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歳出の主な補正
総務費

財産管理費（土地購入費） 700万7千円
会計管理費（セミ・セルフレジ購入） 230万円

民生費
児童福祉総務費（児童センター修繕工事費）
 179万6千円
児童手当費（令和3年度子育て世帯生活支援
特別給付金事業費補助金返還金等）
 698万9千円

地方交付税

地方交付税（普通交付税） 2,117万7千円

県支出金・県補助金

農林水産業費県補助金（元気な農業産地構造
改革支援事業補助金・集落営農活性化プロジェクト
促進事業補助金） 1,215万9千円

歳入の主な補正

一般会計補正予算（第４号）
　　　　　3,333万6千円を追加
一般会計補正予算（第４号）
　　　　　3,333万6千円を追加

令和4年度令和4年度 農林水産業費

耕種農業費（元気な農業産地構造改革支援事業
補助金・集落営農活性化プロジェクト促進事業
補助金） 1,411万7千円

条例

令和５年３月からコンビニ交付を開始するにあたり、個人番号カードを使用して印鑑登録証明書を
交付することができるよう条例改正を行うもの。

輪之内町印鑑条例の一部を改正する条例について

各種証明手数料について、コンビニ交付を始めるにあたり、住民基本台帳及び各種証明に関する証
明手数料を引き上げるため条例の改正を行うもの。

輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

令和５年10月から始まる消費税適格請求書等保存方式（インボイス制度）対応に向けた下水道料金
の計算方法等の見直しに伴う一部改正を行うもの。 

輪之内町下水道条例の一部を改正する条例について

前号同様にインボイス制度対応に向けた水道料金の計算方法等の見直しに伴う一部改正を行うもの。

輪之内町水道給水条例の一部を改正する条例について

地方公務員の定年の引き上げに伴う地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正
を行うもので、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めるもの。

輪之内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について

前号と同じく地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正を行うもので、各関係条
例の一部改正を行うもの。

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

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

今年の人事院勧告に伴い所要の改正を行うもの。

令和４年第４回定例町議会が開かれ、初日に、専決
処分１件、補正予算１件、条例関係９件の合計11議
案が上程され、審議の結果、専決処分１件、条例関係
７件を承認・可決し、補正予算１件、条例関係２件を
各常任委員会に付託し散会した。
なお議会２日目は５名の議員により一般質問が行
われました。
議会最終日には、補正予算１件、条例関係２件を原
案のとおり可決し、慎重審議の結果閉会しました。

7日～15日

田中 政治 議長田中 政治 議長

2022年
12月定例議会

歳出の主な補正

民生費

社会福祉総務費（電気・ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金等） 2,637万6千円

児童手当費（子育て世帯負担軽減給付金等）
 2,850万9千円

衛生費
予防費（ワクチン接種対応経費等）
 785万6千円

農林水産業費
耕種農業費（主食用米作付緊急対策応援補助金等）
 1,871万3千円

土木費
土木総務費（農業水利施設維持管理費高騰対策
支援事業補助金） 350万円

県支出金・県補助金
民生費県補助金（岐阜県子育て世帯負担軽減
給付金給付事業費補助金） 1,228万円

国庫支出金・国庫補助金

総務費国庫補助金（地方創生臨時交付金）
 3,073万円
民生費国庫補助金（電気・ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金事業費補助金等）
 2,637万4千円
衛生費国庫補助金（新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業費国庫補助金） 1,203万円

歳入の主な補正

8,495万円8,495万円8,495万円8,495万円を追加を追加一般会計一般会計

令和4年度 補正予算令和4年度 補正予算

専決処分の承認について
　　　　一般会計補正予算（第３号）
専決処分の承認について
　　　　一般会計補正予算（第３号）

令和4年度令和4年度
国庫支出金・国庫負担金
衛生費国庫負担金（新型コロナウイルスワクチン
接種対策費国庫負担金） 273万9千円
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林日出雄議員からは「中学校2学期制の導入につ
いて」の質問がありましたのでお答えします。
ご質問にもありました通り、小中学校の学期及び
休業日は、学校教育法施行令第29条、学校教育法施
行規則第61条に基づき、市町村が設置する学校に
あっては、市町村の教育委員会が定めることとなっ
ております。
平成10年12月14日に文部省告示によって学習指
導要領が改正されました。学校完全週5日制の下で
の教育課程が始まるに伴って、同年12月に学校教育
基本法施行令が改正されております。公立学校の学
期について、それまでは「都道府県教育委員会が定め
る」としておりましたが、「当該学校を設置する市町
村又は都道府県の教育委員会が定める」と改正され
たことに伴い、市町村教育委員会で学期を決めるこ
とが出来るようになり、2学期制の導入が制度的に
容易になったという背景もあります。
当町におきましては、「輪之内町立小中学校管理規
則」第4条において、第1学期が4月1日から7月31日
まで、第2学期が8月1日から12月31日まで、第3学期
は1月1日から3月31日までとすることを定めてお
ります。
2学期制導入の背景は、平成14年度から完全週休2
日制になった結果、年間の総授業時間数が40日間ほ
ど減少し、それに伴って授業数の不足や学校行事の
大幅な取りやめなど様々な課題が表面化したことを
受け、平成15年に中央教育審議会が教育課程の適切
な実施と課題を解決するために提唱したものです。
提唱を受け授業時間を確保するために2学期制を導
入する学校が増加しました。最近では、「ウィズコロ
ナの中でも学びを確保すめため、余裕ある授業時間
を確保すること」や「児童生徒に対し効果的な教育活
動を行うため、教員の働き方改革を推進すること」を
目的に3学期制から2学期制へ移行する自治体も増
えているようであります。
一方で、授業時数の確保などの成果は見られたも
のの、2学期制では評価の期間が長すぎることや、学
期の区切りとなる休日が数日間しか無いため、児童
生徒が切り替え意識を持ちにくいなどの理由から、
2学期制で得た成果を活かしつつも、3学期制に戻す
自治体がでております。

文部科学省の「平成30年度公立小・中学校等にお
ける教育課程の編成・実施状況調査」の調査結果に
よりますと全国で、2学期制を実施している小学校
の割合は19.4％、中学校の割合は18.6％です。
岐阜県の状況としましては、令和4年度時点で、県
内公立小学校357校の内、2学期制を導入しているの
は、192校　53.4％、3学期制を導入しているのは、
165校46.6％です。中学校におきましては173校の
内、2学期制を導入しているのは、112校　64.7％、3
学期制を導入しているのは、61校35.3％です。
岐阜県内で2学期制を導入している市は11市、町
では、平成24年度に北方町、平成26年度に岐南町、平
成29年度に大野町、平成30年度に養老町と池田町、
令和元年度に安八町、令和2年度に垂井町の計7町が
実施をしております。
2学期制の導入には、メリットやデメリット、問題
点や課題も数多くあります。どういった形が児童、生
徒、教員にとって最善の方策であるのか、学校全体に
係ることでもありますので、十分課題整理を行った
うえで導入の是非を検討することが重要であると思
われます。この後、教育長より当町教育委員会での検
討状況について答弁させます。

以上で、林日出雄議員に対する答弁と致します。

木野 隆之 町長木野 隆之 町長

町長答弁

中学校２学期制の導入について

ズバリズバリ

学校の課程は１年間を学期という単位で分かれて
います。２学期制は前期と後期の２つに分けて長期
的に見通しを立てて学んでいきます。３学期制は１
年を１学期から３学期の３つに分けて学びます。学
期については学校教育法施行令という政令により、
学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会が定
めるものとされており、輪之内町では「輪之内町立小
中学校管理規則」で学期の期間などを指定していま
す。
２学期制の導入は2002年度から始まった学校の
完全週５日制に伴い、授業日数が年間で40日ほど減
ることから、減った授業日数の確保やゆとり教育を
目的に導入する学校が全国で広がりましたが、やは
り日本の気候や風土にあった伝統ある３学期制のほ
うが子どもたちの生活リズムに合っているというこ
とで３学期制に戻す自治体もありました。どちらに
せよ、導入から約20年が経過し、社会の在り方も劇
的に変わり、先行き不透明な予測困難な時代が続く
からこそ、夢や希望のもてるチャレンジが必要だと
思います。輪之内町の子どもたちが自分の良さや可
能性を認識し、心豊かな人生を切り拓くためにも２
学期制の導入について検討する時期がきているよう
に思います。
それでは中学校における２学期制、３学期制のメ
リットとデメリットをみていきたいと思います。
２学期制のメリットは学校行事の効率化や通知表
の回数が減ることで先生側と生徒側双方に時間的・
精神的に余裕ができる。始業式や終業式の回数が減
ることから、必要な授業日数を確保できる。ロングス

パンで、授業に取り組めるので、生徒がじっくりと考
え、より先生と向き合って指導を受けることができ
る。生徒会が前期、後期になっているため、生徒の生
活と一致している。
２学期制のデメリットは学期途中に長期休業が入
るため、生活リズムが崩れやすい。テストの回数が増
えることで先生側の負担が生じる。通知表の回数が
減ることで学年評価の判断が難しくなる。
３学期制のメリットは日本の気候や風土に合って
いる。学期ごとに長期休業があるため、メリハリがつ
き、生活リズムが整えやすい。
３学期制のデメリットは学期ごとに区切られるた
め、長期的な学習がしにくい。３学期が短いため、通
知表などの評価が難しいといった点があげられま
す。
２学期制と３学期制にはそれぞれの良さがあり、
どちらかを選択する決め手がなく、悩ましい問題で
はありますが、子どもたちがよりよい教育を受けら
れるよう、それぞれのメリットとデメリットを理解
して、行政と学校、保護者、地域が２学期制に対して
共通認識を深めていくことが大事だと思います。そ
のためにも２学期制の導入について、しっかりと議
論を重ね、検討を進めていただきたいと思います。
町長及び教育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）
ズバリ

林日出雄 議員の質問

4



林日出雄議員からは「中学校2学期制の導入につ
いて」の質問がありましたのでお答えします。
ご質問にもありました通り、小中学校の学期及び
休業日は、学校教育法施行令第29条、学校教育法施
行規則第61条に基づき、市町村が設置する学校に
あっては、市町村の教育委員会が定めることとなっ
ております。
平成10年12月14日に文部省告示によって学習指
導要領が改正されました。学校完全週5日制の下で
の教育課程が始まるに伴って、同年12月に学校教育
基本法施行令が改正されております。公立学校の学
期について、それまでは「都道府県教育委員会が定め
る」としておりましたが、「当該学校を設置する市町
村又は都道府県の教育委員会が定める」と改正され
たことに伴い、市町村教育委員会で学期を決めるこ
とが出来るようになり、2学期制の導入が制度的に
容易になったという背景もあります。
当町におきましては、「輪之内町立小中学校管理規
則」第4条において、第1学期が4月1日から7月31日
まで、第2学期が8月1日から12月31日まで、第3学期
は1月1日から3月31日までとすることを定めてお
ります。
2学期制導入の背景は、平成14年度から完全週休2
日制になった結果、年間の総授業時間数が40日間ほ
ど減少し、それに伴って授業数の不足や学校行事の
大幅な取りやめなど様々な課題が表面化したことを
受け、平成15年に中央教育審議会が教育課程の適切
な実施と課題を解決するために提唱したものです。
提唱を受け授業時間を確保するために2学期制を導
入する学校が増加しました。最近では、「ウィズコロ
ナの中でも学びを確保すめため、余裕ある授業時間
を確保すること」や「児童生徒に対し効果的な教育活
動を行うため、教員の働き方改革を推進すること」を
目的に3学期制から2学期制へ移行する自治体も増
えているようであります。
一方で、授業時数の確保などの成果は見られたも
のの、2学期制では評価の期間が長すぎることや、学
期の区切りとなる休日が数日間しか無いため、児童
生徒が切り替え意識を持ちにくいなどの理由から、
2学期制で得た成果を活かしつつも、3学期制に戻す
自治体がでております。

文部科学省の「平成30年度公立小・中学校等にお
ける教育課程の編成・実施状況調査」の調査結果に
よりますと全国で、2学期制を実施している小学校
の割合は19.4％、中学校の割合は18.6％です。
岐阜県の状況としましては、令和4年度時点で、県
内公立小学校357校の内、2学期制を導入しているの
は、192校　53.4％、3学期制を導入しているのは、
165校46.6％です。中学校におきましては173校の
内、2学期制を導入しているのは、112校　64.7％、3
学期制を導入しているのは、61校35.3％です。
岐阜県内で2学期制を導入している市は11市、町
では、平成24年度に北方町、平成26年度に岐南町、平
成29年度に大野町、平成30年度に養老町と池田町、
令和元年度に安八町、令和2年度に垂井町の計7町が
実施をしております。
2学期制の導入には、メリットやデメリット、問題
点や課題も数多くあります。どういった形が児童、生
徒、教員にとって最善の方策であるのか、学校全体に
係ることでもありますので、十分課題整理を行った
うえで導入の是非を検討することが重要であると思
われます。この後、教育長より当町教育委員会での検
討状況について答弁させます。

以上で、林日出雄議員に対する答弁と致します。

木野 隆之 町長木野 隆之 町長

町長答弁

中学校２学期制の導入について

ズバリズバリ

学校の課程は１年間を学期という単位で分かれて
います。２学期制は前期と後期の２つに分けて長期
的に見通しを立てて学んでいきます。３学期制は１
年を１学期から３学期の３つに分けて学びます。学
期については学校教育法施行令という政令により、
学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会が定
めるものとされており、輪之内町では「輪之内町立小
中学校管理規則」で学期の期間などを指定していま
す。
２学期制の導入は2002年度から始まった学校の
完全週５日制に伴い、授業日数が年間で40日ほど減
ることから、減った授業日数の確保やゆとり教育を
目的に導入する学校が全国で広がりましたが、やは
り日本の気候や風土にあった伝統ある３学期制のほ
うが子どもたちの生活リズムに合っているというこ
とで３学期制に戻す自治体もありました。どちらに
せよ、導入から約20年が経過し、社会の在り方も劇
的に変わり、先行き不透明な予測困難な時代が続く
からこそ、夢や希望のもてるチャレンジが必要だと
思います。輪之内町の子どもたちが自分の良さや可
能性を認識し、心豊かな人生を切り拓くためにも２
学期制の導入について検討する時期がきているよう
に思います。
それでは中学校における２学期制、３学期制のメ
リットとデメリットをみていきたいと思います。
２学期制のメリットは学校行事の効率化や通知表
の回数が減ることで先生側と生徒側双方に時間的・
精神的に余裕ができる。始業式や終業式の回数が減
ることから、必要な授業日数を確保できる。ロングス

パンで、授業に取り組めるので、生徒がじっくりと考
え、より先生と向き合って指導を受けることができ
る。生徒会が前期、後期になっているため、生徒の生
活と一致している。
２学期制のデメリットは学期途中に長期休業が入
るため、生活リズムが崩れやすい。テストの回数が増
えることで先生側の負担が生じる。通知表の回数が
減ることで学年評価の判断が難しくなる。
３学期制のメリットは日本の気候や風土に合って
いる。学期ごとに長期休業があるため、メリハリがつ
き、生活リズムが整えやすい。
３学期制のデメリットは学期ごとに区切られるた
め、長期的な学習がしにくい。３学期が短いため、通
知表などの評価が難しいといった点があげられま
す。
２学期制と３学期制にはそれぞれの良さがあり、
どちらかを選択する決め手がなく、悩ましい問題で
はありますが、子どもたちがよりよい教育を受けら
れるよう、それぞれのメリットとデメリットを理解
して、行政と学校、保護者、地域が２学期制に対して
共通認識を深めていくことが大事だと思います。そ
のためにも２学期制の導入について、しっかりと議
論を重ね、検討を進めていただきたいと思います。
町長及び教育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）
ズバリ

林日出雄 議員の質問
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振り込め詐欺防止対策について

振り込め詐欺の発祥は、1999年8月頃から2002
年12月頃までの間に電話で「俺、俺」と身内を装って
銀行口座に振り込ませた事件があり、2003年2月に
犯人を検挙した鳥取県警米子署がこの手口を「オレ
オレ詐欺」と称したのが初出とされています。従来、
「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」、「融資保証金詐
欺」、「還付金詐欺」などと呼ばれていましたが、2004
年に警察庁により「振り込め詐欺」と名称が統一され
ました。
振り込め詐欺は、電話、メール、ハガキなどを使っ
て相手をだまし、ATMへ誘導してお金の振り込みや
手渡しを要求する犯罪行為であり、その特徴として
「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかし
て考える時間を与えない点や親族を装うなどもっと
もらしく言葉巧みに振込みを誘導する点などがあげ
られます。
岐阜県内のニセ電話詐欺（特殊詐欺）の被害総額
が、8月末時点としては過去5年で最悪となる2億
5,695万円に上ることが岐阜県警のまとめでわか
り、このまま推移すると昨年の被害総額2億7,972万
円を年末までに上回る可能性があり、注意を呼びか
けています。また被害の認知件数は138件となって
います。
輪之内町においても、平成29年に3件発生し、2件
は未遂で1件は100万円の被害がありました。また平
成30年に1件、さらに令和3年に2件発生し未遂に終
わりましたが、合計6件の振り込め詐欺事件が発生
しています。

特殊詐欺は主に固定電話にかかってくるケースが
非常に多く、犯人は通話内容を録音されると通話を
やめてしまうことが多いため、特殊詐欺の防止に効
果があるとされていますので高齢者の皆様が安全・
安心して生活を送れるためにも「振り込め詐欺防止
装置」の必要性を感じていることから、町の推進事業
として高齢者世帯を対象に「振り込め詐欺防止装置」
を検討していただきたいと思います。町長のご見解
をお伺いします。

浅野 重行 議員浅野 重行 議員

林議員のご質問の「中学校２学期制の導入につい
て」お答えします。
輪之内町は、現在、小中学校共に３学期制を採用し

ていますが、２学期制を導入する学校は、年々増加して
います。
２学期制については、林議員のご指摘のようにメリッ

トとデメリットがありますので、今一度整理をしてみたい
と思います。まずメリットについてです。
①夏季休業日、冬季休業日といった長期休業日の有効
活用ができます。
２学期制では、長期休業日が学期末近くに位置付く
ので、前期・後期の学習の補充や定着のための時間
に活用できます。特に中学校においては、長期休業明
けに期末テストを行うようになることから、長期休業に
向けて、計画的・主体的な学習計画を立てるなど、自
ら学ぶ態度の育成につながります。
②定期テストの範囲のばらつきがなくなります。
中学校では、定期テストとして、毎学期、中間テストと
期末テストを行います。年間４回となるので、現在より１
回増えます。３学期制では３学期のテスト範囲が極端に
狭くなりますが、２学期制ではこれを解消でき、学期ご
とのテスト範囲の広さのばらつきがなくなります。
③子どもたちの学校生活サイクルと学習生活の一本
化ができます。
児童会・生徒会、委員会、学級組織など、子どもたち
の学校生活は、前期・後期を区切りとしています。この
流れと学習生活も一体化させることで、計画、実践、評
価・改善の過程と児童生徒の意識がより一体化する
ことになります。
④よりきめ細かな指導や援助ができます。
中学校の教員にとっては、夏季休業前は大変な繁忙
期になります。中体連に向けての部活動の指導や夏季
休業日に向けての計画・事前指導（学習計画、職場体
験、高校見学、ボランティア等）と、評価・評定のための
成績処理の時期が重なるからです。２学期制を導入す
ることにより、評価・評定のための成績処理を夏季休
業日以降にずらせるため、夏季休業日前に時間を生み
出すことができ、生徒によりきめ細かな指導や援助が
できます。
次にデメリットについてです。
①３学期制で育った親世代には、２学期制は馴染みが
なく、違和感があります。夏休み前・冬休み前に通知表

をもらわないので、慣れないうちは保護者にとって不安
があります。
②学期の途中に長期休業日が入るため、目標をもって
計画的に過ごさないと、学習や生活リズムが崩れやす
くなることがあります。長期休業前の懇談を充実させる
ことで、児童生徒にしっかりとした見通しをもたせるこ
とができると考えます。
これらのことから、メリットがデメリットを大きく上回っ
ていると考えます。
２学期制の導入については、町校長会でも話題にし
てきました。校務支援システムが令和5年度から更新さ
れ、その機能の一部である成績処理システムも変わる
このタイミングが、２学期制導入の好機であろうという
ものです。
また、定例教育委員会でも話題にしたところ、委員か
ら「メリットがあるならやってみたらいい」というご意見を
いただきました。
県内の２学期制導入の現状については、町長答弁に

もありましたように、令和４年度現在、２学期制を実施
している公立中学校は64.7％で約３分の２、公立小学
校においても53.4％と半数以上となっています。中学
校の方が多く導入されていますが、兄弟関係を考慮す
ると、小学校・中学校で同じ学期制が望ましいと考え
ます。
これらの理由から、児童生徒や保護者、地域住民に
説明し理解を得ながら、輪之内町においても令和５年
度から、小中学校において２学期制を導入する方向で
準備を進めます。

以上で、林議員へのご質問の答弁とさせていただき
ます。
今後の予定としては、町校長会で前期・後期の区切

りをいつにするか等、議論を重ね、教育委員会において
学校管理規則の改訂を行います。

各学校においては、まずはPTA本部役員、学校運営
協議会委員等への説明、保護者宛のチラシ（町教委作
成）配布、児童生徒への説明等をしていきます。併せて、
各種全体計画や年間計画、行事予定の見直しが必要
になると思います。
やってみないと分からないこともありますので、やっ

てみながら改善を加えていくという方針で進めていき
たいと思います。落ち着くまでには２、３年かかるかもし
れませんが、児童生徒にとって最善の方法を求めて取
り組んでいきたいと考えています。

浅野重行 議員の質問

林議員のご質問の「中学校２学期制の導入につい
て」お答えします。
輪之内町は、現在、小中学校共に３学期制を採用し

ていますが、２学期制を導入する学校は、年々増加して
います。
２学期制については、林議員のご指摘のようにメリッ

トとデメリットがありますので、今一度整理をしてみたい
と思います。まずメリットについてです。
①夏季休業日、冬季休業日といった長期休業日の有効
活用ができます。
２学期制では、長期休業日が学期末近くに位置付く
ので、前期・後期の学習の補充や定着のための時間
に活用できます。特に中学校においては、長期休業明
けに期末テストを行うようになることから、長期休業に
向けて、計画的・主体的な学習計画を立てるなど、自
ら学ぶ態度の育成につながります。
②定期テストの範囲のばらつきがなくなります。
中学校では、定期テストとして、毎学期、中間テストと
期末テストを行います。年間４回となるので、現在より１
回増えます。３学期制では３学期のテスト範囲が極端に
狭くなりますが、２学期制ではこれを解消でき、学期ご
とのテスト範囲の広さのばらつきがなくなります。
③子どもたちの学校生活サイクルと学習生活の一本
化ができます。
児童会・生徒会、委員会、学級組織など、子どもたち
の学校生活は、前期・後期を区切りとしています。この
流れと学習生活も一体化させることで、計画、実践、評
価・改善の過程と児童生徒の意識がより一体化する
ことになります。
④よりきめ細かな指導や援助ができます。
中学校の教員にとっては、夏季休業前は大変な繁忙
期になります。中体連に向けての部活動の指導や夏季
休業日に向けての計画・事前指導（学習計画、職場体
験、高校見学、ボランティア等）と、評価・評定のための
成績処理の時期が重なるからです。２学期制を導入す
ることにより、評価・評定のための成績処理を夏季休
業日以降にずらせるため、夏季休業日前に時間を生み
出すことができ、生徒によりきめ細かな指導や援助が
できます。
次にデメリットについてです。
①３学期制で育った親世代には、２学期制は馴染みが
なく、違和感があります。夏休み前・冬休み前に通知表

をもらわないので、慣れないうちは保護者にとって不安
があります。
②学期の途中に長期休業日が入るため、目標をもって
計画的に過ごさないと、学習や生活リズムが崩れやす
くなることがあります。長期休業前の懇談を充実させる
ことで、児童生徒にしっかりとした見通しをもたせるこ
とができると考えます。
これらのことから、メリットがデメリットを大きく上回っ
ていると考えます。
２学期制の導入については、町校長会でも話題にし
てきました。校務支援システムが令和5年度から更新さ
れ、その機能の一部である成績処理システムも変わる
このタイミングが、２学期制導入の好機であろうという
ものです。
また、定例教育委員会でも話題にしたところ、委員か
ら「メリットがあるならやってみたらいい」というご意見を
いただきました。
県内の２学期制導入の現状については、町長答弁に

もありましたように、令和４年度現在、２学期制を実施
している公立中学校は64.7％で約３分の２、公立小学
校においても53.4％と半数以上となっています。中学
校の方が多く導入されていますが、兄弟関係を考慮す
ると、小学校・中学校で同じ学期制が望ましいと考え
ます。
これらの理由から、児童生徒や保護者、地域住民に
説明し理解を得ながら、輪之内町においても令和５年
度から、小中学校において２学期制を導入する方向で
準備を進めます。

以上で、林議員へのご質問の答弁とさせていただき
ます。
今後の予定としては、町校長会で前期・後期の区切

りをいつにするか等、議論を重ね、教育委員会において
学校管理規則の改訂を行います。

各学校においては、まずはPTA本部役員、学校運営
協議会委員等への説明、保護者宛のチラシ（町教委作
成）配布、児童生徒への説明等をしていきます。併せて、
各種全体計画や年間計画、行事予定の見直しが必要
になると思います。
やってみないと分からないこともありますので、やっ

てみながら改善を加えていくという方針で進めていき
たいと思います。落ち着くまでには２、３年かかるかもし
れませんが、児童生徒にとって最善の方法を求めて取
り組んでいきたいと考えています。

長屋 英人 教育長長屋 英人 教育長

教育長答弁
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振り込め詐欺防止対策について

振り込め詐欺の発祥は、1999年8月頃から2002
年12月頃までの間に電話で「俺、俺」と身内を装って
銀行口座に振り込ませた事件があり、2003年2月に
犯人を検挙した鳥取県警米子署がこの手口を「オレ
オレ詐欺」と称したのが初出とされています。従来、
「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」、「融資保証金詐
欺」、「還付金詐欺」などと呼ばれていましたが、2004
年に警察庁により「振り込め詐欺」と名称が統一され
ました。
振り込め詐欺は、電話、メール、ハガキなどを使っ
て相手をだまし、ATMへ誘導してお金の振り込みや
手渡しを要求する犯罪行為であり、その特徴として
「すぐに振り込まないと大変なことになる」とせかし
て考える時間を与えない点や親族を装うなどもっと
もらしく言葉巧みに振込みを誘導する点などがあげ
られます。
岐阜県内のニセ電話詐欺（特殊詐欺）の被害総額
が、8月末時点としては過去5年で最悪となる2億
5,695万円に上ることが岐阜県警のまとめでわか
り、このまま推移すると昨年の被害総額2億7,972万
円を年末までに上回る可能性があり、注意を呼びか
けています。また被害の認知件数は138件となって
います。
輪之内町においても、平成29年に3件発生し、2件
は未遂で1件は100万円の被害がありました。また平
成30年に1件、さらに令和3年に2件発生し未遂に終
わりましたが、合計6件の振り込め詐欺事件が発生
しています。

特殊詐欺は主に固定電話にかかってくるケースが
非常に多く、犯人は通話内容を録音されると通話を
やめてしまうことが多いため、特殊詐欺の防止に効
果があるとされていますので高齢者の皆様が安全・
安心して生活を送れるためにも「振り込め詐欺防止
装置」の必要性を感じていることから、町の推進事業
として高齢者世帯を対象に「振り込め詐欺防止装置」
を検討していただきたいと思います。町長のご見解
をお伺いします。

浅野 重行 議員浅野 重行 議員

林議員のご質問の「中学校２学期制の導入につい
て」お答えします。
輪之内町は、現在、小中学校共に３学期制を採用し

ていますが、２学期制を導入する学校は、年々増加して
います。
２学期制については、林議員のご指摘のようにメリッ

トとデメリットがありますので、今一度整理をしてみたい
と思います。まずメリットについてです。
①夏季休業日、冬季休業日といった長期休業日の有効
活用ができます。
２学期制では、長期休業日が学期末近くに位置付く
ので、前期・後期の学習の補充や定着のための時間
に活用できます。特に中学校においては、長期休業明
けに期末テストを行うようになることから、長期休業に
向けて、計画的・主体的な学習計画を立てるなど、自
ら学ぶ態度の育成につながります。
②定期テストの範囲のばらつきがなくなります。
中学校では、定期テストとして、毎学期、中間テストと
期末テストを行います。年間４回となるので、現在より１
回増えます。３学期制では３学期のテスト範囲が極端に
狭くなりますが、２学期制ではこれを解消でき、学期ご
とのテスト範囲の広さのばらつきがなくなります。
③子どもたちの学校生活サイクルと学習生活の一本
化ができます。
児童会・生徒会、委員会、学級組織など、子どもたち
の学校生活は、前期・後期を区切りとしています。この
流れと学習生活も一体化させることで、計画、実践、評
価・改善の過程と児童生徒の意識がより一体化する
ことになります。
④よりきめ細かな指導や援助ができます。
中学校の教員にとっては、夏季休業前は大変な繁忙
期になります。中体連に向けての部活動の指導や夏季
休業日に向けての計画・事前指導（学習計画、職場体
験、高校見学、ボランティア等）と、評価・評定のための
成績処理の時期が重なるからです。２学期制を導入す
ることにより、評価・評定のための成績処理を夏季休
業日以降にずらせるため、夏季休業日前に時間を生み
出すことができ、生徒によりきめ細かな指導や援助が
できます。
次にデメリットについてです。
①３学期制で育った親世代には、２学期制は馴染みが
なく、違和感があります。夏休み前・冬休み前に通知表

をもらわないので、慣れないうちは保護者にとって不安
があります。
②学期の途中に長期休業日が入るため、目標をもって
計画的に過ごさないと、学習や生活リズムが崩れやす
くなることがあります。長期休業前の懇談を充実させる
ことで、児童生徒にしっかりとした見通しをもたせるこ
とができると考えます。
これらのことから、メリットがデメリットを大きく上回っ
ていると考えます。
２学期制の導入については、町校長会でも話題にし
てきました。校務支援システムが令和5年度から更新さ
れ、その機能の一部である成績処理システムも変わる
このタイミングが、２学期制導入の好機であろうという
ものです。
また、定例教育委員会でも話題にしたところ、委員か
ら「メリットがあるならやってみたらいい」というご意見を
いただきました。
県内の２学期制導入の現状については、町長答弁に

もありましたように、令和４年度現在、２学期制を実施
している公立中学校は64.7％で約３分の２、公立小学
校においても53.4％と半数以上となっています。中学
校の方が多く導入されていますが、兄弟関係を考慮す
ると、小学校・中学校で同じ学期制が望ましいと考え
ます。
これらの理由から、児童生徒や保護者、地域住民に
説明し理解を得ながら、輪之内町においても令和５年
度から、小中学校において２学期制を導入する方向で
準備を進めます。

以上で、林議員へのご質問の答弁とさせていただき
ます。
今後の予定としては、町校長会で前期・後期の区切

りをいつにするか等、議論を重ね、教育委員会において
学校管理規則の改訂を行います。

各学校においては、まずはPTA本部役員、学校運営
協議会委員等への説明、保護者宛のチラシ（町教委作
成）配布、児童生徒への説明等をしていきます。併せて、
各種全体計画や年間計画、行事予定の見直しが必要
になると思います。
やってみないと分からないこともありますので、やっ

てみながら改善を加えていくという方針で進めていき
たいと思います。落ち着くまでには２、３年かかるかもし
れませんが、児童生徒にとって最善の方法を求めて取
り組んでいきたいと考えています。

浅野重行 議員の質問

林議員のご質問の「中学校２学期制の導入につい
て」お答えします。
輪之内町は、現在、小中学校共に３学期制を採用し

ていますが、２学期制を導入する学校は、年々増加して
います。
２学期制については、林議員のご指摘のようにメリッ

トとデメリットがありますので、今一度整理をしてみたい
と思います。まずメリットについてです。
①夏季休業日、冬季休業日といった長期休業日の有効
活用ができます。
２学期制では、長期休業日が学期末近くに位置付く
ので、前期・後期の学習の補充や定着のための時間
に活用できます。特に中学校においては、長期休業明
けに期末テストを行うようになることから、長期休業に
向けて、計画的・主体的な学習計画を立てるなど、自
ら学ぶ態度の育成につながります。
②定期テストの範囲のばらつきがなくなります。
中学校では、定期テストとして、毎学期、中間テストと
期末テストを行います。年間４回となるので、現在より１
回増えます。３学期制では３学期のテスト範囲が極端に
狭くなりますが、２学期制ではこれを解消でき、学期ご
とのテスト範囲の広さのばらつきがなくなります。
③子どもたちの学校生活サイクルと学習生活の一本
化ができます。
児童会・生徒会、委員会、学級組織など、子どもたち
の学校生活は、前期・後期を区切りとしています。この
流れと学習生活も一体化させることで、計画、実践、評
価・改善の過程と児童生徒の意識がより一体化する
ことになります。
④よりきめ細かな指導や援助ができます。
中学校の教員にとっては、夏季休業前は大変な繁忙
期になります。中体連に向けての部活動の指導や夏季
休業日に向けての計画・事前指導（学習計画、職場体
験、高校見学、ボランティア等）と、評価・評定のための
成績処理の時期が重なるからです。２学期制を導入す
ることにより、評価・評定のための成績処理を夏季休
業日以降にずらせるため、夏季休業日前に時間を生み
出すことができ、生徒によりきめ細かな指導や援助が
できます。
次にデメリットについてです。
①３学期制で育った親世代には、２学期制は馴染みが
なく、違和感があります。夏休み前・冬休み前に通知表

をもらわないので、慣れないうちは保護者にとって不安
があります。
②学期の途中に長期休業日が入るため、目標をもって
計画的に過ごさないと、学習や生活リズムが崩れやす
くなることがあります。長期休業前の懇談を充実させる
ことで、児童生徒にしっかりとした見通しをもたせるこ
とができると考えます。
これらのことから、メリットがデメリットを大きく上回っ
ていると考えます。
２学期制の導入については、町校長会でも話題にし
てきました。校務支援システムが令和5年度から更新さ
れ、その機能の一部である成績処理システムも変わる
このタイミングが、２学期制導入の好機であろうという
ものです。
また、定例教育委員会でも話題にしたところ、委員か
ら「メリットがあるならやってみたらいい」というご意見を
いただきました。
県内の２学期制導入の現状については、町長答弁に

もありましたように、令和４年度現在、２学期制を実施
している公立中学校は64.7％で約３分の２、公立小学
校においても53.4％と半数以上となっています。中学
校の方が多く導入されていますが、兄弟関係を考慮す
ると、小学校・中学校で同じ学期制が望ましいと考え
ます。
これらの理由から、児童生徒や保護者、地域住民に
説明し理解を得ながら、輪之内町においても令和５年
度から、小中学校において２学期制を導入する方向で
準備を進めます。

以上で、林議員へのご質問の答弁とさせていただき
ます。
今後の予定としては、町校長会で前期・後期の区切

りをいつにするか等、議論を重ね、教育委員会において
学校管理規則の改訂を行います。

各学校においては、まずはPTA本部役員、学校運営
協議会委員等への説明、保護者宛のチラシ（町教委作
成）配布、児童生徒への説明等をしていきます。併せて、
各種全体計画や年間計画、行事予定の見直しが必要
になると思います。
やってみないと分からないこともありますので、やっ

てみながら改善を加えていくという方針で進めていき
たいと思います。落ち着くまでには２、３年かかるかもし
れませんが、児童生徒にとって最善の方法を求めて取
り組んでいきたいと考えています。

長屋 英人 教育長長屋 英人 教育長
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要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい

浅野進議員のご質問「要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい」についてお答えします。
所得税や町・県民税の障害者控除につきましては、
障害者本人、配偶者、扶養親族が控除を受けられるも
ので、前年末の現況で適用の有無を判断しております。
控除額は障害の程度や同居の有無によって異なりま

す。障害の程度は「障害者」と「特別障害者」に分けら
れ、身体障害者手帳保持者の場合、障害者は３級以下
の方、特別障害者は１級または２級の方。精神障害者
保健福祉手帳所持者の場合、障害者は２級または３級
の方、特別障害者は１級の方などとなります。
議員のご質問のとおり、65歳以上の要介護認定者

で、障害者手帳等の交付を受けていない方のうち、町
が障害者または特別障害者に準ずるものとして認定し
た方についても障害者控除を受けることができます。
当町では、平成26年に「輪之内町障害者控除対象
者認定書交付要綱」を定め、介護保険認定調査にかか
る主治医意見書又は認定調査票において、要綱に定め
る認定基準に該当する方に、認定書を交付しておりま
す。申請の窓口は福祉課でございます。
令和３年分の認定者は３名でした。

障害者控除の周知につきましては、税務課におい
て、「町民税・県民税申告書の書き方」の障害者控除
欄に必要書類とともに記載し、町・県民税申告が必要
な方全員に郵送しております。
所得税の確定申告に来庁された方にも可能な限り
聞き取りを行っております。

なお、障害者手帳等所持者については、
前年末の現況を確定申告書作成支援システムに反
映させており、対象者の適正な把握に努めているとこ
ろであります。
また、福祉課においても、対象の方のケアマネー
ジャーを通じて制度の周知をしております。

今後も、介護保険の要介護認定を受けられた方への
福祉課での周知や所得税の確定申告、町・県民税の
申告相談において広報を継続して行い、制度の周知を
図って参ります。

以上で、浅野進議員への答弁とさせていただきます。

町長答弁

所得税や住民税の負担が軽くなる税の「障害者控
除」です。介護保険の要介護認定を受けている65歳
以上の人は、障害者手帳がなくても、町役場から「障
害者控除対象者認定書」を受け取れる可能性があり
ます。
新聞報道では要介護2の夫(88歳)障害者控除対象
者認定書を申請しました。この方は新聞報道を見て
「要介護2の夫も当てはまるのではないか」と思い、
地元の役所へ問い合わせたということです。
申請に必要だったのは、申請書、夫の介護保険証、
本人確認書類。無事、夫の障害者控除対象者認定書を
受け取ることができたといいます。「新聞報道でこの
制度を知って役所に行ったら、すぐに認定書が交付

されびっくりした」といいます。所得税と住民税を合
わせて5万5千円還付されました。この制度を知り、
手続しないと障害者控除対象者認定書は受けられま
せん。福祉制度はわからないことが多いので情報提
供が必要と思います。厚生労働省の事務連絡は、「要
介護認定に係る情報等」を「参考」にできるとしてい
ます。(02年8月1日、「老齢者の所得税、地方税上の障
害者控除の取り扱いについて」)。このような制度が
あることを知らせることが必要と思います。

　以上

浅野 進 議員浅野 進 議員

浅野進 議員の質問

浅野重行議員からは「振り込め詐欺防止対策につい
て」ご質問をいただきましたのでお答えします。
振り込め詐欺の手口や被害状況については、浅野議

員が言及されているとおりであります。
直近データである令和4年10月末現在の県内のニ

セ電話詐欺の発生状況は185件、被害額は約3億
7,269万円と昨年1年間の被害額を上回り、このまま推
移すれば4億円を超える勢いで被害が増加しており憂
慮すべき状況となっております。
被害の特徴としては、全体の52%が固定電話による
要求、次いでメールやネットによる被害も増加していま
す。
被害者の年齢としては、75歳以上が44%、65歳以
上75歳未満が24%と65歳以上の被害が全体の約7割
という結果になっております。
警察を始め、テレビ等のマスコミが注意喚起してい

るにもかかわらず、これだけの被害額が出ている現状
は大変憂慮すべきことであります。
この理由のひとつとして、正常性バイアスが働き、

「自分は大丈夫」「絶対だまされない」との思い込みか
ら、いざ電話等がかかってきた際、言葉巧みな犯人にだ
まされてしまうということが挙げられております。
このような状況から、町としては被害状況や最新の
手口など町報や広報無線での情報提供・意識啓発を
これまで以上に強化しなければなりません。
現在、12月9日から来年1月5日まで県内全域で「年
末年始地域安全運動」を実施していますが、輪之内町
でも広報無線やメールでお知らせしております。
また、金融機関等での阻止により、還付金詐欺は大
幅に減少しておりますので今後も協力をお願いしてい
きます。
高齢者がニセ電話詐欺の被害を防ぐために最も有
効なのは、犯人側と接触しないことです。
先程述べましたとおり、固定電話での被害件数が最

も多いことからその電話を取らなければ被害は防げま
す。そうは言っても、かかってきた電話を取らないことは
難しいので、自分で対応する代わりに「防犯機能付き電
話機」や議員ご提案の「振り込め詐欺防止装置」の設
置は有効な手立てとなります。

県内においても、岐阜市や御嵩町で自動通話録音装
置の無料貸出を行い、未然防止を図っておりますので、
今後町としても参考にしながら検討してまいります。
また、今年8月にザ・ビッグ輪之内店で大垣警察署と
合同で行った被害防止啓発活動では、高齢者に大垣警
察署と百円ショップ大手の「セリア」（大垣市）が共同開
発したニセ電話詐欺防止のグッズを紹介し啓発品を手
渡ししました。

町長答弁

このグッズは、110円で購入でき、電話の受話器に装
着しておき、受話器をとった際に、振り込め詐欺防止装
置と同様に「この電話の音声は録音しております」とい
うガイダンスが流れる仕組みとなっております。
先に説明しました自動通話録音装置の無料貸出の
他に、このように啓発品を高齢者世帯に配布できるよ
う早急に対策を進めて参ります。

以上で、浅野重行議員の質問の答弁とさせていただ
きます。

▲ ニセ電話詐欺防止グッズ（詐欺防止し隊）
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要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい

浅野進議員のご質問「要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい」についてお答えします。
所得税や町・県民税の障害者控除につきましては、
障害者本人、配偶者、扶養親族が控除を受けられるも
ので、前年末の現況で適用の有無を判断しております。
控除額は障害の程度や同居の有無によって異なりま

す。障害の程度は「障害者」と「特別障害者」に分けら
れ、身体障害者手帳保持者の場合、障害者は３級以下
の方、特別障害者は１級または２級の方。精神障害者
保健福祉手帳所持者の場合、障害者は２級または３級
の方、特別障害者は１級の方などとなります。
議員のご質問のとおり、65歳以上の要介護認定者

で、障害者手帳等の交付を受けていない方のうち、町
が障害者または特別障害者に準ずるものとして認定し
た方についても障害者控除を受けることができます。
当町では、平成26年に「輪之内町障害者控除対象
者認定書交付要綱」を定め、介護保険認定調査にかか
る主治医意見書又は認定調査票において、要綱に定め
る認定基準に該当する方に、認定書を交付しておりま
す。申請の窓口は福祉課でございます。
令和３年分の認定者は３名でした。

障害者控除の周知につきましては、税務課におい
て、「町民税・県民税申告書の書き方」の障害者控除
欄に必要書類とともに記載し、町・県民税申告が必要
な方全員に郵送しております。
所得税の確定申告に来庁された方にも可能な限り
聞き取りを行っております。

なお、障害者手帳等所持者については、
前年末の現況を確定申告書作成支援システムに反
映させており、対象者の適正な把握に努めているとこ
ろであります。
また、福祉課においても、対象の方のケアマネー
ジャーを通じて制度の周知をしております。

今後も、介護保険の要介護認定を受けられた方への
福祉課での周知や所得税の確定申告、町・県民税の
申告相談において広報を継続して行い、制度の周知を
図って参ります。

以上で、浅野進議員への答弁とさせていただきます。

町長答弁

所得税や住民税の負担が軽くなる税の「障害者控
除」です。介護保険の要介護認定を受けている65歳
以上の人は、障害者手帳がなくても、町役場から「障
害者控除対象者認定書」を受け取れる可能性があり
ます。
新聞報道では要介護2の夫(88歳)障害者控除対象
者認定書を申請しました。この方は新聞報道を見て
「要介護2の夫も当てはまるのではないか」と思い、
地元の役所へ問い合わせたということです。
申請に必要だったのは、申請書、夫の介護保険証、
本人確認書類。無事、夫の障害者控除対象者認定書を
受け取ることができたといいます。「新聞報道でこの
制度を知って役所に行ったら、すぐに認定書が交付

されびっくりした」といいます。所得税と住民税を合
わせて5万5千円還付されました。この制度を知り、
手続しないと障害者控除対象者認定書は受けられま
せん。福祉制度はわからないことが多いので情報提
供が必要と思います。厚生労働省の事務連絡は、「要
介護認定に係る情報等」を「参考」にできるとしてい
ます。(02年8月1日、「老齢者の所得税、地方税上の障
害者控除の取り扱いについて」)。このような制度が
あることを知らせることが必要と思います。

　以上

浅野 進 議員浅野 進 議員

浅野進 議員の質問

浅野重行議員からは「振り込め詐欺防止対策につい
て」ご質問をいただきましたのでお答えします。
振り込め詐欺の手口や被害状況については、浅野議

員が言及されているとおりであります。
直近データである令和4年10月末現在の県内のニ

セ電話詐欺の発生状況は185件、被害額は約3億
7,269万円と昨年1年間の被害額を上回り、このまま推
移すれば4億円を超える勢いで被害が増加しており憂
慮すべき状況となっております。
被害の特徴としては、全体の52%が固定電話による
要求、次いでメールやネットによる被害も増加していま
す。
被害者の年齢としては、75歳以上が44%、65歳以
上75歳未満が24%と65歳以上の被害が全体の約7割
という結果になっております。
警察を始め、テレビ等のマスコミが注意喚起してい

るにもかかわらず、これだけの被害額が出ている現状
は大変憂慮すべきことであります。
この理由のひとつとして、正常性バイアスが働き、

「自分は大丈夫」「絶対だまされない」との思い込みか
ら、いざ電話等がかかってきた際、言葉巧みな犯人にだ
まされてしまうということが挙げられております。
このような状況から、町としては被害状況や最新の
手口など町報や広報無線での情報提供・意識啓発を
これまで以上に強化しなければなりません。
現在、12月9日から来年1月5日まで県内全域で「年
末年始地域安全運動」を実施していますが、輪之内町
でも広報無線やメールでお知らせしております。
また、金融機関等での阻止により、還付金詐欺は大
幅に減少しておりますので今後も協力をお願いしてい
きます。
高齢者がニセ電話詐欺の被害を防ぐために最も有
効なのは、犯人側と接触しないことです。
先程述べましたとおり、固定電話での被害件数が最

も多いことからその電話を取らなければ被害は防げま
す。そうは言っても、かかってきた電話を取らないことは
難しいので、自分で対応する代わりに「防犯機能付き電
話機」や議員ご提案の「振り込め詐欺防止装置」の設
置は有効な手立てとなります。

県内においても、岐阜市や御嵩町で自動通話録音装
置の無料貸出を行い、未然防止を図っておりますので、
今後町としても参考にしながら検討してまいります。
また、今年8月にザ・ビッグ輪之内店で大垣警察署と
合同で行った被害防止啓発活動では、高齢者に大垣警
察署と百円ショップ大手の「セリア」（大垣市）が共同開
発したニセ電話詐欺防止のグッズを紹介し啓発品を手
渡ししました。

町長答弁

このグッズは、110円で購入でき、電話の受話器に装
着しておき、受話器をとった際に、振り込め詐欺防止装
置と同様に「この電話の音声は録音しております」とい
うガイダンスが流れる仕組みとなっております。
先に説明しました自動通話録音装置の無料貸出の
他に、このように啓発品を高齢者世帯に配布できるよ
う早急に対策を進めて参ります。

以上で、浅野重行議員の質問の答弁とさせていただ
きます。

▲ ニセ電話詐欺防止グッズ（詐欺防止し隊）
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ロシアによるウクライナ侵攻、新型コロナ禍、世界人
口の増加による食糧需要の増大などの影響により、多
くの食料や化学肥料、家畜の飼料などを輸入に依存す
る日本は現在、大量の食品の値上げを余儀なくされ、
庶民の食生活を直撃しています。食料自給率が先進国
の中で37%と最も低い日本にとって行き過ぎた輸入依
存体質をどう変えていけばいいのか問われています。
克服する確かな手はコメなどの国内増産で十分に自
給率を高め、備蓄を厚くすることですが、戦後米価維持
へ生産を抑える減反農政が続き、農地の四分の一が消
え、農業従事者は八割減となり、高齢者が七割を占める
今、増産回復は容易ではありません。
国外調達の輸入においても全世界に及ぶ食糧難に

より生産国の中には自国内の不足に対応して輸出を
止める動きが出てきており、日本を上回る一大輸入国と
して中国が台頭し、日本は高値で品薄の食料を買い負
けて、調達できないケースも出てきております。自国だ
けの都合で、金さえ払えば賄える時代は終わり、いよい
よ日本にも食糧危機の影が迫っています。
戦前は国内生産が主なコメ、野菜などを使った食事

が中心でしたが、戦後は食生活が欧米化し、輸入頼り
の小麦粉を使ったパン、肥料や原料の多くを輸入に頼
る畜産物、肉類や油脂類が増加しており、こうした食生
活の変化も日本の食料自給率の低下に大きな影響を
与えています。
食料自給率の向上は国策上の総合的な産業経済政
策として捉えなければならないことであり、一つの地方
自治体だけで解決できる問題ではありませんが、このま
ま看過することはできない問題であると考えます。町民
一人一人が危機意識を共有し、地産地消の推進、自給
自足など行政、生産者、消費者がそれぞれの立場でで
きることから取り組むことが日本の食料自給率向上の
第一歩に繋がると思います。
そこで地方自治体においても取り組むことができる

と思われる地産地消の更なる推進について質問いたし
ます。
（1）地域の直売所やふれあい市の創設
本町の農産物の販売については畑の有効活用や農
業所得向上などの目的で実施されています輪之内軽ト

ラ朝市があり、月二回の開催で新鮮な野菜を求め、遠
来からのお客様もあり、高評価を得ております。更なる
農産物の販売や消費を促進するために地元産の野菜
は地元住民に消費してもらう地産地消の仕組みを構
築していくべきと考えます。
本町では商いとして農産物を生産している方は少な

いですが農家が多く、その大半は自家消費のための農
作物を何品種も作付けして見えます。しかし、収穫時は
一度に多くの収穫が重なり近所におすそ分けされた
り、やもう得ず廃棄したりして無駄もたくさんでている
ように感じます。また、商いとして生産されるものにも
見栄えの悪い不揃い品や規格外品など商品価値のな
いものも出てくると思います。そのような農産物を安価
で販売し、無駄をなくすとともに地域消費者にも新鮮
な野菜を口にできる仕組みとして、直売所的なふれあ
い市を各地域に設けてはどうでしょうか。地域農産物
の消費拡大のみならず、食を通じた地域活性化にも繋
がると思います。
（2）完全米飯給食の実施
学校給食は昭和40年代に供給過剰によるコメ余り
現象が起こり、農業政策的な面も含め、昭和51年以
降、米飯給食が始まりました。その後、食育基本法が制
定され、学校においても積極的に食育を推進すること
が重要とされてきました。
近年、米飯学校給食は、味覚を育む子どもたちにコ

メを中心とした日本型食生活の普及・定着を図る上で
重要とし、農林水産省は文部科学省と連携して、米飯
学校給食の普及推進を促しています。それによりますと
週5日の内、3回以上を推進し、3回以上の地域や学校
についてはさらに実施回数の増加を図るよう促してい
ます。
こうした中、日本の食文化である米食を主食とする
食生活が適切な栄養摂取に優れていることや地産地

上野賢二議員からは、２点のご質問を頂きました。順
次お答えします。
まず、１点目の「地域の直売所やふれあい市の創設
について」でございます。
議員言及のとおり食料自給率の低下が問題になる
中、地元の農家さんが作った農産物を地元の方が消費
する「地産地消」を推進することは重要な取り組みであ
ります。
地産地消を推進することで「新鮮な農産物を摂取で

きる」「知っている農家さんが作っているから安全・安
心な農産物を摂取できる」「生産者と消費者を結びつ
ける」「輸送コストが小さいので比較的安価で農産物を
購入でき、二酸化炭素の削減にも寄与するため環境に
も優しい」「食料自給率の向上につながる」等のメリット
もあります。
農産物の販売について、現在、輪之内町産の農産物

を軽トラ朝市にて毎月第２、第４日曜日に開催していま
す。この他に大垣市にある事業所で毎週平日の１日の
みですが出向いて出張販売をしています。
この出張販売は大垣市の事業所以外にも養老サー

ビスエリアや岐阜関ケ原古戦場記念館でも定期的に開
催しており、１１月にも養老サービスエリアで開催いたし
ました。
また、イオンタウン輪之内の敷地内にある「ホッとス
テーション」で軽トラ朝市に出店されている方を中心に
毎日販売しております。
これら輪之内町産の農産物の出張販売については、
現在実施している場所のみならず、町内の各地区でも定
期的に実施してもらうよう軽トラ朝市を運営されている
輪之内軽トラ朝市実行委員会と協議を進めてまいります。
毎日の食事は皆さんの体を作る大切なものです。

新鮮で安全なのが何より安心です。
町民の皆さんが地元の農産物の良さを知ってもらう

ことが地産地消の推進につながると考えております。

続いて、「完全米飯給食の実施」についてお答え致し
ます。
食は人間が生きていく上で欠かすことのできない大
切なものであり、健康な生活を送るためには、健全な食
生活は欠かせないものです。また、健全な食生活を日々
実践し、おいしく楽しく食べることは、人に生きる喜び
や楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大き
く寄与するものです。
学校給食の歴史は、明治22年に山形県鶴岡町の私
立忠愛小学校において、貧困児童を対象に無料で学校
給食が実施され、これが我が国の学校給食の起源とさ
れているようです。その後、昭和22年1月には、全国都
市の児童約300万人に対し学校給食が開始され、昭和
26年2月から完全給食が全国市制地にも拡大実施し、
昭和27年4月には全国すべての小学校を対象に実施
され今日に至っております。
ご質問を受けました米飯給食については、食事内容
の多様化を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣
を身に付けさせる見地から、昭和51年4月、学校給食制
度上に「米飯」が正式に導入されております。
文部科学省が実施している米飯給食実施状況調査

によりますと、完全給食を実施している国公私立学校
において米飯給食を実施している学校数は全国で2万
9千553校、実施率は100パーセント。また、米飯給食の
週当たりの平均実施回数は、3.5回（平成30年5月1日
現在）で増加傾向にあります。
当町における実施率は100パーセントで、令和3年度

町長答弁

における週当たりの平均実施回数も3.5回となっていま
す。給食におけるアンケート調査では米飯給食につい
ては、多くの児童生徒から「あたたかいご飯がおいし
かった」という回答も寄せられています。
米飯給食は、児童生徒に米飯を中心とした日本型の
食生活やその味覚を伝承するため重要な取り組みでも
あります。学校給食における地産地消の取り組みも進
めております。輪之内産のトウモロコシ、黒豆の枝豆、ブ
ロッコーリー、キャベツは使用実績があります。県内産の
野菜は全量の27％ほど使用しており、豚肉は、全量岐
阜県産を使用しております。米は、全量輪之内産を使用
しており、12月からは「徳川将軍家御膳米」についても
学校給食に取り入れております。パン、麺は人気の献立
なので、なくすのは難しいですが、できるだけ多くの米

消の推進を図るため、すでに完全米飯給食（週5日）を
実施している自治体もあります。その取り組みの成果と
して米飯食の良さを理解し、朝食の主食に米飯を選び
バランス良く食べる児童生徒が増えた。肥満の児童生
徒が減少した。などの報告が上がってきております。
本町の米飯学校給食を見てみますと国の推奨通り
週4回～3回の実施となっています。農業が基幹産業で
あり、徳川将軍家御膳米など農産物のブランド化を推
進している町として完全米飯給食実施に取り組むべき
と思いますがいかがでしょうか。食材においては町産の
黒豆などを使うなど地産地消にも努めていただいてお

りますが、コメは御膳米を使うなど更なる地産地消の
推進を図っていくべきと考えます。取引業者関係、仕入
れ基準等クリアしなければならないことは多々あると
は思いますが、町の施策として力を入れて取り組んで
いる特産物を町の将来を担う子どもたちが口にしてい
ないのは不条理に思います。是非ともご一考ください。
以上、食料自給率向上対策としての地産地消の推進

について町長のご見解をお伺いいたします。また、担当
部署である教育長並びに産業課長のお考えをお尋ね
いたします。

飯給食を提供したいと思います。
生産者や学校との連携を強化し、学校給食における
地域の農産物の安定的な生産・供給体制を構築する
ことで、食生活が自然の恩恵や「食」に関わる人々の
様々な活動の上に成り立っていることを、児童生徒に
理解させ、感謝の心を育むことが求められています。さ
らに引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児
童生徒が多様な「食」に触れる機会にも配慮し、学校給
食の一層の充実を図ってまいります。

以上で、上野賢二議員のご質問の答弁とさせて頂き
ます。

地産地消の推進について

ロシアによるウクライナ侵攻、新型コロナ禍、世界人
口の増加による食糧需要の増大などの影響により、多
くの食料や化学肥料、家畜の飼料などを輸入に依存す
る日本は現在、大量の食品の値上げを余儀なくされ、
庶民の食生活を直撃しています。食料自給率が先進国
の中で37%と最も低い日本にとって行き過ぎた輸入依
存体質をどう変えていけばいいのか問われています。
克服する確かな手はコメなどの国内増産で十分に自
給率を高め、備蓄を厚くすることですが、戦後米価維持
へ生産を抑える減反農政が続き、農地の四分の一が消
え、農業従事者は八割減となり、高齢者が七割を占める
今、増産回復は容易ではありません。
国外調達の輸入においても全世界に及ぶ食糧難に

より生産国の中には自国内の不足に対応して輸出を
止める動きが出てきており、日本を上回る一大輸入国と
して中国が台頭し、日本は高値で品薄の食料を買い負
けて、調達できないケースも出てきております。自国だ
けの都合で、金さえ払えば賄える時代は終わり、いよい
よ日本にも食糧危機の影が迫っています。
戦前は国内生産が主なコメ、野菜などを使った食事

が中心でしたが、戦後は食生活が欧米化し、輸入頼り
の小麦粉を使ったパン、肥料や原料の多くを輸入に頼
る畜産物、肉類や油脂類が増加しており、こうした食生
活の変化も日本の食料自給率の低下に大きな影響を
与えています。
食料自給率の向上は国策上の総合的な産業経済政
策として捉えなければならないことであり、一つの地方
自治体だけで解決できる問題ではありませんが、このま
ま看過することはできない問題であると考えます。町民
一人一人が危機意識を共有し、地産地消の推進、自給
自足など行政、生産者、消費者がそれぞれの立場でで
きることから取り組むことが日本の食料自給率向上の
第一歩に繋がると思います。
そこで地方自治体においても取り組むことができる

と思われる地産地消の更なる推進について質問いたし
ます。
（1）地域の直売所やふれあい市の創設
本町の農産物の販売については畑の有効活用や農
業所得向上などの目的で実施されています輪之内軽ト

ラ朝市があり、月二回の開催で新鮮な野菜を求め、遠
来からのお客様もあり、高評価を得ております。更なる
農産物の販売や消費を促進するために地元産の野菜
は地元住民に消費してもらう地産地消の仕組みを構
築していくべきと考えます。
本町では商いとして農産物を生産している方は少な

いですが農家が多く、その大半は自家消費のための農
作物を何品種も作付けして見えます。しかし、収穫時は
一度に多くの収穫が重なり近所におすそ分けされた
り、やもう得ず廃棄したりして無駄もたくさんでている
ように感じます。また、商いとして生産されるものにも
見栄えの悪い不揃い品や規格外品など商品価値のな
いものも出てくると思います。そのような農産物を安価
で販売し、無駄をなくすとともに地域消費者にも新鮮
な野菜を口にできる仕組みとして、直売所的なふれあ
い市を各地域に設けてはどうでしょうか。地域農産物
の消費拡大のみならず、食を通じた地域活性化にも繋
がると思います。
（2）完全米飯給食の実施
学校給食は昭和40年代に供給過剰によるコメ余り
現象が起こり、農業政策的な面も含め、昭和51年以
降、米飯給食が始まりました。その後、食育基本法が制
定され、学校においても積極的に食育を推進すること
が重要とされてきました。
近年、米飯学校給食は、味覚を育む子どもたちにコ

メを中心とした日本型食生活の普及・定着を図る上で
重要とし、農林水産省は文部科学省と連携して、米飯
学校給食の普及推進を促しています。それによりますと
週5日の内、3回以上を推進し、3回以上の地域や学校
についてはさらに実施回数の増加を図るよう促してい
ます。
こうした中、日本の食文化である米食を主食とする
食生活が適切な栄養摂取に優れていることや地産地

上野 賢二 議員上野 賢二 議員

上野賢二 議員の質問

消の推進を図るため、すでに完全米飯給食（週5日）を
実施している自治体もあります。その取り組みの成果と
して米飯食の良さを理解し、朝食の主食に米飯を選び
バランス良く食べる児童生徒が増えた。肥満の児童生
徒が減少した。などの報告が上がってきております。
本町の米飯学校給食を見てみますと国の推奨通り
週4回～3回の実施となっています。農業が基幹産業で
あり、徳川将軍家御膳米など農産物のブランド化を推
進している町として完全米飯給食実施に取り組むべき
と思いますがいかがでしょうか。食材においては町産の
黒豆などを使うなど地産地消にも努めていただいてお

りますが、コメは御膳米を使うなど更なる地産地消の
推進を図っていくべきと考えます。取引業者関係、仕入
れ基準等クリアしなければならないことは多々あると
は思いますが、町の施策として力を入れて取り組んで
いる特産物を町の将来を担う子どもたちが口にしてい
ないのは不条理に思います。是非ともご一考ください。
以上、食料自給率向上対策としての地産地消の推進

について町長のご見解をお伺いいたします。また、担当
部署である教育長並びに産業課長のお考えをお尋ね
いたします。
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食生活が適切な栄養摂取に優れていることや地産地

上野賢二議員からは、２点のご質問を頂きました。順
次お答えします。
まず、１点目の「地域の直売所やふれあい市の創設
について」でございます。
議員言及のとおり食料自給率の低下が問題になる
中、地元の農家さんが作った農産物を地元の方が消費
する「地産地消」を推進することは重要な取り組みであ
ります。
地産地消を推進することで「新鮮な農産物を摂取で

きる」「知っている農家さんが作っているから安全・安
心な農産物を摂取できる」「生産者と消費者を結びつ
ける」「輸送コストが小さいので比較的安価で農産物を
購入でき、二酸化炭素の削減にも寄与するため環境に
も優しい」「食料自給率の向上につながる」等のメリット
もあります。
農産物の販売について、現在、輪之内町産の農産物

を軽トラ朝市にて毎月第２、第４日曜日に開催していま
す。この他に大垣市にある事業所で毎週平日の１日の
みですが出向いて出張販売をしています。
この出張販売は大垣市の事業所以外にも養老サー

ビスエリアや岐阜関ケ原古戦場記念館でも定期的に開
催しており、１１月にも養老サービスエリアで開催いたし
ました。
また、イオンタウン輪之内の敷地内にある「ホッとス
テーション」で軽トラ朝市に出店されている方を中心に
毎日販売しております。
これら輪之内町産の農産物の出張販売については、
現在実施している場所のみならず、町内の各地区でも定
期的に実施してもらうよう軽トラ朝市を運営されている
輪之内軽トラ朝市実行委員会と協議を進めてまいります。
毎日の食事は皆さんの体を作る大切なものです。

新鮮で安全なのが何より安心です。
町民の皆さんが地元の農産物の良さを知ってもらう

ことが地産地消の推進につながると考えております。

続いて、「完全米飯給食の実施」についてお答え致し
ます。
食は人間が生きていく上で欠かすことのできない大
切なものであり、健康な生活を送るためには、健全な食
生活は欠かせないものです。また、健全な食生活を日々
実践し、おいしく楽しく食べることは、人に生きる喜び
や楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大き
く寄与するものです。
学校給食の歴史は、明治22年に山形県鶴岡町の私
立忠愛小学校において、貧困児童を対象に無料で学校
給食が実施され、これが我が国の学校給食の起源とさ
れているようです。その後、昭和22年1月には、全国都
市の児童約300万人に対し学校給食が開始され、昭和
26年2月から完全給食が全国市制地にも拡大実施し、
昭和27年4月には全国すべての小学校を対象に実施
され今日に至っております。
ご質問を受けました米飯給食については、食事内容
の多様化を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣
を身に付けさせる見地から、昭和51年4月、学校給食制
度上に「米飯」が正式に導入されております。
文部科学省が実施している米飯給食実施状況調査

によりますと、完全給食を実施している国公私立学校
において米飯給食を実施している学校数は全国で2万
9千553校、実施率は100パーセント。また、米飯給食の
週当たりの平均実施回数は、3.5回（平成30年5月1日
現在）で増加傾向にあります。
当町における実施率は100パーセントで、令和3年度

町長答弁

における週当たりの平均実施回数も3.5回となっていま
す。給食におけるアンケート調査では米飯給食につい
ては、多くの児童生徒から「あたたかいご飯がおいし
かった」という回答も寄せられています。
米飯給食は、児童生徒に米飯を中心とした日本型の
食生活やその味覚を伝承するため重要な取り組みでも
あります。学校給食における地産地消の取り組みも進
めております。輪之内産のトウモロコシ、黒豆の枝豆、ブ
ロッコーリー、キャベツは使用実績があります。県内産の
野菜は全量の27％ほど使用しており、豚肉は、全量岐
阜県産を使用しております。米は、全量輪之内産を使用
しており、12月からは「徳川将軍家御膳米」についても
学校給食に取り入れております。パン、麺は人気の献立
なので、なくすのは難しいですが、できるだけ多くの米

消の推進を図るため、すでに完全米飯給食（週5日）を
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週4回～3回の実施となっています。農業が基幹産業で
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進している町として完全米飯給食実施に取り組むべき
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飯給食を提供したいと思います。
生産者や学校との連携を強化し、学校給食における
地域の農産物の安定的な生産・供給体制を構築する
ことで、食生活が自然の恩恵や「食」に関わる人々の
様々な活動の上に成り立っていることを、児童生徒に
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らに引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児
童生徒が多様な「食」に触れる機会にも配慮し、学校給
食の一層の充実を図ってまいります。

以上で、上野賢二議員のご質問の答弁とさせて頂き
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策として捉えなければならないことであり、一つの地方
自治体だけで解決できる問題ではありませんが、このま
ま看過することはできない問題であると考えます。町民
一人一人が危機意識を共有し、地産地消の推進、自給
自足など行政、生産者、消費者がそれぞれの立場でで
きることから取り組むことが日本の食料自給率向上の
第一歩に繋がると思います。
そこで地方自治体においても取り組むことができる

と思われる地産地消の更なる推進について質問いたし
ます。
（1）地域の直売所やふれあい市の創設
本町の農産物の販売については畑の有効活用や農
業所得向上などの目的で実施されています輪之内軽ト

ラ朝市があり、月二回の開催で新鮮な野菜を求め、遠
来からのお客様もあり、高評価を得ております。更なる
農産物の販売や消費を促進するために地元産の野菜
は地元住民に消費してもらう地産地消の仕組みを構
築していくべきと考えます。
本町では商いとして農産物を生産している方は少な

いですが農家が多く、その大半は自家消費のための農
作物を何品種も作付けして見えます。しかし、収穫時は
一度に多くの収穫が重なり近所におすそ分けされた
り、やもう得ず廃棄したりして無駄もたくさんでている
ように感じます。また、商いとして生産されるものにも
見栄えの悪い不揃い品や規格外品など商品価値のな
いものも出てくると思います。そのような農産物を安価
で販売し、無駄をなくすとともに地域消費者にも新鮮
な野菜を口にできる仕組みとして、直売所的なふれあ
い市を各地域に設けてはどうでしょうか。地域農産物
の消費拡大のみならず、食を通じた地域活性化にも繋
がると思います。
（2）完全米飯給食の実施
学校給食は昭和40年代に供給過剰によるコメ余り
現象が起こり、農業政策的な面も含め、昭和51年以
降、米飯給食が始まりました。その後、食育基本法が制
定され、学校においても積極的に食育を推進すること
が重要とされてきました。
近年、米飯学校給食は、味覚を育む子どもたちにコ

メを中心とした日本型食生活の普及・定着を図る上で
重要とし、農林水産省は文部科学省と連携して、米飯
学校給食の普及推進を促しています。それによりますと
週5日の内、3回以上を推進し、3回以上の地域や学校
についてはさらに実施回数の増加を図るよう促してい
ます。
こうした中、日本の食文化である米食を主食とする
食生活が適切な栄養摂取に優れていることや地産地

上野 賢二 議員上野 賢二 議員

上野賢二 議員の質問

消の推進を図るため、すでに完全米飯給食（週5日）を
実施している自治体もあります。その取り組みの成果と
して米飯食の良さを理解し、朝食の主食に米飯を選び
バランス良く食べる児童生徒が増えた。肥満の児童生
徒が減少した。などの報告が上がってきております。
本町の米飯学校給食を見てみますと国の推奨通り
週4回～3回の実施となっています。農業が基幹産業で
あり、徳川将軍家御膳米など農産物のブランド化を推
進している町として完全米飯給食実施に取り組むべき
と思いますがいかがでしょうか。食材においては町産の
黒豆などを使うなど地産地消にも努めていただいてお

りますが、コメは御膳米を使うなど更なる地産地消の
推進を図っていくべきと考えます。取引業者関係、仕入
れ基準等クリアしなければならないことは多々あると
は思いますが、町の施策として力を入れて取り組んで
いる特産物を町の将来を担う子どもたちが口にしてい
ないのは不条理に思います。是非ともご一考ください。
以上、食料自給率向上対策としての地産地消の推進

について町長のご見解をお伺いいたします。また、担当
部署である教育長並びに産業課長のお考えをお尋ね
いたします。
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「事務事業についての認識の
共有向上」に向けて、事務事業評価
の実施と公開について

町が実施する事務事業について、事業の対象や目
的、内容、コスト等を明確にし、その活動や成果を客観
的数値による指標等を用いながら評価・分析を行うと
ともに、PDCAマネジメントサイクルを通じて費用対効
果の向上や行政資源の有効配分など、事務事業の継
続的な改善・見直しに活用することを目的として、事
務事業評価を実施している自治体が増えてきています。
また、事務事業評価の結果を公表することにより、行
政活動の透明性の確保が進められますし、町民への事
業の周知が図れます。
限られた財源の中で、総合計画に基づく施策・事業を

着実に進行していくためには、各事務事業の把握のほ
か、町民との情報共有を図り、透明性の高い行政運営や
説明責任を果たしていくことが重要であります。行政単位
となる事務事業を対象に評価を行う目的は3つあります。
①住民満足度の高い行政サービス
②行政の透明性と説明責任
③職員の意識改革
総合計画に関連する各事務事業について前年度の

決算内容や当該年度以降の事業内容、予算額及び成
果指標などを整理した上で、事務事業の必要性、妥当
性、有効性、効率性の視点に基づき、担当者が評価の

上、今後の方向性をまとめた事務事業評価を活用して
はどうでしょうか。
町長に見解をお伺いします。

大橋 慶裕 議員大橋 慶裕 議員

大橋議員のご質問「事務事業評価の実施と公開に
ついて」お答えさせていただきます。

地方自治体は、現下の厳しい財政状況、少子高齢
化、その他行政を取り巻く大きな環境の変化にも適時
的確に対応していくため、「ヒト」、「モノ」、「カネ」といっ
たリソース(資源)を効率的・効果的に配分することで、
住民のニーズに基づくより良い行政サービスを提供し
ていくことが求められています。
換言するならば、最小のコストで最大の効果を発揮

するという民間事業者によるところの経営の視点を持
ちつつ、自ら変革していくことが地方自治体として存在
するための要諦であります。
こうしたことを背景に、事務事業評価(「行政評価」と
もいう。)の実施は任意とされながらも、多数の地方自
治体に広く普及していることはご案内のとおりでありま
す。

なお、事務事業評価とは、議員も言及されておられる
とおり、限られた予算や事務の効率化を図るため、事業

町長答弁

大橋慶裕 議員の質問

の目的や手段を明確化し、ある一定の時点でその事業
の目的が達成されているか？、コストは適切か？、他の方
法はないか？などを点検・評価することにより、適切な
行財政運営につなげていこうとするもので、具体的には
Ｐｌａｎ(計 画)→ Ｄｏ(実 施)→ Ｃｈｅｃｋ(評 価)→ Ａｃｔｉｏｎ
(改善)、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回しながら、改善・
改革に繋げていこうとするものです。
この評価方法については、当町でも、平成24年度を
初年度とする第五次総合計画をスタートさせた際、そ
の翌年度から、内部評価事務として計画に掲げた事業
について妥当性・有効性・効率性の３つの視点を、評
価指標として数値目標を設定し、数年間にわたり実施
しておりました。
その視点は、令和４年度を初年度とする第六次総合
計画にも継承されております。

しかし評価を実施する上で、課題も見つかっておりま
す。
例えば、設定した評価指標の中に社会経済情勢など
の外部要因の影響を強く受けやすいものや住民意識
調査を実施しないと把握できないもの(満足度)がある
こと、評価に馴染まない事業についても一律に評価対
象としていたため作業負担が過大であったことなどが
挙げられます。

これらの解消策として、現在は、毎年度実施するので
はなく総合計画の「策定」及び「中間見直し」のタイミン
グで実施することとしております。

いずれにしても事務事業評価は、地方自治体の行財
政運営の透明性の向上と住民の皆様方への説明責任
を果たすことを目的として行われるものであることに
疑問の余地はありません。
当町においても、評価内容については、広く町民の
皆様方に公表していくことを前提としております。
より分かりやすく説明できる仕組を構築するととも
に、継続した取組としていくためにも、評価作業の負担
軽減を考慮しつつ適切に実施して参ります。
事務事業評価の実施について、私共と大橋議員の
間に見解の相違は無いと確信しております。

この取組が、町民の皆様方による行政への主体的な
参加意識の啓発と向上につながり、ひいては施策全般
にわたる町民満足度の向上につながることを願ってお
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。

上野賢二議員からは、２点のご質問を頂きました。順
次お答えします。
まず、１点目の「地域の直売所やふれあい市の創設
について」でございます。
議員言及のとおり食料自給率の低下が問題になる
中、地元の農家さんが作った農産物を地元の方が消費
する「地産地消」を推進することは重要な取り組みであ
ります。
地産地消を推進することで「新鮮な農産物を摂取で

きる」「知っている農家さんが作っているから安全・安
心な農産物を摂取できる」「生産者と消費者を結びつ
ける」「輸送コストが小さいので比較的安価で農産物を
購入でき、二酸化炭素の削減にも寄与するため環境に
も優しい」「食料自給率の向上につながる」等のメリット
もあります。
農産物の販売について、現在、輪之内町産の農産物

を軽トラ朝市にて毎月第２、第４日曜日に開催していま
す。この他に大垣市にある事業所で毎週平日の１日の
みですが出向いて出張販売をしています。
この出張販売は大垣市の事業所以外にも養老サー

ビスエリアや岐阜関ケ原古戦場記念館でも定期的に開
催しており、１１月にも養老サービスエリアで開催いたし
ました。
また、イオンタウン輪之内の敷地内にある「ホッとス
テーション」で軽トラ朝市に出店されている方を中心に
毎日販売しております。
これら輪之内町産の農産物の出張販売については、
現在実施している場所のみならず、町内の各地区でも定
期的に実施してもらうよう軽トラ朝市を運営されている
輪之内軽トラ朝市実行委員会と協議を進めてまいります。
毎日の食事は皆さんの体を作る大切なものです。

新鮮で安全なのが何より安心です。
町民の皆さんが地元の農産物の良さを知ってもらう

ことが地産地消の推進につながると考えております。

続いて、「完全米飯給食の実施」についてお答え致し
ます。
食は人間が生きていく上で欠かすことのできない大
切なものであり、健康な生活を送るためには、健全な食
生活は欠かせないものです。また、健全な食生活を日々
実践し、おいしく楽しく食べることは、人に生きる喜び
や楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大き
く寄与するものです。
学校給食の歴史は、明治22年に山形県鶴岡町の私
立忠愛小学校において、貧困児童を対象に無料で学校
給食が実施され、これが我が国の学校給食の起源とさ
れているようです。その後、昭和22年1月には、全国都
市の児童約300万人に対し学校給食が開始され、昭和
26年2月から完全給食が全国市制地にも拡大実施し、
昭和27年4月には全国すべての小学校を対象に実施
され今日に至っております。
ご質問を受けました米飯給食については、食事内容
の多様化を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣
を身に付けさせる見地から、昭和51年4月、学校給食制
度上に「米飯」が正式に導入されております。
文部科学省が実施している米飯給食実施状況調査

によりますと、完全給食を実施している国公私立学校
において米飯給食を実施している学校数は全国で2万
9千553校、実施率は100パーセント。また、米飯給食の
週当たりの平均実施回数は、3.5回（平成30年5月1日
現在）で増加傾向にあります。
当町における実施率は100パーセントで、令和3年度

上野議員のご質問の２つ目「完全米飯給食の実施」
についてお答えします。

学校給食における米飯給食は、和食がユネスコ無形
文化遺産に登録された現在、味覚を育む子どもたち
に、米を中心とした食文化としての和食の普及と定着
を図り、地域の食文化を通じて郷土への関心を深める
などの教育的意義は大きいと考えます。
学習指導要領では、学校における食育の推進の重要
性が示されており、家庭科の内容として、米飯やみそ汁
が我が国の伝統的な日常食であることに触れていま
す。特別活動では、食育の観点を踏まえた学校給食と
望ましい食習慣の形成を指導すべき内容として示し、
学校給食を重要な指導場面と位置づけています。
主食を米飯にすると、体によい豆類・魚介類・野菜・
海藻類がバランスよく摂取でき、心身の健康づくりにつ
ながります。
また、日本の農業食糧自給率は 40％足らずですが、
米の自給率はほぼ 100％です。米飯給食の推進は、コ
ロナウイルスの問題やウクライナ情勢など、予測できな
い今後の社会においては、日本の農業を守り、将来的
な食糧確保にもつながる重要なものであるといえま
す。
これらのことから、農林水産省では米の消費拡大を
図り、子どもたちに米飯を中心とした日本型食生活や
その味覚を伝承してもらうため、米飯学校給食のより
一層の推進を図っています。
その成果として、全国の米飯給食の実施率は１００％

であり、週当たりの平均実施回数は３．５回で年々増加
しています。輪之内町の週当たりの実施回数は３．５回
で全国平均と同じです。
米飯給食の割合が増加している一方で、こんな事例

もあります。
米所である新潟県三条市では、平成20年度から完
全米飯給食に移行していますが、パンや麺を主食とし
たときの、おかずの組合せやバランスを学ぶ機会がな
いという理由から、平成30年度から、三条産の米粉や
小麦を使ってはいますが、パンや麺の提供を開始しまし
た。
パンや麺は子どもに人気の食材で、給食メニューラ

ンキングでは、揚げパンやソフト麺が常に上位にあがっ
ています。
また、「パンは良質なカルシウム源である牛乳との組
み合わせに違和感がない」とか「60年続いたパン給食
の文化が消えてしまうのは残念だ」といった声も聞かれ
ます。

これらのことから、パンや麺のメニューを残しつつ
も、できるだけ米飯給食の割合を高めるべく、週当たり
の実施回数を現状の３．５回から４回へ増やすことがで
きないか、パンや麺、デザートをできるだけ米粉を使った
物にできないか、給食センター運営委員会で検討を進
めます。

以上で、上野議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

における週当たりの平均実施回数も3.5回となっていま
す。給食におけるアンケート調査では米飯給食につい
ては、多くの児童生徒から「あたたかいご飯がおいし
かった」という回答も寄せられています。
米飯給食は、児童生徒に米飯を中心とした日本型の
食生活やその味覚を伝承するため重要な取り組みでも
あります。学校給食における地産地消の取り組みも進
めております。輪之内産のトウモロコシ、黒豆の枝豆、ブ
ロッコーリー、キャベツは使用実績があります。県内産の
野菜は全量の27％ほど使用しており、豚肉は、全量岐
阜県産を使用しております。米は、全量輪之内産を使用
しており、12月からは「徳川将軍家御膳米」についても
学校給食に取り入れております。パン、麺は人気の献立
なので、なくすのは難しいですが、できるだけ多くの米

教育長答弁

飯給食を提供したいと思います。
生産者や学校との連携を強化し、学校給食における
地域の農産物の安定的な生産・供給体制を構築する
ことで、食生活が自然の恩恵や「食」に関わる人々の
様々な活動の上に成り立っていることを、児童生徒に
理解させ、感謝の心を育むことが求められています。さ
らに引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児
童生徒が多様な「食」に触れる機会にも配慮し、学校給
食の一層の充実を図ってまいります。

以上で、上野賢二議員のご質問の答弁とさせて頂き
ます。
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「事務事業についての認識の
共有向上」に向けて、事務事業評価
の実施と公開について

町が実施する事務事業について、事業の対象や目
的、内容、コスト等を明確にし、その活動や成果を客観
的数値による指標等を用いながら評価・分析を行うと
ともに、PDCAマネジメントサイクルを通じて費用対効
果の向上や行政資源の有効配分など、事務事業の継
続的な改善・見直しに活用することを目的として、事
務事業評価を実施している自治体が増えてきています。
また、事務事業評価の結果を公表することにより、行
政活動の透明性の確保が進められますし、町民への事
業の周知が図れます。
限られた財源の中で、総合計画に基づく施策・事業を

着実に進行していくためには、各事務事業の把握のほ
か、町民との情報共有を図り、透明性の高い行政運営や
説明責任を果たしていくことが重要であります。行政単位
となる事務事業を対象に評価を行う目的は3つあります。
①住民満足度の高い行政サービス
②行政の透明性と説明責任
③職員の意識改革
総合計画に関連する各事務事業について前年度の

決算内容や当該年度以降の事業内容、予算額及び成
果指標などを整理した上で、事務事業の必要性、妥当
性、有効性、効率性の視点に基づき、担当者が評価の

上、今後の方向性をまとめた事務事業評価を活用して
はどうでしょうか。
町長に見解をお伺いします。

大橋 慶裕 議員大橋 慶裕 議員

大橋議員のご質問「事務事業評価の実施と公開に
ついて」お答えさせていただきます。

地方自治体は、現下の厳しい財政状況、少子高齢
化、その他行政を取り巻く大きな環境の変化にも適時
的確に対応していくため、「ヒト」、「モノ」、「カネ」といっ
たリソース(資源)を効率的・効果的に配分することで、
住民のニーズに基づくより良い行政サービスを提供し
ていくことが求められています。
換言するならば、最小のコストで最大の効果を発揮

するという民間事業者によるところの経営の視点を持
ちつつ、自ら変革していくことが地方自治体として存在
するための要諦であります。
こうしたことを背景に、事務事業評価(「行政評価」と
もいう。)の実施は任意とされながらも、多数の地方自
治体に広く普及していることはご案内のとおりでありま
す。

なお、事務事業評価とは、議員も言及されておられる
とおり、限られた予算や事務の効率化を図るため、事業

町長答弁

大橋慶裕 議員の質問

の目的や手段を明確化し、ある一定の時点でその事業
の目的が達成されているか？、コストは適切か？、他の方
法はないか？などを点検・評価することにより、適切な
行財政運営につなげていこうとするもので、具体的には
Ｐｌａｎ(計 画)→ Ｄｏ(実 施)→ Ｃｈｅｃｋ(評 価)→ Ａｃｔｉｏｎ
(改善)、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回しながら、改善・
改革に繋げていこうとするものです。
この評価方法については、当町でも、平成24年度を
初年度とする第五次総合計画をスタートさせた際、そ
の翌年度から、内部評価事務として計画に掲げた事業
について妥当性・有効性・効率性の３つの視点を、評
価指標として数値目標を設定し、数年間にわたり実施
しておりました。
その視点は、令和４年度を初年度とする第六次総合
計画にも継承されております。

しかし評価を実施する上で、課題も見つかっておりま
す。
例えば、設定した評価指標の中に社会経済情勢など
の外部要因の影響を強く受けやすいものや住民意識
調査を実施しないと把握できないもの(満足度)がある
こと、評価に馴染まない事業についても一律に評価対
象としていたため作業負担が過大であったことなどが
挙げられます。

これらの解消策として、現在は、毎年度実施するので
はなく総合計画の「策定」及び「中間見直し」のタイミン
グで実施することとしております。

いずれにしても事務事業評価は、地方自治体の行財
政運営の透明性の向上と住民の皆様方への説明責任
を果たすことを目的として行われるものであることに
疑問の余地はありません。
当町においても、評価内容については、広く町民の
皆様方に公表していくことを前提としております。
より分かりやすく説明できる仕組を構築するととも
に、継続した取組としていくためにも、評価作業の負担
軽減を考慮しつつ適切に実施して参ります。
事務事業評価の実施について、私共と大橋議員の
間に見解の相違は無いと確信しております。

この取組が、町民の皆様方による行政への主体的な
参加意識の啓発と向上につながり、ひいては施策全般
にわたる町民満足度の向上につながることを願ってお
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。

上野賢二議員からは、２点のご質問を頂きました。順
次お答えします。
まず、１点目の「地域の直売所やふれあい市の創設
について」でございます。
議員言及のとおり食料自給率の低下が問題になる
中、地元の農家さんが作った農産物を地元の方が消費
する「地産地消」を推進することは重要な取り組みであ
ります。
地産地消を推進することで「新鮮な農産物を摂取で

きる」「知っている農家さんが作っているから安全・安
心な農産物を摂取できる」「生産者と消費者を結びつ
ける」「輸送コストが小さいので比較的安価で農産物を
購入でき、二酸化炭素の削減にも寄与するため環境に
も優しい」「食料自給率の向上につながる」等のメリット
もあります。
農産物の販売について、現在、輪之内町産の農産物

を軽トラ朝市にて毎月第２、第４日曜日に開催していま
す。この他に大垣市にある事業所で毎週平日の１日の
みですが出向いて出張販売をしています。
この出張販売は大垣市の事業所以外にも養老サー

ビスエリアや岐阜関ケ原古戦場記念館でも定期的に開
催しており、１１月にも養老サービスエリアで開催いたし
ました。
また、イオンタウン輪之内の敷地内にある「ホッとス
テーション」で軽トラ朝市に出店されている方を中心に
毎日販売しております。
これら輪之内町産の農産物の出張販売については、
現在実施している場所のみならず、町内の各地区でも定
期的に実施してもらうよう軽トラ朝市を運営されている
輪之内軽トラ朝市実行委員会と協議を進めてまいります。
毎日の食事は皆さんの体を作る大切なものです。

新鮮で安全なのが何より安心です。
町民の皆さんが地元の農産物の良さを知ってもらう

ことが地産地消の推進につながると考えております。

続いて、「完全米飯給食の実施」についてお答え致し
ます。
食は人間が生きていく上で欠かすことのできない大
切なものであり、健康な生活を送るためには、健全な食
生活は欠かせないものです。また、健全な食生活を日々
実践し、おいしく楽しく食べることは、人に生きる喜び
や楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大き
く寄与するものです。
学校給食の歴史は、明治22年に山形県鶴岡町の私
立忠愛小学校において、貧困児童を対象に無料で学校
給食が実施され、これが我が国の学校給食の起源とさ
れているようです。その後、昭和22年1月には、全国都
市の児童約300万人に対し学校給食が開始され、昭和
26年2月から完全給食が全国市制地にも拡大実施し、
昭和27年4月には全国すべての小学校を対象に実施
され今日に至っております。
ご質問を受けました米飯給食については、食事内容
の多様化を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣
を身に付けさせる見地から、昭和51年4月、学校給食制
度上に「米飯」が正式に導入されております。
文部科学省が実施している米飯給食実施状況調査

によりますと、完全給食を実施している国公私立学校
において米飯給食を実施している学校数は全国で2万
9千553校、実施率は100パーセント。また、米飯給食の
週当たりの平均実施回数は、3.5回（平成30年5月1日
現在）で増加傾向にあります。
当町における実施率は100パーセントで、令和3年度

上野議員のご質問の２つ目「完全米飯給食の実施」
についてお答えします。

学校給食における米飯給食は、和食がユネスコ無形
文化遺産に登録された現在、味覚を育む子どもたち
に、米を中心とした食文化としての和食の普及と定着
を図り、地域の食文化を通じて郷土への関心を深める
などの教育的意義は大きいと考えます。
学習指導要領では、学校における食育の推進の重要
性が示されており、家庭科の内容として、米飯やみそ汁
が我が国の伝統的な日常食であることに触れていま
す。特別活動では、食育の観点を踏まえた学校給食と
望ましい食習慣の形成を指導すべき内容として示し、
学校給食を重要な指導場面と位置づけています。
主食を米飯にすると、体によい豆類・魚介類・野菜・
海藻類がバランスよく摂取でき、心身の健康づくりにつ
ながります。
また、日本の農業食糧自給率は 40％足らずですが、
米の自給率はほぼ 100％です。米飯給食の推進は、コ
ロナウイルスの問題やウクライナ情勢など、予測できな
い今後の社会においては、日本の農業を守り、将来的
な食糧確保にもつながる重要なものであるといえま
す。
これらのことから、農林水産省では米の消費拡大を
図り、子どもたちに米飯を中心とした日本型食生活や
その味覚を伝承してもらうため、米飯学校給食のより
一層の推進を図っています。
その成果として、全国の米飯給食の実施率は１００％

であり、週当たりの平均実施回数は３．５回で年々増加
しています。輪之内町の週当たりの実施回数は３．５回
で全国平均と同じです。
米飯給食の割合が増加している一方で、こんな事例

もあります。
米所である新潟県三条市では、平成20年度から完
全米飯給食に移行していますが、パンや麺を主食とし
たときの、おかずの組合せやバランスを学ぶ機会がな
いという理由から、平成30年度から、三条産の米粉や
小麦を使ってはいますが、パンや麺の提供を開始しまし
た。
パンや麺は子どもに人気の食材で、給食メニューラ

ンキングでは、揚げパンやソフト麺が常に上位にあがっ
ています。
また、「パンは良質なカルシウム源である牛乳との組
み合わせに違和感がない」とか「60年続いたパン給食
の文化が消えてしまうのは残念だ」といった声も聞かれ
ます。

これらのことから、パンや麺のメニューを残しつつ
も、できるだけ米飯給食の割合を高めるべく、週当たり
の実施回数を現状の３．５回から４回へ増やすことがで
きないか、パンや麺、デザートをできるだけ米粉を使った
物にできないか、給食センター運営委員会で検討を進
めます。

以上で、上野議員へのご質問の答弁とさせていただ
きます。

における週当たりの平均実施回数も3.5回となっていま
す。給食におけるアンケート調査では米飯給食につい
ては、多くの児童生徒から「あたたかいご飯がおいし
かった」という回答も寄せられています。
米飯給食は、児童生徒に米飯を中心とした日本型の
食生活やその味覚を伝承するため重要な取り組みでも
あります。学校給食における地産地消の取り組みも進
めております。輪之内産のトウモロコシ、黒豆の枝豆、ブ
ロッコーリー、キャベツは使用実績があります。県内産の
野菜は全量の27％ほど使用しており、豚肉は、全量岐
阜県産を使用しております。米は、全量輪之内産を使用
しており、12月からは「徳川将軍家御膳米」についても
学校給食に取り入れております。パン、麺は人気の献立
なので、なくすのは難しいですが、できるだけ多くの米

教育長答弁

飯給食を提供したいと思います。
生産者や学校との連携を強化し、学校給食における
地域の農産物の安定的な生産・供給体制を構築する
ことで、食生活が自然の恩恵や「食」に関わる人々の
様々な活動の上に成り立っていることを、児童生徒に
理解させ、感謝の心を育むことが求められています。さ
らに引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児
童生徒が多様な「食」に触れる機会にも配慮し、学校給
食の一層の充実を図ってまいります。

以上で、上野賢二議員のご質問の答弁とさせて頂き
ます。
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主 な 質 疑主 な 質 疑

総務課

令和4年度
輪之内町一般会計補正予算（第4号）

総務産業建設常任委員会総務産業建設常任委員会

総務産業建設常任委員会

各常任委員会は、12月９日開催され、令和４年度一般会計補正予算（第４号）、輪之内町職員の定年等に関
する条例の一部を改正する条例について、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備
に関する条例の制定についてを審査し、いずれも原案のとおり認定・承認すべきものと決定しました。

Q 地権者に対し買い取りの交渉や借地料見直
しは行っているのか。

Q 保守費用は、導入初年度から必要なのか。

プラネットプラザの借地部分は、残り18,162
㎡、地権者は13人。年間の借地料は1反50万円
である。

A

契約更新の際には意向を伺っている。借地料
については、市場の価格等調査しながら今後
対応していきたい。

A

保守費用には、機器本体の保守以外に業者が
開発したソフトに対する保守も含まれている

A

Q プラネットプラザの借地の残地はどのくら
いあるのか。また地権者の人数と毎年の借
地料はいくらか。

会計室

ため初年度から必要である。　
ただし、機器購入と保守を一括で契約するな
ど、個別契約より安価となるよう経費節減に
努めている。

Q 集落営農活性化プロジェクト促進事業は
いつから始まったのか

今年度から始まった事業であり、法人化され
ている集落営農組合などはポイント加算が難
しく、採択されにくい。
なお、法人化していない集落営農組合が採択
されやすいような要件設定であるため、すで
に法人化している集落営農組合なども採択さ
れるように要件緩和を県に求めている。

A

産業課

大橋議員のご質問「事務事業評価の実施と公開に
ついて」お答えさせていただきます。

地方自治体は、現下の厳しい財政状況、少子高齢
化、その他行政を取り巻く大きな環境の変化にも適時
的確に対応していくため、「ヒト」、「モノ」、「カネ」といっ
たリソース(資源)を効率的・効果的に配分することで、
住民のニーズに基づくより良い行政サービスを提供し
ていくことが求められています。
換言するならば、最小のコストで最大の効果を発揮

するという民間事業者によるところの経営の視点を持
ちつつ、自ら変革していくことが地方自治体として存在
するための要諦であります。
こうしたことを背景に、事務事業評価(「行政評価」と
もいう。)の実施は任意とされながらも、多数の地方自
治体に広く普及していることはご案内のとおりでありま
す。

なお、事務事業評価とは、議員も言及されておられる
とおり、限られた予算や事務の効率化を図るため、事業

の目的や手段を明確化し、ある一定の時点でその事業
の目的が達成されているか？、コストは適切か？、他の方
法はないか？などを点検・評価することにより、適切な
行財政運営につなげていこうとするもので、具体的には
Ｐｌａｎ(計 画)→ Ｄｏ(実 施)→ Ｃｈｅｃｋ(評 価)→ Ａｃｔｉｏｎ
(改善)、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回しながら、改善・
改革に繋げていこうとするものです。
この評価方法については、当町でも、平成24年度を
初年度とする第五次総合計画をスタートさせた際、そ
の翌年度から、内部評価事務として計画に掲げた事業
について妥当性・有効性・効率性の３つの視点を、評
価指標として数値目標を設定し、数年間にわたり実施
しておりました。
その視点は、令和４年度を初年度とする第六次総合
計画にも継承されております。

しかし評価を実施する上で、課題も見つかっておりま
す。
例えば、設定した評価指標の中に社会経済情勢など
の外部要因の影響を強く受けやすいものや住民意識
調査を実施しないと把握できないもの(満足度)がある
こと、評価に馴染まない事業についても一律に評価対
象としていたため作業負担が過大であったことなどが
挙げられます。

これらの解消策として、現在は、毎年度実施するので
はなく総合計画の「策定」及び「中間見直し」のタイミン
グで実施することとしております。

いずれにしても事務事業評価は、地方自治体の行財
政運営の透明性の向上と住民の皆様方への説明責任
を果たすことを目的として行われるものであることに
疑問の余地はありません。
当町においても、評価内容については、広く町民の
皆様方に公表していくことを前提としております。
より分かりやすく説明できる仕組を構築するととも
に、継続した取組としていくためにも、評価作業の負担
軽減を考慮しつつ適切に実施して参ります。
事務事業評価の実施について、私共と大橋議員の
間に見解の相違は無いと確信しております。

この取組が、町民の皆様方による行政への主体的な
参加意識の啓発と向上につながり、ひいては施策全般
にわたる町民満足度の向上につながることを願ってお
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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産業課
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総務課

自身の健康面も含め職務を全うできないと判
断したならば、自らの進退は自ら決する姿勢
をお願いしたい。最終的には組織としてどう
あるべきかを常に考え能力と意欲のある高齢
期職員を任用していく。

A

Q 60歳を過ぎた職員について、かつての上司
が部下になることに対する仕事のやりにく
さを考慮した配置が必要ではないか。定年
延長制度の趣旨と加齢に伴う健康面の問題
も考える必要があるのではないか。

輪之内町職員の定年等に関する条例の
一部を改正する条例について

Q 職員の定数が増えることになるが、人件費
はどのくらい増加するのか。

総務課

10年後には約25％、5年間で13％程増加する
想定である。

A

地方公務員法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について

文教厚生 常任委員会

文教厚生常任委員会文教厚生常任委員会

令和4年度 一般会計補正予算（第4号）

Q 緊急通報端末装置はどういう場合に作動す
るのか。

高齢者等、対象者の体に異変があった場合に
緊急ボタンを押すと、電話回線を通じて消防
コールセンターに接続する本体機器と、ペ
ンダントとして身につけることができる緊急
ボタンがあり、本体機器から50m離れた場所
まで作動する。

A

福祉課

足場設置及び屋根・外壁塗装工事で使用する
材料単価等の上昇による増額であり、設計費
用の額は含まれていない。

A

Q 児童センター修繕工事費について、増額の
内訳はどういうものか。また、設計費用の額
が含まれているのか。

提言 高齢者を見守る家族の不安を軽減するため、
高齢者の異変を家族に知らせるしくみの導入
について検討してほしい。

令和4年12月19日～21日

の3日間にわたり、総務産業建

設常任委員会と文教厚生常任

委員会研修として、北海道夕

張郡長沼町、上川郡東神楽町

を訪問しました。

最初に長沼町では、「子育て

支援施策」について視察しま

した。

農業の町、長沼町は面積が

168.52平方キロメートルで

札幌から32キロメートル、新

千歳空港から30キロメートル

ととてもアクセスの良い場所

にあり、豊かな自然と調和し

た近代的整備が進む田園風景

で、ジンギスカンと温泉の町

としても有名であり、人口は

令和4年4月1日現在10,281人

です。

議会議員常任委員会 合同研修を実施議会議員常任委員会 合同研修を実施

また、ファミリーサポートセンター事業として、子育ての手助けが必要な方（リクエスト

会員）と、子育ての手助けをしたい方（サポート会員）が会員となって組織を作り支援を行

う、子育ての相互援助活動を行っています。

この研修で学んだことを輪之内町の子育て支援の促進に繋げていきたいと思います。

町内には小中学校が1校ずつと高校も1校あり、町内全域をスクールバスが運行されてい

るので遠方からの通学も可能となっています。

研修会では子育て支援について限られた時間を最大限に活用して、活発な意見交換が行

われました。長沼町では子ども・子育て支援の視点として3つの視点を掲げています。

1、すべての子どもが、自らの成長力と可能性を伸ばし明るく元気に育つよう、みんなで応

援する子育ての視点。

2、すべての親が、子育てと

仕事、自己啓発や生活を

充実してできるよう、み

んなで応援する親育ちの

視点。

3、地域の社会資源と町民の

力をつないで、みんなが

子どもと子育てを見守

り、応援する町育ちの視

点。

長沼町視察

▲ 長沼町児童センターぽっくるにて

▲ 長沼町

札幌市

旭川市

東神楽町 ▲
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充実してできるよう、み

んなで応援する親育ちの

視点。

3、地域の社会資源と町民の

力をつないで、みんなが

子どもと子育てを見守

り、応援する町育ちの視

点。

次に、東神楽町に「移住・

定住施策」の視察に伺いま

した。

東神楽町は、1975年～

2015年まで40年間継続し

て人口が増え続けている町

で、人口は輪之内町より少

し多い約1万人です。平成元

年（1989年）から宅地開発

が始まり、これまでに町全

体で約2,500区画の宅地造

成が実施されています。

これからの人口減少高齢

化社会に向けて、今後は将

来の人口の安定化に向けた

未来につなげる「住まいの輪」促進事業に力を入れて取り組まれています。

東神楽町視察

将来の空き家対策のために「流通できる住宅」=既存住宅の性能を向上し、住宅の流通促

進を支援しています。移住希望者に魅力的に映る良質な住宅を形成していくことと、既存

住宅の流通の円滑化を促すことが重要であることから、①リフォーム支援、②建て替え支

援、③中古住宅の売買成立時の商品券贈呈などを実施しています。

また、美化運動の一環として「花のまち」づくりに取り組まれ、町営の育苗センターで町

内に植える花を600種類以上、17万本以上生産し、1苗50円から販売するなどガーデニン

グの推進にも力を入れられています。

他市町の視察は、実際見聞きした

り、人との交流など施策以外にも大変

勉強になりました。今回の視察を活か

し、輪之内町の活力あるまちづくりに

尽力してまいります。

次に、東神楽町に「移住・

定住施策」の視察に伺いま

した。
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未来につなげる「住まいの輪」促進事業に力を入れて取り組まれています。

桜会 ～追弔会～桜会 ～追弔会～

令和４年12月６日（火）、藻池新田の専祐寺にて、輪之内町桜会（会長　森島  光明）の物故者

追弔会が開催されました。

当日は、田中政治議長及び町長の代理として荒川浩参事が来賓として出席し、これまで議会

議員として支えていただいた多くの先輩方に敬意を表すとともに、その御霊が安らかになるこ

とをお祈りしました。

将来の空き家対策のために「流通できる住宅」=既存住宅の性能を向上し、住宅の流通促

進を支援しています。移住希望者に魅力的に映る良質な住宅を形成していくことと、既存

住宅の流通の円滑化を促すことが重要であることから、①リフォーム支援、②建て替え支

援、③中古住宅の売買成立時の商品券贈呈などを実施しています。
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し、輪之内町の活力あるまちづくりに

尽力してまいります。
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令和4年12月19日～21日

の3日間にわたり、総務産業建

設常任委員会と文教厚生常任

委員会研修として、北海道夕

張郡長沼町、上川郡東神楽町
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千歳空港から30キロメートル
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次に、東神楽町に「移住・

定住施策」の視察に伺いま

した。

東神楽町は、1975年～

2015年まで40年間継続し

て人口が増え続けている町

で、人口は輪之内町より少

し多い約1万人です。平成元

年（1989年）から宅地開発

が始まり、これまでに町全

体で約2,500区画の宅地造

成が実施されています。

これからの人口減少高齢

化社会に向けて、今後は将

来の人口の安定化に向けた

未来につなげる「住まいの輪」促進事業に力を入れて取り組まれています。

東神楽町視察

将来の空き家対策のために「流通できる住宅」=既存住宅の性能を向上し、住宅の流通促

進を支援しています。移住希望者に魅力的に映る良質な住宅を形成していくことと、既存

住宅の流通の円滑化を促すことが重要であることから、①リフォーム支援、②建て替え支

援、③中古住宅の売買成立時の商品券贈呈などを実施しています。

また、美化運動の一環として「花のまち」づくりに取り組まれ、町営の育苗センターで町

内に植える花を600種類以上、17万本以上生産し、1苗50円から販売するなどガーデニン

グの推進にも力を入れられています。

他市町の視察は、実際見聞きした

り、人との交流など施策以外にも大変

勉強になりました。今回の視察を活か

し、輪之内町の活力あるまちづくりに

尽力してまいります。
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桜会 ～追弔会～桜会 ～追弔会～

令和４年12月６日（火）、藻池新田の専祐寺にて、輪之内町桜会（会長　森島  光明）の物故者

追弔会が開催されました。

当日は、田中政治議長及び町長の代理として荒川浩参事が来賓として出席し、これまで議会

議員として支えていただいた多くの先輩方に敬意を表すとともに、その御霊が安らかになるこ

とをお祈りしました。

将来の空き家対策のために「流通できる住宅」=既存住宅の性能を向上し、住宅の流通促

進を支援しています。移住希望者に魅力的に映る良質な住宅を形成していくことと、既存

住宅の流通の円滑化を促すことが重要であることから、①リフォーム支援、②建て替え支

援、③中古住宅の売買成立時の商品券贈呈などを実施しています。

また、美化運動の一環として「花のまち」づくりに取り組まれ、町営の育苗センターで町

内に植える花を600種類以上、17万本以上生産し、1苗50円から販売するなどガーデニン

グの推進にも力を入れられています。

他市町の視察は、実際見聞きした

り、人との交流など施策以外にも大変

勉強になりました。今回の視察を活か

し、輪之内町の活力あるまちづくりに

尽力してまいります。
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編集後記
「わのうち議会だより」137号をお届けします。

2023年の干支は「癸卯」（みずのとう）です。「癸」（みずのと）は雨や露、霧など静かで温かい大

地を潤す恵みの水を表しています。また十干の最後にあたり、生命の終わりを意味するととも

に、次の新たな生命が成長し始めている状態を意味しています。また「卯」（う）は穏やかなうさ

ぎの様子から安全、温和の意味があります。またうさぎのように跳ね上がるという意味があり、

何かを開始するのに縁起がよく、希望があふれ、景気回復、好転するよい年と言われています。

その両方を備えた「癸卯」は、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し、飛躍する年になると

考えられます。私たち議会も先行き不透明な予測困難な時代が続く時こそ、ピンチではありま

すが、逆にチャンスと受け止め、町民の皆様が夢や希望のもてる持続可能なまちづくりに向けて

チャレンジをしていきたいと思います。本年も宜しくお願い申し上げます。

輪之内町議会
ホームページ

次の議会は3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

10P

4P

13P

7P
9P

要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい。
要介護認定で障害者控除が
できることを知らせてほしい。

「事務事業についての認識の
共有向上」に向けて、事務事業評価
の実施と公開について

中学校2学期制の導入について中学校2学期制の導入について

地産地消の推進について地産地消の推進について

振り込め詐欺防止対策について

じっかん


