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令和 3 年 2 月 1 日

２０20年

令和２年度

補正予算

12月 定例議会

一般会計

4日～11日

2,616万円 を追加
令和２年第４回定例町議会が開かれ、初日に、固定資産評価審査
委員会の委員の選任、補正予算３件、条例の制定１件、条例改正２
件、規約の変更等３件の合計10議案が上程され、審議の結果、固
定資産評価審査委員会の委員の選任、条例改正２件、規約の変更等
３件を可決し、補正予算３件、条例の制定１件を各常任委員会に付
託し散会した。
最終日には、補正予算３件、条例の制定１件を原案のとおり承認・
可決し、議員提出の意見書が上程され、慎重審議の結果、可決し、
閉会しました。
なお６名の議員により一般質問が行われました。

固定資産評価審査委員会委員に

森島 誠也

任期

氏

令和２年12月 4日～
令和３年 9月30日

総

務

小寺

強

議長

費

・企画費（三世代同居・近居助成金）

90万円

・電子計算費（電子計算備品購入費）


120万8千円
民

生

費

・障がい者福祉費（障がい者自立支援給付費等）  
385万9千円



・児童福祉総務費（第三子以後出産祝金等）
296万7千円



・児童手当費（児童手当交付金返還金等）
211万3千円



令和２年度

一般会計補正予算（第５号）

2,616 万１千円を追加

・児童福祉施設費
（コロナウイルス関連こども園備品購入費）
（子育てのための施設等利用給付交付金返還金等）
521万9 千円



歳出の主な補正

衛
議

会

費

・議会費（備品購入費等）

生

費

・保健衛生総務費（浄化槽清掃委託料等）
57万２千円



273万２千円
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歳出の主な補正

歳入の主な補正

左ページのつづき

農林水産業費

地方交付税

・耕種農林費

・地方交付税（普通交付税）

（元気な農業産地構造改革支援事業補助金）

国庫支出金

252万円


商

工

・民生費国庫負担金

費

・商工総務費

（障害者自立支援給付費負担金） 151万1千円
△1,632万9千円

県 支 出 金

（県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金市

・民生費県補助金

町村負担金）

（岐阜県新型コロナウイルス感染症緊急包括支

（新生活様式対応改修等助成金）
209万円

・観光推進費（備品購入費等）
消

防

（元気な農業産地構造改革支援事業補助金）

・消防施設費（消火栓工事費負担金）
100万2千円
教

育

210万円


・教育費県補助金

（岐阜県新型コロナウイルス感染症緊急包括支

費

150万円

援補助金）

・事務局費（小中学校管理用備品購入費等）


250万円

援補助金）
・農林水産業費県補助金

費



2,943万6千円

141万9千円

繰

入

金

・その他特定目的基金繰入金

・プラネットプラザ管理費

△1,200 万円

（プラネットプラザ備品購入費） 128万7千円
・小学校管理費（修繕料）

525万8千円

・教育振興費
（報償費、子ども・子育て支援交付金精算還付
金等）
・中学校管理費（修繕料）

478万3千円
152万8千円

令和２年度

後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）
９万９千円を追加

令和２年度

児童発達支援事業特別会計補正予算
（第２号）
64 万４千円を追加

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

9 万 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

64 万 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

歳出それぞれ 9,909 万 9 千円と定めるもの。

入歳出それぞれ 1,832 万 1 千円と定めるもの。

補正内容は、後期高齢者医療広域連合電算処理

補正内容は、新型コロナウイルス感染症対策と

システムの改修に伴い市町村システムの改修も必

して、児童発達支援教室「そら」にサーモグラフィ

要となるためその経費を計上したもの。

カメラを導入すべく計上したもの。
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条
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例

輪之内町議会議員及び輪之内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例について
公職選挙法の一部改正が去る６月 12 日公布され、来る 12 月 12 日から施行されることに伴い、
所要の条例を制定するもの。
内容は、輪之内町議会議員、輪之内町長選挙における「選挙運動用自動車」の使用、「選挙運動
用ビラ」及び、「選挙運動用ポスター」の作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるもの。
輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定基準の見直しを行うもので、具
体的には、国民健康保険税の減額対象となる所得の基準について、軽減判定所得における基礎控除
額相当分の基準額を引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を
受ける者の数の合計数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えるもの。
輪之内町法定外公共物の管理条例等の一部を改正する条例について
租税特別措置法第 93 条第２項に定める延滞金の特例基準割合が改正され、併せて地方税法が改
正されたことに伴い、法定外公共物の管理条例、下水道受益者負担に関する条例、下水道条例、後
期高齢者医療に関する条例、選奨生奨学金貸与条例に定める延滞金の特例基準割合を適用している
条項を改正するもの。

西南濃老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議について
西南濃老人福祉施設事務組合の解散に関する協議について
西南濃老人福祉施設事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議について
養護老人ホーム西濃清風園が設置以来 48 年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、施設の維持管
理費や運営費において、構成市町の負担増が見込まれるところでありました。
こうした中、民間事業者による盲養護老人ホームが令和３年４月１日に隣接地に開設され、同種の
社会資源が充足されることとなりました。
当該組合が解散した場合に発生する事務の承継について、
新たに規約に追加する必要が生じたため、
今後、関係市町が協議することについて議会の議決を求めるもの。
具体的には、
「組合の解散」の章を追加し、解散した場合の事務承継は垂井町が執務する旨を規定
するもの、令和３年３月 31 日をもって解散するための関係市町協議について、議決を求めるもの。
そして、解散に伴う財産処分について、垂井町に帰属させることへの関係市町協議について、議決
を求めるもの。
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意 見 書

を採択しました

防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書
現在、世界は異常な気候変動の影響を受け各国各地でその甚大な被害を被っている。我が国でも、
豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、自然災害の頻発化・激甚化にさ
らされている。このような甚大な自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国
土強靱化は、一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。
こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏
まえ、
国土強靱化を加速化・進化させていくことを目的に、
「国土強靱化基本計画」
を改訂するとともに、
重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を
策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和３年３月末までとなっている。
現状では、過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等により多
くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。今後起こりうる大規模自然災害の被害を最小限
に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災・減災、国土強靱化」はより一層、十分な予算の安
定的かつ継続的に確保が必須である。
よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
１ 令和２年度末期限の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の更なる延長と拡充
を行うこと。
２ 地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。
３ 災害復旧・災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源を
安定的に確保するための措置を講ずること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れ
ている地方に十分配慮すること。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。
令和 2 年 12 月 11 日

岐阜県安八郡輪之内町議会

第２回 臨時町議会
11月30日開催された第２回臨時議会において、町長から提出された条例改正３件は、審議の
結果原案のとおり可決されました。
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制定について
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
それぞれ人事院勧告による職員の給与改訂に併せて期末手当の支給割合を改正するもので、
期末手当を 0.05 ヵ月分減額するもの。併せて附則で令和３年４月１日以降の支給割合を改正
しようとするもの。
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一般質問

（原文掲載）

土井田 崇夫 議員の質問
質問に入る前に、昨年のちょうど今頃、中国・武漢市で
新型コロナウイルスが発生してから一年が経過しようとし
ておりますが、やはり懸念しておりました第３波が世界中
の人々を苦しめております。ハッキリ言ってこの今の状況
では、来年いつまで続くのか？誰にもわからないでしょう。
一日も早い特効薬、ワクチンの開発を願うしかありませ
んが、とにかく自分自身が自助の精神で守るしかないと思
います。それでは質問に入りたいと思います。

土井田 崇夫 議員

１．新型コロナウイルスで浮き彫りになったICT教育と教育現場の今後
について
新型コロナウイルス感染による第３波がやって

く、先生も、あー！この子はこんなことを思い、

きた現状に至っては、子供たちの学び方に大きな

考えているんだ！と一目で画面を通じて全ての生

転換期を迎えている学校現場には ICT（情報通信

徒の答えが把握できます。また、先生の立場から

技術）の必要性が今まで以上にクローズアップさ

考えますと、プリント作成しコピーをして用意す

れるようになったと思います。今までの日本の学

る時間の削減にもなりますし、情報データを早く

校教育、文化における考え方は他人を思いやり、

取り入れることができます。ですから、学校教育

相手の目を見て話し合うことが求められ、教師か

も ICT に対する考え方、取り組み方を変えていく

ら生徒へ知識を伝達し、教え、それを子供たちは

必要性を、学校はこれからどのように向き合い、

教わった通りに発信し、教科書、教材を丸暗記し

どのような教育をめざすのか？また、小・中学校

て良い成績を収めてきました。また、インター

にデジタル教科書も導入され大変便利で有効活用

ネットが普及してもパソコン画面を介したコミュ

されていると聞きましたが、スクリーンに映し出

ニケーションには問題があり、対面での授業が理

されて読み取るために、拡大した画面だと見える

想だという考え方が根強いため、オンライン授業

のですが、全体像にすると文字の読み取りが見づ

は歓迎されにくいとされてきました。しかし、今

らい欠点があるので、是非とも、今後は電子黒板

ではそんなこと言っている場合ではありません！

を導入してやっていただきたいと思います。そう

情報化社会の発達に対応し、将来の社会を担う子

すればタブレットからデータを映し出し、生徒間

供の育成には ICT の整備を加速させ、効果的に活

お互いの比較、解説、共有もでき、尚且つ画面に

用していくしかありません。ICT 教育には、テキ

直接手書き、書き込みも、保存することもできま

ストによる文字だけの学習ではなく、画像や動画

すので授業が効率の高い、子供たちの知識やモチ

を取り入れた授業ができ、生徒の興味・関心が深

ベーションも上がると思います。輪之内町では今

まり、モチベーションが上がる効果や、普段みず

後導入する予定があるのか？教育長にお伺いした

から積極的に挙手して発信できなかった生徒も、

いと思います。

PC を使った授業だったら自分の思いが述べやす

令和 3 年 2 月 1 日
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教育長答弁
教育には規範意識、基礎学力の定着、他の人を思
いやる心、
社会性の涵養などの「いつの時代も変わ
ることなく子どもたちの教育に期待される内容（不
易）
」とグローバル化や情報化に対応した教育など
の「時代の流れに柔軟に対応していく必要がある
内容（流行）
」とがあります。子どもたちの将来を
見据えた上で、この「不易」な部分は、引き続き大
切に守りつつ、時代の変化に柔軟かつ的確に対応
した「流行」としての教育を好機として捉え、子ど
もたちを育成していかなければなりません。
平成 29 年３月に告示された新学習指導要領で
は、情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力と
して位置づけられ、ICT 機器はあらゆる学習活動
に必要になります。
学校の IT 環境の整備をより充実させ、子どもが
ICT を活用し、他者と協働し、あたらしい価値を
創造する力が身につくよう「主体的・対話的で深い
学び」の視点から授業改善を実現する必要があり
ます。
町としては、これまで全国に先駆けてコンピュー
タを導入し、現在に至るまで、児童生徒のスキル
アップ、教職員のリテラシーの能力アップ、情報機
器、環境整備を小中学校共に積極的に進めて参り
ました。
また、あらゆる学習の基盤となる ICT 環境を整
備するため、
「輪之内町学校教育の情報化プラン
（2019 ～ 2023 年）に基き、小中学校に大型掲示装
置、授業者用コンピュータ、児童生徒用タブレット
端末、実物投影機、無線 RAN、教師用デジタル教
科書等の整備を拡充・補充してきました。
国は令和元年 12 月に「GIGA スクール構想」を
打ち出しました。この構想は次代を生き抜く子ども
たちが、誰一人取り残すことなく、公平に個別最適
化された創造性を育む教育を、全国の学校現場で
持続的に実現させる構想で、
「児童・生徒一人一台
端末」
「高速大容量の通信ネットワーク」を一体化
に整備するというものです。
輪之内町ではこの構想に基づき、ICT の環境整
備を進めて参りました。オンライン授業システムは
９月末、一人一台のタブレツト端末は 10 月に納入
が終わり、12 月中旬には町内小中学校で運用を開
始する予定です。
学習者用デジタル教科書については、令和元年
４月の「学校教育法等の一部を改正する法律」に

箕浦 靖男 教育長
よってデジタル教科書を併用して授業を行うこと
が可能となりました。
デジタル教科書は①直接書き込みができる。②
音声や映像を使って学べる③文字や画像の拡大が
できるなど学習の場面でいろいろな場面で活用が
でき、子どもたちの集中を高め、深い理解につなが
ります。現在、来年度から導入できるよう進めてい
ます。
電子黒板につきましては、平成 21 年、国の「ス
クール・ニューディール構想学校 ICT 環境整備事
業」の国庫補助により全国の各小中学校に１台ず
つ配備されました。それにつきましては、現在は
破損のためモニターとして使用しています。しか
し、平成 27 年度から電子黒板と同様の機能をもっ
た「電子黒板機能付プロジェクター」を、
町内の各
教室や理科室に整備して、現在活用しています。
ICT 教育は、黒板やプリントを用いた授業から、
パソコンやタブレツトに映し出される画像や動画
等を活用した授業にかわります。子どもたちが疑問
を感じたらインターネットを利用し、すぐに調べる
ことが可能になります。
ICT 機器を子どもたちが、文房具やノートのよ
うに気軽に学習のツール（道具、手段）として使え
るように慣れておけば、社会で役立つだけでなく、
日常生活でも生かせます。
今後も、
教職員にタブレット端末の操作や学習ソ
フトの活用、オンライン授業の実施などの研修を行
い、教職員のスキルアップを図って参ります。
また、各学校に ICT 指導員を派遣するなどリー
ダーとなる教員の養成等に取り組み、児童生徒に
情報及び情報手段を主体的に選択していくための
基礎的な力（情報活用能力）の育成に力を注いで
参ります。
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林 日出雄 議員の質問
私たちが日常生活で使っている水は、自然の中
を循環する大切な資源で、私たちの生活の中でこ
の水はなくてはならないもので、炊事、洗濯、ト
イレ、洗面、風呂など、ありとあらゆるところで
使われており、下水道はこの使われた水（汚水）
を「きれいな水」にして自然に返すことで自然を
守り、私たちがゆとりとうるおいのある生活を行
うために不可欠な施設になっています。しかし、

林 日出雄 議員

下水道が整備されても、接続しないままでは下水
道本来の目的である生活環境の改善や水質保全の

厳しい課題に直面する恐れがあると思います。そ

維持が守れない状況に陥ってしまいます。町民の

うした中で求められるのは町長のリーダーシップ

皆様には下水道事業の経営健全化に向け、普及推

だと思います。

進にご理解とご協力をお願いいたします。それで
は質問に移ります。

私はこうした状況を町民の皆様にもっと！もっ
と！知ってもらい、「オール輪之内」で危機感を
もって取り組んでいくことが大事だと思います。

１．公共下水道の接続推進に
ついて
輪之内町の公共下水道は平成４年の基本構想の
策定から始まり、平成 10 年より管渠工事を着工
し、平成 16 年４月から一次許可区域が供用開始
し、順次計画的に整備を進め、令和３年度には面
整備工事がおおむね完了する計画になっており、
町内全域で公共下水道を使っていただくことがで
きるようになります。しかしながら令和２年 11 月
現在の下水接続状況調査表をみますと総世帯数、
3,423 に対して供用世帯数 2,829（約 83％）が「公
共ます」を設置され、その中の接続世帯数 1,302
（約 46％）が下水道に接続されています。接続率
に関しては供用開始時期が市町村によって違いま
すので、一概には言えませんが現在の接続状況を
みますと岐阜県内 42 市町村で「ワースト３」に
入っているのが現状です。また近隣の町と比較し
ますと神戸町と池田町も輪之内町よりは良いので
すが同じように低い状況です。安八町は 83％で高
い状況です。また大野町は下水道ではなく、合併
浄化槽を推進し、町によって方針は様々です。い
ずれにせよ、供用開始から 17 年目に入り、接続
率が 46％は大変、危機的な状況であり、今後、人
口減少や財政の逼迫といった社会情勢の変化や設
備の老朽化や技術職員の減少など、将来に向けて、

そのためにも数値的な目標を設定してはいかがで
しょうか？また協議会のあり方や推進員さんの活
動等、改善すべき点があると思います。町長のご
見解をお伺いいたします。
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町長答弁
輪之内町における下水道事業の経緯と接続率の
現状については、議員からの質問の通りです。ま
ず、現状の取り組み状況についてご説明いたしま
す。
下水道法では、供用開始区域におけるくみ取り
便所については３年以内に水洗化しなければなら
ないとし、それ以外については、その土地の下水を
遅滞なく下水道に流入させるための排水施設を設
置しなければならないと定めております。このこ

木野 隆之 町長

とから、該当世帯に対しては、下水道の工事説明

接続者の類型毎の課題と対策として、先行自治体

会や受益者負担金説明会等の折に、速やかに下水

の状況を分析し、未接続者の類型毎にそれぞれの

道に接続をしていただくようお願いをいたしてお

課題、それに対応する方策なども示しております。

るところであります。また、広報誌や文字放送に

輪之内町における未接続者の分析調査を進めると

よる下水道の必要性や加入促進に向けての周知な

ともに、先進市町の方策、近隣市町の取り組み方法

ど広報啓発活動のほか、水洗化支援制度として宅

なども参考にしてまいります。例えば、各地区ご

内配水設備の工事に必要な資金の融資を斡旋し、

とに地域の皆さんにご協力いただく方策も含め、

それにかかる利子分を交付する制度を設けていま

様々な方策について下水道推進協議会において議

す。平成 23 年度からは、居住環境の整備工事に関

論を深め、効果的な PR 方法を模索しつつ、下水

する助成金を設け、公共下水道の供用開始から３

道事業推進に努めてまいります。また、議員ご提

年以内に接続の場合は 10 万円、供用開始から３年

案の数値的な目標設定についてですが、平成 24 年

経過後の場合は５万円を上限に下水道接続に伴う

度に策定された「輪之内町第５次総合計画」にお

住宅改修への補助金制度による接続率向上の施策

いて、下水道接続率は令和３年度目標値が 70.0％

を実施してきたところです。加えて、今年度にお

と設定されております。残念ですが現状では目標

いては、９月 10 日を中心とした前後１週間の「下

達成は困難な状況となっております。目標達成の

水道週間」に合わせて、未接続世帯への戸別訪問

ための数値目標を設定することは大変重要であり

を実施する予定でありましたが、コロナウイルス

ますので、事業進捗に向け、実効性のある目標設

感染防止の観点から止む無く実施を見送ったとこ

定を行っていきたいと考えております。

ろです。

接続率を向上させることは、整備済みの施設を

また、下水道事業の面整備（管渠布設工事）が来

フル活用することに繋がり、投資資本の早期回収

年度でほぼ完了する見通しとなっております。接

及び下水道経営の健全化の観点からも重要であり

続率については、今までは加入者が増加するもの

ます。

の管渠布設による供用可能世帯数も増加しており

今後も、議員皆様におかれましても様々な機会

ましたので、結果的に接続率が目に見えて上がっ

を捉え町民への理解が深まるようご協力を賜りま

てこないといった状態でありました。面整備完了

すようお願いをいたしまして、林日出雄議員のご

に伴い、今後は供用可能世帯数は増加しませんの

質問への答弁とさせていただきます。

で、接続率としての数値は今まで以上に上がって
くるものと思われます。また、公共施設における
下水道接続についても、平成 30 年度より順次計画
的に接続を進めており、件数や料金収入は増加し
てまいります。
接続率の現状と課題について、総務省では、未
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大橋 慶裕 議員の質問
１．「ふるさと教育」について
私たちがこれから迎える時代は、生産年齢人口
の減少に伴い、地域社会の担い手が減少している
だけでなく、消費市場が減少し、地方の経済が縮
小するなど様々な社会的・経済的な課題が生じて
いることから、各地域が意欲と熱意を持ち、その
地域の強みや魅力を活かした取り組みを自主的、

大橋 慶裕 議員

主体的に行うことが重要であると考えます。活力
ある地域社会を維持すること、地域創生の取り組

育を実施されていました。改めて各小中学校の先

みはこれらを担う人材の活躍によって初めて実現

生方、関係諸機関やご協力いただいている地域の

されます。

皆様に深く敬意を表する次第です。

先月 NHK の TV で東日本大震災で津波に襲わ

当町にて「郷土の輝く先人」上・下巻という本

れた岩手県大槌町の復興に向けての取り組みで

が平成 16 年上巻、17 年に下巻、輪之内町制施行

「ふるさと科」の放送がされました。「ふるさと科」

50 周年記念として出版されております。より多く

とは「生きる力」や「ふるさと創生」を基盤とし

の町民の皆様に、またこれからの時代を担う子供

た特別教育で「郷土に誇りを持ち社会の変化に柔

達に輪之内町ゆかりの活躍された人を知ることは

軟に対応し将来への夢や希望を描き、実現に向け

大きな励み・活力になると思います。今後ふるさ

て努力する子ども」の育成を目指しています。番

と学習の教材として活用してはどうでしょうか？

組中に感銘を受けた事は、最初は大人が子供に教

教育長の見解をお聞かせ下さい。

えていたことが数年経つと上級生が下級生を教え
るようになっていった事です。ここに文化の伝承
が出来ていることです。
そこで輪之内町のふるさと教育について伺って
きました。輪之内町では各学年週２回、１年間で
約 70 時間、総合的な学習の時間として、ふるさと
教育の時間があります。概要を申しますと、小学
３年生では各校区の伝統文化の探究、４年生は川
と環境、５年生は各校異なり、大薮小では水害や
治水の歴史、仁木小では米づくり、福束小では防
災について、６年生は福祉について、中学１年生
では身近な環境について探究し、郷土への理解を
深める。
２年生は勤労体験活動を通して働くことの意義
や、自分の適性、生き方について理解を深めるこ
とと防災士養成講座、３年生は福祉施設等での体
験、認知症サポーター養成講座等福祉についてそ
れぞれ学び、小中学校７ヵ年を通して「ふるさと」
を追究素材にした地域の良さを発見し、ふるさと
を愛する気持ちを育てていくことを通して地域貢
献活動へ取り組む気持ちを高めていくふるさと教

輪之内町議会だより（11 ）

令和 3 年 2 月 1 日

教育長答弁
「ふるさと教育」とは、高い志とグローバルな視

輪之内町の歴史については、前述のように主に
小学校で学ぶことになっております。そのため「郷
土の輝く先人」は内容がやや小学生には難しく、

野をもって夢に挑戦し、家庭・地域、職場で豊か

そのまま活用することは難しいのではないかと考

な人間関係を築き、地域社会の一員として考え行

えております。そこで、輪之内町では、先人の活

動できる「地域社会人」の育成を目指し、地域に

躍などの歴史や自然・産業を分かりやすくまとめ

根差し地域の特色を生かした教育活動を通して、

た「ふるさと わのうち」という副読本を作成して

子どもたちに「ふるさと」への誇りと愛着を育む

おります。これは、平成 29 年度に輪之内町教育委

教育のことです。

員会と町内小中学校の先生が作成・発行し、平成

輪之内町の子どもたちにおいても、自分が住む

30 年度より各小学校で活用しております。これに

地域を知り、ふるさとの自然・歴史・文化・産業

は、輪之内の治水に尽力した先人も掲載されてお

等に親しむことは、豊かな人間性を育むとともに、

ります。主に、小学校３年生と４年生で活用し、

社会の一員としての自覚を養い、「ふるさと輪之

新しく赴任した先生であっても、輪之内町のこと

内」の財産を未来に伝えることにつながります。

を分かりやすく学習させることができる大変有効

これまで輪之内町の小学校でも、３年生から６

な副読本となっております。

年生までの４年間において、総合的な学習の時間

今後も「ふるさと わのうち」は定期的に内容の

を活用して取り組んでおります。小学校３年生に

改訂を行っていく予定となっており、令和３年度

おいては、輪之内の町の様子・地域で働く人や仕

には内容の改訂を計画しております。その際には、

事・自然等について、小学校４年生においては、
輪之内町の川を中心とした環境・自然等について、

「郷土の輝く先人」についても参考資料として活用
していきたいと考えております。

小学校５年生については、水害や治水・地域防災・

輪之内町には、誇ることのできる自然・歴史・

米作りについて、小学校６年生においては、福祉

文化・産業等があります。これからもそのすばら

について学習を進めています。中学校では、小学

しい魅力を児童生徒に積極的に親しませ、豊かな

校での学習を活かすとともに、自分の将来の夢へ

人間性を育むとともに、将来地域社会の一員とし

の自己実現への目標を達成するための学習へと繋

て活躍する「地域社会人」の育成を目指して取り

げ、中学校１年生においては、身近な環境につい

組んでいきます。

て探求し、郷土への理解をさらに深める。中学校
２年生においては、防災士養成講座を通して、輪
之内だけでなく広い視野に立った防災教育の充実
と勤労体験活動を行い、働くことの意義や自分の
適性を見つける。中学校３年生においては、福祉
施設等での体験や認知症サポーター講座等を通し

ふるさと
わのうち

▲

て、これまで学んだことを総合的に活かして進路
決定に向かっております。
このように輪之内町では、小学校から中学校に
す。さらに教育を充実させるための案として、大
橋議員より「郷土の輝く先人」を活用されてはど
うかと質問をいただきました。「郷土の輝く先人」
は平成 16 年・17 年に発行されており、先人の功
績をまとめた本であります。そのため、学習に活
用することは、輪之内町の歴史を学ぶ大変よい資
料になります。

郷土の輝く先人

▲

渡り、継続的に「ふるさと教育」を進めておりま
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上野 賢二 議員の質問
１．コロナ禍での対応について
昨年末、中国武漢市において新型コロナウイル
ス感染症が確認されてから１年が経とうとしてい
ます。この間、国民の生命と生活が脅かされ、経済
活動も前例のない危機の渦中にあり、このような
事態がいつ収束するのか、その目途すら立たない

上野 賢二 議員

事態に直面しています。現在我が国においては「第
三波」が押し寄せ、大都市圏を中心に新規感染者、

去最多とかの連日の報道にも驚きは少なく、警戒

重症者が過去最多を記録するなど猛威を振るって

感も希薄になり、気が緩みがちになってきている

います。政府も危欄感を持って対応にあたってい

ように思われます。また県による感染防止対策徹

ますが、収束後の実施としていた「GOTO トラベ

底のメッセージもどこまで周知されているのか定

ル」等の観光支援事業を前倒して実施し、感染防

かではありません。マスク着用や手指消毒等が日

止と経済再生の両立を目指す政府は GOTO キャ

常化されてはおりますが、今一度、町長名による

ンペーンの見直しに躊躇するなど対策は二転三転

町独自の感染防止対策の徹底についてメッセージ

し、場当たり的な対応や自治体任せとも言える対

を発信する必要があると考えます。

応に国民は大変苦慮し、飲食業界等から不満も出
てきています。岐阜県も例外ではなく、11 月 25

⑵

イベント、行事等の開催基準について

日には１日当たりの新規感染者が過去最多タイの

前述のとおり、コロナ禍の中、町及び地区のイ

30 人に上り、27 日には累計数が千人を超えてこの

ベントや行事はほとんど中止となりました。各種

３ヵ月で倍増しており、更に 12 月３日には新規感

団体や地区においても行事等の開催について苦慮

染者が 42 名確認され、過去最多を更新し、高齢者

し、悩ましい状況が続いています。報道等の情報

福祉施設や病院、接待を伴なう飲食店など各地で

や町行事の動向を見て、止めといたほうが無難と

クラスターが発生しております。

いう中止ありきの風潮がみられるように思われま

県においては感染症流行期の冬季、年末年始を

す。このコロナ感染症は飛沫による感染が最大の

控え、最大限の警戒と感染防止対策の徹底を県民

要因であり、経路も大都市圏での接触者からの流

に呼び掛けるとともに、11 月 12 日には愛知・岐

入が多いといわれており、地区内の人の集まりや

阜・三重３県知事共同緊急メッセージが発信され

飲食を伴わない行事・イベン ト等はマスク着用

ました。本町におきましても各種イベントや町行

の上、最大限の注意喚起をしながらの実施であれ

事等はほとんど中止となりましたが幸い感染者は

ば、問題ないと個人的には思っております。文化・

１名で推移しております。

スポーツイベント・地域行事等各種団体や地区の

このような状況下の中、多様化した行政サービ

主催者が適切に判断できるよう、町にて開催基準

スや感染者数の差異により、ますます市町村の独

について方針やガイドラインを分かりやすく示す

自判断が求められていくのではと思います。今後

必要があるのではないかと思います。また、主催

も長期化が予想されるコロナ禍での対応について

者が安心して開催できるよう相談・アドバイスも

質問いたします。

行っていく必要があるのではと考えます。

⑴

⑶

感染防止対策メッセージの発信
長期にわたるコロナ禍生活が続き、特に本町の

心のケア・サポートについて
コロナ禍の影響が長期化する中、この感染症に

ように感染者が少なく、自分の周りに感染者がい

対する恐怖心、誤解や偏見により、感染者の排除、

ない地域においてはコロナ慣れが生じ、感染者過

差別、SNS に誹謗中傷を書き込むなどの「コロナ・

輪之内町議会だより（13 ）

令和 3 年 2 月 1 日

ハラスメント」問題が起こったり、経済状況の悪

やネットパトロールの実施を掲げ、９月１日付に

化により非正規労働者を中心に失業者数も増加し

て知事はじめ県下市町村長名にてストップ「コロ

ています。また、７月以降、様々な年代において、

ナ・ハラスメント」宣言が発令されました。また、

特に女性の自殺者が大幅に増加しているとのこと

自殺予防対策として岐阜いのちの電話、こころの

です。コロナの影響で派遣切りされたなど生活不

ダイヤル 119 番等の相談窓口を設置するなど岐阜

安の増大が原因の一つと指摘されています。この

県地域自殺対策推進センターにて取り組みが行わ

ような状況を見ますとコロナ対策として感染予防

れています。

対策、経済対策とともに心のケア・サポート対策

本町におけるコロナ・ハラスメントやコロナ禍

も取り組むべき最重要課題の一つであると考えま

による自殺者などの事例はあるのか、状況把握は

す。

なされているのか、また、相談窓口の設置等、よ

県においては県民への感染防止対策メッセージ
の中にコロナ・ハラスメントを許さない環境づく

り身近な町としての対応策のお考えはあるのか、
お尋ねいたします。

りとして様々な啓発に加え、相談支援体制の強化

町長答弁
⑴

６回（４月１回、５月２回、７月１回、９月１回、
12 月１回）掲載しております。

感染防止対策メッセージの発信について
新型コロナウイルス感染症につきましては、全

世界で前例のない危機に晒されており、日本でも

その他、保健センター職員による感染予防の呼
びかけも定期的に行い、小学校長からのメッセー
ジの発信も実施して参りました。
まだまだ先が見えず、長期にわたるコロナ過で

「第３波」の感染拡大が起きており、その収束が見
通せず、かつてなく厳しい状況に追い込まれてお

の生活が続くことが懸念されます。
今後も、年末年始にかけ、外出や会合等感染リ

ります。
私たちは、引き続き感染症対策の基本である３

スクの高まる機会も多くなり、引き続き感染予防

密回避、マスクの着用、ソーシャルディスタンス

の徹底をお願いすべく、継続して、12 月の中下旬

の確保などの徹底に努め感染症を最小限に食い止

に輪之内スマイルチャンネルでのメッセージの配

める努力が必要と考えております。

信予定の他、町 HP でのメッセージの発信や広報

当町でのコロナウイルス感染症予防対策の取り
組みにつきましては、衛生面では、今年４月から

無線・広報わのうち等あらゆる情報媒体を活用し
て呼びかけを徹底して参ります。

の子ども園・小中学校・高齢者や妊婦の方へのマ
スク配布をはじめ、全世帯へのマスクの配布事業

⑵

イベント、行事等の開催基準について

や、手指消毒液配布事業等、できる限りの対策を

現在のコロナ過でのイベント等の開催基準につ

行って参りましたことはご案内のとおりでござい

きましては、令和２年 11 月２日付けの内閣官房新

ます。

型コロナウイルス感染症対策推進室より「令和３

また、ご質問の町独自のメッセージ発信につい

年２月末までの催物の開催制限、イベント等にお

ては、私からのメッセージを輪之内スマイルチャ

ける感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた

ンネルで都合３回（５月上旬、下旬、８月中旬）、

取り組み強化等について」で示されております。

動画発信をしたところです。
その内容は、５月上旬には、国の緊急事態宣言

町でのイベント行事等の開催につきましては、
国の示しているガイドライン、また、岐阜県の、

を受けた活動自粛の呼びかけ、５月下旬には、緊

新型コロナウイルス感染症対策本部で策定されて

急事態宣言解除に伴う感染症対策の徹底、そし

いる「コロナ社会を生き抜く行動指針」に基づき

て、８月には、第２波非常事態に伴う活動自粛の

感染防止対策に取り組み、実施をしている状況で

お願いのメッセージ配信を１日３回放送しており

あります。

ます。
また、町 HP にて私からのメッセージとして、

開催にあたっては、個々の感染防止対策を行っ
た上で、会場での収容人数の制限や滞在時間の短

（ 14）輪之内町議会だより
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縮、来場者の連絡先や健康チェック、十分な間隔

型コロナウイルス感染症対策本部会議」を設置し、

の確保・会食や大声での発声などは控える等に留

現在までに 12 回の会議を重ねて全庁的に情報共

意するなどの対策を行えば、開催は可能であると

有に努めて参りました。

考えており、議員と意見を異にするものではござ
いません。
議会初日にも述べさせていただきましたが、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、そうした地域活力の醸成の場を失った
ことは、非常に残念でなりません。

その中で、感染者が発生した場合の初動体制や
業務継続計画（BCP）、県が実施する経済対策に対
応する組織体制の構築を順次進めてきたところで
あります。
さて、ご質問の「自殺者などの事例、状況把握」
についてですが、今年の１月から 12 月７日現在ま
でで、町に死亡届出をされた方の内、自らの命を
絶った方の報告はありません。

しかし、この何もしない状況が常態化してしま

続いて、相談窓口の設置ですが、保健センター

い、各種行事やイベントの目的や開催意義自体が

内に相談窓口を設置すべく６月定例議会における

希薄になり、やらなくても生活に影響が無いとの

一般会計補正予算（第２号）を計上しお認めいた

考えに傾斜し、規模縮小または自然消滅してしま

だきました。これにより、早速窓口の設置をした

うことを最も恐れるものであります。

ところです。

そうしたことを踏まえたうえで、ご質問の「町の

現在までの相談件数は 22 件で、内容としては

開催基準についての方針やガイドラインや相談・

「子どもや自身に発熱の症状があるが、どう行動す

アドバイスの必要性」について、対応を次のよう

べきか」といった感染症における直接的な相談内

に考えております。

容で、いわゆる心のケアサポートが必要な相談案

例年ですと、これからは各区や自治会の総会の
シーズンを迎えます。
そこで、ソフト面では、県等のガイドラインを
参考にお示しするとともに、相談体制を構築して
参ります。
また、ハード面では、地元の集会場施設が手狭

件はございません。
とはいえ、感染の集団発生は、災害の１つとさ
れ、自然災害と同様にこころの問題を引き起こす
ことが知られています。
感染の拡大は、人の心に不安や恐怖、強い怒り、
興奮、不眠など様々な気持ちが生じることがあり

で社会的距離（ソーシャルディスタンス）の確保

ます。これらの感情は決して特別なものではなく、

が困難な場合、
「比較的広く空調設備が整っている

この状況では誰もが起こり得る心理反応です。

町有施設の優先的無料貸し出し」等の方法を講じ
て参ります。

少しでも心の不調を感じたときは独りで抱え込
まず、誰かに気持ちを伝えていただくことが有効
とされています。

⑶

心のケア・サポートについて

町では、引き続き保健センターで面接・電話相

このコロナ禍における精神的ストレスの蓄積は

談等の健康相談を随時受け付け必要に応じて県精

各個人の差はあれど、かなりの高ストレスになっ

神保健福祉センターと連携をとりながら、町民に

ていることはご案内のとおりであり、岐阜県にお

寄り添った対応を継続して参ります。

いても様々な対策を講じていることは議員が言及
されているとおりであります。
その施策決定に至る場として、
「岐阜県新型コロ
ナウイルス感染症対策協議会」、と「対策本部本部
員会議」が設立され、現在までに「協議会」が 10
回、本部員会議が 22 回開催され、その中で、私ど
も市町村も参画し、先述した各種施策の構築をし
てきたところです。
また、当町においても、私を本部長とした「新

今後も先の見えない不安、ストレスを感じてい
る方へ相談先やストレスを和らげる方法をリーフ
レットや広報誌等を通じて啓発に努めて参ります。

輪之内町議会だより（15 ）
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浅野 進 議員の質問
１．加齢性難聴者の補聴器購入に
助成金を
高齢者は、70 歳代の男性の 23.7%、女性では
10.6%、80 歳代では男性は 36.5%、女性は 28.8％
の人が難聴者となっていると言われています。原
因は動脈硬化による血流障害が原因とされてい

浅野 進 議員

ますが、さらにストレス、睡眠不足、騒音、運動
不足などがあげられています。難聴になると家族

との声が多くあります。

や友人との会話が少なくなり、会合出席や外出の

補聴器の更なる普及で、高齢になっても生活の

機会が減り、コミュニケーション障害が起こると

質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことが

されています。さらに、認知機能低下が、正常聴

でき、認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、

力の人より 32% ～ 41％の悪化があると言われて

医療費の抑制にもつながります。町長の見解を求

います。

めます。

厚労省でも高齢者のひきこもりの要因の一つに
「聴力の低下」をあげて対策を求めています。現
在、難聴者の 14.4％しか補聴器をつけていないと
の統計もあります。理由の一つは、補聴器の価格
です。補聴器は 3 万円くらいから 30 万円以上の
ものもあり、平均で 15 万円と「価格が高すぎる」

町長答弁
当町の補聴器購入費の助成につきましては、障

議員ご質問の主旨は、身体障害者手帳を所持し
ない難聴者への対応如何と受け止めましたが、
これ
は現在のところ補聴器助成の対象外であります。

害者総合支援法に基づき、聴覚障がい者が日常生

また、補聴器使用による認知症低下防止効果に

活において又は就労若しくは就学のため補聴器を

ついては、国により、平成 30 年度から３か年計画

継続して使用することを目的に、規定により補助

で「補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知症

金を支給しております。補助割合は、国が、１／

機能低下予防の効果の検証」研究を実施している

２、県が１／４、残り１／４が町費でございます。

ところであります。

支給要件は、身体障害者手帳を取得された方す

県では、9 月に市町村を対象に高齢者向け補聴

なわち両耳の聴力レベルが 70 デシベル以上、また

器助成事業に関する意向調査を実施し、県補助事

は一方の耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、かつ

業の実施について検討しています。検証研究の結

他方の耳の聴力レベルが 50 デシベル以上の方で、

果を注視しながら、補聴器購入費助成の拡充につ

医師の意見書及び身体障害者更生相談所により、

いて的確に対応して参ります。

使用が必要であると判定を受けることが求められ
ます。

また、睡眠不足、運動不足等日頃の生活習慣が
難聴の原因の一つとあげられていますが、これら

町における平成 25 年度以降の支給決定件数は

を解消することは介護予防の目的と共通するとこ

現在まで、購入が、計 10 件、修理が計 12 件、平

ろであると認識しています。高齢者が健康的な生

均価格は購入が 1 件約 7 万円、修理が 1 件約 1 万

活を継続して送れるよう「脳リフレッシュ教室」

7 千円となっております。そのうち 65 歳以上の方

をはじめとする介護予防事業を引き続き推進して

の購入が 9 件、修理が 4 件でございます。

参りたいと存じます。
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田中 政治 議員の質問
季節の移り変わりは早いもので、暑い暑いを連呼してい
たら、気がつけば晩秋、月日が経つのは早く師走。新型コ
ロナウイルスに明け暮れた１年でした。今年の流行語大賞
は３密だとか。まだまだ続くコロナ禍騒動。来年にはワク
チンもでき、終息に向けて期待されます。

１．教育環境について
新型コロナウイルス感染拡大により、情報通信
技術（ICT）を整備する国の GIGA スクール構想
により本年度末までに、全児童、生徒に 1 人１台
のタブレット端末が貸与される事になった。
子供達が端末を使いながら授業を受ける時代が
来た。子供達は新しい勉強の方法、可能性に期待
していると思います。
しかし、端末という 1 つの教材が全ての先生が
得意なわけではないと思われるので大変とは思わ
れますが、新しい授業のやり方を研究していただ

町長答弁
①タブレット端末の活用についての考え
タブレット端末（ICT 機器）は、児童生徒が文
房具やノートのような手段として、あくまでも学
習効果を高めるための「ツール」であると考えて
おります。
「教育の情報化」推進計画に基づき「１人１台
端末」を活用した授業改善と情報活用能力の育成
をテーマに情報科教育を進めていくことにつきま
しては、先日開催の行政側と教育委員で構成する
総合教育会議において、その方向性を確認したと
ころです。
タブレットを媒体として児童生徒が意見を交換
したり、話し合ったりすることで、コミュニケー
ションが増え、思考力 ･ 判断力 ･ 表現力の向上に
つながると考えます。
②家庭学習での活用について
コロナ禍での学校休業期間中、小学校６年生、
中学校３年生にタブレット端末を貸し出して、
「zoom」を使ったオンライン授業を実施したとこ
ろですが、新学習指導要領の「対話的学び」の実
現に有効と考えております。

田中 政治 議員
きたいと思います。
町長、教育長にお尋ねします。
①タブレット端末の活用についての考え
②家庭学習にも使用できるのか（家への持ち帰り）
③子供達の健康管理について
特に視力に問題が出ない対策について
④教室の換気対策について、１年を通してできる
有効な方法についての考え
１人１台端末はまだ整備されたばかりです。今
後どのように活用していくか解決すべき課題山積
ですが、新型コロナウイルス感染症対策による臨
時休業時や災害時等、あらゆる場面での活用につ
いて対応できるよう検討してまいります。
③子どもの健康管理、特に視力に問題が出ない対
策について
文科省の令和元年度学校保健統計調査によりま
すと、裸眼の視力が「1.0 未満」の小学生は 5 年連
続の増加で 34.57％、中学生が 57.47％の過去最多
と発表しています。
文科省は、視力低下について「スマートフォン
の普及などが背景にあるのではないか」と推測し
ています。
スマートフォン・タブレットの長時間利用への
対応策について、学校における取り組みだけでは
十分ではありません。
家庭でも、タブレットを使用しすぎないよう、
時々目を休めるよう注意してもらうことが大切に
なります。
④教室の換気対策について、1 年を通してできる
有効な方法についての考え

令和 3 年 2 月 1 日

文科省の学校における新型コロナウイルス感染
症に関する衛生マニュアル～「学校の新しい生活
様式」～（2020.12.3 Ver.5）で、３密のうち「密
閉の回避」換気の徹底の基準を示しています。こ
のガイドラインを基に小中学校の換気対策を行っ
ております。
これによれば、空気清浄機、エアコン、換気扇

教育長答弁
①タブレット端末の活用についての考え
１人１台タブレット端末は、あくまで学習の効
率を高めるための道具であると考えております。
私たち大人が、普段スマホで調べたり、メッセージ
を送り合ったりするように児童生徒が当たり前の
道具として活用していくことを目指しています。
その活用は、大きく２つの場面が考えられます。
１つ目は、個別学習での活用です。
例えば、問題を解決するためにインターネット
で検索して情報を集めることや、コンピュータで
出題される一人一人の学習状況にあった問題に取
り組むなど、児童生徒が主体的、意欲的に学べる
ように活用しています。
また、教師は、一人一人の学習の様子をタブレッ
ト端末に映し出し、児童生徒の理解や関心の程度
を把握して、指導に生かすことが可能になります。
２つ目は、協働学習での活用です。
例えば、学習したことをプレゼンにまとめると
きに、タブレット端末を使うことで、グループで
分担や協力をして１つの作品を制作することがで
きます。児童生徒同士による意見交換、発表など
お互いに高めあう学びを通じて、思考力・判断力・
表現力などを育成することが可能になります。
②家庭学習での活用について
１人１台端末は、家庭学習にも使用することが
できます。５月の休業期間中には、小学校６年
生、中学校３年生にタブレット端末を貸し出して、
「zoom」を使った双方向のオンライン授業やオン
ライン朝の会を行いました。同様の取り組みがで
きた自治体は全国で５％程度です。今後、新型コ
ロナウイルス感染症等による臨時休業の措置がと
られることになったとしても、各家庭に持ち帰り、
オンライン授業をすることができるよう、環境を
整えるなどの準備を進めています。
また、インターネットを使うことで、教師から
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等を使用した場合でも自然換気と併用が必要とな
るものと思われます。
今後、１年を通し気候を勘案した有効な換気対
策について検討を重ね、児童生徒の健やかな学び
を保障してまいります。
詳細については、教育長から答弁いたします。

家庭にいる児童生徒に対して課題を出し、児童生
徒が課題に取り組んだレポート等を教師へ提出す
るなどの学習も可能になります。さらに、学習支
援ソフトを使用することで、学校で取り組んだ学
習の続きを家庭で行うことも可能になります。
しかしながら、このような活用方法を教師が、
効率的に活用できるようにすることが必要になり
ます。輪之内町では、昨年度から各学校に児童生
徒用のタブレット端末を導入して活用を進めてき
ました。この実績をもとにしながら、２ヵ月に１
度、各学校の情報教育主任を集めて研修を行い、
その内容を各学校で広める取り組みを行います。
また、学校のニーズに合わせた研修を位置付ける
ことで、
「これならできる」という活用への見通し
や「これならやってみたい」という活用意欲を喚
起していきます。
いずれにいたしましても、全国どの教員も初め
ての経験となります。最初から 100％を目指さず、
できるところからやっていくという姿勢で取り組
んで参ります。
③子どもの健康管理、特に視力に問題が出ない対
策について
暗いところ、あるいは極端に明るいところで電
子黒板やタブレット PC の画面を見たり、近い距
離で、長時間画面を見続けたりすると、児童生徒
の目の疲労を早めて視力の低下につながる可能性
があります。
そこで、カーテンや照明を使って教室内の明る
さを調整したり、児童生徒が姿勢よくタブレット
を使うように指導したりします。また、タブレッ
トを使うときと使わないときを作るなど、バラン
スのよい使い方をしていきます。
しかしながら、学校における取り組みだけでは
十分ではありません。保護者・児童生徒に対して、
「輪之内町小中学校タブレット活用のルール」を配
付して、学校と家庭が情報共有を図った上で、連
携して取り組みます。
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④教室の換気対策について、１年を通してできる
有効な方法についての考え
文科省の学校における新型コロナウイルス感染
症に関する衛生マニュアル～「学校の新しい生活
様式」～（2020.12.3 Ver.5）では、３密のうち「密
閉の回避」換気の徹底の基準を以下のように示し
ています。
⑴ 換気は、気候上可能な限り常時、こまめに２
方向の窓を同時に開けて行う。困難な場合は、
30 分に１回以上、数分間程度、窓を全開する。
⑵ エアコンを使用している部屋は、室内の空気
を循環しているだけで、室内の空気と外気の入
れ替えを行っていないことから、エアコン使用
時においても換気は必要である。
⑶ 学校に換気扇等の換気設備がある場合には、
常時運転する。学校の換気設備だけでは人数に
必要な換気能力には足りず、窓開け等による自
然換気と併用が必要である。
⑷ 冬季における換気は、冷気が入りこむため窓
を開けづらい時期だが、空気が乾燥し、飛沫が
飛びやすくなることや、季節性インフルエンザ
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が流行する時期なので、徹底して換気に取り組
むことが必要である。
⑸ 室温低下による健康被害の防止として、換気
により室温を保つことが困難な場面が生じるこ
とから、室温低下による健康被害が生じないよ
う、児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指
導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用
について対応する。また、室温が下がりすぎな
いよう、空き教室等の人のいない部屋の窓を開
け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮
な空気を人のいる部屋に取り入れること（二段
階換気）も、気温変化を抑えるのに有効である。
このガイドライを基に小中学校の換気対策を
行っております。空気清浄機等の使用も換気対策
に有効であると考えますが、エアコンや換気扇等
と同様に自然換気と併用が必要となります。
今後、地域の感染状況を踏まえ、学習内容や活
動内容を工夫しながら可能な限り、児童生徒の健
やかな学びを保障していくため、１年を通して有
効な換気対策について検討を重ねてまいります。

２．防災力の強化について
12 月に入り２件の火災が発生しました。被害に
あわれた皆様には心より御見舞い申し上げます。
サイレンの音に驚き、急いで現場に行きました。
長い間降雨もなく、非常に乾燥している状態の中、
見る見る屋根が焼け落ちてしまいました。
他人事ではありません。冬本番を間近に迎え、
暖房等により火災の危険も多くなります。
以下町長にお尋ねします。
①大垣消防署の到着時間について
（住民の声）福束橋が混んでいて少し時間が遅
くなったそうだ。どんな時でも待っている時は長
く感じるものですが…。
常備消防設置の見通しについても知らせて下
さい。

町長答弁
①大垣消防署の到着時間について
大垣消防組合のデータを見ますと、火災の際の

②水利について
町の基準 80m 以内に１本の消火栓を 40m に
１ヵ所ぐらいに改正したらどうかと思います。当
日は女性の方（中高年と思われる）が数人消火栓
の前に集まって、ホース重いから何本も出されへ
ん、どうしたら良いかと、本当に慌ててやってみ
える。初期消火の重大性は昔から言われているが、
実際は（現場に来れる人）大変難しいと実感しま
した。
③事後の後始末について
不幸な出来事になってしまった後も大変、木材
を含め大量のゴミとなってしまったものについ
て、どうゆうふうに取り組むのか、昔と今では全
く違うので、自助、共助、全助の点からお考えを
お願いします。
大垣消防組合中消防署南分署から当町現地への平
均現場到着時間は、
平成 29 年は、10 分 45 秒、
平成 30 年は、13 分 49 秒、
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令和元年は、11 分 01 秒となっており、慢性的に
到着が遅い地域（10 分超過）は、楡俣、下大榑、
下大榑新田、海松新田、松内とのデータ報告があ
ります。
ちなみに、近時の２件の火災における現場到着
時間は各々約 12 分、約９分と聞き及んでおります。
なお、懸案となっている福束大橋の渋滞を起因
とする到着時間については、一般論の域を脱しま
せんが、
「出動隊員の見解では、条件によって異な
るが、３分程度の遅れが出る」と聞いております。
救急にしろ火災にしろ当事者にしてみれば、そ
の「待つ時間」は非常に長く感じるのは、そのと
おりだと思います。
また、それに対策を講ずるべく「常備消防署所
の設置の見通しについて」の質問もいただきまし
た。
今年度に入り、南分署の誘致について都合５回
にわたり協議を進めて参りました。
現時点での結論としては、「膠着状態」にあり
ます。
当町としては、この常備消防署所の誘致は長年
の行政課題として捉えていること、一方大垣消防
組合としては、端的に申しますと「人口密度」に重
点を置くという見解で、変わらず現在地の横曽根
地内が最適地という見解は変わっておりません。
大垣消防組合管理者は今年度中に「合意」を得
たいとの意向ですが、当町としては納得できる結
論を得るべく引き続き協議を重ねて参ります。
②水利について
議員は過日の福束新田地内における火災の際の
現場混乱について、その状況を憂いての提案と理
解しました。
現在、消火栓の設置基準については、既存消火栓
から半径 80m 以上離れた場所で設置という内規
により運用していることはご案内のとおりです。
議員からは、昼間の火災においては、現実的に初
期消火にあたることのできる人は、在宅者である
中高年の女性の方々がほとんどという状況から、
ホースを３本も繫いでの放水作業は困難かつ重労
働であるため、半分の 40m ピッチでの消火栓の設
置に運用改正できないかというご提案と理解しま
した。
確かに、時代の潮流から就労形態は昔と様変わ
りし、昼間の火災の出動できる消防団員の数も限
られているのが現状で、先般の２件の火災でも消
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防団員の出動率は、機能別団員を含め、37% でご
ざいました。
やはり、火災の場合は初期消火が有効であるこ
とは論を待ちません。
物理的に消火栓を倍（80m → 40m）にすること
と、取り扱うホースが少なくなれば初期消火活動
の時間短縮に繋がり有効なご提案と受け止めま
した。
ただ、町内全地域を一朝一夕にこの状態にする
には応分の時間と費用が必要になります。
従って、議員から本議会の総務産業建設委員会
でもご提案の有りました消火栓の付属機器類の
ハード面の整備と合わせて、今年度から始めてお
ります自主防災組織の強化のソフト面の両面から
適宜中長期計画を構築して進めて参ります。
③事後の後始末について
不慮の事態で不幸にして失火を出してしまわれ
た方の心中を察するとき、その絶望感はいか程か
と慮るばかりです。
ご質問は、火災後の後始末について、
「公助」と
いう観点から行政として、救済的措置についての
質問と理解しました。
ご質問にある「木材を含め大量のごみ」の処理
については、大垣消防組合が発行する罹災証明を
受け、町が西南濃粗大廃棄物処理組合廃棄物処理
手数料の減免許可書発行します。
その許可書により、養老町にあります西南濃粗
大廃棄物処理センターで無料で処理することがで
きることとなっております。
また、瓦やコンクリートガラ、土壁については、
無料で南波最終処分場で受入ます。
その他、火災で被災された場合、
固定資産税（延滞金含む）の減免措置、
国民健康保険の一部負担金減免措置、
日本赤十字社救急物資の配布、
介護保険料の減免措置、
後期高齢者医療保険料の減免措置、
水道料金、下水道料金の減免措置等があります。
いずれにしましても、このような措置を行使す
る事案が生じないようにすることが肝要かと思慮
します。
時節柄、空気も乾燥しており、火災のリスクが
高まる季節でもありますので、火災予防の啓発を
進めて参ります。

（ 20）輪之内町議会だより

令和 3 年 2 月 1 日

常任委員会審査から

レポート

（主な質疑）

各常任委員会は、12 月７日開催され、令和２年度一般会計補正予算（第５号）、後期高齢者医療特別
会計補正予算（第１号）、輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）、輪之内町議会議員及
び輪之内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定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。

総務産業建設
令和２年度 一般会計補正予算
（第５号）
総務課

Ｑ

職員等の期末手当にかかる減額補正はいつ行う

のか。
Ａ

３月補正にて対応する。
総務産業建設常任委員会委員長報告

危機管理課
Ｑ

消火栓負担金の増額補正に伴い、水道会計は補

Ｑ

消火栓器具の管理や整備を町で行う意向はない
のか。

正しないのか。
Ａ

３月議会での補正予算で対応する。

Ａ

町としても以前から要望をいただいているとこ
ろではあるが、２～３年前からはコミュニティ助

Ｑ

今回消火栓を設置する箇所については、元々家

成事業を活用して消火栓器具を整備するよう区長

が建っていた場所か。
Ａ

に提案している。器具の整備に対する区への財政
的な措置についてはご提案として承り、今後対応

すべての箇所で元々家が建っていた区域に設置

させていただく。

する。
Ｑ

今回消火栓を設置する箇所は、既存の消火栓か
らの距離はどれくらいあるのか。

Ａ

経営戦略課
Ｑ

三世代同居・近居助成金は、今回の補正予算を
含めると全部で何件分になるのか。

消火栓内規では既存の消火栓から 80m 以上離
れていることが設置の条件となっているため、少

Ａ

全部で７件分の予算になる。

Ｑ

いつまでに申請をするなどの期限はあるのか。

Ａ

転入の翌日から起算して一年以内に申請するこ

なくともそれ以上の距離がある。
Ｑ

ホース等の消火栓器具の管理を行っているのは
町と区のどちらか。

Ａ

とになっている。

消火栓本体の管理は町で行い、ホース等消火栓
器具の管理は区で行っている。

Ｑ

転入の際、この制度についてお知らせをしてい
るのか。
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４月の区長会において、転入者から区長さんに

を増していくように取り組む。薩摩義士について

転入の挨拶があった際には、この制度を紹介して

は、文化財の助成を受けて観光委員会での取り組

いただけるようお願いをしている。

みを活用し、丸毛兼利については、観光ガイドを

Ａ

実施するなど観光客として輪之内町へ来町する人
●提言

に対応するなどの取り組みを継続して行うことで

転入手続きの際、役場の窓口でもチラシ等

一過性にならないように取り組んでいく。

によりお知らせをすると良いのではないか。

税務課
Ｑ

還付金の手続きは５年遡ることができるのか。

Ａ

ご質問のとおりで、遡及期間は５年である。

産業課
Ｑ

元気な農業産地構造改革支援事業費補助金につ
いて、何に基づいて補助金の交付を受けているの

輪之内町議会議員及び輪之内町長の選
挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例の制定について
総務課
Ｑ 最低得票数に達しなかった場合はどうなるのか。
Ａ

か、また、県で採択されたら町も採択されるのか。

供託金の 15 万円は没収され、公費負担分は自己

Ａ

負担となる。

県において、事業採択するにあたり、様々な条
件や基準を定めた規定がある。町としては県の補

Ｑ

公費負担の金額はいくらになるのか。

助を受けることが決定した事業について、上乗せ

Ａ

１人あたり最大 65 万 8,141 円。

Ｑ

この条例の公費負担に対し、国や県から補助は

する形で５％の補助金を交付している。
Ｑ

ジャンボタニシ駆除委託について、どのように
して行っているのか。

Ａ

あるのか。
Ａ

輪之内町シルバー人材センターに委託し、３名

町の条例のため補助はないが、公職選挙法施行
令どおり公費負担額を定める。

で町内を巡回し駆除を実施している。
Ｑ

新生活様式対応改修等助成金とは何か。

Ａ

新型コロナウイルス感染予防の取り組みを行う

Ｑ

今回の条例制定の趣旨はなにか。

Ａ

お金のかからない選挙の実現と機会の均等とい
う観点から制定を行う。

事業者について、15 万円を上限に経費の４分の３
を助成するものである。
Ｑ

Ｑ

公費負担はありがたいが、上限が高すぎないか。

Ａ

あくまで上限を定めただけであり、立候補者か

甲冑について、新しい物を作るのではなく、ど

らみると、町政を良くしたいなど志を高くもった

なたかに寄贈してもらってはどうか。
Ａ

方が立候補しやすい環境の構築と有権者側から見

イベント等で着用し動けるように作るので戦国

れば選択肢の拡大に繋がるとの期待もある。

時代に実際に存在していたものではないが、デザ
インや形など当時の物を忠実に再現した形で作っ

Ｑ

ポスター業者等を町が指定してはどうか。

てもらい、展示もできるようにする。

Ａ

町が業者を指定すると、候補者の個性が失われ
る可能性があるため、業者の指定はしない。

Ｑ

丸毛兼利に関する取り組みを色々と進めている
がその意味合いは何か、また過去にも薩摩義士の

Ｑ

ポスターの作成枚数の上限はあるのか。

舞台や町の花・たんぽぽのキャラクター等の取り

Ａ

作成枚数に上限はないが、ポスター掲示場の数

組みについて、いつもすぐ終わる印象があるが今
回はどのようにするつもりか。
Ａ

輪之内町だけでなく県との連携等により発信力

×単価の分が公費負担となる。
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文 教 厚 生
令和２年度 一般会計補正予算
（第５号）
福祉課
Ｑ

こども園等で購入するサーモグラフィカメラ
は、どのようなものを設置するのか、また機器購
入は入札により行うのか。

Ａ

学校と同様のものを設置し、機器購入は入札に

文教厚生常任委員会委員長報告

より行う。

教育課
Ｑ

こども園の新型コロナウイルス感染症対策とし

Ｑ

て、換気の際、窓からの虫の侵入を防ぐ網戸は、

小中学校管理用備品で購入する図書館書籍用除

どのようなものを設置するのか。
Ａ

菌ボックスとはどのようなものであるのか。
Ａ

ステンレス製の取り外し可能なものだが、レー

電子レンジのような大きさのもので、紫外線を
使って図書を除菌する機械である。図書の衛生面

ルがない窓枠に設置するため、移動は難しい。
Ｑ

窓を開放するより屋内に空気清浄機を設置する

が気になる方に自主的に利用してもらう。
Ｑ

換気目的のために小中学校に網戸を設置をする
とのことであるが、空気清浄機を使用しての換気

思われるが、検討はしたのか。

は考えていないのか。

Ａ

方が新型コロナウイルス感染防止に有効であると
新型コロナウイルスの空気清浄機の除菌効果が

Ａ

文科省の新型コロナウイルス感染症対策衛生管

検証できていないため、窓開放による換気で感染

理マニュアルでは常時換気することを必要として

防止対策をする。

いる。空気清浄機を使用していても窓の換気は必
要なため、常時換気できるように網戸を設置する。

Ｑ

網戸設置後、ゴミ付着等網戸が汚れたときどう
対応するのか。

Ａ

職員による定期的な清掃で対応する。

輪之内町児童発達支援事業特別会計
補正予算（第２号）
福祉課
Ｑ

発達支援教室そらの一日の利用者は何人で、そ
らにサーモグラフィカメラを設置する理由は何
か。

Ａ

一日に利用する児童の定員は 10 人、保護者を
含めると約 20 人である。平日毎日利用者があり、
通所児童への対応等、検温以外にも配慮が必要な
ため、設置対象施設にした。

令和 3 年 2 月 1 日

輪之内町議会だより（23 ）

みんなで広げよう！シトラスリボンプロジェクト
シトラスリボンプロジェクトとは
コロナ禍で生まれた差別や偏見を耳にした愛媛の有志の方がつくったプロジェ
クトになります。愛媛特産の柑橘にちなんで、シトラス色のリボンを身につけて
「ただいま」
「おかえり」って言いあえる「ひとの輪」を表す活動を広めています。
リボンで表現する３つの輪は「地域」と「家庭」と「職場」（もしくは学校）を
表しています。「ただいま」「おかえり」って言いあえるまちなら、安心して検査
を受けることができ、ひいては感染拡大を防ぐことに繋がります。また感染者へ
の差別や偏見が広がることで生まれる弊害も防ぐことができます。感染者が「出
た」「出ない」ということ自体よりも、感染が確認された“その後”に的確な対
応ができるかどうかで、その地域のイメージが左右されると考えます。コロナ禍
のなかに居ても、居なくても、みんなが心から暮らしやすいまちを！暮らしやす
い社会を！皆さんと一緒にめざしましょう！
輪之内町議会ではとても大切な呼びかけとして賛同しています。新型コロナ感
染者に“やさしさ”を「今すぐできる」「誰でもできる」取り組みとして広げて
いきたいと思います。

（ 24）輪之内町議会だより
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議 会 活 動 日 誌
《10月》

《12月》

１日

定期監査

１日

桜会追弔会

２日

定期監査

２日

岐阜県町村議会議長会臨時総会及び

５日

広報編集委員会

第３回評議員会

西濃環境整備組合

町空家対策協議会

６日

定期監査

３日

安八郡高齢者プラン策定委員会

７日

岐阜県町村議会議長会定期総会及び

４日

第４回定例町議会（初日）

町村議会正副議長研修会

７日

文教厚生常任委員会

安八郡町村議会議長会
８日

東海環状自動車道西回りルート建設促進

総務産業建設常任委員会
11日

大会

第４回定例町議会（最終日）
全員協議会

10日

政権与党国会議員との意見交換会

21日

例月出納検査

13日

岐阜・三重県境間東海環状自動車道建設

22日

西南濃粗大廃棄物処理組合臨時議会

促進協議会の要望活動
20日

全員協議会

22日

西南濃町村議会議長会
共同募金会街頭募金

23日

例月出納検査
安八郡広域連合監査

29日

新養老大橋（仮称）架橋建設促進期成
同盟会県要望

《11月》
２日

岐阜・三重県境間東海環状自動車道
建設促進協議会の要望活動

18日

議会運営委員会
全員協議会
安八郡広域連合議会定例会

20日

健康計画等策定委員会

25日

例月出納検査

26日

第２回植物防疫協会理事会

30日

第２回臨時町議会

大垣衛生施設組合臨時議会
25日

町土地開発公社理事会

▼編集後記
「わのうち議会だより」129 号をお届けします。
「地域ブランド調査 2020」による都道府県魅力度
ランキングの 1 位は北海道、2 位は京都府、3 位は沖
縄県、また住みたいランキングの 1 位は神奈川県、
2 位は東京都、3 位は北海道とのことです。
2020 年は新型コロナウイルスの影響を受け、これ
まで大都市圏であれば、都市部に近い駅からも徒歩
圏内の便利な場所に住みたいという人が多数を占め
ておりましたが、リモートワークが急速に浸透したこ
とにより、郊外のみならず地方への移住さえも視野
に入れる人が増え、住む場所への考え方が変わろう
としています。そんな中で、私たちの住む岐阜県の
魅力度ランキングは 42 位、住みたいランキングは 36
位とのことですが、なぜこんなに低いのでしょうか？
皆さんはこの結果をどう感じましたか。
日本の真ん中
にあって自然豊かで文化と伝統がある。この「岐阜
の魅力」をもっと！もっと！発信して行きましょう！
議会広報編集委員会
委 員 長 浅野 重行
委
員 林 日出雄

副委員長 土井田崇夫
委
員 大橋 慶裕

★次の定例会は３月の予定です。皆さまの傍聴を
お待ちしています。

