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２０２０年

令和２年度

3月定例議会

一般会計

5日～17日

44億円

決まる

令和２年第１回定例町議会が５日開かれ、会期を17日までの13
日間と決めた後、20議案が上程された。議案の内訳は、人事案件１
件、補正予算６件、新年度予算６件、条例の改正６件、その他１件
です。人事案件１件、条例、その他の７議案を初日に可決、令和元
年度補正予算６件、総額44億8,800万円の令和２年度一般会計予算
６件を各常任委員会に付託し散会した。
最終日は６名の議員が一般質問し、各常任委員会に付託されてい
た令和元年度補正予算、令和２年度一般会計予算の12議案を可決し
小寺

閉会した。

輪之内町予算の概要
■ 基本方針と概略

強

議長

歳入では、町民税と固定資産税の増収を見込み、
町税全体で 10,437 千円の増額を見込んでいる。前
年度予算（６月補正後）と比較して県支出金は増額
を見込んでいるものの、国庫支出金については減

令和２年度予算は、財政に関する諸比率の動向

額、地方交付税は同額を見込んでいる。また、地

の把握と予測を的確に行うと同時に、財源という

方債では普通交付税の振替措置である臨時財政対

フィルターを通して、次の諸計画等の推進と調整

策債は、ほぼ同額を見込んでいる。その他、交付

を行い、自立・自律・計画的な行財政運営を推進

金等を考量し、基金からの繰入れと町債（事業債）

する予算編成になっている。

の発行で財源を確保した予算になっている。

① 輪之内町第五次総合計画（H24 ～ R3）の
着実な推進
② 第四次輪之内町行財政改革大綱（R2 ～
R6）の断行
③ 財政における中期的な事業計画を踏まえた
予算編成
令和２年度の予算規模は、総額 6,272,800 千円で
ある。
一般会計予算は 4,488,000 千円（前年度予算（６
月補正後）に対して 375,883 千円の減額）を計上

歳出では、高齢運転者交通安全対策事業、丸毛
兼利 PR 事業、ICT 指導員導入事業等、重点施策に
位置付けられた８本の柱と、第五次総合計画（H24
～ R3）の実現に向けた予算であるとともに、良好
で快適な生活環境の構築、安全・安心な暮らしの
実現を推進する予算になっている。
特別会計及び企業会計も、上記の基本方針に基
づく予算編成となっており、総合計では、137,200
千円減の 6,272,800 千円を計上している。
以上、現下の厳しい財政状況が常態化する可能

し、各分野でのソフト事業を重点的に取り組む等、

性が高いことを認識し、新たな財源の確保や限ら

重点施策を実現するために必要な事業へは積極的

れた財源を有効活用する視点に立ったものになっ

に予算を配分している。

ている。
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■ 重点施策

■ 主要事業

① もっと！安全・安心・快適な輪之内に

＊１～６の区分は、第五次総合計画に掲げる基本

・防災機能強化のための計画的なまちづくりの
推進
・大規模災害時における緊急輸送路等ネット
ワークの整備
・ふるさとの自然保護と良好な生活環境の保全
など

② もっと！地域情報化の推進を
・輪之内光ケーブル網による迅速な情報提供の
継続
・輪之内スマイルチャンネルの番組内容の充実
と地域情報発信力の強化 など
③ もっと！みんなが働きやすいまちづくりを
・国、県と連携した新たな企業誘致の推進
・雇用の確保 など
④ もっと！暮らしやすいまちづくりを

計画の体系区分です。
１ 環境にもっとやさしいまちづくり
「地域協働水質改善事業」
町内河川の水質浄化を図るため、引き続き啓
発活動を実施します。令和 2 年度は特定外来生
物（カダヤシ）の駆除を前提に生態調査を実施
します。
２ 安全・安心なまちづくり
「高齢運転者交通安全対策事業」
65 歳以上の免許保有者を対象に、後付けのペ
ダル踏み間違い時加速抑制装置購入費用の一部
を助成し、交通安全対策を図ります。
「防災行政無線同報系デジタル化事業」
昨年度からの継続事業であり、防災行政無線
をデジタル式に置き換えるだけでなく、災害情

・子育て環境の充実と支援

報伝達手段を一元化して管理できる防災情報シ

・高校生世代までの医療費無料化の継続

ステムの構築を行います。

・介護の必要な高齢者、独居老人支援の拡充強
化 など
⑤ もっと！ふるさとを愛するひとづくりを
・地方創生は住民と、共に考え、共に実行を
・情報教育の整備推進
・特色ある小中学校づくりへの支援拡充 など
⑥ もっと！さらなる行財政改革を

「防災拠点整備事業」
防災拠点の整備にあたり、昨年度に実施した
インフラ整備計画業務を継続し、全体計画を具
現化すべく整備計画を策定します。
「中学生防災士育成事業」
災害時に、避難・救助・支援活動のできる中
学生防災士を育成します。防災教育の一環とし

・無駄のない行政運営と財政基盤の強化

て、自助・共助・協働の基本を学びながら、南

・公共事業の仕分けによる次世代負担の軽減

海トラフ地震等にも備え、災害に対する基本知

など

⑦ もっと！効率的な広域行政を
・広域基幹バスの機能強化、デマンドバスの利
用促進
・
（仮称）新養老大橋の構想推進と関連道路網の
整備促進 など
⑧ もっと！住民本位の町政を
・住民サービス向上のための役場窓口の時間延
長の継続
・住民と行政の協働による住みよいまちづくり
の推進 など

識の習得を図ります。
３ みんなが元気で働けるまちづくり
「丸毛兼利ＰＲ事業」
輪之内町の福束城を居城とした武将「丸毛兼
利」の認知度を高めるため、昨年度に引き続き
アニメーション（後編）を製作し、試写イベン
トの実施や DVD 等、関連商品の製作販売を行
います。
「企業誘致事業」
地域の雇用創出及び町民税や固定資産税など
安定的な自主財源を確保すべく、環境にやさし
いまちづくりを第一とした企業誘致を推進しま
す。
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４ もっと温もりのある支え合いのまちづくり

域をつなぐ役割を担い、地域における個別課題

「母子手帳・子育て支援アプリ導入事業」

を見つけ解決していくことで教育力の向上につ

妊娠中や子育て中の保護者に対し、健康デー
タ管理や予防接種スケジュール管理、こども園か
らの情報等を発信するスマートフォンアプリを
導入し、子育て世帯に必要な情報を提供します。
５ 生涯いきいきと学習のできるまちづくり
「日本語指導教室開催事業」

なげます。
「夏休み寺子屋教室開催事業」
学校での不明点を確認、復習するために常勤
講師が夏休みに寺子屋教室を開催し、学力の向
上につなげます。
６ 豊かで安定した経営ができるまちづくり

就学児、未就学児を問わず日本語教育が必要
な外国籍の児童生徒を対象に教室を開催し、輪
之内町での生活を充実させる一助とします。
「ICT 指導員導入事業」

「住宅建設支援助成事業」
町内に引き続き居住してもらい更なる定住人
口の拡大を図るため、町内にて住宅を建設（取
得）した人に対して、固定資産税の軽減分相当

学校の ICT 教育のさらなる充実のため、機器
の導入計画や指導計画の立案及び、学校教員の
指導を含めた指導員を導入し、情報教育水準の
向上を図ります。

額を助成します。
「第六次総合計画策定業務」
令和 4 年度からの第六次総合計画策定に向け
て、これまでの計画の見直し及び、町民のニー

「地域学校協働活動事業」

ズや社会経済環境を反映すべく調査研究を行い

学校・家庭・地域が連携し、各小中学校と地

ます。

■ 予算の規模
令和２年度予算は、一般会計 4,488,000 千円、特別会計 1,564,800 千円、企業会計 220,000 千円、
総額では前年度予算（６月補正後）に対して 515,083 千円、7.59％減の 6,272,800 千円となっている。
（単位：千円、％）

会

計

R2 年 度
予 算 額

一般会計

4,488,000

特別会計

1,564,800

企業会計

220,000

合
※（

計

6,272,800

）は 6 月補正予算後の予算額

人権擁護委員に
片野 敏行 氏（再任）
任期
令和2年7月1日～
令和5年6月30日

R元年度
予 算 額

H30 年 度
予 算 額

R2 － R 元 比較
増減額

増減率

4,143,000

2,000
（▲ 375,883）

0.04
（▲ 7.73）

1,716,000

1,810,000

▲ 151,200

▲ 8.81

208,000

243,000

12,000

5.77

4,486,000

（4,863,883）

6,410,000

（6,787,883）

6,196,000

▲ 137,200
（▲ 515,083）

▲ 2.14
（▲ 7.59）
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補正予算
令和元年度

一般会計補正予算（第４号）

2 億 7,108 万 9 千円減額

令和元年度

児童発達支援事業特別会計補正予算
（第２号）
126 万 6 千円減額
令和元年度

令和元年度

国民健康保険事業特別会計補正予算
（第３号）
285 万 7 千円減額
令和元年度

後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）
31 万 2 千円減額

特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算（第１号）

4,092 万 1 千円減額
令和元年度

水道事業会計補正予算（第１号）

1,601 万 1 千円減額

条例の改正
輪之内町監査委員条例の一部を改正する条例について
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の条文中同法を引用している条ずれを改
正するもの。
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について
デジタル手続法の交付に伴い、行政手続オンライン化法が改正されたため、この条例の条文中で
同法を引用している題名改称、条号の追加等による条号ずれを改正するもの。
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について
会計年度任用職員制度の導入に伴い、同任用職員も地方公務員法上の服務等に関する各規程が適
用されることから、同法 31 条の規程による服務の宣誓を行う必要があるので、これまでの任用の
形態や手続等に応じた方法で行えるように所要の改正を行うもの。
輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補等に関する条例の一部を改正する条例について
給料を支給される職員に係る具体的な補償基礎額の算定方法について、地方公務員災害補償法に
規定する平均給与額の例により、実施機関が町長と協議して定める額とする旨の改正を行うもの。
輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
内閣府令で定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改
正が交付・施行されたことに伴い、それに合わせる形で所要の改正を行うもの。
輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について
地方自治法の一部改正による適用条文のずれを改正するもの。

認定
町道路線の認定について
道路新設に伴う路線の追加をするもの。
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一般質問

（原文掲載）

土井田 崇夫 議員の質問
まずは先月 22 日に行われました第二回丸毛サ
ミットですが、新潟県や関東方面、関西方面と本
当に沢山の方々が輪之内町を訪れてくださり大成
功・大盛況に終わりました事を大変良かったと思
います。これも産業課長を中心に丸毛サミット担
当者である地域の魅力発信室長をはじめとする関
係スタッフの方々のＰＲ活動などご尽力の賜物で
あり、称賛したいと思います。第三回もこれに満
足することなく是非とも頑張って頂きたいと思い
ます。また、年号も令和に変わりましてから令和
２年にかけての冬もかつてない暖冬になり、先月
少し雪が降る程度で積雪するまでには至りません
でした。我々町民にとっては暖冬は喜ばしい出来
事なんですが！しかし、この世界中の温暖化が逆
に天災として、今まさにいつ身近に起きてもおか
しくない時期に来ていると思います。この事は一
般質問に少しは関連しておりますので本題に入り
たいと思います。

１．輪之内町の公共工事の発注と
施工時期について
町民目線から率直に思うことを言いますが土木
に関連する工事ですが、なぜ？ 11、12 月から年度
末にかけて集中して行うのか！車を運転している
人から見ると行く所行く所、工事中、通行止め、迂
回路といった具合で迂回しても狭く、対向車が来
てもすれ違うことが出来ず、お互い譲り合うこと
から接触事故がいつ起きてもおかしくない状況で
あると思います。地元の人達は工事をしていただ
き、自分たちの生活が良くなる有難い話なので文
句も言えません。また、冬場の工事はコメの収穫
時期が終わってからでないと農業者のことを考え
るとやれない為、入札・発注業務が遅れたりする
と当然受注業者の工事スタートが遅れるといった
諸事情もあります。それに、工事をする受注業者
にしてみれば安全に迅速、かつ、生産性の向上を
図るには通行止めも致し方ないと思います。しか

土井田 崇夫 議員
し、これだけ冬場の時期に集中するのはどうかと
考えます。そこで、国土交通省のＨＰを見たところ
新担い手３法で、公共工事の発注者に施工時期を
平準化する努力義務を課すと明記されておりまし
た。しかしながら国交省の調査によると、柔軟な工
期設定が可能になる債務負担行為や、繰り越しを
積極的に活用する市町村は３割に満たないそうで
す。単年度で予算を確保する公共工事では、年度
末に工期を完了する工事がほとんどで、４～６月
の施工量が急激に落ち込む閑散期に対して、繁忙
期には人材の確保、効率的な活用を阻害し、生産
性を低下させ、工期に間に合わせようと走らざる
を得なくなり、丁寧な作業が出来なくなるといっ
た悪循環になっているのではないでしょうか。ま
た先程冒頭でも話しましたが、これだけ温暖化が
進む中で真夏の暑い時期に作業するのは容易なこ
とではありませんので、暑くなる前の４～６月に
早い段階に工事が出来るように発注を済ませ、舗
装工事等やれる作業は前倒しで行うか、前年度の
発注済み工事を繰り越し４～６月にかけて行える
ように予算立て出来ないものかと思います。そう
することにより平準化を求めている国土交通省の
働き方改革につながり、人手不足の緩和と冬場で
も週休二日制をも取り入れることができ、若い子
達に反映され担い手不足解消につながるのではな
いでしょうか。やはり、現場の立場に立って考え
ていただくことも必要ではないかと思います。町
長のご意見をお聞かせください。
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町長答弁
地域の雇用と経済を支える基幹産業である建設
業は、町民の生活や経済活動の基盤となる社会資
本整備の担い手であるとともに、社会資本の維持
管理、災害時の応急復旧活動など、地域防災の担
い手でもあります。
しかしながら、これからの日本において人口が
減少し、建設業をはじめとするすべての産業で担
い手不足が懸念されている中で、地域社会の安全・
安心を支える建設業が、健全な経営基盤を維持し、
さらに建設業に携わる者が、将来に向かって「希
望」と「誇り」を持って地域で活躍していくこと
が担い手の確保にも繋がり、持続的な地域の発展
に寄与するものと考えています。
年度内の工事量の偏りを解消する「施工時期の
平準化」について、平準化による年間を通した工
事量の安定化は、発注者側では、人材・資材の効
率的な活用による入札の不調・不落の減少、中長
期的な公共事業の担い手確保への対策となり得る
ことなどが、メリットとして挙げられます。また、
受注者側では、企業経営の健全化（人材・資材の
効率的な活用）、労働者の処遇改善（休日の確保）、
生産性の向上（稼働率向上による建設機械保有等
の促進）などの様々な効果が期待され、円滑な施
工や建設企業の経営の安定に資するものと認識し
ております。
改正入契法（公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律）では、公共工事の発注者に施
工時期の平準化を推進する努力義務が規定され、
改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する
法律）において、公共工事等の施工時期の平準化
が「発注者の責務」として明確に規定されたとこ
ろです。
町の発注状況につきましては、令和元年度、250
万円以上の入札案件は輪之内町全体で 47 件あり、
発注時期については、第１四半期（４月～６月）
６件、第２四半期（７月～９月）11 件、第３四半
期（10 月～ 12 月）30 件、第４四半期（１月～現
在まで）０件となっており、第３四半期の発注件
数が多く、やはり年度後半における発注時期が多
い現状であります。
県内における施工時期平準化の取り組みとしま
しては、岐阜県及び県内全市町村で構成する「岐
阜県公共事業執行共同化協議会」の中に、令和元
年８月 19 日より「平準化等推進部会」が設置さ

木野町長
れ、各市町の平準化に向けた取り組みを推進する
ための枠組みが出来たところであり、今後この部
会において県内各市町村の平準化に向けた取り組
みが進められることとなります。
町における具体的な取り組み状況としまして
は、年度当初に年度内入札案件の発注見通しを公
表しております。これは、受注者にとって年間を
通じた仕事量の確保、繁閑の差の解消、人材・資
機材の効率的な活用を行ううえで、有効な情報で
あり、工事の平準化に資する取り組みとなってい
ます。また、年度当初に発注する工事を一定量定
め、設計や積算などの発注準備を前年度のうちに
終えておく「設計積算の前倒し」などの取り組み
を行っているところです。
今後は、「設計積算の前倒し」などのほか、早
期執行のための目標設定や柔軟な工期の設定（フ
レックス工期）などの取り組みについて、効果を
検討しながら進めていきたいと考えております。
工事の発注に関しては、従来から早期発注が出
来るように努めているところです。しかし、輪之
内町内の土地利用は約半分が農地で、その大部分
が水稲を中心とした水田が占めています。輪之内
町のような低湿地地帯では水位の上がる６月から
９月の出水期には道路や水路などの工事はあまり
適していない関係上、秋や冬に工事が集中すると
いう地域的な特性もご理解いただきたいところで
す。
町内建設企業は、公共事業を通じて社会基盤を
支えるとともに、大雨や大雪、地震などの災害時
には町民を守る重要な役割を担っております。
今後とも、発注の平準化により町内建設企業の
経営の安定が図られるよう、国、県及び他市町の
事例も参考にしつつ、実効性のある取り組みを進
めてまいります。
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林
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日出雄 議員の質問

新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向け３
月２日から全国の小中学校では臨時休校が始まっ
たことに対しまして、子どもを持つ全ての保護者
の皆様におかれましては急な対応を迫られ、困惑
されておられる方も多いと思います。政府の対応
は、何よりも、子どもたちの健康・安全を第一に
考えておりますのでご理解とご協力を宜しくお願
いいたします。また私たちも外出をする際にはマ
スクの着用と出来る限り人混みを避けることを意
識して、帰宅しましたら手洗いとうがいを徹底す
ることで家庭での感染予防に努めて参りたいと思
います。それでは一般質問に移ります。

１．未来工業の北側の東西道路（通
称）松原道路の通学路における
安全対策について
（通称）松原道路は平成 21 年度（22 年１月５
日）に工事が着工され、平成 22 年度（23 年３月
25 日）に舗装工事が完了し、平成 23 年４月１日
より共用開始されております。
（通称）松原道路が出来る以前は県道安八・平
田線（219 号）の楡俣の交差点から東側の旧県道
の交差点は丁字路となり、そこから先は道が無く、
南・北が優先道路になっていましたが、長良川堤防
（北方多度線）と開通により、道路情勢は大きく変
わりました。旧県道の十字路においては東・西が
優先道路となり、安全対策として南・北カラー舗
装と滑り止めを設置し、電光掲示板で危・注意を
交互に点滅させて注意を促しています。その東側
には小学校の通学路があり、以前までは安心して
通学することが出来ていましたが開通により、交

町長答弁
通学路の安全対策は、平成 24 年、全国的に相次
いで発生した登下校中の児童等を巻き込んだ痛ま
しい交通事故を受け、関係機関が連携して小中学
校の通学路の緊急合同点検を実施し、必要な対策
内容を協議してきました。
更に、継続的な通学路及び周辺道路の安全確保
に向けた取り組みを行うため、平成 27 年 2 月に
「輪之内町通学路交通安全プログラム」を策定いた

林

日出雄 議員

通事故に対する不安が募っています。現在は安全
対策として道路のカラー舗装で「学童横断注意」
と表示して注意を促していますが、特に未来工業
の建物がドライバーと児童双方の死角となり、保
護者の方々も心配してみえます。そこで（通称）
松原道路における交通事故の発生件数を過去３年
間見てみますと 2017 年は人身事故が１件、物損
事故が２件、2018 年は人身事故が２件、物損事故
が２件、2019 年は人身事故が０件、物損事故が４
件、発生しております。物損事故が増えているの
は交通量が増えていることに繋がります。また今
年の秋からはほ場整備事業が本格的に稼働します
のでさらに増えることが予想されます。今後、企
業誘致も進めるにあたり、通学路の安全対策とし
て、
「点滅信号機の設置」を要望いたします。これ
は地域の方々の要望でもあります。
町長は岐阜新聞掲載コラム「素描」の結びに私
たちは国民であり、県民であり、市町村民だと発
信しておられます。私も議員である前に楡俣北部
の区民として、地域の子どもは地域で守り育てな
ければなりません。子どもを守るという事は未来
を守るという事と同じでこれは青少年育成の活動
でもあります。青少年育成町民会議会長でもあり
ます町長のご見解をお伺いいたします。
しました。このプログラムに基づき、地域全体で
児童生徒が安全に通学できる通学路の安全確保を
関係機関と連携し、推進してまいりました。
小中学校で把握している今年度の交通事故件数
は、登下校以外も含み５件（昨年度は 6 件、一昨
年度が 4 件）となっております。毎年同じ程の件
数が発生しており、児童生徒が、安全に安心して
通学できる対策が重要であることは論を待たない
ものであります。
昨年 9 月の輪之内町通学路安全推進会議では、
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通学路の安全確保に向けた取り組みを進めており
ます。通学路等で対策を要する箇所を確認し、現
況確認と合同点検を実施しました。
この現況確認と合同点検で、各学校が保護者と
ともに把握している危険箇所を道路管理者、交通
管理者及び関係機関も、共に情報の共有化を図り、
危険箇所の解消に繋げてまいります。
＊関係機関：学校、ＰＴＡ、教育委員会、道路管理者（建
設課、大垣土木事務所）、交通管理者（大垣
警察署）、交通安全担当（危機管理課）

ご質問の中にありました「点滅信号機の設置」
要望箇所は、登下校時ではありませんが、平成 30
年 5 月に児童が乗る自転車と軽自動車の接触事故
が発生した場所であります。幸い大事に至らない
事故ではありましたが、改めて危険箇所との認識
により、平成 30 年 9 月上旬にカラー舗装を施工
し、注意喚起を促した場所であります。
ご要望の信号機設置は、ご承知のとおり、岐阜
県公安委員会が、事前に交通量、交通事故の発生
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状況、交差点の形状等を調査、分析するととも
に、他の対策により代替が可能か否かを考慮した
上で、その設置の条件に基づき決定するものであ
ります。
町としては、この道路が堤防道路と繋がったこ
とにより、交通量が増加するとの見込みから、平
成 23 年の供用開始以来、公安委員会へ当該地への
信号機設置を要望し続けております。
また、条件となっております歩行者が安全に横
断待ちするために必要な滞留場所確保を当地区で
進められている土地改良事業の中で計画しており
ます。
今後も、通学路である当該地が、危険箇所であ
るとの認識の上で、設置要望を続けてまいります。
回転灯を含めた必要である交通安全設備の整備に
加え、朝夕の登下校時での地域の見守り隊や、ス
クールガードリーダー活動により、でき得る交通
安全対策を実施してまいります。

大橋 慶裕 議員の質問
１．Society5.0時 代 に向けてと
協働型社会の構想について
今定例会の中で、町長の施政方針がございまし
た。「未来に向かってどのような町を目指すのか、
それは今を生きる私たちにかかっています。知恵
を絞り、汗をかいて、輪之内町の明日を切り開い
ていく」とのお言葉がありました。私も同じ思い
であります。
日本の課題の１つに、人口減少社会があります。
2042 年に高齢者人口がピークになり、2056 年に勤
労世代が 5,000 万人を割り込み、2076 年に年間出
生数が 50 万人を割り込むという文献がございま
す。2020 年度（令和２年度）、2021 年度は、町の
第５次総合計画の後期にあたり、2022 年度からの
次期総合計画へ円滑に移行できるよう、準備期間
の位置づけとされております。この将来予想され
る人口減少社会に向けて、2020 年度の取り組む事
業の１つの「Society5.0 時代に向けての事業」に
ついておたずねします。
当町では、情報教育におけるプログラミング教
育等について、タブレット端末の導入が既に 2019

大橋 慶裕 議員
年度から進められています。今年度 2020 年度から
はＩＣＴ指導員を導入し、機器の導入計画や指導
計画の立案、学校教育の指導等の情報基盤整備を
進め、Society5.0 時代に対応できる人材育成を進
めていかれるわけですが、ＯＥＣＤの国際教員指
導環境調査 2018 で、日本の中学校教員のＩＣＴ活
用の割合が 17.9％と参加国 48 ヵ国中２番目に少
ない（平均 51.3％）ことが明らかになり、日本の
ＩＣＴ活用状況は世界から大きく後塵を拝してお
り、危機的な状況だと指摘しています。今年度か
ら指導員の導入を始めるわけですが、何名の採用
予定なのでしょうか？またＩＣＴ支援員認定試験
が年２回（６月、11 月）に実施されています。20
歳以上で教育現場でのＩＣＴ支援員を志すもの、
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またその総合的能力の習得をめざす企業および教
育関係者が対象でありますが、町内在住の方で資
格取得の助成・支援等のお考えはお持ちでしょう
か？
次に「協働型社会」を築いていく事業として、
地域学校協働活動事業が令和元年度から取り組ま
れています。学校・家庭・地域が連携し、各小中
学校と地域をつなぐ取り組みの一環として、町内
在住の方や町内の会社に勤務されている方や輪之
内中学校の卒業生の方々が、ご自身の職業（現職
業に就くまでの道のりや仕事内容、苦楽等）につ
いて講話をしていただきました。消防士・保育士・
職人・会社員・看護師・バスガイド・自営業 多
くの業種の方が快く講師を引き受けてくださいま
した。生徒達にとっても、勤労観・職業観を養い、
社会で活躍している身近な人と直接触れ合うこと

町長答弁
次代を担う子どもたちが生きていく 2030 年以
降の社会では、少子高齢化やグローバル競争の激
化、技術革新の一層の進展、ＩＯＴで全ての人と
モノがつながり、様々な知識や情報が共有され、
あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、
性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、
いきいきと快適に暮らすことのできる超スマート
社会（Society5.0）の到来など急激な社会・産業構
造の変化が予測されています。
また、人工知能（ＡＩ）の発展により近い将来
多くの職種がコンピューターに代替されるとの指
摘もあります。このように、日々刻々と変化して
いく時代に、子どもたち一人一人の能力を最大限
に高め、主体的に社会や地域に関わる人材として
活躍できるよう、教育の充実を図らなければなり
ません。
町としては、これまでも全国に先駆けてコン
ピューターを導入し、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
めてまいりました。日本の中学校教員のＩＣＴ活
用の割合が低いとのご発言がありましたが、少な
くとも当町においては７割以上の授業でデジタル
教科書、ＩＣＴ機器等を活用して「主体的・対話
的で深い学び」に必要な情報活用能力を育成して
いるところであります。
また、教育用ＩＣＴ機器及びネットワーク環境
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は、大きな学びになります。「人と人とのつながり
を広げていく」ことは協働型社会を築いていく上
で、とても大切なことだと思います。平成 27 年
10 月に、総合計画の中間見直しに向けて、まちづ
くりや施策・町政運営等に対する評価・意向を把
握するために、町内在住の 18 歳以上の住民 2,702
名の方に無作為抽出による郵送アンケートを実施
しております。回収率は 38.8％の 1,049 票でした。
また先月２月に 20 日間、町のホームページにて
パブリックコメントの募集を実施されていました
が、０件という事でした。
将来に向けた町づくりに、より多くの町民の皆
様が興味・関心を持っていろいろなアイデアを提
供していただくために、これからどのようにして
取り組んでいかれるのか？町長の所見をおうかが
いします。
の整備率も県内、全国と比較しても非常に高く、
現在国が進めている児童生徒一人一台のタブレッ
ト端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的
に整備する「ＧＩＧＡスクール構想」も計画的に
推進しているところであります。
令和２年度からＩＣＴ教育指導員を１名配置
し、各学校への指導、研修の実施、情報教育の企
画、計画、管理等、ＧＩＧＡスクール構想をはじ
め情報教育全般の推進及び運営を担ってもらいま
す。
ＩＣＴを活用した授業は、ＩＣＴが主役となる
のではなく、子どもたちが主役になる授業を考え
ていくことがとても大切であり、そのツールとし
てタブレット端末を有効に用いた授業展開を検討
しなければなりません。そういった意味から、支
援ではなく指導的人材を配置するものです。
今後も当町の子どもたちが、自ら学ぶ力を身に
つけ、仲間と議論したり、説明したり、教え合っ
たりという学習を通して身につく力、プログラミ
ング的思考能力の育成に力を注いでまいります。
町民のＩＣＴ支援員認定試験への助成について
は、今後の検討課題と考えています。
次に地域学校協働活動推進事業の今後の展開に
ついてお答えいたします。
地域社会の繋がりや支え合いの希薄化等によ
り、地域の教育力は低下し、家庭教育の充実の必
要性が指摘されています。そして、学校が抱える
課題は複雑化・困難化している状況にあります。
これからの変化が激しく予測困難な社会を生き抜
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く力の育成、地域から信頼される学校づくり、社
会的な教育基盤の構築等の観点から、学校と地域
はパートナーとして相互に連携・協働していく必
要があり、そのことを通じ、社会総掛かりでの教
育の実現を図る必要があります。
当町では平成 30 年に大藪小学校、令和元年度
には町内小中学校全てに学校運営協議会が設置さ
れ、コミュニティスクールとなりました。令和元
年 10 月からは、学校運営協議会を母体として地域
学校協働活動を推進していく輪之内町地域学校協
働本部を設置し、併せて地域学校協働活動推進員
（総括的推進員）を配置しました。
各学校では、学校推進員、協働活動支援員やス
クールサポーターの皆さんによる活動として、授
業支援、校内環境整備、登下校の見守り、学校行
事等にも、ご尽力いただき「社会に開かれた教育」
が展開されております。
また、今年度は、各校下における見守り隊の活
動を課題として現状の把握、今後の活動について
協議を行い、これまでの老人クラブの方々の活動
とともに、広く地域住民の皆さんへの参加、協力
を呼びかけることといたしました。
学校を核として学校と地域が連携・協働した取
り組みや地域資源を生かした教育活動を進めるこ
とにより、地域を担う人材育成につながるキャリ
ア教育や地域に誇りを持つ教育を推進することが
でき、ひいては地域づくりにも大きな効果が現れ
てくると思います。
また、地域行事に児童生徒が関わっていくこと
で、多様な人との協働、社会参画、課題解決、合
意形成といった地域づくりに欠かせない能力の育
成にもつながります。まちづくりには、いろいろ
な立場の人々が主体的に関わりを持つことが、と
ても大切であり、また、不可欠だとの認識は、議
員と意見を異にするものではございません。
議員がご質問の中でも言及されているとおり、
第五次総合計画の見直し時にアンケート調査を実
施しておりますし、今までも各種計画を構築する
際にも、ニーズ調査としてアンケート調査を実施
して参りました。
また、今年２月に実施したパブリックコメント
は「まちづくり基本条例」の見直し時期が到来して
おりましたので、現条例の内容についてパブリッ
クコメントを実施しましたが、結果は議員が言及
されているとおりでございます。
議員が述べられているとおり、将来に向けたま
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ちづくりにおいて、多くの町民の皆様の意見や提
言を取り入れ、それを施策に反映していくことは、
民主主義の根幹でもあり、必然であります。
一方で、町が「何をやろうとしているのか」、
「ど
こを目指しているのか」等の情報発信は極めて重
要であり、住民ニーズに応える情報発信手法の多
様化も必要と思われます。
つまり、
「知りたい情報をリアルタイムに取りた
い」というのが時代の要請と感じております。
私どもとしては、情報発信の在り方を今一度調
査研究し、町民の皆様各世代において、日々のラ
イフサイクルの中で、どのような情報を求めてい
らっしゃるかなどを捉えなければなりません。
そうしたことからも、広報紙、町ＨＰ、12 チャ
ンネルはもとより、ＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）の活用も視野に入れなが
ら、意見や提言を取り入れていく必要を感じてお
ります。
我々が一番恐れるのは、「無関心」であります。
そうならないために、気軽にそして幅広く意見
や提言を頂ける環境を整備しなければならないと
考えております。
令和２年度は、第六次総合計画の策定業務を予
定しております。
その中においても、各世代間において、ニーズ
や意見を聴取する手段として従来のアンケート調
査を実施していくことはもとより、その他にも多
様な情報発信手段により進めて参ります。
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進 議員の質問

昨年の 12 月議会から今日まで沢山の要望が寄
せられました、行政はどのように考えどのように
解決されようとしているのかぜひ知りたいという
内容です。質問には担当課と協議すればと思われ
る項目があるかと思いますが、以下質問します。
簡潔に質問します。

１．アポロンスタジアム遊歩道の
安全対策について
昨年の 12 月議会でアポロンスタジアム遊歩道
の安全対策について質問しました。野球の硬球が
歩道をジョギングしている時に人身事故が起き、
その具体的な安全対策について質問しました。関
係団体と協議して決めたいとのことでした。その
後関係者との協議をふまえ、現時点での具体的な
安全対策を示してください。

浅野

進 議員

現状の安全対策では練習を含めて安全が確保さ
れていません。次の対策を早急に実施すべきであ
ると思います。遊歩道の内側と上部の防護ネット
が完成するまでは、硬式野球の練習を含む試合を
すべて禁止し、できるだけ早い時期に防護ネット
を設置し、常時遊歩道の利用を可能にすることが
必要と考えます。教育長の安全対策を示してくだ
さい。

教育長答弁
ご質問の中にありますように 12 月議会でアポ
ロンスタジアム遊歩道の安全対策について、早急
にできる安全対策を示しましたが、安全確保とし
てはまだ不十分とのご意見をいただきました。
現在も試合中の遊歩道の使用禁止、芝生観客席
付近に観察員を配置、注意看板を設置しています。
新年度予算では、メインスタンド裏への侵入防止
柵の設置、注意喚起の看板設置を考えております。
また、将来的には遊歩道の付け替えも検討します。
関係者と協議し、新年度の予約受付時には使用
団体に再度施設使用中の飛球対策を徹底させ、観
察員用にホイッスルとメガホンを準備し飛球を知
らせるよう決めました。そもそもが、アポロンス
タジアムは、野球をするための施設であります。
視点を野球場に置くか、遊歩道に置くかで考え方、
見方も変わってくると思います。
飛球がどこの位置に、どの高さで、どこまで飛
んでくるかは予想がつかず、万全の対応策を示す
ことは困難であります。ご提言がありました、遊
歩道内側全体に防球ネットを設置する方法も、費
用対効果がどこまであるか明言できません。
試合中に、野球関係者以外で大勢の方が遊歩道
を歩かれることは非常に少なく、現状を考えると、

箕浦教育長
試合中は野球関係者以外の方の遊歩道の利用を禁
止することが妥当な策と考えます。
プラネットプラザは、野球場、公園、パターゴ
ルフ場、文化会館、図書館など、幅広い年代層が
それぞれの目的や楽しみを持って訪れる施設で
す。お互いに注意し合い、譲り合う気持ちで施設
を利用していただけるとよいのではないでしょう
か。施設の安全管理については今後も注意を図っ
てまいります。
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２．特定健康診査（国民健康保険 40 歳～ 74 歳）について
診査結果報告書は、受診者全員に送付された
い。現在は結果報告書が保健センターでの預かり
となっており、保健センターでの特定保健指導時
に手渡されています。なぜ受診された人全員に送
付されないのですか。健診結果を送付されればか
かりつけの医師ともその結果を相談し、また指導

町長答弁
平成 20 年４月から、高齢者の医療の確保に関
する法律により、保険者に対して、内臓脂肪の蓄
積に起因した生活習慣病に関する特定健診及び健
診の結果により健康の保持に努める必要がある者
に対する特定保健指導の実施が義務づけられまし
た。
健診や保健指導は、主として内臓脂肪の蓄積に
着目し、健診によって保健指導対象者を抽出して
対象者の持つリスクの数に応じた個別の保健指導
を行うことで、その要因となっている生活習慣を
改善し、生活習慣病予防を行うことを目的として
います。
具体的には、腹囲等を第一基準として、血圧・
脂質・血糖・喫煙のリスクの重複している者を保
健指導の対象とし、生活習慣病の発症リスクに応
じて「動機付け支援」、「積極的支援」に分かれま
す。
保健指導の対象者には、健康相談日のご案内を
郵送させていただき、来所された際に、保健師・管
理栄養士により健診結果について丁寧に説明し、
自己管理につなげられるよう保健指導をさせてい
ただいております。

を仰ぐことができるのにと希望されています。ぜ
ひ改善してほしい。さらに検診率は 50％を切って
いる状況です。自己負担を無償にして少しでも検
診率を上げ病気の早期発見につながるのではと期
待されます。

検診結果に異常のない方は、郵送しております。
保健指導実施率向上の目標もあり、指導が必要な
方につきましては、結果返却の際に保健指導を実
施させていただております。
保健指導を希望されない方の理由としては、か
かりつけ医に相談する、仕事が忙しいという理由
が多く、その方には結果は郵送で返却させていた
だいています。
平成 30 年度に特定健診を受診された方は、607
名で、受診率は 43％（岐阜県平均は 40.1％）、そ
のうち保健指導対象者は 84 名（動機付け支援 67
名、積極的支援 17 名）で、全体の 13.8％でした。
「自己負担を無償に」というご質問ですが、岐
阜県内で特定検診の無償化をされているのは一町
のみです。ちなみにその一町の過去３年間の受診
率につきましては、平成 28 年度 32.4％、平成 29
年度 38.4％、平成 30 度年 38.4％です。自己負担
をいただいている輪之内町より低いデータとなっ
ております。特定検診につきましては、安八郡医
師会に委託しており、自己負担を無償にすること
につきましては、安八郡医師会等との調整が必要
なことから、検診を受けてポイントがたまる、わ
くわく輪之内マイレージ事業等の啓発を進めなが
ら、今後検討してまいりたい考えております。

３．国民健康保険税の滞納について
昨年の国民健康保険の決算議会でも指摘をしま
したが、大変大きな滞納額になっています。滞納者
に対する具体的な対策をお尋ねします。又外国の
研修生は一定期間過ぎると帰国されますが、もし

町長答弁
国は、昨年 10 月に実施した消費税引き上げに伴

滞納があった場合どのように対応されるのでしょ
うか。未払いが発生した場合は研修生を受け入れ
た企業が納税する方策などあるのでしょうか。

う軽減税率対策等、経済政策を行い、雇用・所得環
境の改善にも取り組んでおり、当町の令和２年度
の町民税も僅かながら増収を見込んでおります。
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しかし、今年に入りコロナウイルス感染症の拡
大等、先行きは不透明感を増しております。
こうした中、自主財源である町税の歳入確保に
向け滞納整理等徴収率の向上に取り組んでいると
ころでございます。
ご質問の国民健康保険税の滞納状況についてで
ございますが、徴収率は、平成 29 年度、現年分
が 92.63％、滞納金額は 17,727,800 円、過年度分の
徴収率は、14.07％、滞納金額は 62,768,255 円、平
成 30 年度の徴収率は、現年分 93.12％、滞納金額
15,335,100 円、過年分の徴収率は、17.29％、滞納
金額 61,034,978 円で、徴収率は、それぞれ前年度
を上回っております。
滞納者数は、平成 29 年度、178 名、平成 30 年
度、170 名となっており、前年度対比８名減少し
ております。
町税の滞納者に対する徴収対策は、督促状送付
後、定期的に催告・警告書等を送付し電話催告、
財産・預金の調査や給与調査、企業訪問等、町で
定めた滞納整理計画及び滞納者に対する整理事務
方針に基づき、納税相談や調査を踏まえ、差押え
を実施しております。
また、専門的な徴収事務の知識を習得するため、
徴収研修等の積極的な参加や、県税事務所への派
遣を隔年で行い、滞納整理の強化を図っていると
ころであります。
国民健康保険税についても同様でございます
が、国民健康保険証の交付につきましては、通常
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１年更新の保険証を送付しておりまして、更新の
タイミングで未納のあります世帯は、窓口での納
付を促しています。納税相談の上、生活状況を伺
い、納付が難しい状況である場合には、分納誓約
を結び、その状況に対応し、短期保険証の交付を
しております。
また、その中には、外国の方もおられ、滞納整
理は同様に行っておりますが、全国的にも外国の
方への理解が得られにくいことが課題となってお
ります。
当町の３月９日現在、国保税滞納額に占める外
国人の人数は、184 名中 48 名で、約 26％、その滞
納額は、3,629,626 円で、割合は、5.6％となってお
ります。
納付には、言葉の壁や税に対する理解の相違も
ありますので企業や雇用主さんの協力を得ながら
進めておりますが、帰国後、再入国の見込みのな
い場合には、租税債権の即時消滅の要件のひとつ
である「徴収金を徴収することができないことが
明らかであるとき」に該当し、地方税法第 15 条の
７第５項に基づき不納欠損を行っております。
研修生等の納税につきましては、あくまで納税
義務者は個人でありますので、研修生を受け入れ
た企業に対し納税についての指導をしていただけ
るよう引き続き進めてまいります。今後も税負担
の公平性と安定した財源確保のためより一層取り
組みを行い徴収率の向上に努めてまいります。

４．町道の点検と補修工事について
町道が傷んでいるところがたたあります。定期的
に点検を実施してください。特に住民から指摘され
ている箇所があります。一ヶ所は楡俣新田の西濃
エキスプレスの南町道です。県道から西に中郷五
差路までの区間と県道から 100 ｍ東までの区間で
す。特に介護用の四輪車や自転車等荒れた路面を
通行するのに非常に危険との指摘があります。

町長答弁
町道における舗装修繕につきましては、町内路
面補修工事（年２回、計２千万円程）を実施し、
町内全域の舗装の損傷個所の修繕を行っておりま
す。

もう一ヶ所は福束地内にある（株）トミタ、西
に（株）セイコーハイテック、大垣精工（株）の南
町道です。10 年位前に補修されたままでアスファ
ルトの採石が表面に浮き出ている状態です。介護
用の四輪車や自転車が買い物に通行する時非常に
危険との指摘がされています。現地を検分して頂
き、補修工事をして頂きたい。
補修舗装個所の選定は、区長及び近隣住民の皆
様からの情報、役場職員からの情報、建設課職員
によるパトロールによる情報等から状況を把握
し、必要個所について相応の修繕を行って参りま
した。今後とも町内全域隅々までの把握に努めて
参ります。
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ご指摘のありました楡俣新田地内の東西道路、
福束地内の東西道路については、穴埋め補修や段
差解消の擦り付け舗装など、部分的な補修はこれ
まで何度も実施しておりますが、全面的な補修（舗
装打ち替えやオーバーレイ）については実施をし
ておりません。
現地の状況については、楡俣新田地内、福束地
内、どちらの町道も舗装表面の亀裂が目立ってき
ており、たびたび穴が空く事もありますので、そ
の都度職員が常温合材により穴埋め補修をしてい
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る状況であり、今後、適切な時期に相応の修繕が
必要となると思われます。
しかしながら、町内全域を見渡しますと、同様
の状態の町道が他にもありますので、早急に必要
な個所から、順次、舗装修繕を行っていきたいと
考えております。
今後とも、舗装修繕の必要な個所についての現
状把握を進め、住民の皆様の生活環境向上に努め
てまいります。

５．中学校の学級実態について
昨年の 12 月 19 日、アーリオンホールで福祉き
らきら講座がありました。中学生も教育の一環と
して参加されていたということです。ところが会
場内は落ち着きのない状態とのことです。その実
態をみて学校の生活実態はどうなっているのかと
心配になったというのです。そこで中学生の親か

教育長答弁
昨年の 12 月 19 日にアーリオンホールで福祉き
らきら講座が開催されました。この講座は社会福
祉協議会主催で、毎年町内の一般の方と中学生を
対象として開催されています。今年度も全校生徒
が参加しました。
講師は、プリズンドクター（刑務所医師）おお
たわ史絵 氏で、作家で下町の専門医を経て、法務
省の非常勤講師として刑務所の受刑者たちの診療
などで活躍してみえる方です。午後２時半から１
時間半ほど話をされました。
浅野議員の質問の中にありますように、会場内
で話を聞いている途中にざわつき、私語をする生
徒がいたので、学校が荒れているのではないかと
心配されたようです。私もこのきらきら講座に初
めから参加しておりましたので、この状況はよく
わかります。
おおたわ氏は、テレビにも出演されている先生
で各地で講演されています。興味のある事例や
ジェスチャーなどを交え、おもしろく話されるた
め、生徒もその話に聞き入っていました。講演中、
おおたわ先生が話の中で「手を上げて楽にきいて
ね。」「おもしろかったらワッと言ってもいいよ。」
「寝てもいいよ。」と話されました。これを聞いた

ら学校生活を聞いたところ、学級が荒れているの
ではないかとのことです。教育長は今の中学校の
生活実態をどのようにとらえていますか。さらに
小学校の生活状況は心配する程ではないのかお尋
ねします。

一部の１年生がそのままの言葉を素直にとらえ、
小声でしゃべったり、体を動かす生徒が出てきま
した。多分この様子を見られ荒れているのではな
いかと心配されたのではと思います。
２学期末の頃に研究発表会と学校行事が重な
り、生徒の中に落ち着いて授業に取り組まない生
徒が出てきたことがあり、担任や学年主任等が本
人と保護者と面談し指導したことはあります。３
学期に入ると、学級も落ち着き、静かに学習に取
り組めるようになりました。ご心配していただく
ような状況ではありません。
２月 14 日（金）に「わのうち未来塾」をアーリ
オンホールで開催しました。大垣工業高校の生徒
による太鼓演奏を聞いた後に「高校生と中学生の
語らい」がありました。会場で聞いていた生徒の
誰一人も私語をすることもなく、静かに聞くこと
ができました。
私は常に校長先生方に、「規律と活力ある学級・
学校」「落ち着いた環境の中で、一人一人の児童生
徒が主体的に学習に取り組む学校」にするよう指
示しております。
どの学校でも大なり小なり児童・生徒のいじめ
やトラブルは発生します。教職員に常に危機意識
を持ち、問題が発生した場合は、早期に対応する
よう指導しております。
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６．害獣駆除は産業課主体で実施することについて
最近特に害獣が目に付くようになりました。車
で走行していると、ヌートリアやアライグマが車
にはねられているのを見ることが多くなりまし
た。それだけではありません。タヌキやキツネなど
も見ることがあります。以前では考えられない状
況です。現状では営農組合や地区で駆除を実施し

町長答弁
近年の生態系の変化により生息域の拡大が急速
に進み、タヌキやキツネが当町でも確認されてお
ります。
有害鳥獣捕獲は、農林水産物被害、生活環境の
悪化、人身への危害若しくは植生の衰退等の自然
生態系の撹乱が現に生じている時に、その防止及
び軽減を図るために鳥獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律に基づき実施するもので
す。
有害鳥獣の捕獲を行うには、原則として狩猟免
許の所持が義務づけられております。当町では、
狩猟免許を所持されている方で構成される輪之内
町猟友会に委託しております。
主にドバトやカラス、ヌートリアの捕獲等をお

ているように聞いております。しかし、農作物へ
の被害が抑えられていないのが現状のようです。
年一回、産業課主導で町内全域で大掛かりな駆除
を実施してほしいとの声が聴かれます。町長はど
のようにお考えでしょうか。お尋ねします。

願いしておりましたが、近年、アライグマ、ハク
ビシンも出没し農林水産物に被害が及ぼしており
ますのでお願いしております。
ヌートリアとアライグマ、ハクビシンは県で加
害獣に指定されておりますので捕獲等をお願いで
きますが、タヌキとキツネは加害獣に指定されて
おりませんので捕獲等はできません。
今までにも誤ってタヌキをわな猟で捕獲した事
例がございますが、その時は山里に帰しました。
今後は営農組合等に被害状況を確認し、重点的
に猟友会に駆除をお願いいたしますが、今後も
誤ってキツネやタヌキを捕獲した場合はこれまで
と同様に山里に帰します。
また、県に現在の状況を報告し、加害獣への指
定等を要望してまいります。

上野 賢二 議員の質問
１．空き家対策について
近年、少子高齢化・人口減少、団塊世代の相続
が進み、空き家数の増加が大きな社会問題となっ
ています。
総務省が平成 31 年４月に公表した「平成 30 年
住宅・土地統計調査」によりますと全国の空き家
数は過去 10 年で 89 万戸増え、846 万戸、空き家
率は 13.6％、岐阜県では空き家数 14 万戸、空き家
率 15.6％（全国順位 15 位）と過去最高水準となっ
ています。さらにこのままだとよりハイペースで
空き家が増えると危倶されており、野村総合研究
所が 2018 年６月発表したレポートによると、2033
年には全国の空き家数は 1955 万戸、空き家率も現
在の２倍の 27.5％になると予測しています。一般

上野 賢二 議員
住宅の４戸に１戸が空き家となり、自宅付近が空
き家だらけという状況が現実のものとなるかもし
れないのです。
管理されずに放置された住まいは、地域社会に
とって迷惑で危険な存在となる空き家問題に国も
対策に乗り出し、平成 27 年２月に「空き家等対策
の推進に関する特別措置法」が成立しました。こ
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の空家法は、自治体による空き家の実態調査や空
き家の所有者への指導、空き家の柔軟な転用や活
用ができ、周囲への危険や景観を損ねる空き家を
自治体が「特定空家」と定めることが可能になり、
問題となっている空き家の立木伐採や住宅の解体
撤去などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行
政代執行（強制執行）も可能となり、住み手も所
有者も不明な空き家の処分を行政でできるように
なりました。また、市町村は国の基本指針に即し
た、空家等対策計画を策定し、協議会を設置する。
都道府県は市町村に対して技術的な助言、市町村
相互間の連絡調整等必要な援助を行うよう定めら
れました。
岐阜県では空き家等の増加により生じる諸問題
について、県民の生活環境の保全の観点から必要
な施策を総合的に推進することを目的として県・
市町村・関係団体によって構成される「岐阜県空
家等対策協議会」が設立され空家等対策に係る対
応指針、危険空家等対応マニュアル、空家等対策
モデル計画、空家等利活用事例集などを示し、市
町村に対する支援制度や空き家対策に係る啓発事
業（啓発ポスターの作成）、空き家対策セミナーの
開催、空き家相談窓口の開設、空家等総合相談員
登録制度などの施策を推進しています。
県下市町村の対応状況は、平成 31 年３月末時点
の空き家等対策計画を策定済みの市町村は 27 市
町村、空き家バンク制度の設置は 33 市町村となっ
ております。先日も「東白川村が空き家販売」と
いう見出しで、村が田畑・山林を合わせた土地付

町長答弁
まず、「空き家対策について」、町内の空き家数
及び空き家率はどのくらいなのかにつきまして
は、全国の空き家の総数は約 849 万戸、空き家率
は 13.6％、岐阜県全体の空き家の総数は約 14 万
戸、空き家率は 15.6％となっております。
これは、平成 30 年に実施された住宅・土地統計
調査によるものでございますが、この調査自体が
抽出の推計を含んでいるため、市町村別の数値は
推計されておりません。
よって、平成 30 年度に実施した空き家実態調査
の結果をお示しします。調査は、区長から報告い
ただいた空き家を、現地調査並びに所有者又は管
理人を調査し、管理状況の確認を行いました。
当町の空き家総数は 53 戸、空き家率は 1.4％、
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きの空き家の寄付を受け付け、売り主となって移
住希望者に安価で販売するリユース事業に乗り出
し、物件情報を空き家バンクで紹介しているとの
記事が岐阜新聞に掲載されました。このように空
き家数の増加が特に顕著な自治体は空き家対策を
移住定住策の柱に据え、将来の人口増加を目指し
て取り組んでいます。
当町においてはまだまだ空き家率も低く、危機
的な状況にはなっていないと思いますが、空き家
予備軍世帯（高齢者の単身世帯及び高齢者を含む
夫婦のみの世帯）が７～８割占めている地区もあ
ると聞いております。確実に高齢化は進んでおり、
空き家数が増加することは間違いのない事実であ
り、早めの対応が望まれます。空家法の制定後の
平成 27 年６月議会にて一般質問いたしましたが、
その時の答弁では空き家数は平成 26 年度区長会
調査による 44 戸で、今後は県の市町村向けマニュ
アル内容と私有財産制度との整合性を図りなが
ら、当町における条例制定の必要性も含めて検討
していくとのことでした。
そこで改めて質問いたします。最新の町内の空
き家数及び空き家率はどのくらいなのか。それと
当町における空家等対策計画の策定、地域住民や
議員、そして法務や不動産等に関する学識経験者
等で構成する協議会の設置、空き家バンク制度の
設置等の空き家対策について町の考え方及び進捗
状況をお尋ねいたします。

うち、29 戸は適正な管理がなされておりますが、
残りの 24 戸は適正な管理とは言い難い状況であ
りました。
これまでに、隣地の方から木の枝が敷地内まで
伸びているという苦情に対して、所有者に定期的
な剪定をお願いしたり、通学路沿いの空き家が老
朽化により危険との通報に対して、所有者に依頼
して撤去したりしていただきました。
しかしながら、すべてにおいて対応していただ
けるとは限りません。
議員ご指摘のとおり、当町の空き家は、平成 26
年度調査時と比較して９戸増加しており、高齢者
の単身世帯等も多く、今後、空き家戸数が増加す
るのは疑うべくもない事実でございます。
このような状況を踏まえ、空き家等の活用促進
によるまちづくり活動の活性化を図ることを目的
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に、現在、「（仮称）輪之内町空家等対策計画」の
策定を行っているところでございます。
空き家等に関する問題解決のためには、地域の
特性や課題に通じている住民の方の意見や、各方
面の専門家の知見も必要となることが予測される
ため、庁外の専門家も含めて構成予定の「（仮称）
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輪之内町空家等対策協議会」を令和２年度中に設
置することにしております。
その協議会の中で、具体的な対策等について協
議し、利活用が可能な空き家の有効利用の促進や、
老朽度・危険度が高い空き家の所有者への撤去指
導・要請を行ってまいります。

２．町のＰＲについて
人口減少が進む中、各地方自治体ではまちの存
続をかけ、地域の特性を生かした様々な人口減少
対策を実施すると共に住みたいまち・住んでみた
いまちづくりを目指し、知名度とイメージを向上
させるための魅力発信、ＰＲ戦略に全力で取り組
んでいます。先日も神戸町の次年度事業として、
公用車の側面に町マスコットキャラクターばら菜
をあしらったラッピングをする公用車ラッピング
事業が紹介されていました。
当町におきましては、千本桜まつり・あじさい
まつり・納涼ふるさとまつり・ふれあいフェスタ
の４大イベントの定着化、無農薬野菜を提供する
軽トラ朝市、徳川将軍家御膳米・御膳米黒豆ご飯・
御膳酒など町特産品のブランド化、福束城主丸毛
兼利（丸毛サミットの開催）
・ウオーキングマップ
の作成など歴史的観光資源の発掘、ホットステー
ション・町のキャラクターかわばたくんファミ
リーによるＰＲ活動など、町行政の努カにより当
町の知名度は徐々に上がってきていると思います
が、まだまだ十分とは言えません。これからは立
ち上げたこれらのＰＲ事業を一過性、マンネリ化
させることなく、更なる知名度の向上、特産品販
路の拡大を求めていかなければなりません。それ
には各事業の見える化を図る必要があると考えま
す。
先日開催されました第２回丸毛サミットは町
外、県外から多くの人が来場し、アニメ丸毛戦記
前編も上映され、大変盛会でありました。今年度、
後編が制作される予定となっております。このア
ニメ丸毛戦記の常設上映館及び歴史資料館とし
て、とりあえずホットステーションを活用し、今

町長答弁
観光関連イベントについては、これまでも次に
つながるように、一過性のイベントだけで終わら

後はお城までとは申しませんが砦のような城郭風
建物を輪中提付近に建築して、町の情報発信基地
並びに町の歴史観光拠点として整備をする。すな
わち、福束城主丸毛兼利と輪之内町の観光の核と
なり得るとかねてより提唱しております輪中提を
マッチングさせた観光戦略を考えてはみてはいか
がでしょうか。
それから平成 30 年６月議会にて提案いたしま
した、安八スマートインターから当町へのアクセ
スルートとなる県道 219 号安八平田線と県道 220
号安八海津線の安八町との町境に当町への歓迎と
ＰＲを兼ねた巨大看板の設置を町の存在アピール
と知名度の向上策として再度ご提案いたします。
そのほか、昨年秋に町の特産品・観光地の写真
やイラストを裏面に印刷した名刺を町職員用とし
て作成し、町のＰＲを兼ねて名刺交換等に活用し
ています。町をＰＲする大変良いアイデアだと思
いますので、この名刺図案を町内企業の社員の方
や町外の人と多く接する方々にも無償提供し、利
用していただけるよう働きかけてはどうでしょう
か。
また、さとふるに委託したふるさと納税返礼品
としての徳川将軍家御膳米など町特産品の価値
観・ランキング上昇施策や新たな返礼品の開発も
考えていかなければなりません。
今後、更なる町の知名度・認知度を高めるため、
いかにして町のＰＲ施策を推進していくのか、ど
こまで踏み込んでいけるのか、まさに財政投入を
含めた行政の本気度が問われていくと思います。
町のこれからのＰＲ戦略について町長のご見解
をお伺いいたします。
ないようにするため工夫をこらしながら実施して
参りました。
具体的には、福束城主丸毛兼利関連では、過日
２月 22 日に第２回丸毛サミットを開催したとこ
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ろであります。併せて開催した城めぐりアプリイ
ベントと合わせて 44 都道府県から約 1,200 人の方
にご来場いただきました。関ケ原合戦やその前哨
戦と、丸毛兼利や福束城との関連についての講演
会等の実施により、新たに丸毛兼利へ興味を持っ
てもらえた人が増えたことを実感しました。輪之
内町にお越しいただくことで、飲食や買い物を通
じて町内で消費してもらえるきっかけづくりがで
きたと考えております。
今後は、先の第２回丸毛サミットでも来場者の
関心が高かったアニメーション「丸毛戦記」後編
の作成や完成時のお披露目を兼ねた関ケ原合戦と
のかかわりをより深く知ることができるような行
事に取り組んで参ります。その他にも議員が言及
されております各種観光事業を展開してきたとこ
ろです。
議員が言及された各種観光推進事業を継続する
ことで地域活性化につなげたいところですが、単
独自治体で事業を推進するには財源の制約があり
ます。
今年の７月には「岐阜関ケ原古戦場記念館」が関
ケ原町にオープンします。丸毛兼利が戦った前哨
戦「福束城の戦い」での敗戦は、勝利を目指す石
田三成を中心とした西軍の戦略を大きく狂わせ、
関ケ原本戦の勝敗の行方に大きく影響を与えたと
言われており、関ケ原合戦とは密接な関係があり
ます。これを大きなチャンスと捉え、岐阜県、関
ケ原町と一体となって日本を二分した史上最大の
合戦・関ケ原合戦に大きな影響を与えた丸毛兼利
を資料の展示、期間限定でのアニメの上映、商業
棟での物販などを通じてＰＲすることが輪之内町
へ誘客する大きな手段であると考えております。
また、受け入れ態勢を構築するため、町の歴史民
俗資料館の展示スペースのリニューアルに伴い、
一角に丸毛コーナーを設置し、年表や関ケ原合戦
前哨戦図、甲冑などの展示、アニメの放映を計画
しており、実施に向けて協議を進めているところ
でございます。
議員からご提案のありました城郭風建物を建築
し、丸毛兼利と輪中堤をマッチングさせた観光戦
略は有効な施策だと考えられますが、当面は、岐
阜関ケ原古戦場記念館並びに現行施設の町の歴史
民俗資料館を活用してＰＲし観光誘客につなげて
いきたいと考えております。
また、平成 30 年６月議会でご提案いただいた巨
大看板については、県道のみでなく名神高速道路
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下り線からも見える方が望ましいと考えました。
上り線からは南波地内の企業の壁面に「ようこ
そ輪之内町へ」と宣伝いただいております。
下り線は宣伝看板がありませんので、実際に走
り確認したところ、目線に入りにくいため、他の
方法として輪中堤の法面を利用して何かできない
か検討しました。しかし、輪中堤は桜並木やアジ
サイが植わっており困難であり、適切な設置場所
がないか継続して模索しておりましたが、再度ご
提案いただきましたので県道からよく見える位置
への設置を検討して参ります。
また、町のＰＲ名刺の無償提供につきましては、
輪之内町企業連絡協議会等で提案し、企業等に利
用していただけるよう働きかけていきます。
そして、ふるさと応援寄付金の返礼品について
は、丸毛兼利関連でお酒、キーホルダーセット、
漫画等５品をラインナップしましたので、順次登
録してまいります。併せて、ＤＶＤアニメ全編や
煎餅も完成次第同様の措置をとらせていただきま
す。
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田中 政治 議員の質問
今年の冬は記録的な暖冬で、桜の開花も早くな
りそうで、春本番を間近に感じます。今や、朝か
ら夜まで“新型コロナウイルス”騒動で世界中の
人々や、経済が異常になっています。早い終息が
望まれます。

１．町政一般について
町長が議会初日の施政方針で新型コロナウイル
スについて述べられたように、国難的事象に直面
しているが、町としても、確実、丁寧に対応して
いくことが必要と述べられています。
現在、外出時はマスクの着用を出来うる限りす
る事、手洗いをする事等、色々注意を喚起してい
ますが、肝心の物がない。マスクがない。消毒薬
も売っていない、町民の方は大変困っています。

町長答弁
ご質問の趣旨としては、
「新型コロナウイルス感
染症の流行とその予防対策で使用するマスクが入
手困難な状況を憂慮し、町が備蓄しているマスク
を、対象者を限定するなどして町民に配付しては
どうか」と理解しましたので、そのことについて
お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症予防については、毎
年、この時期に流行するインフルエンザと感染力
に差異があるものの同じ対応、うがい、手洗い、
咳エチケットでかなりの部分を防ぐことができる
と言われております。
議員のご質問のとおり、咳エチケットで使用す
るマスクについては、地域の店頭で購入すること
ができないという現象が起きていることは承知し
ております。
３月 10 日現在の当町の備蓄枚数は、大人用が
26,000 枚、子ども用は 5,100 枚、単純計算では住
民１人あたり 3.2 枚という状況であり、多くの備
蓄がある訳ではありません。

田中 政治 議員
町長にお尋ねします。町で備蓄しているマスク
を町民の方に分けてあげる事は出来ないでしょう
か？備蓄マスクにしても数に限りがありますの
で、年齢制限（72 歳以上、敬老会出席年齢）にし
て、お医者さんへ行く時、デイサービスを受ける
時などに活用してもらったらどうかと思います。
お考えをお聞かせ下さい。
残念なことに、２月 26 日に岐阜県大垣市で１人
目の感染者が確認され、翌日には、その配偶者が
２人目として感染の確認がされました。
輪之内町においても、そのような緊急事態が発
生した場合には、ハイリスク者になりうる高齢者
や妊婦を対象に配付していくことも充分考えられ
ます。
こうした様々な事態を想定しながら、適時的確
な備蓄マスクの活用と今後の感染予防対策を実行
して参ります。
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２．人口減少と高齢化について
輪之内町も人口減少や高齢化による地域の取り
組みも大きく影響を受けていると思います。以下、
町長にお尋ねします。

町長答弁
まず、
「消防団員、女性防火クラブ員の維持につ
いて」お答えします。
現在、消防団員数は 107 名で、地元関係者の協
力により、輪之内町消防団条例に規定する団員定
数を充足しております。一方、女性防火クラブ員
は、火災予防関係の法令が整備される中で、昭和
37 年の消防庁通知を契機に組織化された団体で
あり、クラブ員数は 93 名（106 名中）であります。
消防団の存在は、まさしく地域防災の要であり、
重要かつ必要不可欠なものでありますが、少子高
齢化に加えて、被用者である団員の割合も増えて
いる等、社会構造や情勢の変化により、現実問題
として団員確保に大変ご苦労されている状況であ
ると承知しております。
そのため、平成 27 年度から消防職、団員ＯＢを
中心とした「機能別消防団員制度」や、企業の協
力を得るべく「消防団協力事業所表示制度」等の
導入により、消防団員の負担軽減や支援を行って
おります。
しかしながら、消防団員になると大変だという
イメージは強く、それを払拭するには、消防団の
運営自体を見直すことが、当然ながら必要であり
ます。消防団幹部も、こうした時代背景を十分に
承知して、団員の声に耳を傾け、現状の訓練方法
やその頻度等、毎年の反省を踏まえ、団運営の改
善に努めております。
女性防火クラブは、結成された目的が、各家庭
での火災予防を推進することでありました。近年
では、火災や地震等の災害発生時における支援活
動等で、地域に密着した存在である女性の活躍の
必要性と重要性が高まり、期待される役割も「家
庭の防火」から「地域の防火防災」に広がってお
ります。その活動が、地域コミュニティの活性化
にも繋がることから、より多くの方々に女性防火
クラブの活動を知っていただくことが大切である
と考えております。
現状では、両組織とも団員、クラブ員の皆様、

１）消防団員、女性防火クラブ員の維持について
２）教育、特に学校行事と地域の関わりについて

そして各地区の区長様や役員の方々等のご尽力に
より、現行体制を維持しております。しかし、前
述しました要因の他にも、消防団等の必要性が十
分に理解されていないことや、地域での連帯意識
の希薄化が見受けられる中で、今後のなり手不足
は、ますます深刻になることが予想され、両組織
の具体的な在り方を検討すべき時期が来ているも
のと感じております。
そのため、両組織の関係者のみならず、区長会
等の代表者とともに、地域の実情や意見を踏まえ
て協議する場を設け、地域防災力に欠かすことが
できない両組織を将来に渡り維持しながら、団員、
クラブ員が活動し易い体制作りと、両組織の更な
る強化を目指さなくてはならないと思います。
この課題は、一朝一夕に解決できるものではあ
りません。次のご質問の項目にある地域との関わ
りとも関連しますが、地域住民、関係組織等とと
もに、地域全体で同じ認識を持ち、目的と目標を
共有しながら、方向性を見定めていきたいと考え
ております。
いずれにしましても、近年の局地的な豪雨や台
風等の自然災害の頻発で、改めて消防団等の重要
性が高まる中で、社会環境の変化に対応できる組
織をどのように維持、発展させていくのか。消防
団並びに女性防火クラブの維持は、地域住民の安
全・安心な生活を守る上で、極めて重要であると
の認識のもと、行政と消防組織、地域住民の皆様
が、大いに知恵を出し合い、あるべき姿について、
田中議員からのご意見もいただきながら、合意形
成していきたいと思います。
次に「教育特に学校行事と地域の関わりについ
て」をお答えします。
未来を担う子どもたちを健やかに育むために、
学校・家庭・地域が連携・協働し、地域全体の教
育力の向上に向けた取り組みとして、現在、地域
学校協働活動事業を推進しております。人口減少
や少子高齢化、グローバル化等の進展に伴い社会
環境が大きく変化する中、地域では、人々の支え
合いの希薄化、孤立化、教育力の低下が進んでい
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ます。
これからの教育が多様化・複雑化する社会へ対
応できるよう、教員だけでなく、多様な経験を積
んだ多くの大人との関わりが必要となり、保護者
のみならず地域住民、行政、企業などが、地域総
ぐるみで協力・支援していかなければなりません。
この活動をとおして地域の絆づくり、つながり、
多様な人と人の関わりを築き、学校と地域が活動
の方向性と課題を確認し合い、目的・目標を共有
するとともに協働することによって創出されるメ
リットをお互いに実感できることが重要でありま
す。また、地域の課題を子どもが大人と一緒に発
見し話し合い、課題解決策を検討したり、学校行
事、学習に地域住民の方に関わってもらうことで、
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地域の人たちの関心が学校に向き、支援を行った
地域の人、特に高齢者は学校や子どもたちから必
要とされることを生きがいと感じ元気で健康な地
域づくりにつながります。
地方創生の観点からも、学校教育において地域
素材を教材化し、地域住民を講師として地域学習
をすることによって、生まれ育った町に愛着を持
ち、この町に定着する人を増やし、地域社会の担
い手を育成することにつながります。一方的な支
援の関係ではなく双方向の働きかけが、地域をひ
とつにする鍵となります。地域学校協働活動によ
る、地域と学校のつながりは、子どもたちだけで
なく、大人、地域、町全体を変えていく大切な取
り組みであると認識しております。

３．空家対策と移住定住について
全国各地で空家対策と移住定住を組み合わせて
安価で提供したり、賃貸をして、移住から定住に
発展するように助成金等を駆使して施策を推進し
ています。議会も各地へ出掛け何か良いヒントに
なる事はないかと視察研修をしています。当町も
今迄の三世代同居、近居助成事業等を展開して事
業促進を進めて来た事は解りますが、非常に使い
づらい（一度町外に住んでからでないと助成対象
にならない）等、ハードルが高すぎたと思います。
今年度から町内在住者が、町外で家を建設、購入

町長答弁
最初に、町内の空き家数の上野議員のご質問で
回答いたしましたが、平成 30 年度に区長会を通じ
て実施した空家実態調査の結果は空き家数は 53
戸、空き家率は 1.4％、うち、29 戸は適正な管理
がなされておりましたが、残りの 24 戸は適正な管
理とは言い難い状況でした。
次に、空き家の売却及び賃貸の要望件数につい
てですが、売却希望者は平成 30 年度調査で１名把
握しておりましたが、現在は不動産業者に売却さ
れ、その不動産業者が建物を改修し売り出し中で
ございます。その他の利活用が可能な建物につい
ては売却希望があれば相談してくださいとお伝え
しましたが相談はありませんでした。
賃貸については、該当空き家の近隣の事業者か
ら従業員が居住したいので借りられないかという

しないように、町外へ逃がさない様に住宅建設支
援助成事業が始まるそうで、少し遅い感じはしま
すが、大きく期待するものです。
以下町長にお尋ねします。
１）輪之内町内においてどのくらい空家があるの
か？
２）家主さんと協議されて、賃貸、売却を含めど
のくらい要望件数があるのか？
３）中古住宅取得でも住宅建設支援制度を受けら
れるのか？
相談が１件、事業を実施するため近隣の畑とセッ
トで借りられないかという相談が１件あり、いず
れも家主に確認しましたが、実現には至りません
でした。
次に、中古住宅取得でも住宅建設支援補助金の
交付を受けることができるかについてですが、こ
の補助制度は新築住宅に対し、地方税法の規定に
より固定資産税の軽減措置対象額と同額を助成す
るものでございます。中古住宅には、この固定資
産税の軽減措置には該当しませんので、今回創設
する制度の対象とはしておりません。
先ほど質問の中にございましたが三世代同居・
近居助成事業は転入者のいずれかが元々輪之内町
に居住していた等の要件はございますが、中古住
宅購入でも対象となります。

輪之内町議会だより（23 ）
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常任委員会審査から

レポート

（主な質疑）

総務産業建設常任委員会は３月 11 日と 12 日の２日間、文教厚生常任委員会は３月９日と 10 日に開
かれ、令和２年度予算、令和元年度補正予算を慎重に審査し、その結果、いずれも原案のとおり可決す
べきものと決定しました。

総務産業建設
令和元年度 一般会計補正予算
（第４号）
議会事務局
Ｑ 現在、議員年金を受給している方は、何名い
るのか。
Ａ 退職年金を８名、遺族年金を 10 名が受給して
いる。
総務課
Ｑ ５名の退職の理由は何か。待遇が悪いのでは
ないか。
Ａ 退職の理由は、自己都合であり、待遇面では
なく、他にやりたいことがある等の理由である。
Ｑ 一般会計予算で職員全体の平均月額が下がっ
ているのに、平均年齢は上がっているのは、何
故か。
Ａ 経験者採用をしているため、平均年齢が高く
なり、平均給与は下がったと考えられる。なお、
経験者採用者の給与は、前歴換算を行っており、
その他に昇給や昇格も影響している。
Ｑ 来年度の採用者は何名で、年齢は何歳か。
Ａ ５名の採用で、内訳は大卒１名、短大卒１名、
他３名は 30 歳前後である。
Ｑ 採用試験で不採用は何名いたのか。
Ａ 事務職は、21 名の応募があり、４名内定した
が、２名辞退し、２名の採用。保育教諭は、１
名の応募があり、１名の採用。管理栄養士は、
９名の応募があり、１名の採用。児童発達支援
職員は、３名の応募があり、１名の採用。
Ｑ 区長会補助金の減額は、参加者が少なかった
ためか。
Ａ 区長会研修を 11 月に実施し、参加者は 13 名
であった。
Ｑ 町有地財産使用料の歳入は、町有地を貸して

総務産業建設常任委員会

いるということか。また、条例はあるのか。
Ａ 工事現場事務所等に貸しており、徴収条例に
則り、貸している。
経営戦略課
Ｑ 公債費について利率は毎年変わるのか。
Ａ 長期債については、10 年で利率見直しの契約
で借入している長期債が多い。
Ｑ ふるさと応援寄附金が少ないが返礼品の内容
が良くないのか。
Ａ 昨年度、総務省の指導により返礼品を見直し
たところである。昨年度と比較し寄附金の額が
減っていることを考えると返礼品として魅力に
欠けることは否めないのが実状であろう。
Ｑ さとふるへの業務委託料はどのような形式で
あるのか。
Ａ 事務手数料として 12％の出来高払いである。
Ｑ ふるさと応援寄附金の返礼品として体験型の
ものをセットにして出してはどうか。
Ａ 関係者と協議しながら、みそづくり、けんが
い菊作り、さつまいものスイーツづくりなどを
さとふるに追加をしていきたい。
Ｑ 町内企業在勤者定住促進アンケートの結果は
どのような内容であったか。
Ａ 町内企業 48 社、従業員 2,601 人に対しアン
ケートを実施し、41.8％の回収率で 1,087 人に回
答をいただいた。調査内容の結果として、住み
替えについては 35.4％の方が良い物件があれば
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住み替えたい。その際に重視する点については
54.3％の方が手ごろな価格で適切な住宅がある
こと。そしてそのために必要な住宅施策として
34.8％の方が住宅購入補助金などの制度の創設
との回答があった。
Ｑ アンケートの委託内容は何か。
Ａ アンケートの内容作成については町にて行
い、発送・集計・分析について委託を行った。

税務課
Ｑ 土地建物の所有者が死亡したときに、相続登
記が行われない事例や相続放棄される事例はあ
るのか。
Ａ 死亡者の親族に相続登記や相続人代表者の選
任を依頼している。その後も相続登記が行われ
ない場合もあるが、相続放棄について実際に相
談を受けている事例はない。
会計室
Ｑ 会計のシステムは、どこへ委託しているのか。
Ａ 会計のシステムは（一財）岐阜県市町村行政
情報センターへ委託し、収納処理等は会計室で
行っている。
産業課
Ｑ 東京圏からの移住支援事業についてどのよう
にしてＰＲしているか。
Ａ 岐阜県内の登録された企業に就職することが
条件なので、岐阜県とともにチラシやホーム
ページで事業のＰＲを行っている。
建設課
Ｑ 耐震化促進事業の町民への周知はどのように
しているか。
Ａ 広報わのうちやスマイルチャンネル、また防
災訓練時には各地区避難所において周知をして
いる。
Ｑ 電柱の占用料は１本あたりいくらか。
Ａ 種類によるが１本あたり 1,100 円、1,700 円、
2,300 円となっている。
Ｑ 都市計画審議会は開催されなかったのか。
Ａ 審議対象となる案件が今年はなく、開催され
なかった。
Ｑ 松内道路の土地購入費の減額理由は。
Ａ 堤防取付部の計画変更による減額と県道交差
点については協議中のため次年度の事業とした
ことによる減額。
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令和元年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算
（第１号）
建設課
Ｑ 大藪、仁木地区の整備は終わっているが、福
束地区はどうか。
Ａ 輪之内町全体の 90％以上の面整備が終わっ
ており、残りは福束北部と里地区である。
Ｑ 接続率はどれくらいか。
Ａ 接続率は 44.3％である。
Ｑ 接続率が低い理由は何か。
Ａ 接続工事費に対する負担が大きいことが要因
ではないか。
Ｑ 単独及び合併浄化槽から直接下水道管に接続
できるのか。
Ａ 直接接続する事はできない。
Ｑ 一般会計からの繰入金はどれだけか。
Ａ ２億１千８百万円。

令和元年度 水道事業会計補正予算
（第１号）
建設課
Ｑ 分譲地の井戸水利用世帯に、水道本管を布設
することは出来ないのか。
Ａ 水道事業は公営企業会計で運営しており、費
用的な面があるため対応は難しい。
Ｑ 未収金の状況はどの程度か。
Ａ 令和２年３月４日時点で未収金は 1,467 万
3,770 円、対象人数は 514 名。

令和２年度 一般会計予算
議会事務局
Ｑ 安八郡町村議会議長会の負担金が減額になっ
ているのはなぜか。
Ａ 議長会の会計が潤沢であるということから、
議長会の中で事業内容を精査し、減額すること
となったものである。
総務課
Ｑ 会計年度任用職員に給与として支払うフルタ
イム職員はいないのか。
Ａ フルタイム職員はいない。
Ｑ 予算に浄化槽の清掃、保守点検があるが、下
水道に接続されていないところがあるのか。
Ａ 下水道に接続されていない施設もあり、順次
接続していく予定である。
Ｑ 県知事選挙費の経費は、全額県補助ではない
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のか。
全額ではなく、県の基準額に基づき、金額が
決まってくる。
Ｑ 私用光熱水費は、何の収入か。
Ａ 自販機等で使用する電気代である。
Ｑ 行政バスは何年使用しているのか。
Ａ 平成 12 年の登録であり、行政が主催する行事
等に使用している。
Ｑ ホームページの更新は業者委託か。
Ａ ホームページの更新は業者に委託するが、そ
の内容は町の意向に沿って作成する。スマホか
らのアクセスや災害時の対応ができる機能等、
情報が探し易いサイトにしたいと考えている。
Ｑ ホームページの閲覧者数は表示されているの
か。
Ａ 画面上には表示されていないが、確認はできる。
Ｑ 区長手当が、報酬から謝礼に変わったのは何
故か。
Ａ 会計年度任用職員、又は特別職非常勤職員で
ないと、報酬で支払うことができなくなるため
である。
Ｑ 行政バスを委託にした理由は何か。
Ａ これまでは、単発で依頼してきたが、会計年
度任用制度の開始により、その方法ができなく
なるため、業者に委託する予定である。
Ｑ 他町は、行政バスの運転手をどうしているのか。
Ａ 他町も委託である。
Ｑ 行政バスの利用は 100 ㎞を超えてはいけない
のか。また、利用団体の制限はあるのか。
Ａ 申請団体の利用の内容等をその都度、確認し、
総務課長が必要と認める場合は使用することが
できる。
危機管理課
Ｑ 消防車両購入の契約方法は、どのようにして
いるのか。
Ａ 今回は、５社による指名競争入札を行い契約
した。
Ｑ 消防車両更新の際、旧車両の下取りは、どう
なっているのか。
Ａ 官公庁オークションに出品し、23 万１千円で
落札された。
Ｑ 大垣消防組合負担金の内訳は何か。
Ａ 主なものとして、人件費、施設の建設費、消
防車両の購入費。
Ｑ 防災行政無線について、戸別受信機の希望数
の調査結果と、今後の工事予定はどうなってい
るのか。
Ａ 希望世帯数は、2,500 世帯程度であり、令和２
Ａ

年度に全ての工事が完了する予定である。
現在の世帯数（3,300 世帯）と調査結果（2,500
世帯）では開きがあるが、全ての世帯が希望し
ている訳ではないのか。
Ａ 希望されない世帯もあるが、現状の配布数
2,300 世帯と比較して、多少増加している。
Ｑ 出初式で放水が遅れた車両があったが、その
後、どうしたのか。
Ａ 今回に限らず、不具合があれば、早急に対応
している。
Ｑ 消防車両は、どれくらいの期間で更新するのか。
Ａ 更新計画に基づき、20 年で更新する。
Ｑ 出不足金の徴収は、輪之内町でもあるのか。
Ａ １地区で確認した。
Ｑ 団員の選出に際し、地区から氏名等の個人情
報の提供について、依頼はあるのか。
Ａ 提供を求められても、お断りしている。
Ｑ 県大会にかかる消防団員の費用弁償は、当初
予算に組まれているのか。
Ａ 大会出場が確定しているので、当初予算で計
上している。
Ｑ 防火井戸設置に対する補助はあるのか。
Ａ 新設で 16 万、修繕で 10 万の補助金がある。
Ｑ 高齢運転者交通安全対策事業補助金の後付け
ペダル装置は、どのような製品が対象になるのか。
Ａ 国土交通省が認定した製品が、対象である。
経営戦略課
Ｑ 利子割交付金は輪之内町民の金融機関等への
預金利息に対するものか。
Ａ 輪之内町民の預金利息に対するものではな
く、全国の金融機関等から利子の支払いを受け
るときに引かれる税金の一部が国に入り、それ
が県を通じ県税と町民税の按分割合に応じて町
へと交付される交付金。
Ｑ 地方特例交付金とはどのようなものか。
Ａ 国の制度変更等により地方負担の増や地方の
減収が生じた際に特例で交付される交付金であ
る。現在は個人住民税減収補填、自動車税・軽
自動車税の減収補填分である。
Ｑ 臨時財政対策債などが地方交付税措置される
と聞くがどのように算入されているかわかるのか。
Ａ 算入状況はわかる。
Ｑ 第６次総合計画の策定について審議会は令和
３年度に実施するのか。
Ａ 令和２年度に計画策定、令和３年度に審議会
を行う予定。
Ｑ 住宅建設支援助成金は何件分を見込んでいる
のか。
Ｑ
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Ａ
Ｑ

35 件分である。
住宅建設支援助成金制度の対象はどのような
方か。
Ａ 町内に新しく家を建てた方、もしくは取得し
た方が対象である。
Ｑ 第６次総合計画策定委託料はどのような内容
であるか。
Ａ すべてを委託するものではなく計画内容につ
いては職員が行い、データの収集や議事録作成
等を委託するといったワーキングコンサルであ
る。
Ｑ 第６次総合計画策定にあたり住民等の意見を
聞く場は設けるのか。
Ａ アンケートや諸団体の意見を聞く等行いた
い。
Ｑ 第６次総合計画策定にアンケートを実施する
ようだが Web アンケートシステムを利用する
のか。
Ａ Web ア ン ケ ー ト シ ス テ ム も 郵 送 で の ア ン
ケートも両方実施する予定をしている。
Ｑ Web アンケートシステムの利用状況はどの
くらいか。
Ａ 登録が 100 名ほど。
Ｑ 住宅建設支援助成金制度と三世代同居・近居
助成制度の兼ね合いはどうであるのか。
Ａ 両方該当すれば両方助成を受けることができ
る。
●提言 住宅建設支援事業と三世代同居・近居助
成事業を一本化し、理解し易い制度に改正した
らどうか。

税務課
Ｑ 個人県民税徴収取扱費とは何か。
Ａ 町県民税のうち県民税分の徴収取扱手数料と
して、納税義務者一人あたり 3,000 円が県から
納入されるものである。
Ｑ 町県民税は滞納分も含まれているのか。
Ａ 滞納分も含まれており、６割が町民税分、４
割が県民税分である。
Ｑ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費とは何か。
Ａ 令和元年 10 月から導入開始された軽自動車
税の環境性能割について、当面県が賦課徴収し、
環境性能割額の５％を徴収取扱費として県に支
払うものである。
会計室
Ｑ 株式配当金は、どこの株式会社の株を保有し
ているのか。
Ａ 配当がある株は、東海旅客鉄道（株）100 株、
名古屋鉄道（株）200 株、近鉄グループホール
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ディングス 103 株で、県内鉄道整備促進を目的
として（公財）岐阜県市町村振興協会から寄附
されたもので、寄附を受けたときに売却しない
よう依頼されている。

産業課
Ｑ 農業委員・農地利用最適化推進委員の定数に
基準はあるのか。
Ａ 農業委員会法で農業委員は 14 名、農地利用最
適化推進委員は 12 名と定められている。
Ｑ 農業委員会委員候補者等選考委員会はどのよ
うな基準で候補者を選考するのか。
Ａ 応募又は推薦のあった候補者の中からこれま
での農業経営の経歴や国が推進している女性登
用、必須要件である非農業者などを基準に選考
する。
Ｑ ホッとステーションわのうちの土日の観光案
内所について、もっと有効的な活用を真剣に考
えてほしい。
Ａ アニメ丸毛戦記の放映など新しいことを含め
て、もっとうまく活用できるように取り組んで
いく。
Ｑ 元気な農業産地構造改革支援事業補助金につ
いて、補助金受給者が途中で事業を取り止めた
場合、需給した補助金は返還になるのか。
Ａ 過去に補助金返還の実績はないが、今回のイ
チゴハウス建設は、ＪＡ全農のいちご新規就農
者研修所で現在研修中で令和２年５月に修了予
定であり、令和元年 12 月には法人を設立され
た。ＪＡ全農とＪＡ西美濃が中心になって県・
町に推薦し、本人とも面談を行い、継続して農
業経営が行えると判断したので予算計上した。
Ｑ 東京圏からの移住支援事業費補助金につい
て、手厚い補助制度を構築しないとわざわざ輪
之内町に移住しようと思う人がいないのではな
いか。
Ａ 令和２年度中に（仮称）輪之内町空家等対策
協議会を設置予定であり、その中で空き家の有
効活用など他の対策も含めて輪之内町に移住し
てもらえるよう検討していきたい。
Ｑ あじさいまつりの会場周辺のあじさいは美し
さが失われている。イベントの実施だけではな
く、草刈りを行うなど手を入れてはどうか。
Ａ あじさいの剪定等を行い、美しい花を見ても
らえるように努めていく。
Ｑ ＦＣ岐阜地域イベント開催委託料については
効果や住民の関心はどれくらいあるのか。
Ａ 岐阜県全市町村を上げて応援する唯一のプロ
スポーツチームであり、たくさんの来場者向け
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にホームタウンデーで輪之内町のＰＲや特産品
販売を行うことができる貴重な機会となってい
る。この機会を有効に活用できるように取り組
み、町民の関心も高めていく。
Ｑ 丸毛氏アニメ製作委託料について、アニメ前
編・後編の制作に多くの費用がかかっているが、
それに見合うだけの効果があるのか。
Ａ 観光誘客の手段として行っている。作っただ
けで終わらせないよう、一過性のものにならな
いように今後も取り組んでいく。
Ｑ 多面的機能支払交付金事業の施設の長寿命化
事業で実施する水路敷打ち工事について、施工
場所はどのように決めているのか。
Ａ 22 組織の代表者が出席する輪之内資源保全
会管理協定運営委員会で役員に一任することを
決定し、役員会で実施場所を決定した。
●提言 ほ場整備事業を早く完了した地区では、
畦畔の崩れが酷い箇所も散見されるので、緊急
度も考慮し、施工計画を立ててはどうか。
Ｑ カワバタモロコ保護員の任務は何か。
Ａ 一定の知識を持った保護員にカワバタモロコ
を許可なく採捕している人がいないかなどの見
守りや、生き物観察会等の啓発イベントに参加
している。
Ｑ 人気がある田んぼアートを他の地区でも実施
できないのか。
Ａ 以前に中郷新田地区での実施も模索したが、
うまく見えないなどの理由で実施が難しいと判
断した。今後は、大吉新田地区に建設する防災
拠点から見るような田んぼアートができないか
検討していきたい。
土地改良課
Ｑ 楡俣北部地区の揚水機場の建設費はいくら
か。
Ａ 一か所当たり、約６千万円である。
Ｑ その他要望している地区はあるのか。
Ａ 楡俣南部地区と福束北部・南部地区から要望
書を提出頂いている。
Ｑ ほ場整備事業はいつまで継続できるのか。
Ａ 県と５年先までの事業計画を毎年調整してい
る。事業が継続できるよう今後も要望していく。
Ｑ ほ場整備の 100％同意、法人化は採択条件か。
Ａ 仮同意の段階で 100％の同意が必要であり、
担い手となるには法人化も必要である。
Ｑ ほ場整備を行うと、巻き上げゲートが必要で
なくなるが撤去するのか。
Ａ 補助金の返還が発生しないよう、移設して、
再利用する。

Ｑ
Ａ

債務負担行為について説明してほしい。
過去のほ場整備の借入れに対する元利補給で
あり、担い手育成基盤整備事業は当時の事業名
で、現在は経営体育成基盤整備事業である。
Ｑ 事業採択を受けるにあたって、担い手の実態
を把握しているか。
Ａ 任意組合を法人化して、オペレーターの確保
をお願いしている。

建設課
Ｑ 水準点借上料の水準点とは何か。
Ａ 宅地内に地盤沈下を計測するために設置した
測量基準点。
Ｑ ラウンドアバウト交差点の採用理由は何か。
Ａ 安全性、維持管理、機能の面で優れているた
め。
Ｑ 排水路の敷コンクリート工事の進め方はどう
考えているか。
Ａ 産業課で多面的機能支払交付金事業を主体と
して進めていき、適用できない箇所を建設課で
実施していく。

令和２年度 特定環境保全公共下水道事業
特別会計予算
建設課
Ｑ 井戸水を使用している世帯の下水道使用料金
はどのように算定しているのか。
Ａ 井戸水用の量水器を設置してその指示数によ
り算定している世帯と、世帯人員により認定数
量で算定している世帯があり、１か月の認定数
量は、１人の場合は 10 ㎥、２人は 22 ㎥、３人
は 27 ㎥、３人を超え１人増すごとに５㎥加算す
ることになっている。
Ｑ 輪之内ビラの北の住宅は下水道整備されてい
るが、同時に上水道の整備は出来なかったのか。
Ａ 開発業者が上水道と井戸利用を比較した結
果、井戸を選択された。

令和２年度 水道事業会計予算
建設課
Ｑ 石綿管は、どれだけあるのか。
Ａ 令和元年度の工事により全て無くなった。
Ｑ 消火栓は地上式、地下式どちらが良いのか。
Ａ 使い易さは地上式であるが、設置場所等の問
題もあり、設置については地元区長さんと協議
の上、設置している。
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文 教厚生
令和元年度 一般会計補正予算（第４号）
住民課
Ｑ 高校生バス定期券購入支援補助金は、スクー
ルバスについては対象外なのか。
Ａ 現在はスクールバスを対象としていないが、
町内の利用者を調査し、対象にするか検討して
いく。
福祉課
Ｑ プレミアム商品券の売れ行きが悪いのではな
いか。
Ａ 輪之内町だけでなく、全国的に見ても売り上
げは悪い状況である。
Ｑ プレミアム商品券が利用可能なのは町内店舗
のみか、例えばイオンビッグでは利用できるの
か。
Ａ 輪之内町発行の商品券については町内店舗の
みで利用が可能であり、イオンビッグは利用可
能な店舗である。
Ｑ 商品券の換金のタイミングは３か月毎など決
まりがあるか。
Ａ 加盟店舗により様々で、毎月換金を行う店舗
もある。
Ｑ 予防接種を受けた者の割合は何割か。
Ａ 予防接種の接種率は約９割である。
Ｑ 高齢者福祉総務寄附金は特定の目的に対して
使って欲しいという意向はあったか。
Ａ 毎月ふれあいセンターで実施しているオレン
ジカフェの運営に役立てて欲しいという寄附者
の意向であったため、高齢者対策事業に充当し
ている。
Ｑ 家族介護慰労金の申請者はいなかったのか。
Ａ 例年は年間１～２名ほどの申請があるが、今
年度は該当者がいなかった。
Ｑ 家族介護慰労金の対象者及び支給額はいくら
か。
Ａ 要介護３以上に該当する高齢者を介護サービ
スを利用せずに在宅で介護をしている者に対し
て月額３万円を支給するほか、寝たきりの障が
い者を同居して介護している者に対して月額
５千円を支給するものである。
教育課
Ｑ パソコンの借上料は通常５年経過したら無償
貸与となるのではないか。
Ａ そうである。

文教厚生常任委員会

Ｑ

アポロンスタジアムの経費はプラネットプラ
ザ管理費にはいるのか。
Ａ そうである。
Ｑ 補助教員とはどういう教員のことか。
Ａ 町費の常勤講師である。
Ｑ 工事請負費が 6,100 万円の減額であるが、こ
のような工事の予算はどのように立てるのか、
なぜ 6,100 万円の減額になったのか。
Ａ 前年度において業者に実施設計業務委託し、
予算計上している。今年度入札をおこなった結
果、落札額に対して予算額の不用額が生じた。
Ｑ 留守家庭児童教室支援員の賃金の減額につい
て支援員が減ったためであるのか。
Ａ 当初利用者が多いと見込んでいたが、利用者
の人数と利用時間が少なかったことによる当初
予算の見込みに対する減額である。
Ｑ 奨学金の継続者は１名であるとのことだが、
この状況について担当課としてどう思うのか。
Ａ 国や県、大学等、様々な奨学金制度がある中
での選択をしてみえるのではないか。

令和元年度 国民健康保険事業特別会計
補正予算（第３号）
住民課
Ｑ マイナンバーカード交付数は何枚なのか。
Ａ 直近の集計では 798 枚である。
Ｑ 繰越金は何の金額を計上しているのか。
Ａ 平成 30 年度からの繰越金額から主に県支出
金等精算返納金などを差し引いた額を計上して
いる。

令和元年度 児童発達支援事業特別会計
補正予算（第２号）
福祉課
Ｑ 心身障がい者と判断されるのは何歳からか。
Ａ その方の状況等により様々である。
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Ｑ
Ａ

心身障がいの判断をするのは専門医か。
障がいの判断をするのは専門医であるが、町
が実施している３歳児健診や５歳児健診の際に
発達支援教室の職員も立ち合い、言葉の遅れや
運動機能の発達の遅れが見られる子どもに対し
ては、児童発達支援の利用等を勧めている。

令和２年度 一般会計予算
住民課
Ｑ 戸籍総合システム保守点検委託料について委
託会社は近隣市町村と同じなのか
Ａ 安八郡は同じである、また西濃地方の市町村
もほぼ同じである。
Ｑ 揚水ポンプ借上料とは何の事業に必要なの
か。
Ａ 特定外来生物カダヤシの駆除を行うにあたり
用水から田に水を汲み上げる際に揚水ポンプを
使用する。
Ｑ 下水道事業を推進しているのに、なぜ浄化槽
設置費補助金を計上しているのか。
Ａ 下水道が通っていない塩喰川西及び福束川西
地区の設置時にのみ交付される。
Ｑ 生ごみ処理機設置事業補助金はどのようなも
のが助成対象なのか。
Ａ 家庭用の電気式やコンポストなどの生ごみ処
理機に対して助成を行うもの。
Ｑ デマンドバスの土日祝日の運行は行えないの
か。
Ａ 委託しているバス会社の運転手やオペレー
ター不足もあり人的要因などで現在のところ運
行は難しい。
Ｑ エコドームの空き容器回収機の空き缶回収量
はどれくらいなのか。
Ａ 年間で約 12 トンである。
福祉課
Ｑ 成年後見人は被後見人の親でも選任されるこ
とはできるか。
Ａ 被後見人の親でも成年後見人に選任されるこ
とは可能である。
Ｑ 成年後見制度に関するニーズ調査はどういっ
た内容で実施するのか。
Ａ 成年後見制度に対する意識や利用に対する意
向の調査及び現状の課題整理を行う。
Ｑ あすわ苑に空床があるが、職員の不足により
待機者の受け入れを行っていないと聞いたがど
うか。

Ａ

あすわ苑職員の募集に対して応募は少ない状
態と聞いているが、職員の不足を理由に受け入
れを休止していることは無い。現在特養の稼働
率については、ほぼ 100％の状態である。
Ｑ ふれあいセンター駐車場工事の内容は。
Ａ 過去にゲートボール場として利用していたふ
れあいセンター建物の南側の敷地を整地し砂利
敷きするほか、東側に設置してあるフェンスの
一部を切り、そこからの進入を可能にする。
Ｑ こども園の会計年度任用職員はすべてパート
タイム職員か。
Ａ 基本は朝９時から夕方５時までのパートタイ
ム職員である。
Ｑ こども園の会計年度任用職員の内訳は何人
か。
Ａ 保育教諭 26 名、調理員９名、緊急対応用の調
理員４名の計 39 名である。
Ｑ 非常勤職員から正規職員として雇用してほし
いという要望はあるか。
Ａ 今のところ聞いていないが、町で毎年１月に
保育教諭の経験者採用枠での募集を行ってお
り、本人の希望により応募し試験に合格すれば、
正規職員として雇用する。
●意見 保育園教諭の相談相手の確保や心のケア
を積極的に行ってほしい。
Ｑ 老人クラブ補助金の交付対象地区は全体のう
ちどれだけか。
Ａ 全 25 地区中 19 地区である。
Ｑ 活動休止中の地区への働きかけや立て直しは
行っているのか。
Ａ 現在のところ特に行っていないため、今後老
人クラブ連合会の定例会での協議事項とした
い。

教育課
Ｑ 英語指導助手業務委託とはどこに委託してい
るのか。
Ａ ㈱インタラックに業務委託し、こども園と小学
校にＡＬＴを配置している。
Ｑ 中学生カナダ派遣研修委託料の予算はどのよ
うに積算しているのか。
Ａ 令和元年度の実績にもとづき計上した。
Ｑ 小学生鹿児島派遣研修事業について、鹿児島市
からも輪之内町に来町してもらい、交流すること
はできないのか。
Ａ 鹿児島市から来年度も花尾小学校での受け入
れの返事をすでにいただいており、相互に交流で
きるよう今後検討していく。
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Ｑ 英語検定受験料補助金について、児童生徒の受
験率はどのくらいであるか。
Ａ 受験率は児童生徒全体の約 30％である。英検に
ついては学校が指導する内容ではなく、個人が選
択して受験するものであるが、積極的に受験でき
るように町から補助金を出し、町に受験会場を用
意し、今後も英語教育に力を入れていく。
Ｑ 学校校務員内外作業業務委託はシルバー人材
センターに委託するのか。
Ａ 校務員の募集を行ったが応募がなかったため
シルバー人材センターに委託する。
Ｑ 防災士養成講座の需用費の 252 万９千円はテ
キスト代であるか。
Ａ 防災士養成講座を委託している防災士機構よ
りテキストを購入している。テキスト代は需用費
のうちの 39 万９千円で、
毎年受講のため購入して
いる。
Ｑ 生涯学習事業は文化財保護のほかにどのよう
な事業があるのか。
Ａ 毎年１回、生涯学習コンサートを実施している。
Ｑ 給食に御膳米を使えないのか。
Ａ まずは町の指名願を提出していただきたい。
Ｑ パソコン借上料の内訳を説明してもらいたい。
Ａ 各学校の生徒、教師用パソコンの他、パソコン
室等のプリンター、小中学校校務支援システム及
びパソコン周辺機器等の借上料である。
Ｑ 情報教育の備品購入費は何か。
Ａ 来年度は小学校の教科書改訂の年であるため、
デジタル教科書を購入する。
Ｑ 事務局費の会計年度任用職員の内訳はどう
なっているのか。
Ａ 学校司書２人、ＩＣＴ指導員１人、ＡＬＴ１人
分である。
Ｑ ＩＣＴ指導員の採用基準はあるのか。
Ａ 教員資格を有し、指導力、ＩＣＴに関して知識
がある人である。
Ｑ 地域学校協働活動推進事業について内容を説
明してもらいたい。
Ａ 輪之内町では、町内小中学校にコミュニティス
クールを設置し、地域学校協働活動を進めている
ところである。活動を担う各支援員については、
総括的推進員１人、地域と学校を結ぶ調整役とし
て学校推進員を各学校に２人、困り感のある子な
どを支援する協働活動支援員を各学校に２人、協
働活動サポーターは各学校に１人配置し清掃な
ど校務支援をしてもらう。その他に、キャリア教
育として職業講話をしてもらう学習支援員も配置
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する。これらの各支援員への謝金が 665 万７千円
である。その他、需要費、通信運搬費、保険料、
通行料など補助事業に要する経費をあわせると、
694 万４千円となり、補助対象経費の３分の２が
補助金として交付される。

令和２年度 国民健康保険事業
特別会計予算
住民課
Ｑ 国保特別会計予算の一般会計繰入金は一般会
計予算のどこから操出されているのか。
Ａ （款）民生費（項）社会福祉費（目）国民健康
保険費から操出されている。

令和２年度 後期高齢者医療特別会計予算
福祉課
Ｑ すこやか健診、さわやか口腔健診の受診率は
何％か。
Ａ 令和元年度のすこやか健診が 46.8％、さわや
か口腔健診は 2.5％である。
Ｑ すこやか健診の受診率が 50％を割っている
理由は何か。
Ａ はっきりとした理由は不明であるが、輪之内
町の受診率は県内では上位である。
Ｑ 輪之内町の高齢化率の伸びはどうか。
Ａ 後期高齢者医療制度の加入者数は昨年度の
1,065 人から今年度の 1,115 人へと 50 人増加し
ており、その増加は毎年続いている。

令和２年度 児童発達支援事業
特別会計予算
福祉課
Ｑ 児童発達支援の現在の利用者数は何人か。
Ａ 令和２年３月１日現在で 32 名で、うち７名が
利用料徴収対象者である。
Ｑ 障がい児に対する病名は何種類あるのか。
Ａ 広汎性発達障がいやＡＤＨＤなど多岐にわた
るが、
「そら」を利用している児童については病
名には該当せず、単に言葉の遅れや、運動機能
の遅れなどで利用している児童も多い。

輪之内町議会だより（31 ）

令和 2 年 5 月 1 日

福束小学校大規模改修工事特別委員会委員長報告
教育課
Ｑ 校舎の建築年はいつか、耐震は済んでいるの
か。
Ａ 昭和 58 年３月完成で耐震構造である。
Ｑ トイレは洋式にするのか。
Ａ 全て洋式にする。
Ｑ 児童数が減っているのに、これだけの教室数
が必要か。教室を広くできないのか。
Ａ 各学年１クラスの他に、少人数指導教室、特
別支援学級、会議室等が必要であり、教室の広
さを変更することはできない。
Ｑ 教室の扉が重くないか。
Ａ 軽すぎると危ないので、少し重い構造になっ
ている、各教室の扉を確認しておく。その後、
現地で確認し、児童が開閉することに問題はな
い。
Ｑ 工事の出来高が 100％になるのはいつか。
Ａ ３月 24 日に最終検査をして 100％となる。
Ｑ 備え付けの棚で、新規に設置したものと既存
のものを利用している箇所があるがその基準は
何か。
Ａ 塗装や補修で修復できるものは学校と相談
し、そのまま利用する。鍵が壊れたり、修復不
可能なもの、また、児童がよく使う棚は、新し
くした。

Ｑ

校舎の外壁の色は、どのように決めているの
か。
Ａ 学校と協議し、落ち着いたホワイト系にした。
Ｑ 児童昇降口の階段の蹴上げの高さ調整はでき
たのか。
Ａ 側溝を改修し高さの調整はできた。

髙橋 愛子 議員に
輪之内町表彰が授与されました
町議会議員として長きにわたり、議会の運営と地域の振興
ならびに住民福祉の増進に貢献されたとして、輪之内町表彰
（地方自治功労 特別 16 年）を受けられました。
髙橋 愛子議員
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議 会 活 動 日 誌
《１月》
５日
７日
11日
12日
14日
16日

21日
24日
28日
29日
30日
31日

大垣市役所新庁舎完成開所式
広報編集委員会
老人クラブ連合会 新年互礼会
消防出初式
成人式
身体障害者福祉協会輪之内分会
新年互礼会
令和元年度国保事業推進トップセミナー・
岐阜県市町村国民健康保険運営協議会会長
連絡協議会
全員協議会
千本桜まつり実行委員会
例月出納検査
第２回輪之内町健康計画等策定委員会
地方財政対策等説明会
第２回地域自立支援部会
総合戦略推進委員会第１回会議

《２月》
２日
３日
６日
７日
17日
18日
19日
20日
21日

25日
26日
27日
28日

地域づくり講演会
第19回千本桜まつり運営委員会
第19回千本桜まつり実行委員会
福束小学校６年生 議場見学、議会体験
地域ケア推進会議
仁木小学校６年生 議場見学
第１回下水道推進協議会
第19回子ども・子育て会議
議会運営委員会
全員協議会
安八郡広域連合議会定例会
あすわ苑議会定例会
西濃環境整備組合議会定例会
例月出納検査
第３回西南濃町村議会議長会兼安八郡町村
議会議長会
国民健康保険事業の運営に関する協議会

《３月》
３日
５日

総合戦略推進委員会第２回会議
第１回定例町議会（初日）
全員協議会

６日
９日
10日
11日
12日
17日
25日
26日

27日

30日

福束小学校大規模改修工事特別委員会
文教厚生常任委員会
文教厚生常任委員会
総務産業建設常任委員会
総務産業建設常任委員会
第１回定例町議会（最終日）
全員協議会
土地開発公社第2回理事会
植物防疫協会理事会
総合戦略推進委員会第３回会議
岐阜県町村議会議長会第４回評議員会
学校教職員送別会
西南濃粗大廃棄物処理組合議会定例会
大垣衛生施設組合議会定例会
大垣消防組合議会定例会
西南濃老人福祉施設事務組合定例会
例月出納検査

▼編集後記
「わのうち議会だより」126 号をお届けします。
色とりどりの花が咲きそろう季節になりました。
福束小学校大規模改修工事は 3 月末に無事竣工致
し、町内全ての小中学校の改修工事が終了し、新年
度を迎えることができました。
今、世界的に新型コロナウイルス感染拡大の終息
の見通しが立たない中で、世界各国が対応に尽力し
ています。日本も新型コロナウイルス感染拡大防止
に伴い、学校の休校、行事等の延期・中止・自粛に
より、感染拡大防止に努めています。多くの皆さま
が楽しみにされていた東京オリンピック・パラリン
ピックも延期になりました。ベッドや医療物資の不
足による医療崩壊の危機になる前に、一人ひとりの
心掛けが大切です。密閉、密集、密接を避けて、出
来る限り外出を控えて頂き、帰宅時に手洗いをする。
感染拡大防止にご協力をお願い申し上げます。
議会一丸となって地域社会の発展に貢献して参り
ます。今年度もどうぞよろしくお願い致します。
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
委
員

土井田崇夫
大橋 慶裕

★次の定例会は６月の予定です。皆さまの傍聴を
お待ちしています。

