消滅しない
ようにしたため、次年度は大幅に減少する見
込みである。

不納欠損対象者に傾向はあるのか。

主に出国外国人や県外転出者であり、これらに
ついては不納欠損を行ったため、町内の滞納者
に絞られつつある。また、2年連続で県税事務
所へ職員を派遣しており、滞納繰越額を改善で
きるよう努力している。

滞納を放っておけば何とかなるという傾向
は滞納者の中にあるのか。

資産がある者に対しては、公売による債権回
収に向け不動産鑑定を行っている案件もあ
る。

会計室窓口の展示ケース内の商品は、会計
室で購入できるのか。

産業課で購入し、会計室窓口で支払うことが
できる。

高校生へのバス定期購入支援補助がある
が、高校によってはバス等が無く補助の対
象にならない高校生への補助等の方策は無
いのか。

公共交通の補助として考えると公共交通を利
用する高校生に限定されるため、教育分野で補
助のあり方を考え補助の幅を広げていきたい。

自転車でしか通えない高校への新規の路線
を作ることは出来ないのか。

それぞれの市町の公共交通会議にてお互いの
乗り入れ等を協議していき、広域的な公共交
通を目指していきたい。

輪之内線と輪之内羽島線は1日何便あるのか。

輪之内線は17便、輪之内羽島線は5便である。

デマンドバスのバス停は、現在何箇所あるのか。

現在165箇所のバス停がある。

バス停機能があるバス停が少ないと思う
が、今後の整備計画等はあるのか。

デマンドバスの運用については、ワーク
ショップ等を開催し皆様の意見や要望をお聞
きし、利用しやすいデマンドバスの運用を目
指していきたい。

デマンドタクシーを検討して欲しい。

今後のデマンドについては公共交通会議にて
検討していきたい。

ゼロカーボンシティ宣言をしたが、町とし
てどのような取り組みをしているのか。

現在はホームページで啓発しており、今後は
岐阜大学と連携し事業を進める計画をしてお
り、中学生への脱炭素の環境学習や町民向け
のセミナー等を行っていく予定である。

マイナンバーカードが普及しない要因は何か。

国が普及に向けて進めており、今後運転免許
証との一体化等が検討されている。

重度心身障害者に対する福祉医療について、
8,903件とあるが、件数とはどういうものか。

受診した医療機関の件数である。

高齢者福祉総務費の扶助費について88万円
の不用額が出た理由は何か。

家族介護用品給付申請時に必要な額や敬老祝金
の支給対象額等の見込額を予算計上しており、
実支給額との差額である。

新型コロナウイルス感染防止のため敬老祝
賀会を中止しているが、代替として何を実
施しているのか。

敬老祝賀会出席対象者に対して、中止の案内
のほかに御膳米せんべい等の記念品を送付し
ている。また、77歳（喜寿）から100歳（紀寿）ま
での節目の年を迎える方に、敬老祝金を支給
している。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
のうち、家計急変世帯とはどういうものか。

令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染
症が原因で住民税非課税額相当まで収入が減
少した世帯である。

輪之内町内にある介護施設の利用率や入所
率を把握しているのか。また、施設増設によ
り、介護保険料増額に影響しないのか。

全て介護保険施設であり、安八郡広域連合が
把握している。この6年間の介護保険料は据え
置かれているが、次期高齢者プラン策定時に
現状を勘案しながら安八郡広域連合により決
定されるものである。

基幹相談支援センター設置後の状況はどう
なっているのか。

令和2年9月から町社会福祉協議会に委託して
おり、令和3年度は総合相談が30件、その他の
相談を合わせて82件あり、社会福祉士や相談
支援専門員が適切な支援につなげている。

中核機関設置業務委託料について、何を委
託しているのか。

令和3年10月から揖斐郡3町及び安八郡3町共
同で中核機関を立ち上げ、2次中核機関の設置
運営業務をぎふ権利擁護センターに委託して
いる。2次中核機関では、意思決定能力の低下
が見られる方に関する相談案件について、弁
護士、司法書士及び社会福祉士から専門的な
アドバイスを得て成年後見制度利用に結びつ
けている。

婚活サポートについて、どういう事業を実
施したのか。

町社会福祉協議会へ委託しており、出会いの
場を作るため年3回イベントを実施したほか、
ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク会員
への新規登録数8名、県サポート体制によるお
見合い11件のうち、5件交際成立した。

現在までに移住・定住の実績はあるのか、
また情報誌だけでなくSNSなどで発信して
いるのか。

今年5月に東京都から1名、当町に転入された。
また、SNSについては現在発信しておらず、今
後は発信していきたい。

ふるさと農村活性化対策事業はどのような
内容か。

ふるさと農村活性化対策基金の運用益によ
り、本戸輪中提の景観を美化する事業である。

観光委員会事業の内容は何か、また町の観
光名所はどこなのか。

観光委員会では、
観光ボランティア
ガイドの育成や土
日のホッとステー
ションを開設して
いる。また、観光名
所は、乙姫公園な
ど。

産業雑入のその他の内容は何か。

御膳米せんべいや、信
心水などの販路拡大に
よる売上増が主なもの
である。

資源向上支払交付金で暗渠排水は設置でき
るのか。

新設は対象外、更新のみで1箇所につき工事費
上限200万円までなどの条件がある。

補助金が交付されている各団体の実績に対し
て、交付の見直しなどは行っているのか。

現在は見直しはしていないが、今後は実績な
どを勘案して交付の判断にしていく。

農家の大半が後継者不足である状況下で、
ほ場整備を進めることについてどう考えて
いるか。

土地改良事業は、大区画化により大型機械を導
入することで生産効率を上げ、次世代に繋いで
いくことが目的である。　高齢化により個人で
営農を継続することが困難な場合は、農地中間
管理事業を活用し、中心となる担い手へ農地を
集積・集約化することで、効率的な営農を行う
ことができるようになり、優良な農地を守るた
めにもほ場整備は必要である。

楡俣南部地区から要望書は提出されている
のか。また、四郷南部地区の整備後に楡俣南
部地区は採択されるのか。

要望書は提出されている。楡俣北部地区の事
業完了後に楡俣南部地区の事業施行申請を予
定している。

楡俣北部地区と楡俣南部地区の整備面積は
どれだけか。

楡俣北部地区は地区面積51.3haで整備面積が
34ha、楡俣南部地区は地区面積35.2haで、整
備面積はまだ計画図ができていないため不明
であるが、20ha程度になる。

農地中間管理事業の活用は採択要件に含ま
れるのか。

採択要件には含まれないが、農地中間管理事業
重点推進地域に指定されていると採択のポイ
ントが高くなる。現在ほ場整備を進めている地
区は全て重点推進地域に指定されている。
農地中間管理事業を活用し、法人化した担い
手等へ農地の集積・集約化を図ることで担い
手が営農を継続することができるよう事業を
進めている。

コロナ禍であるため先進地視察は行ってい
ないのか。

先進地視察の代わりに、楡俣北部地区では営
農組織の法人化について、四郷南部地区では
高収益作物の取り組みについての勉強会を随
時行っている。

輪之内町で高収益作物に該当する作物は何
か。

イチゴやトマト、ブロッコリー、キャベツ等が
該当する。高収益作物に一定面積以上取り組
むことが補正予算を確保する要件となってい
る。

橋の健全性の診断で判定区分Ⅲとはどのよ
うな状態か。

橋の健全性は判定区分Ⅰが健全、Ⅱが予防保
全段階、Ⅲが早期措置段階、Ⅳが緊急措置段階
の4区分に分けられており、今年度の補修工事
の実施により、判定区分ⅢとⅣの措置を講ず
べき橋梁は無くなった。

点検を実施する橋梁の定義は何か。

橋梁の長さが2m以上のものが対象になる。

橋梁点検実施済みの表示をしてはどうか。

そのような基準はないが、検討する。

舗装や側溝工事を実施する基準はあるか。

対象工事の規模や場所によるが、基本的には経
済性や緊急性を勘案しながら選定をしている。

農道の沈下に対応する補修はお願いできる
のか。

砕石の材料支給や多面的機能支払交付金の活
用が可能。

部活動補助金は、何に使われているのか。

大会参加料及び大会参加選手派遣用バス代で
ある。

部活動地域移行について、どこまで進んで
いるのか。

これまでに2回会議を開いて、指導者の確保や
どこを母体とするのかなどを、検討している。

給食費の無料化について、先の見通しをど
のように考えているのか。

基本的には実費で負担していただくことから
出発する。材料費が増えているため緊急措置と
いうことで9月補正で対応しているが、恒久措
置ではない。今のところ無料化している自治体
は多数派になっていない状況であり、注意深く
見守る必要はあるが、今、公費で負担するとい
う判断をする状況ではない。

教育振興寄附金は、どこから寄附を受けたのか。

だいしん緑化文化振興財団とすぎやま工業（株）
から寄附を受けた。

教育振興事業は、どのようなものを援助して
いるのか。

準要保護及び特別支援学級の児童生徒に対し、
学用品等の購入費、修学旅行費、宿泊研修、及び
学校給食費について扶助している。

特別支援教育支援員18人は、どこの学校に
何人配置しているのか。

福束小学校に4人、仁木・大藪小学校に5人ず
つ、輪之内中学校には4人配置している。

オンラインで行われた中学生カナダ派遣研
修は、どのような内容なのか。

業者に委託し、カナダの大学生と交流し、生徒
には、感想を書いて貰った。

中学生カナダ派遣研修について、もう少し
広く世界に目を向けて取り組んで行っては
どうか。

今年度も、コロナ禍でカナダへ行くのは難し
い。ヒントン町とハリーコリンジ高校との交
流があるので、ALT、英語指導助手の派遣元の
インタラック（株）などと、幅広く検討してい
く。

女性会議の構成メンバーは何人ぐらいで、
どのような活動をしているのか。

会員は32名だが、主に活動しているのは、5,6名
である。活動としては、プラネットプラザの花
壇作り、ゴキブリ団子作り、クリスマスには
ケーキ作りを行っている。

もっと広く女性が活躍する団体を育成して
いく必要があるのではないか。

検討課題とさせていただく。

高額療養費が前年度より増加している要因
は何か。

100万円以上の医療費が72件あったため増加
した。

75歳未満の国民健康保険加入者が人間ドッ
クを受診したときに、その費用の一部が助
成されるが、75歳以上の方にも同様の制度
があるのか。

すこやか健康診査やさわやか口腔健康診査を
安価で受診することができる。ただし健診内
容は基本項目に限ることから、後期高齢者に
も人間ドック助成を受けられるよう県後期高
齢者医療広域連合に要望を出している。

保険料の未納者の対応はどうしているのか。

滞納者の方には分納対応しており、不納欠損
額は生じていない。

令和3年度歳入区分のうち、保険料69.5%、
繰入金24.1%となっているが、保険制度の今
後の見込についてはどう考えているのか。

高齢者数の増加が保険料に影響を及ぼすと思
われるが、保険料改定時の状況を踏まえ、県後
期高齢者医療広域連合で検討されるものであ
る。

発達障がいについては、いつ頃判断されるものか。

人によって様々だが、1歳頃の歩き始めの時期
や、5歳頃の言葉の発達時期に判断され、乳幼児
健診等で判明することも多い。

指導員には資格が必要なのか。またどのよ
うな指導をしているのか。

必須となる国家資格はないが、現在の指導員
は言語聴覚士、保育士、療育士などの資格を取
得し、専門性を高めている。
指導内容については、視線を合わせる、動作や
言葉の真似などのコミュニケーション訓練の
ほか、母子指導やグループ指導後の面談など、
子どもへの接し方に関する親への相談指導を
行っている。

受入れ人数を1日10人以上に増やすことは可能か。

事業所の規模を維持しながら、それぞれの児
の状況に合わせた個別指導をこども園等と連
携して続けていきたい。

下水道整備は、ほぼ終了したが、接続率は
48.8パーセントと低いが、今後の見通しは
どうか。

供用開始してからの年数が浅いことも接続率
が低迷している原因である。
昨年、岐阜県下水道接続率向上方策研究会が
設立され、当町もこの会に入り、未接続者に対
しアンケート調査を実施した。その結果を県
で分析し、下水道推進協議会に諮り検討して
いる。
今後は目標達成に向けた接続率向上策を実施
していく予定である。

接続しない又はできない理由は何か。

アンケート調査の結果、接続費用が高いと
いった経済的理由や独居高齢者で後継者がい
ないなどの理由によるものが多い。

水洗化支援制度はあるのか。

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補
給制度があるが、今までに利用された方はい
ない。
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防犯カメラ設置補助金の申請者はどう
なっているか。また、カメラの設置場所等
に条件はあるのか。

法人、個人いずれからも補助金申請されてい
る。設置場所については、私有地内であれば制
限は設けておらず、カメラについても電源式・
ソーラー式やSDカード保存・サーバー保存等
の制限は設けていない。

交通安全の横断幕を設置する経緯は何か。

福束大橋付近道路の渋滞回避のため、福束南
部地内で抜け道となっている箇所がある。小
学生の通学路でもあり、非常に危険なため、従
来から大垣警察署に相談し、地元交番所長や
警察官に立哨や声かけを行っていただいてい
た。今回さらに地元住民や保護者の不安を解
消すべく、啓発用の横断幕を作成し、設置する
ものである。

通行できる時間帯等の規制をかけてはどうか。

まずは横断幕の設置等にて啓発を行い、規制に
関しては引き続き警察署と相談をしていく。

ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金
の作目及び内容は何か。

作目はアグラオネマなどの観葉植物で、内容
については、青年等就農計画の達成が見込ま

下水道事業実施設計業務委託料325万円
減額補正の主なものは何か。

下水道事業計画設計業務委託が当初予算
1,156万2,100円に対し、契約金額が
445万5,000円となったことによるもので、
歳出の増額補正額について、委託料の請負差金
による予算減額により対応するものである。

水道料金の滞納額はいくらか。

令和4年9月1日現在で、1,238万2,520円である。

未収金貸倒引当金の内訳は何か。

貸倒懸念債権及び5年を超えない債権のうち
回収が見込めない債権分である。

育児休業中の休業補償はあるのか。

育児休業給付金として、給料の67%が支給さ
れる制度がある。

エコドームの電気代はいくらを見込んだ
のか。

今年度は約180万円の電気代を見込んでいる。

エコドームには、太陽光パネルは設置し
てあるのか。

太陽光パネルは設置されているが、設置から
約20年経っており、機器の故障で発電出来な
い状況である。

エコドームは環境施設のシンボルである
ので、早急に修繕して欲しい。

来年度に向けて修繕を検討している。

エコドームは夏場は暑いが対策等をして
いるのか

交代でエアコンのある事務室で休憩してお
り、また窓は全部開けて大型扇風機を使用し
対策を施している。

各施設の光熱水費の増額分は一律の倍率
で計上しているのか。

電気会社からの提供資料や使用料の実績に応
じて、施設毎に増額見込額を算出している。

こども園の冷凍冷蔵庫はどういうものを
購入する予定なのか。また使用する現場の
意見を取り入れているのか。

業務用の縦型冷凍冷蔵庫で、容量は冷凍室・
冷蔵室共に390リットルである。栄養士や現場
の意見をもとに選定し、格納場所の寸法に収
まるものを購入する予定である。

光熱費高騰の要因は何が考えられるのか。

円安とロシアのウクライナ侵攻にOPECの政
治状況が絡んで影響している。ガスも同様で
ある。電力自由化の需給バランスが崩れたこ
とも要因で、ベースロード電源に頼らざるを
得ない状況になっている。

会計年度任用職員で産休代替を補完でき
るのか。

正職員に負荷がかかっている。ただし、業務変
えを行うなどの対応をしている。

プラネット電気代のうち、アポロンスタジ
アムの占める割合はどれだけか。また、施
設使用料金の見直しは考えているのか。

プラネットプラザのメーターが一括になって
おり、施設ごとの使用電力はわからない。町有
施設の使用料金の設定については、これまで

見直しをしていないので、各施設の維持費に
充当できる観点から値上げも考慮しつつ、今
回のように高騰が続いた場合には、電気代を
少し上乗せして負担をお願いする仕組みを作
らなければならないと考えている。

給食費の賄材料費は、1,298千円で足り
るのか。

見込みが不確定のため、足りなければ再度補
正にて対応する。

普通交付金返還金が発生した要因はなに
か。

療養給付費は、3月診療分から2月診療分であ
り、概算で交付されているため、毎年返還金が
発生する。
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総務課

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

水道事業会計補正予算（第1号）

れる者などに対して、1人当たり1回限りの給
付で県50万円、町50万円で合計100万円給付
される。

御膳米せんべいを常時販売している場所
はどこか。

関ケ原古戦場記念館別館、養老SA、川島PAや
大垣市の芭蕉庵、町内の飲食店などで販売し
ている。

塩喰川西排水ポンプはどういうものか。

塩喰川西地区の浸水被害低減のため、雨水排
水を牧田川へ排水するため、平成元年度に設
置したポンプ設備である。

集水桝に土砂等が堆積しているのではな
いか。

今年度、ポンプの取替えを行うので、工事の際
に確認し、必要があれば清掃する。

下水道工事設計積算委託は入札によるも
のか。

公益財団法人岐阜県建設研究センターとの随
意契約によるものである。
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法人、個人いずれからも補助金申請されてい
る。設置場所については、私有地内であれば制
限は設けておらず、カメラについても電源式・
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の制限は設けていない。

交通安全の横断幕を設置する経緯は何か。

福束大橋付近道路の渋滞回避のため、福束南
部地内で抜け道となっている箇所がある。小
学生の通学路でもあり、非常に危険なため、従
来から大垣警察署に相談し、地元交番所長や
警察官に立哨や声かけを行っていただいてい
た。今回さらに地元住民や保護者の不安を解
消すべく、啓発用の横断幕を作成し、設置する
ものである。

通行できる時間帯等の規制をかけてはどうか。

まずは横断幕の設置等にて啓発を行い、規制に
関しては引き続き警察署と相談をしていく。

ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金
の作目及び内容は何か。

作目はアグラオネマなどの観葉植物で、内容
については、青年等就農計画の達成が見込ま

下水道事業実施設計業務委託料325万円
減額補正の主なものは何か。

下水道事業計画設計業務委託が当初予算
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445万5,000円となったことによるもので、
歳出の増額補正額について、委託料の請負差金
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れる制度がある。
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関ケ原古戦場記念館別館、養老SA、川島PAや
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ている。
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塩喰川西地区の浸水被害低減のため、雨水排
水を牧田川へ排水するため、平成元年度に設
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集水桝に土砂等が堆積しているのではな
いか。

今年度、ポンプの取替えを行うので、工事の際
に確認し、必要があれば清掃する。
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各常任委員会は9月13日開催され、令和4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、
特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算、水道事業会計補正予算、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を審査し、その結果、いずれも原案のとおり承認、可決しました。
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防犯カメラ設置補助金の申請者はどう
なっているか。また、カメラの設置場所等
に条件はあるのか。

法人、個人いずれからも補助金申請されてい
る。設置場所については、私有地内であれば制
限は設けておらず、カメラについても電源式・
ソーラー式やSDカード保存・サーバー保存等
の制限は設けていない。

交通安全の横断幕を設置する経緯は何か。

福束大橋付近道路の渋滞回避のため、福束南
部地内で抜け道となっている箇所がある。小
学生の通学路でもあり、非常に危険なため、従
来から大垣警察署に相談し、地元交番所長や
警察官に立哨や声かけを行っていただいてい
た。今回さらに地元住民や保護者の不安を解
消すべく、啓発用の横断幕を作成し、設置する
ものである。

通行できる時間帯等の規制をかけてはどうか。

まずは横断幕の設置等にて啓発を行い、規制に
関しては引き続き警察署と相談をしていく。

ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金
の作目及び内容は何か。

作目はアグラオネマなどの観葉植物で、内容
については、青年等就農計画の達成が見込ま

下水道事業実施設計業務委託料325万円
減額補正の主なものは何か。

下水道事業計画設計業務委託が当初予算
1,156万2,100円に対し、契約金額が
445万5,000円となったことによるもので、
歳出の増額補正額について、委託料の請負差金
による予算減額により対応するものである。

水道料金の滞納額はいくらか。

令和4年9月1日現在で、1,238万2,520円である。

未収金貸倒引当金の内訳は何か。

貸倒懸念債権及び5年を超えない債権のうち
回収が見込めない債権分である。

育児休業中の休業補償はあるのか。

育児休業給付金として、給料の67%が支給さ
れる制度がある。

エコドームの電気代はいくらを見込んだ
のか。

今年度は約180万円の電気代を見込んでいる。

エコドームには、太陽光パネルは設置し
てあるのか。

太陽光パネルは設置されているが、設置から
約20年経っており、機器の故障で発電出来な
い状況である。

エコドームは環境施設のシンボルである
ので、早急に修繕して欲しい。

来年度に向けて修繕を検討している。

エコドームは夏場は暑いが対策等をして
いるのか

交代でエアコンのある事務室で休憩してお
り、また窓は全部開けて大型扇風機を使用し
対策を施している。

各施設の光熱水費の増額分は一律の倍率
で計上しているのか。

電気会社からの提供資料や使用料の実績に応
じて、施設毎に増額見込額を算出している。

こども園の冷凍冷蔵庫はどういうものを
購入する予定なのか。また使用する現場の
意見を取り入れているのか。

業務用の縦型冷凍冷蔵庫で、容量は冷凍室・
冷蔵室共に390リットルである。栄養士や現場
の意見をもとに選定し、格納場所の寸法に収
まるものを購入する予定である。

光熱費高騰の要因は何が考えられるのか。

円安とロシアのウクライナ侵攻にOPECの政
治状況が絡んで影響している。ガスも同様で
ある。電力自由化の需給バランスが崩れたこ
とも要因で、ベースロード電源に頼らざるを
得ない状況になっている。

会計年度任用職員で産休代替を補完でき
るのか。

正職員に負荷がかかっている。ただし、業務変
えを行うなどの対応をしている。

プラネット電気代のうち、アポロンスタジ
アムの占める割合はどれだけか。また、施
設使用料金の見直しは考えているのか。

プラネットプラザのメーターが一括になって
おり、施設ごとの使用電力はわからない。町有
施設の使用料金の設定については、これまで

見直しをしていないので、各施設の維持費に
充当できる観点から値上げも考慮しつつ、今
回のように高騰が続いた場合には、電気代を
少し上乗せして負担をお願いする仕組みを作
らなければならないと考えている。

給食費の賄材料費は、1,298千円で足り
るのか。

見込みが不確定のため、足りなければ再度補
正にて対応する。

普通交付金返還金が発生した要因はなに
か。

療養給付費は、3月診療分から2月診療分であ
り、概算で交付されているため、毎年返還金が
発生する。
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水を牧田川へ排水するため、平成元年度に設
置したポンプ設備である。

集水桝に土砂等が堆積しているのではな
いか。
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に確認し、必要があれば清掃する。
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なっているか。また、カメラの設置場所等
に条件はあるのか。

法人、個人いずれからも補助金申請されてい
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部地内で抜け道となっている箇所がある。小
学生の通学路でもあり、非常に危険なため、従
来から大垣警察署に相談し、地元交番所長や
警察官に立哨や声かけを行っていただいてい
た。今回さらに地元住民や保護者の不安を解
消すべく、啓発用の横断幕を作成し、設置する
ものである。

通行できる時間帯等の規制をかけてはどうか。

まずは横断幕の設置等にて啓発を行い、規制に
関しては引き続き警察署と相談をしていく。

ぎふ農業経営者育成発展支援事業給付金
の作目及び内容は何か。

作目はアグラオネマなどの観葉植物で、内容
については、青年等就農計画の達成が見込ま

下水道事業実施設計業務委託料325万円
減額補正の主なものは何か。

下水道事業計画設計業務委託が当初予算
1,156万2,100円に対し、契約金額が
445万5,000円となったことによるもので、
歳出の増額補正額について、委託料の請負差金
による予算減額により対応するものである。

水道料金の滞納額はいくらか。

令和4年9月1日現在で、1,238万2,520円である。

未収金貸倒引当金の内訳は何か。

貸倒懸念債権及び5年を超えない債権のうち
回収が見込めない債権分である。

育児休業中の休業補償はあるのか。

育児休業給付金として、給料の67%が支給さ
れる制度がある。

総務産業建設常任委員会総務産業建設常任委員会
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れる者などに対して、1人当たり1回限りの給
付で県50万円、町50万円で合計100万円給付
される。

御膳米せんべいを常時販売している場所
はどこか。

関ケ原古戦場記念館別館、養老SA、川島PAや
大垣市の芭蕉庵、町内の飲食店などで販売し
ている。

塩喰川西排水ポンプはどういうものか。

塩喰川西地区の浸水被害低減のため、雨水排
水を牧田川へ排水するため、平成元年度に設
置したポンプ設備である。

集水桝に土砂等が堆積しているのではな
いか。

今年度、ポンプの取替えを行うので、工事の際
に確認し、必要があれば清掃する。

下水道工事設計積算委託は入札によるも
のか。

公益財団法人岐阜県建設研究センターとの随
意契約によるものである。
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特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算（第1号）

各常任委員会は9月13日開催され、令和4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、
特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算、水道事業会計補正予算、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を審査し、その結果、いずれも原案のとおり承認、可決しました。



エコドームの電気代はいくらを見込んだ
のか。

今年度は約180万円の電気代を見込んでいる。

エコドームには、太陽光パネルは設置し
てあるのか。

太陽光パネルは設置されているが、設置から
約20年経っており、機器の故障で発電出来な
い状況である。

エコドームは環境施設のシンボルである
ので、早急に修繕して欲しい。

来年度に向けて修繕を検討している。

エコドームは夏場は暑いが対策等をして
いるのか

交代でエアコンのある事務室で休憩してお
り、また窓は全部開けて大型扇風機を使用し
対策を施している。

各施設の光熱水費の増額分は一律の倍率
で計上しているのか。

電気会社からの提供資料や使用料の実績に応
じて、施設毎に増額見込額を算出している。

こども園の冷凍冷蔵庫はどういうものを
購入する予定なのか。また使用する現場の
意見を取り入れているのか。

業務用の縦型冷凍冷蔵庫で、容量は冷凍室・
冷蔵室共に390リットルである。栄養士や現場
の意見をもとに選定し、格納場所の寸法に収
まるものを購入する予定である。

光熱費高騰の要因は何が考えられるのか。

円安とロシアのウクライナ侵攻にOPECの政
治状況が絡んで影響している。ガスも同様で
ある。電力自由化の需給バランスが崩れたこ
とも要因で、ベースロード電源に頼らざるを
得ない状況になっている。

会計年度任用職員で産休代替を補完でき
るのか。

正職員に負荷がかかっている。ただし、業務変
えを行うなどの対応をしている。

プラネット電気代のうち、アポロンスタジ
アムの占める割合はどれだけか。また、施
設使用料金の見直しは考えているのか。

プラネットプラザのメーターが一括になって
おり、施設ごとの使用電力はわからない。町有
施設の使用料金の設定については、これまで

見直しをしていないので、各施設の維持費に
充当できる観点から値上げも考慮しつつ、今
回のように高騰が続いた場合には、電気代を
少し上乗せして負担をお願いする仕組みを作
らなければならないと考えている。

給食費の賄材料費は、1,298千円で足り
るのか。

見込みが不確定のため、足りなければ再度補
正にて対応する。

普通交付金返還金が発生した要因はなに
か。

療養給付費は、3月診療分から2月診療分であ
り、概算で交付されているため、毎年返還金が
発生する。
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Q

桜会総会桜会総会
去る、8月3日（水）、役場3階第2委員会室にて、輪之内町桜会

（会長 森島光明）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参事が来
賓とし出席し、令和3年度事業報告、収支決算報告、令和4年
度計画・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4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。

9月17日（土）午前9時より役場周辺の環境維持と保全を
目的に町議会議員、役場職員の有志により毎年恒例となって
いる清掃活動を行いました。
雑草や雑木が驚くほど成長しており、鎌やノコギリを使っ
て除去していくのに大変苦労しました。水面付近（表紙参照）
は船を使いながら雑草の除去を行うなど、落ち葉や刈り取っ
た雑草は2tトラック２台分にもなりました。
今後も継続的に取り組み、環境美化に貢献していきたいと
思います。

町議会議員、役場職員の
有志による清掃活動
町議会議員、役場職員の
有志による清掃活動

8月19日にＯＫＢふれあい会館にて開催されたセ

ミナーに、浅野重行議員、林日出雄議員、大橋慶裕議

員、中島広美事務局長の4人が参加しました。

ＤＸとはデジタルトランスフォーメーションの略称

で、デジタル技術が発達することにより私たちの生活

がより便利で快適に変容していくことを目的として

います。令和2年12月に総務省が「自治体ＤＸ推進計画」を策定しました。各自治体が重点的に取り組む

べき事項と内容を具体化したもので、期間は令和3年1月から令和8年3月までです。

自治体におけるＤＸの推進体制の構築、重点取り組み事項、自治体ＤＸの取り組みと合わせて取り組

むべき事項の3つの構成になっています。

重点計画の中でデジタル社会形成のための10の基本原則は①オープン・透明　②公平・倫理　③安

全・安心　④継続・安定・強靭　⑤社会課題の解決　⑥迅速・柔軟　⑦包摂・多様性　⑧浸透　⑨新

たな価値の創造　⑩飛躍・国際貢献です。

デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現

できる社会を目指しています。今後求められるのは、ＥＢＰＭ「エビデンス・ベースト・ポリシー・メイ

キング」、証拠に基づく政策立案であり、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活

用する事により、政策の有効性を高め、サービスの向上に努めていくことです。10年後には想像も出来

ないような変革が起きているかもしれません。議員一同、町民の皆様が住みやすい町を目指していきま

す。｠

市町村議会議員セミナー市町村議会議員セミナー

8月23日（火）にOKBふれあい会館を会場に「議員として活躍するために」をテーマとして新人議員3

人で岐阜県町村議会議長会の新任議員研修会に参加をしました。

午後1時より新潟県立大学国際地域学部の田口一博先生を講師に招き、第1部では「効果的な議員活

動」第2部では「議会制度と政務活動」について、新人議員として4年目に入り、集大成と位置付けて取り

組みました。田口先生の講演は決められた研修日程を正確な時間配分ですすめられ熟練されており、ま

さに精密機械のような印象を受けました。

第1部の「効果的な議員活動」では、わが町の過去数年間の会議録をもう一度調べてみることや上手な

質問の「形」をまねしてみることなどアドバイスを頂きました。また答弁側のことも考えてみることや、

わからないことは先に聞いておくなど何よりも人間関係、信頼関係、尊敬関係を大切にしていくことが

大事だと学びました。第2部の「議会制度と政務活動」では改めて議会の目的を再認識し、議員としての発

言のルールや議員活動と政治活動のあり方について学びました。

研修会を通して感じたことは新人議員として最後の年となりましたが、謙虚さを失わないよう、真摯に

町民の皆様にお応え出来るように取り組んでいきたいと思いました。

岐阜県町村議会議長会新任議員研修会岐阜県町村議会議長会新任議員研修会

「自治体におけるＤＸとは」
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得ない状況になっている。
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るのか。

正職員に負荷がかかっている。ただし、業務変
えを行うなどの対応をしている。

プラネット電気代のうち、アポロンスタジ
アムの占める割合はどれだけか。また、施
設使用料金の見直しは考えているのか。

プラネットプラザのメーターが一括になって
おり、施設ごとの使用電力はわからない。町有
施設の使用料金の設定については、これまで

見直しをしていないので、各施設の維持費に
充当できる観点から値上げも考慮しつつ、今
回のように高騰が続いた場合には、電気代を
少し上乗せして負担をお願いする仕組みを作
らなければならないと考えている。

給食費の賄材料費は、1,298千円で足り
るのか。

見込みが不確定のため、足りなければ再度補
正にて対応する。

普通交付金返還金が発生した要因はなに
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療養給付費は、3月診療分から2月診療分であ
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編集後記
「わのうち議会だより」136号をお届けします。
新型コロナウイルス「第7波」の感染急拡大により、「岐阜県はBA・5対策強化宣言」の期間再延長を
決定しましたが、新型コロナウイルスの県内の感染者数が減少傾向にあることから22日に「岐阜県
BA・5対策強化宣言」を30日で解除すると発表がありました。
コロナ禍ではありますが、一人ひとりが感染防止を高めるために免疫力の強化につながる健康づく
り「食生活、運動、ストレス、睡眠、調子」の五要素ではないかと思います。コロナに負けない体と心を持
つこと、そしてお互いの絆を深めて自助努力の精神が必要ではないかと思います。
議会だよりも令和4年5月号から見やすくなり、表裏面がカラー印刷となり、デザインも一新しまし
た。また、議会だよりは、議会と皆様をつなぐ一番身近なものであり、町政の課題や議案に対して「今何
が話し合われているのか、どうなっているのか」を知ることができる、このような議会だよりを町民の
皆様に読んでもらえるように少しずつでも改善できるように努力してまいります。

輪之内町議会
ホームページ

次の議会は12月の開催予定です。
ぜひ傍聴にお越しください。
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。

本会議における本会議における

浅野 進　議員浅野 進　議員大橋 慶裕　議員大橋 慶裕　議員

林 日出雄　議員林 日出雄　議員

上野 賢二　議員上野 賢二　議員浅野 重行　議員浅野 重行　議員

●中古農機の補助について
●町の特産品開発について
●輪之内町の制定している梅、ひばり、タンポポ

田中 政治　議員田中 政治　議員 14P

7P

4P

9P

6P

13P
保育園児、小中学生の
児童生徒にコロナの
PCR検査か抗体検査の実施を

保育園児、小中学生の
児童生徒にコロナの
PCR検査か抗体検査の実施を

●公務員の副業・兼業、外部人材の
　キャリア採用について
●デジタル社会に向けて

“さくらねこ”
TNR活動の推進について
“さくらねこ”
TNR活動の推進について

プッシュ型
行政サービスについて
プッシュ型
行政サービスについて

ピクトグラム（絵文字）の
普及推進について

●人口減少と小中学生の減少
●人口増の方策、地域の活性化
●絆について考える


