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（ 2 ）輪之内町議会だより

令和 2 年11月 1 日

２０20 年

令和２年度

補正予算

９月 定 例 議 会

一般会計

4日～15日

3,368万円 を追加
令和２年第３回定例町議会が開かれ、初日に町長から提出された
固定資産評価委員会委員の選任、教育委員会委員の任命、専決処分
の承認２件、補正予算２件、決算の認定５件、条例制定１件、条例
改正１件など合計13議案が上程され、審議の結果、固定資産評価
委員会の委員の選任、教育委員会委員の任命、専決処分の承認２件、
条例改正１件を可決し、補正予算２件、決算の認定５件、条例制定
１件の合計８議案を各委員会に審議付託された。
最終日には、契約案件１件、議員提案の意見書１件を上程し、各
小寺

委員会に付託していた、補正予算２件及び各会計の決算認定５件、

強

議長

条例制定１件を承認・可決し、意見書１件を採択し閉会した。
また、６名の議員が一般質問を行った。

教育委員会委員に

田中 俊弘

任期

固定資産評価審査委員会委員に
氏（再任）

令和２年10月 1日～
令和６年 9月30日

浅野 武彦

任期

氏（再任）

令和元年10月 1日～
令和５年 9月30日
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教

専決処分の承認について

育

費

・事務局費

令和２年度

1,825万8千円

（教育支援体制整備事業報償費）249万5千円

一般会計補正予算（第３号）
新型コロナウイルス感染症への対応のうち、９

（消耗品費）

297万円

（使用料及び賃借料）

2万3千円

月議会まで待つのではなく、早急に実施するべき

（工事請負費）

499万6千円

と判断される事業予算を計上し、８月 18 日付け

（備品購入費）

777万4千円

にて専決処分したので、地方自治法第 179 条の規
定により承認を求めるもの。

歳入の主な補正

議

会

国庫支出金

費

・総務費国庫補助金（地方創生臨時交付金）
45万3千円

・議会（消耗品費）

務

（学校保健特別対策事業費補助金等）198万円

費

152万9千円

・財産管理費（消耗品費等）

＊各課窓口等のアクリル板やパーテーション設置

民

生

生

工

19万5千円

116万2千円

△1,684万5千円
△3,934万5千円

（新生活様式対応改修等助成金） 2,250万円

専決処分の承認について
GIGA スクール用コンピューターに係る売買
契約の締結について
一人一台端末の早期実現を図るべくタブレット
端末の購入に伴う売買本契約の締結を７月 31 日

費

・防災費

付けで専決処分したので、地方自治法第 179 条の
10,893万円

（消耗品費）

1,938万５千円

（防災備品購入費）

2,600万1千円

（新型コロナウイルス対策用品購入費交付金）


402万9千円

費

（雇用調整助成金）

防

246万6千円

・消防費県補助金（避難所生活環境確保事業費補
助金）

費

・商工総務費

消

・商工費補助金
・教育費県補助金

・保険衛生総務費（消耗品費）
商

県支出金/県補助金

（雇用調整助成金（県助成分）） △1,377万円

費

・児童福祉施設費（食糧費）
衛

11,329万7千円


・教育費国庫補助金

＊議場と協議会室のアクリル板設置

総

568万円

・地方交付税（普通交付税）

歳出の主な補正

6,354万4千円

規定により承認を求めるもの。
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令和２年度

一般会計補正予算（第４号）

3,368 万 5 千円を追加

歳入の主な補正
国庫支出金

・総務費国庫補助金

歳出の主な補正

3,760万8千円

県支出金／県補助金
総

務

費

163万6千円

・企画費
（三世代同居・近居助成金）
（創業・第二創業助成金）

60万円
103万6千円

（住基基本台帳システム改修委託料等）
244万1千円
民

生

117万4千円

・農林水産業費県補助金

499万4千円

繰

入

金

・財政調整基金繰入金

・戸籍住民基本台帳費


・民生費県補助金

町

△3,266万8千円

債

・総務費債（臨時財政対策債） 2,122万3千円

費

・福祉医療費（福祉医療費県補助金精算還付金）
218万8千円



・高齢者福祉総務費（後期高齢者医療療養給付費
負担金過年度精算金）

426万6千円

・児童福祉総務費（印刷製本費等）113万3千円
・児童福祉施設費（こども園備品購入費等）
235万3千円


衛

生

・耕種農業費（元気な農業産地構造改革支援事業

421万1千円

・観光推進費（ふれあいフェスタ補助金等）
△873万２千円


費

・消防施設費（消防備品購入費等）275万6千円
教

育

歳出の主な補正

・還付金（県支出金等精算返納金）814万3千円

歳入の主な補正

費

・商工総務費（消耗品費等）

防

822 万 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

599万2千円

補助金）

消

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

諸支出金／償還金
及び還付加算金

農林水産業費

工

国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）
822 万 9 千円を追加

入歳出それぞれ 9 億 6,475 万 2 千円と定める。

費

・保険衛生総務費（消耗品費等）730万4千円

商

令和２年度

費

・事務局費（消耗品費等）

591万4千円

・繰越金

814万3千円
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条

例

輪之内町空家等対策協議会設置条例の制定について
空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項の規定に基づき、輪之内町空家等対策協議会
を設置しようとするもの。
協議会での具体的な協議内容は、空家等対策計画の作成及び変更、実施に関することや特定空家
等に対する措置の方針、空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用等について協議をすすめよう
とするもの。
輪之内町税条例の一部を改正する条例について
固定資産税の前納報奨金制度を廃止しようとするもの。

契約 の 締 結
令和２年度防災用備蓄品及び備品購入事業に係る売買契約の締結について
指名競争入札に付した防災用備蓄品及び防災備品において、輪之内町議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求めるもの。

意 見 書

を採択しました

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書
新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活への
不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。
地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対策な
ど喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は、かつて
ない厳しい状況になることが予想される。よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方
税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。
１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実すること。
その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を
確保すること。
２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、総額を
確保すること。
３ 令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じ
るとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政
策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性
等を厳格に判断すること。
５ 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・
償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じ
られた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限
の到来をもって確実に終了すること。
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 9 月 15 日
岐阜県安八郡輪之内町議会
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監 査 報 告
令和元年度（平成 31 年度）の輪之内町一般会
計、並びに各特別会計の決算、及び各基金の運

令和 2 年11月 1 日

令和 2 年 9 月 4 日
代表監査委員

野々垣昌司

用状況の審査を 髙橋愛子 監査委員とともに、
厳正かつ公平に実施しましたので、監査委員を
代表して、お手元の決算審査意見書により申し
上げます。

最後になりますが、最近は、異常気象による
豪雨等の災害が全国各地で発生しております。

地方自治法第 233 条第２項の規定により令和

現在も日本の南海上には非常に強い台風が発生

元年度の各会計歳入歳出決算、及び証書類、並

しており、今後も台風シーズンを控えて災害の

びに同法第 241 条第５項の規定により、各基金

発生が懸念される状況にあります。災害時にお

の運用状況を示す書類について、審査いたしま

いて避難勧告等を発令するタイミングについて

した。

は、大変、難しい判断が必要になると考えます

審査の対象とした会計は、一般会計、国民健

が、当町で最も懸念される水害時における避難

康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、

勧告等の発令については、予防的避難をも考慮

児童発達支援事業特別会計、特定環境保全公共

し、町民が広域的に自主避難できる、時間的余

下水道事業特別会計の５つの会計、並びに ､ 各

裕をもって発令されるよう検討いただければと

基金の運用状況について審査の対象といたしま

思います。

した。
審査の期日は、令和２年 7 月 21 日から 22 日
の２日間にわたり実施いたしました。
審査にあたりましては、予算が適正かつ効率
的に執行されているかに主眼をおき、決算書、
付属書類などに基づきながら、合わせて関係職
員の説明を聴取する形で実施しました。

一方、新型コロナウイルスの感染は、全国的な
感染防止対策の実施にもかかわらず、いまだに
収束することなく感染が続いておりますので、
引き続き感染防止に向けた対応策を講じていた
だければと思います。
また、このコロナウイルスの感染は、長期化
するほど今後の地方財政にも大きな影響を与え

審査の結果を申し上げます。

るものと考えられますので、限られた財源の効

審査に付された一般会計、各特別会計の歳入

率的な活用に一層努められ、真に住民に必要

歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質

な、安心で安全な住みやすい町づくりを進めら

収支に関する調書、及び財産に関する調書は、

れますよう、期待するものであります。

法令に準拠して作成されており、その内容を審

以上のとおり、令和元年度の決算審査の結果

査した結果、決算計数は誤りのないものと認め

を申し述べましたが、私ども監査委員は、今後

られ、会計経理は完全でありました。

とも町政の公正かつ効率的な運営のため、その

また、各基金の運用状況を示す書類の計算に

使命を全力で果たしてまいりますので、議会、

ついても、関係帳簿及び証書類と合致しており、

並びに町執行部の皆様方の御理解、御協力を賜

誤りのないものと認められました。

りますようお願い申し上げまして、報告とさせ

決算の概要と、基金の運用状況、審査の意見
については、この意見書に記載したとおりであ
ります。

ていただきます。
宜しくお願いします。
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一般質問

（原文掲載）

土井田 崇夫 議員の質問
7 月に九州地方を中心に特に熊本県の球磨川で
の豪雨災害、我が岐阜県の下呂市飛騨川での氾濫
により甚大な被害にあわれました方々にお見舞い
と早期の復興を願っております。そこに関連して
質問に入りたいと思います。

１．輪之内町の災害時における
対応と避難について

土井田 崇夫 議員

７月の熊本の豪雨災害では幅 70 キロ、長さ 280

災害では垂直避難という言葉をよく報道で聞きま

キロの大規模な線状降水帯が発生し１時間雨量が

した。たとえ洪水がないにしても、避難指示が出

100mm を記録し、24 時間雨量では 500mm を超

れば誰しも避難場所へ走って逃げるようなイメー

え過去最大であったそうです。また、球磨川の氾

ジを持つ人が多いと思いますし、それも重要な行

濫では特別養護老人ホーム（千寿園）で 14 人が

為です。しかし、災害が真近に迫っていて時間的

亡くなられて、浸水の深さが最大９m に達してい

な猶予がない場合や、夜間深夜に避難行動をとる

たそうです。これは建物で言うと３Ｆ部分までは

と逆に危険を招くこともあります。そんな時は自

浸かってしまう事になります。そこで、輪之内町

宅の２Ｆに垂直避難をせざるをえません。そこで、

水害ハザードマップを見てみますと長良川、揖斐

お聞きしますが避難場所に関してのお考えと、避

川、牧田川が氾濫した場合、洪水浸水区域は想定

難行動をどうするべきか。また、今回の豪雨災害

最大規模で示すとほとんどの区域が５m ～ 10 ｍ

では、防災無線の音があまりにも雨音が強すぎて

未満の２Ｆ部分も水没するとされています。そう

全然聞こえなかったとの住民の声でした。輪之内

しますと輪之内町では指定避難所が 14 ヵ所示さ

町も新たに防災行政無線デジタル化工事を実施し

れていますが想定最大規模を考えますと各学校の

ておりますが、そのようなことがないようにきち

４ヵ所ぐらいしか避難所として使えなくなり、足

んとした調査をも並行してやっていってもらえる

りないのは歴然としています。また、今回の豪雨

のか。町長、並びに危機管理課長にお伺いします。

町長答弁
７月の熊本県や岐阜県下呂市等では豪雨災害で

に公表させていただいております。その内容につい
ては、破堤した場合５ｍ～ 10 ｍ未満の浸水が予測
されております。

甚大な被害が発生し多くの犠牲者を出したことは

その状況下、町内の 14 の指定避難場所を指定し

周知のとおりであります。この災害によって、亡く

ておりますが、その浸水のような事態となったとき

なられた方々、今なお、普段の生活に戻れず避難

に使用可能と思われる避難所はかなり制限される

生活を余儀なくされている方々に対し、衷心よりお

ことは、容易に予測つきます。

見舞い申し上げます。
さて、議員が言及されている浸水想定について
は、既に全戸にハザードマップを配布、また町 HP

これは、当町の地形的要因によるものであり、そ
れらへの対応が大きな行政課題となっております。
こうした課題を解決すべく、平成 25 年度から当
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町大吉新田地内に防災拠点を整備すべく国土交通
省木曽川上流河川事務所と共同で進めているとこ
ろであります。
現在の現場の進捗状況としては、平成 26 年度に
盛土・造成から始まり、盛土としては大方済んでお
り、地盤沈下を計測しながら養生をしているところ
であります。
当該地の整備計画の策定状況は、令和元年度に
インフラ関係（電気・上下水道）
、坂路や周辺道路
について整備の概要計画を策定したところであり

木野町長

ます。
今年度には、当該拠点に整備しようとする施設
（いわゆる上物）の概要計画を策定することとして
おります。

協議を指示したところであります。
こうした対応で、初動時期における避難場所の
確保を考えております。

今後の具体的な予定としては、令和４年度から

次に、避難行動については、議員が言及されて

インフラ整備（上下水道関係）を着工し、財政状

いるとおり、慌てての避難行動は常に危険と隣り合

況を見据えながら順次整備をしていくこととして

わせになることは、過去の事例からも明らかであり

おります。

ます。

では、今すぐ冒頭で述べたような豪雨災害が発

今回、沖縄九州地方を襲った台風 10 号では、そ

生した場合の避難施設をどうするかということで

の規模や予測される被害を、政府災害対策本部、気

すが、基本的にはキャパシティ（収容容量）が物

象庁が早い段階から情報提供がなされ、関係市町

理的に不足する状況であるので、町外他所への避

村の早め々の避難勧告・避難指示が出され、被害

難をも考えるべきと考えております。

が大きくならなかったことが報道されております。

例えば、
「自助」の段階でいうなら、県が作成し

従って、避難行動については、町としては、早

た、このコロナ禍での避難所運営ガイドラインでも

め々の情報提供、避難所開設準備、避難勧告・指

言われているように、
親戚や友人宅へ避難していた

示が重要と考えております。

だくよう依頼しなければならない状況になること
も視野に入れております。

また、強い雨音で防災行政無線の音が聞こえな
かったとの事例があったことへの対応については、

また、他市町との連携による災害対応も大変重

現在進めております防災行政無線デジタル化工事

要であり、平成 29 年５月に締結した「西南濃町村

の中で、設計段階から屋外拡声子局のスピーカー

会地域災害時相互応援協定」により、水害時にお

の出力増強、及びその屋外拡声子局のうち、４ヵ所

いて、当町より標高の高いハザードマップ上安全な

（役場庁舎含む）において、モーターサイレンを併

町への避難の受入及び避難場所の確保について諸

設する対応をしております。

課題を整理するとともに、
協定締結先の町との予備

２．防災拠点の活用について
現状では、まだインフラ整備の段階で上物もこ

もサッカー場、お年寄りのゲートボール場も兼ね

れからでしょうが当然避難場所としての活用が重

て全面、予算の都合もあるかと思いますが人工芝

要視されます。町長も以前から地域のコミュニ

か、天然芝で整備していただきたいと提案させて

ティ活動の場となるような利用計画を考えてみえ

もらいます。なぜかと言いますと小、中学生の運

るようですが、あれだけの広大な広場を避難場所

動離れが懸念視されている最中、今現在の輪之内

として使用するなら、ただの広場ではなく是非と

町に至ってはサッカーをやっている子供が多くお

輪之内町議会だより（ 9 ）
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ります。ですが、専用グランドがないためきちん

らう少年達に新たなステージの場を提供してやっ

とした練習、試合も出来ないようです。新たに場

てスポーツ振興の一つの起爆剤としてサッカー場

所を確保してまでサッカー場を建設するのも困難

を設けてやっていただきたいと思いますが！町長

かと思いますので、是非とも防災拠点の整備計画

のご意見をお聞かせください。

の中に組み込んでいただき、今後未来を担っても

町長答弁

ツ活動、防災訓練活動の場として、
「普段使い」の
できる施設でもあるべきと考えております。

防災拠点の進捗状況については、１点目の質問

  人工芝、天然芝等その仕様については、議員の

の中で説明したとおりですが、議員が提案要望さ

ご意見も参考にさせてもらい、
その要する経費も勘

れている「広場」の有効利用については、
以前から

案しつつ、今年度進める予定の上物の整備概要計

も言及しているとおり、コミュニティ活動やスポー

画の中でも検討を進めて参ります。

林 日出雄 議員の質問
令和２年７月の熊本豪雨災害によりお亡くなり
になられた方にご哀悼の意を表しますと共に、被
災された皆様にお見舞いを申し上げます。また、
いまだ行方不明の方がいらっしゃいますが、一刻
も早く見つかりますよう、心からお祈り申し上げ
ます。
昨年の令和元年第２回定例町議会におきまして
ドライブレコーダーの推進について質問をさせて

林 日出雄 議員

いただきました。当時はドライブレコーダーを装
着することで自らの運転を正そうという意識が働
き、そうなれば結果として安全運転の促進にもつ
ながっていくことから町の推進事業にご検討をお
願いいたしました。
今回は妨害運転罪の創設によりドライブレコー
ダーの必要性が大きく変わりましたので再度、質
問をいたします。

１．ドライブレコーダーの推進に
ついて

不保持等の違反を行うことは厳正な取締りの対象

近年、あおり運転により発生した死傷事故が社

取り消されることとなり、ドライブレコーダーの

会問題化したことなどを受けて、罰則を強化した

装着は記録を残すうえで必要不可欠となっており

改正道路交通法が６月２日、衆議院本会議で可決・

ます。

となり、最大で５年の懲役又は 100 万円の罰金が
科されます。また妨害運転をした者は運転免許を

成立し、令和２年６月 10 日に公布された道路交通

私は 65 歳以上の高齢者の皆様を対象に「ドライ

法の一部を改正する法律により、妨害運転（あお

ブレコーダー」に助成金を付けていただきたいと

り運転）に対する罰則が創設されました。これに

考えております。現在、コロナ禍で頑張っておら

より令和２年６月 30 日から、他の車両等の通行を

れる高齢者の皆様の背中を後押しできればと考え

妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車両距離

ております。町長のご見解をお同いいたします。

（ 10）輪之内町議会だより
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議員が言及されているとおり、罰則を強化した
改正道路交通法が去る６月 10 日に公布、６月 30
日施行されております。
その目的・要旨は、議員が言及されているとお
りでございます。
このドライブレコーダーの搭載の状況につい
て、昨年 11 月に国土交通省が実施したアンケート
調査のデータがあります。

令和 2 年11月 1 日

レコーダーに関するご質問をいただいております
が、そのときには、事故・事件を「複合的に鋭意
検討する中で答えを出していきたい」と答弁させ
ていただいたところです。
先ほどのアンケートの中で、注目すべきは、搭
載率が最も低かった 70 歳以上の年代（38.8%）へ
の搭載率が上がれば、
「今まで分からなかった事故
の実相が見えてくるかもしれない」ということで
す。
参考までに令和元年中の県内の交通事故統計を

その調査結果は、まず、ドライブレコーダーそ

見ると、自動車事故における死亡事故の主たる原

のものの認知度は、
「よく知っている」、
「名前程度

因者（運転者）において、その発生率は、高齢運

は知っている」を合わせると、ほぼ 100% 近い人

転者については、37.5%、若年運転者（24 歳以下）

が認知しているという結果であり、70 歳以上でも

が 12.5% となっております。

「よく知っている」が 63.6%、「名前程度は知って

また、その高齢運転者の事故原因別を見ると、

いる」が 33.3% 合わせて 96.9% と認知度は非常に

安全運転義務違反が 71.4% と高い割合を示してお

高いことが窺えます。

ります。

次に、搭載率ですが、自家用車を保有している

次に、全国的にも散見される助成制度のスキー

人で、実際にドライブレコーダーを搭載している

ム（制度設計）については、
その助成内容を見てみ

人の割合は、全体で 45.9% と過半数を下回ってお

ると、補助率１/ ２～１/ ３で、上限を１万円 / 台

ります。

～３千円 / 台で助成している市町が大半で、大き

過半数を上回ったのが、
20 歳代と 60 歳代がそれ
ぞれ 53.6%、50.0% という結果になっております。

な財政負担を強いるものではございません。
従って、

一方、搭載率が最も低い 38.8% であった 70 歳

・先ほどの国土交通省のアンケート調査にもあり

以上の年代は、世間からも注目される高齢ドライ

ましたとおり、搭載する目的において、
「安全運

バー層とも重なっております。

転の意識を高める」という目的が４割以上ある

また、導入目的の回答では、全体（各年代にお
いても同じ傾向）で「交通事故の記録」が約９割、
「あおり運転等危険な運転への対策」が７割以上と
高い割合を示しております。
中には、「安全運転の意識を高める」という目
的で搭載する人が全体で４割以上となっており
ます。
次に、ドライブレコーダーを搭載していない人

こと、
・搭載率が最も低かった 70 歳以上の年代（38.8%）
への搭載率が上がれば、事故の実相が見えてく
るかもしれないということ、
・ドライブレコーダーは、以前よりも入手しやす
い価格になってきたこと、
・また、死亡事故における原因者では若年層も高
い割合を示していること、

に、「どんな理由があれば搭載するか」の質問に

・助成制度のスキーム（制度設計）については、

は、「もっと安価になってから」と回答した人が、

大きな財政負担を強いるものではないこと、

どの年代も７割以上を示しております。
以上が、アンケート調査から見えるドライブレ
コーダー搭載の現状であります。
さて、先ほど「もっと安価になってから」とあ
りましたが、現在では以前より価格は下落してお
り、４千円台から２万円以下で購入できます。
議員から令和元年第２回定例議会でもドライブ

を総合的に勘案しますと、ご提案のドライブレ
コーダー搭載費用への助成制度の創設について
は、高齢者向け、そして免許取得してから１年未
満の若年層を対象として助成制度の創設を前向き
に検討して参ります。

輪之内町議会だより（11 ）
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２．図書館の電子書籍について
タブレット端末やスマートフォンなどで閲覧で

どを使って 24 時間、無料で閲覧できるサービス

きる電子書籍を貸し出す「電子図書館」を運営す

を実施しています。このほかに大垣市立図書館と

る地方自治体が７月１日時点で岐阜県の３自治体

関市立図書館が電子図書館を運営しており、大垣

を含む 35 都道府県の 100 自治体に達したことが

市立図書館は一般書籍ではなく戦前戦後の郷土資

「電子出版製作・流通協議会」の調査で分かりま

料を電子化して提供をしています。

した。こうした背景には新型コロナウイルス感染

私は電子書籍を導入することでコロナ禍におい

拡大防止を防ぐ住民サービスとして注目が高まっ

て図書館に行きたくても行けない人にも書籍に触

ており、自治体での導入が加速しています。

れられる機会を提供し、一人でも多くの方に本を

岐阜県内では、県図書館が昨年７月に電子書籍
を利用できるサービスを導入して現在は約一千冊

読んでもらうことが大切だと考えております。町
長のご見解をお同いいたします。

をパソコンやタブレット端末やスマートフォンな

町長答弁

にあまり積極的でない図書館が多いのが実情のよ
うです。

電子図書館は、いつでも・どこにいても、イン

以前の文科省の全国の公立図書館を対象にした

ターネットが利用可能であれば、図書館に来館す

調査によると、その理由で最も多いのが「財源の

ることなく、インターネットを通じて電子書籍の

確保が困難」、次いで「提供環境が揃っていない」、

検索・貸し出し・返却・閲覧ができるシステムと

「利用者ニーズがない・不明」「コンテンツ（中身、

なっております。そのため日中の来館が困難な利

内容）が充実していない」「時期尚早」「動向を見

用者にもサービスを提供できます。また、職員に

極めている段階」などとなっています。

よる貸し出し・予約・督促業務は必要なく、返却

すべての書籍には著作権が存在し、電子図書館

期限が過ぎた電子書籍は、自動で返却されること

ではこの著作権が問題になります。電子図書館で

となります。

貸し出されている書籍は、知的財産権が発生して

「図書館の電子書籍化」の全国的な状況につい

いないもの、もしくは消滅しているものか自作の

ては、一般社団法人電子出版制作・流通協議会の

ものが多く、全体的に電子書籍数が少なく、品揃

2020 年 4 月 1 日現在の調査によりますと、電子図

えの偏りがあるようです。

書館（電子書籍貸し出しサービス）を 4 月 1 日現

また、電子図書館の運営は、出版物をデジタル

在導入している自治体数は 94 自治体、電子図書館

に置き換える作業や、オンラインアクセスを維持

数 91 館となっており、図書館を有する自治体にお

するためのコストが膨大になる現実があります。

ける電子図書館（電子書籍貸出サービス）導入比

図書館運営においては、電子書籍やＩＣＴシス

率は 6.8％となっています。
現在、県内で電子図書館を運営する自治体は、

テムを導入することで、図書の配架スペースが不
要になることや、汚損・破損等の心配がなくなる

岐阜県立図書館と大垣市立図書館、関市立図書館

こと、さらに、インターネットの利用により読書

の３館です。

を楽しんでいただけるなど、様々な利点がありま

大垣市立図書館は、林議員の質問の中にもあり

すが、現状では、所蔵図書の多くが電子書籍化で

ますように地域資料や貴重書といった所蔵資料等

きないことや購入費用が高額となる等の課題が輪

もデジタル化し「デジタルアーカイブ」として保

之内町においてもあります。

存・公開しています。

今後において、電子書籍の普及やＩＣＴ技術の

電子図書館はどんな場所からも閲覧することが

革新など、情報化社会が進展する中での図書館

できます。時間など気にしなくても良いなどの利

サービスや電子図書館の開設に向けて検討を重ね

点がありますが、それにも係わらず、電子書籍や

てまいります。

電子化された資料を提供すること（電子図書館）
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３．婚活サポート事業について
結婚を望む男女の婚活を支援するため、輪之内

と共に結婚願望を持たない方が増えており、周り

町は平成 26 年 10 月 21 日に輪之内町社会福祉協議

の方も生涯独身の人を見てもさほど驚かなくなっ

会と輪之内町商工会の三者が協力し、効率的に幅

ているのが現状です。また結婚したいと思ってい

広くサポートしていける体制をつくるべく、
「婚活

るけれど人には言えなくて、あきらめている方も

のまち」宣言をし、相互に協力して、若い世代か

みえると伺っております。

ら高齢の世代までをサポートする結婚相談所の開

私は一人でも多くの方に結婚していただけるよ

設や各種イベントの企画を行っていますが、現在

うにサポートのあり方を時代の変化と共に変えて

は充実していないように感じています。以前はお

いく必要があると感じております。現在は新型コ

世話好きの方がおられて、親身になってサポート

ロナウイルスの影響で更に出会いの場を失ってお

をしていただいておりましたが、現在はそういう

ります。町長のご見解をお伺いいたします。

方もいなくなり、輪之内町に限らす、時代の変化

町長答弁

クなど気軽に参加できるよう工夫し、男性向けの
婚活に向けたセミナーも開催してきました。

議員ご承知のとおり、我が国での未婚・晩婚の

今年度は、コロナ禍で開催が遅れましたが、今

割合は、年々増加傾向にあり、国勢調査に基づく

月９月６日に感染防止対策をしながら、
「占いＤＥ

実績値で、国立社会保障・人口問題研究所の「人

縁活わのうち」と題して今話題の占いコーナーを

口統計資料集」によりますと、年齢が 50 歳時点で

設け実施したところであります。

一度も結婚をしたことがない未婚割合は、昭和 45

平成 26 年度の開始から、現在までの参加者は、

年は、男性 1.7%、女性 3.3% でありましたが、平成

289 名で、カップル成立は 39 組、そのうち成婚数

27 年には、男性 23.4%、女性 14.1% とそれぞれ上

は、１組でありました。

昇しています。将来推計では、10 年後の 2030 年

現在婚活は、インターネットの普及により、婚

（令和 12 年）には、男性が約 30%、女性が約 23%

活サイトなどのあらゆるアプリもあり、いつでも

になる見通しです。

出会いの場を持つことができるようにもなりまし

また、婚姻件数は、平成 30 年に過去最低となり

た。岐阜県でも、結婚支援事業「ぎふマリッジサ

ましたが、令和になり、令和婚ブームで増加して

ポートセンター」を開所し、岐阜県の市町村が運

います。未婚率の上昇は、少子化にも繋がり、今

営する相談所に会員登録をして、会員同士がネッ

後の人口構造にひずみを生じさせ社会経済への深

ト上で、お相手を検索し、条件に合った方と会う

刻な影響を及ぼすものと懸念されます。

ことができます。お相手選びのサポートやお見合

女性の社会での活躍や、地域におけるコミュニ
ティの希薄化・個人情報の保護など、情報化社会
の進展により、直接顔を合わせ、会話をする機会
が減少していることも要因と考えられます。

いのセッティングもセンターが行い、会員登録も
無料で安心して利用できます。
今後も、参加者の素敵な出会いの場をサポート
するため、婚活イベント後のカップルの支援・県

そんな中輪之内町では、平成 26 年 10 月に結婚

の婚活サポートセンターの活用、又他市町とも連

を望む男女の婚活を支援するため「婚活のまち」

携しながら、セミナーの開催や相談に努めて参り

宣言をし、社会福祉協議会と商工会の３者で協力

ます。

し出会いの場を提供するなどサポートを続けて参
りました。
現在は、町社会福祉協議会が主となり、毎年２

婚活サポートの内容につきましては、皆さんも
色々なアイディアをお持ちのことと思います。行
政側としての取組み強化は、勿論のことですが、

回から４回のイベントを開催しております。内容

一組でも多くの婚姻成立に向けて、共に取り組ん

としては、バーベキューやカフェ、ゲームやトー

で参りたいと考えます。
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上野 賢二 議員の質問
安心・安全なまちづくりについて
安心・安全なまちづくりの大きな柱として、防
災対策、防犯並びに交通安全対策があります。町
長は４期目のスタートにあたり、安心安全のまち
づくりが最優先課題とし、この町で生活している
約１万人の人々が生活の安心安全を実感できる、
それが施策の基本となるべきとの考えを示され、

上野 賢二 議員

「住んでいて良かった、これからもずっと住み続け
たいと実感できるまち」をスローガンにその実現

球温暖化による豪雨化の傾向もあり、近年、観測

に向けて鋭意努力をしていただいております。

史上１位の雨量を記録する地点が続出し、毎年の

防災対策につきましては、新型コロナウイルス

ように深刻な水害が発生しており、南海トラフ巨

感染症第２波の非常事態宜言は解除され、感染者

大地震など国難レベルの地震発生も予測されてお

数も減少傾向にありますが、まだまだ終息が見え

ります。今後も更なる防災意識の向上、ハード・

ず、行事・イベントの中止、延期など、With コ

ソフト両面からの防災対策を絶えず、検証、点検

ロナの新生活様式による自粛、予防生活が余儀な

をして対策を進化させていくことが不可欠である

くされ、日常生活に程遠い状況であり、今夏も長

と考えます。手を緩めることなく、防災対策強化

期にわたる記録的な酷暑が続く中、大型で非常に

に努めていただきたいと思います。

強い台風９号・10 号が沖縄・九州地方を襲い、日

今回は防災対策とともに安心・安全なまちづく

本付近の海水温度の異常上昇により、今後もスー

りの大きな柱の一つであります、防犯並びに交通

パー台風の脅威が懸念されております。また、地

安全施策についてご提案いたします。

１．防犯カメラの設置について
近年、子どもの登下校時を狙った凶悪な犯罪や

安心安全なまちづくりに不可欠なツールとなって

犯罪の前兆ともいえる不審者や声掛け事案が多く

きております。現在の取り組みと並行して、一層

発生しております。先日には深夜、町内において、

の安心安全なまちづくりのために、公的防犯カメ

車等の器物破損事件があり、子どもの安全、地域

ラの設置が必要であると考えます。

の安心安全のための一層の防犯対策が重要な課題
であると考えます

設置場所については警察や地域住民と協議して
決定し、運用に関しては、もちろん撮影映像の慎

現在、本町においてはスクールガードリーダー

重管理とプライバシー保護に配慮をした適切な

や地域見守り隊、夜間パトロールなどの監視活動

ルール作りを行っていくことは言うまでもありま

の実施や防犯灯の整備事業を促進しています。し

せん。是非とも早急な防犯カメラの設置について

かしこうした地域ぐるみの防犯体制や人海戦術は

ご再考ください。

地域住民への周知、啓発活動において大変重要な
施策でありますが、人的配置や時間的にも限界が
あります。そうした中で、防犯対策に非常に有効
な手段として防犯カメラがあります。以前にも一
般質問で取り上げましたが、防犯カメラは事件・
事故解決の有力な手段であると同時に、犯罪を未
然に防ぐ抑止効果もあります。今や防犯カメラは
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ものは、大阪地裁判決五要件というのがあります。

町長答弁

具体的問題点を整理すると、

防犯カメラの設置については、過去にも導入に

①目的が正当であること。
②客観的かつ具体的な必要性があること。

向けて検討した経緯があります。
そして、今回、議員から質問をいただきました
ので、その見解についてお答えします。

③設置状況が妥当であること。
④設置及び使用による効果があること。

まず、現状分析でございますが、

⑤使用方法が相当であること。

①当町の防犯カメラの設置台数、

の五つの要件を具備したうえで、条例化するの

②輪之内町内における犯罪の発生件数、

であれば、公共施設のみ（公道を含む）に防犯カ

③大垣警察署管内における犯罪件数

メラ設置するのであれば「自主管理条例型」、自治

を調査したところです。

会組織への補助金制度を創設しようとすると「統

まず、当町の公共施設における防犯カメラの設

一管理条例型」が望ましいとの見解がでておりま

置状況は、小中学校 16 台（４校×４台）、こども
園 12 台（３園×４台）、図書館８台

計 36 台でご

ざいます。
また、直近２ヵ年の犯罪件数は、30 年が 30 件、

す。
「自主管理条例型」というのは、自治体のみが
対象であり、自治体が設置する防犯カメラについ
ての自主管理規程で、自治体以外の私人等に対し

元年が 48 件となっており、その内訳は、元年にお

て、設置利用基準の作成・届け出等の義務を課す

いては、粗暴犯 12 件、窃盗犯 35 件、その他の刑

ものではないという内容のもの。

法犯 12 件で、その内、住居侵入２件、器物破損

一方、「統一管理条例型」というのは、私人・行

９件といった状況で、ちなみに大垣警察署管内刑

政機関・地域団体等を対象として、公共の場所に

法認知件数は 1,329 件で、輪之内町は 48 件、3.6%

ついて設置される防犯カメラについて設置利用基

という状況であります。

準の作成を義務付け、かつ、当該設置利用基準を

次に、検討事項として「住民の肖像権、プライ
バシー権を担保する方法、またそれに伴う規範を
どう制定するか」について、様々な判例をもとに
検討したところでございます。
まず、ここで抑えておきたいのは、我が国にお
ける法的整備の状況であります。

自治体に届け出ることを義務づけることを基本的
な内容とするものがあります。
その他、全国的には、条例制定までは至らない
までも、
「自主管理規則型」、
「要綱型」、
「ガイドラ
イン型」で防犯カメラの設置・運用をしている自
治体もございます。

我が国においては防犯カメラの設置・運用につ

これらを参酌したうえで、当町に公的防犯カメ

いて直接的に規定した法律はありません。このた

ラを設置する場合、「自主管理条例型」の条例を

め、自治体が設置・運用する防犯カメラの管理方

制定し運用していくのが適切であろうと思われま

法については、各自治体に委ねられているのが現

す。

状でございます。もっとも、防犯カメラに関する
議論は主に刑事法の分野で展開されてきたことか
ら、行政法的な観点からの議論の蓄積が乏しいと
いうのが現状であろうと思われます。

また、併せて財政面でも検討が必要なことは論
を待ちません。
防犯カメラの設置を検討したとき、２つの方法
を考えました。

過去には、行政機関等における監視カメラの設

ひとつは、光ケーブル網を利用したネットワー

置等の適正化に関する法律が議員立法として提出

クの一環として防犯カメラをクラスターさせる方

されましたが、結局この法案は審議未了で廃案に

法と、防犯カメラ単体でメモリーカードに録画す

なっております。

る方法でございます。

ここで、防犯カメラによる撮影について、過去
の判例を確認しておきます。
過去には、様々な判例がありますが、代表的な

いずれも防犯カメラを 30 台設置すると、光ケー
ブル網を利用した場合、イニシャルコストは 1,250
万円、ランニングコストが年間 260 万円程度、ま
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た、メモリーカード方式はイニシャルコストは

占めている状況を鑑みたとき、私人が敷地内に防

1,050 万円、ランニングコストが年間 90 万円程度

犯カメラを設置する際の補助金制度を創設するの

となります。

も一考に値すると考えております。

総合的に考察したとき、当町の犯罪件数から勘

いずれにしましても、これらの検討結果を踏ま

案すると、公的監視カメラの設置は費用対効果と

え、実現できる方向で進めることにより、ひいて

いう意味においてあまり高くないと思われます。

は、町民の安全・安心なまちづくりの一環として

一方、最近の町内の犯罪の状況からすると、罪

まいりたいと考えております。

種としては、私人の当該敷地内での犯行が大勢を

２．交差点の拡幅について
本町においては、狭小な幅員の道路が多く、有
効幅員や歩道の設置等、歩行者と車を安全に分離

見かけることです。企業誘致等により、今後、ま
すます大型車両の交通量増加が予測されます。

させるための道路用地を確保することが難しいこ

町内交差点を一度調査、検証し、大型車両の通

とから、交通安全対策として通学路等へのカラー

行が多い、また今後の通行増加が見込まれる交差

舗装化を提案いたしました。その後、通学路の横

点で特に狭小な交差点においては拡幅等スムーズ

断歩道や交差点の事故多発ヵ所等へのカラー舗装

に大型車両が通行できるよう対処する必要がある

化、また県道等幅員確保ができる道路には歩道の

と考えます。

設置も実施し、交通安全対策に努めていただいて

以上、安心・安全なまちづくりにおける防犯、

おります。しかし、最近気にかかることがござい

交通安全対策の今後の事業展開について、町長の

ます。それは県道と町道の交差点が狭小の為、大

ご見解をお尋ねいたします。

型トラックが右左折に難儀をしている状況をよく

町長答弁
輪之内町内の道路は、住民の日常生活を支える
極めて重要な施設であり、特に揖斐川・長良川に
挟まれた当町は、自動車への依存度が高いところ
でございます。

町内全域を見渡し、通行量が多く、尚且つ歩行者
に危険性があるなど、緊急性の高いヵ所から順次
改良できるよう関係者間で協議を進めてまいりま
す。
なお、県道と町道の交差部については、上位路
線である県道が交差点を管理することとなってお

ご質問の「県道と町道の交差点」でありますが、

り、交差点改良については、県において事業を進

町内の主要な県道である、主要地方道羽島養老線、

めていただく必要がございます。通行に支障のあ

県道安八海津線、県道安八平田線の主要な県道３

る交差点については、県に対し改良要望を行い、

路線における町道との信号交差点については、全

町内道路の利便性向上に取り組んで参りたいと思

体で 17 ヵ所あり、その他信号の無い県道との交差

います。

点は多数存在しています。
議員ご指摘のとおり、県道と交差する町道路線
の多くは、従来から幅員が狭く、車線数も１車線
である町道が数多く存在しております。特に幅員
の狭い町道に、２車線の県道から交差点に進入す
る際、支障があると見受けられる交差点もござい
ます。これらの交差点すべてにおいて交差点改良
を実施していくことは、現地の状況（家屋が立ち
並んでいるなど）により難しい面もありますが、
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浅野 進 議員の質問
１．少人数学級について
新型コロナウイルス感染症の中、子どもたちは
かつてない不安を抱え、学びの格差でも親は深刻
な不安を抱えております。子どもたちの学び、感染
防止の点で少人数学級の実現は急務と考えます。
このような時期に、全国知事会、全国市長会、

浅野 進 議員

全国町村会は政府に「少人数編成を可能とする教
員の確保」などを要請されました。教職員の皆さ

輪之内町の小中学校の児童生徒数の実態を調べ

んは「子どもたちの学びの保障とともに、心のサ

てみました。一番少ないクラスの人数は福束小学

ポートもしっかりやっていかなければ」と話して

校の一年生 15 名です。一番児童数の多いのは大藪

おられます。子どもたち一人ひとりに応じたきめ

小学校の 1 クラス 38 名です。次に多いクラスは大

細かな指導を行えるよう、少人数は必要との思い

藪小学校の 6 年生 33 名です。

です。

全国一律に始まった一斉休校、学校再開の時は

新型コロナウイルス感染症の影響で学校は混乱

クラスを半数以下にした分散登校。このことが少

し、子どもたちや先生は困惑しています。子ども

人数学級の社会実験だったように思います。みん

たちをどうやって支えたらいいのか、と保護者は

なが少人数の良さに気付いたと思います。1 クラ

ものすごく不安です。コロナのせいで子どもが

ス 38 名とか 33 名は改善してほしい。教育長に質

失ったものをゆっくり取り戻していくことが必要

問します。

です。それができるのは少人数学級です。

教育長答弁
新型コロナウイルスの感染がこの夏、再び拡大
しました。９月８日の中日新聞によると、５日か

る子どもや保護者の方も多いのではないかと思い
ます。子どもたちの学び、感染症防止の点からも
私も全学年の少人数学級の早期実現が必要である
と考えます。

ら感染者ゼロが 3 日続き、8 日に２名の感染者が

学級編制については、法令に基づき進められて

発生。７月に県内で発生したクラスター（感染者

おり、平成 13 年より児童生徒の実態等を考慮し

集団）のうち、最後に残っていた関市の職場を中

て、国の標準（40 人）を下回る特例的な学級編

心にしたクラスターもこの日、収束したと判断。

制基準を都道府県の判断により、設定することが

県の担当者は「感染ペースは落ち着いてきている」

できるようになりました。岐阜県は、小学 1 年、

と語ったとのことでした。まだまだ、収束したの

２年、３年と中学 1 年の一学級の上限は 35 人と

ではないので、感染対策を継続しながら教育活動

決められており、その他の学年は 40 名となって

を進めていかなければなりません。

おります。

現在、町内の小中学校では、新型コロナ感染症

少人数学級は児童生徒一人一人に目が行き届

予防として、マスクの着用、手洗い指導、三密を

き、個に応じたきめ細かな学習指導が行え、学力

避ける、毎朝健康チェックカードの点検（同居家

向上に効果があります。また、発表、発言など、

族の体調不良も記入）を実施しています。その他、

子ども一人一人の活躍の場が増えるなどのメリッ

チェック項目に沿い感染防止の徹底に努めており

トがあります。

ます。

義務教育標準法で決められた 40 人学級では、

浅野進議員の質問の中にもありますように、新

机を並べて１メール以上の間隔を保つのは難しく

型コロナ感染症や学習面に対する不安を抱いてい

なります。現行の小中学校の 40 人学級では、新
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型コロナウイルス感染防止は困難だとして、全国
知事会、全国市長会、全国町村会の３団体も今月
３日文部科学相に対し、公立小中学校で少人数学
級を早急に導入するよう求める緊急提言書を連盟
で提出しました。面会は冒頭を除き、非公開でし
たが、三団体の出席者によると、文部科学相は
「しっかり取り組んでいく」と前向きな姿勢を示
されたそうです。
提言書は、「公立小中学校の普通教室の平均面
積は 64 平方メートルで現在の 40 人学級では、感

箕浦教育長

染症予防のための距離を確保することが困難」と
指摘。「感染症の再拡大時でも必要な教育活動を
継続するには、少人数指導がぜひとも必要」とし
て教員の確保などの環境整備を求めました。

いて進めております。
ぜひ、輪之内町としても全学年の少人数学級の
早期実現を要望します。

少人数学級の編制基準については、法令に基づ

大橋 慶裕 議員の質問
１．新たに取り組む「自主防災組
織による防災訓練」について
今月９月は防災月間です。大正 12 年９月１日に
関東大震災が発生しました。その大災事を忘れな
いため、またこの時期は台風の被害が多い時期で
あることから９月１日を防災の日と定め「政府・

大橋 慶裕 議員

地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が
台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識

るものはわずか２％でした。多くの方は自力（自

を深め、これに対処する心構えを準備する」こと

助）、家族や隣人などの地域住民（共助）によっ

とし制定された啓発日であります。「防災の日」を

て救出されました。自力で 34.9％、家族に 31.9％、

含む１週間を防災週間として、当町でも毎年この

友人・隣人に 28.1％、救助隊に 1.7％でした。自主

時期に町全体の総合防災訓練が実施されてきまし

防災組織の重要性がはっきりしています。大規模

た。今年から新たに各地区ごとの自主防災組織に

災害が発生したら多数の災害現場に消防が駆けつ

よる防災訓練の取り組みを始めました。９月の町

けることは不可能な状態になります。公的機関に

報の P ３に「輪之内町防災士連絡協議会の設立」

よる対応（公助）は限界があります。

の案内がございます。７月 21 日に文化会館リトル
ホールにて設立総会が開催されました。

地域住民一人ひとりが「自分たちの地域は自分
たちで守る」という「共助」の取り組みが重要に

日本は歴史的に見ても災害の多い国です。1995

なってきます。地域単位の自主的防災活動が求め

年に阪神淡路大震災、2011 年東日本大震災、また

られます。これらの役割を担う組織が自主防災組

近い将来に南海トラフ地震が起こると言われてい

織です。

ます。このような中どうしたら災害による被害を

当町の自主防災組織を見てみますと、区長・防

少なくできるかが求められています。阪神淡路大

災隊長を中心に、副隊長、部長、情報班、消火班、

震災では、消防などの公的機関の救助（公助）によ

救出救護班、避難誘導班、給食給水班、要援護班、

（ 18）輪之内町議会だより

渉外班と組織されています。実際町民の皆様で自
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認定者は 261 名ときいております。

分の担当役割りを把握している人は、何人いるで

防災士連絡協議会を設置し、地域の防災力向上

しょうか。恐らく残念ながら少人数だと思われま

を推進していくのですが、自主防災組織が中心

す。人口減少社会、少子高齢化、共働き世帯の増

となって自分たちの地区で今何が必要か考える

加等社会情勢の変化に対応していく必要がありま

等、今現在の防災活動計画はどのような状況なの

す。

でしょうか？また各地区ごとに防災士の人数の偏

当町では、６月に「輪之内町防災士連絡協議会

りがみられますが、どのように取り組んでいかれ

設置条例」が施行され、防災力を高める活動が期

るのでしょうか？区長さんの負担が増えるだけに

待される中、自助、共助、公助の協働活動を推進

なってしまっては、続かない恐れがあると思いま

するため、協議会を設置しました。防災士とは、

す。どのようなサポート体制、支援策を考えてい

社会の様々な場で防災力を高める活動のための十

らっしゃいますか？

分な知識と一定の技能等を取得したことを、日本

災害状況を正しく理解し、住民に適切に伝える

防災士機構が認証した人です。私はまだ防災士の

地域防災リーダーの存在が重要になってくると思

認証は受けておりませんが、今後防災士の講習に

われますが、防災士の育成は、どのように考えて

参加したいと思っております。

いらっしゃいますか？以上 4 点お伺いします。

令和２年 3 月 31 日現在、輪之内町在住の防災士

町長答弁

組みが地区計画になるものという仕組みを考えて
おります。

議員におかれましては、
「共助」の重要性をよく

続いて、２点目の「各地区の防災士の偏りに対

認識されており、これから町が実施しようとする

する取り組みについて」ですが、この質問につい

防災施策の一環である自主防災組織の強化につい

ては、先般発足させた防災士連絡協議会において、

てご理解をいただいていることに大変心強く思っ

協議会に参画いただいた防災士の選出区に偏りが

ております。

あることに対する取り組みはどうするのかという

それでは、順次ご質問にお答えします。

ご質問と解しました。

まず、１点目の地域の防災力向上を推進してい

これについては、発足当時は 27 名でスタートし

く中で、自地区において何が必要かを考える「地

ましたが、現在までに 31 名となり４名増となって

区防災計画の策定状況」についてですが、現状、

おります。これは、私どもから参画を呼びかけた

各区の自主防災組織において、防災活動計画をき

り、区長さんから呼びかけをいただき増員となっ

ちんと策定されている区は少数に留まっていると

たものでございます。今後においては有資格者全

認識しております。

員が参画いただくことを目指して参ります。

議員の述べられているとおり、今年から町の総

次に、３点目の「区に対する防災士のサポート

合防災訓練から「共助」を強化したいとのねらい

体制、支援策について」ですが、防災士の区に対

から自主防災組織主導による訓練に舵を切ったも

するサポート体制については、１点目で述べた体

のです。

制を基本とすることを考えております。

実際の活動については、先般の臨時区長会にお

また、町としては、今後各区で開かれる自主防

いて、自主防災組織の訓練実施をお願いしたとこ

災訓練に職員（防災士の資格保有者）の派遣や、

ろです。その訓練の実施について、地元在住の防

今般８月に専決処分させていただきました補正予

災士が支援に回るというかたちを採ってもらうよ

算において、各区の防災備品等の整備を目的とし

う依頼したところです。

て、共益割、個別割というスキームで防災用品整

こうした訓練を継続することで、各区の課題等
が見えてくると思われます。
それらの課題を整理・克服していくことが「共
助」の強化に繋がると考えており、これらの取り

備交付金制度を創設したところです。
各区において、この交付金をご活用いただき、
防災備品等の充実の一助になればと考えておりま
す。

輪之内町議会だより（19 ）
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今後においても、町として「共助」の強化に向

練）の指導方法などの他、各種訓練の指導方法等

けて、そのニーズの把握に努め、ソフト・ハード

を再度認識してもらうべく協議会内での勉強会の

の両面から支援策を構築して参ります。

開催、また、減災に資するような事前準備の大切

最後４点目の「防災士の育成」については、日
本防災士機構や県の清流の国ぎふ防災・減災セン
ターと連携を図りながら防災士のスキルアップ等
に努めて参ります。
自主防災組織のニーズは、発災直後の初動体制
の在り方に大いに関心があると思われますので、
具体的には、地元での災害図上訓練（DIG 訓練）
を行うときの指導方法や避難所運営訓練（HUG 訓

さを区民の前で説明出来るような講習会の開催を
考えております。
いずれにしましても、この防災士連絡協議会は
立ち上がったばかりです。
町民の皆様に満足いただけるスキルアップは一
朝一夕に実現できるものではありません。
そうしたことから、地道に防災士の方々と共に
考えながら進めていきたいと考えております。

田中 政治 議員の質問
１．新型コロナウイルスに学ぶ事
地球温暖化の影響か、長雨の 7 月、酷暑の続い
た８月、９月に入り連続する台風、自然の厳しさ
が身に染みる日々です。
でも、朝夕は涼しくなり、時には秋の気配さえ
感じられます。

田中 政治 議員

春先の中国からの新型コロナウイルスの発生か
ら世界的な大流行になり、終息の気配も無く、日

町で一番大きなスポーツ施設、アポロンスタジ

本の経済産業、観光事業も、教育環境も非常に重

アム。こども園～小学校～中学校の運動会を開い

苦しい状況になっています。

たらどうか。こども園の子供達は、親子間近で楽

例年であれば、村祭り、運動会、ふれあいフェ
スタと、１年で最も賑やかな時です。

しみ、小学校、中学校の親はスタンド観戦でき、
３密も解消するのではと思いますが。

人生で一番可愛いこども園の子供たち、少し腕

各こども園、小学校、中学校で開催されるのであ

白な小学生、自分達の意志を表に出して頑張って

れば、議会の録画のようにビデオ撮影をし、DVD

いる中学生。

に編集して、全父兄に渡したらどうかと思います。

９月～ 10 月は元気一杯運動会、親も子も一番歓

遠い町から輪之内町に住んでみえる多くの人も、

喜し、大きな思い出を作る日となるでしょう。し

故郷に住居してみえるおじいさん、おばあさんに、

かし、今年はコロナ禍により、３密を避けるため

元気な孫の様子が見えて喜ばれるのではないかと

に親の参加を認めない方向で進めるとの事。何か

思います。

良い方法はないかと思い町長にお尋ねします。

町長答弁
はじめに、こども園の運動会につきまして、町
では、過去に、平成３年度から平成 12 年度まで

護者の方から、
「子どもが多く、自分の子が、どこ
にいるかわからない」また、
「距離があるので写真
が撮れない」など、
「各園で行って欲しい」等の要
望があり、終了している経緯がございます。

の 10 回にわたり、アポロンスタジアムでの運動

コロナ禍の中、こども園３園の合同練習は、行

会「保育まつり」を実施してまいりましたが、保

政バスで移動したり、３蜜を避けることが難しい

（ 20）輪之内町議会だより

状況もございます。
今年は、こども園の運動会は中止としておりま
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あると考えますが、実施にあたっては「移動の方
法」「移動時間」「練習場所と本番の場所の違い」

すが、９月 28 日には、「お楽しみ運動遊び」とし

「器具の事前準備」など検討すべき課題が多々あ

て、かけっこやリレー、体操など園児らが楽しめ

ろうと思われます。学校現場との調整を図りなが

る行事を各園で予定しております。保護者の方々

ら、子どもたちの活動を確保し、新型コロナウイ

には、園の方で写真撮影や、ビデオ撮影を行い、

ルス感染症の状況に応じて、様々な施策を実施し

後日見ていただけるような機会を持ちたいと考え

て参ります。

ております。

次に、
「コロナ禍において、参観をご遠慮いただ

運動会のあり方については、今後のコロナウイ

いた運動会を撮影し、映像を DVD 化して保護者

ルスの状況を見ながら、保護者も園児も一緒に楽

に配付してはどうか」のご質問にお答えさせてい

しめるよう参観方法等も工夫し、考えて参ります。

ただきます。

次に小・中学校についてお答えいたします。今年

議員もご承知のとおり、現在もコロナ禍にある

は、9 月 12 日の輪之内中学校体育祭、9 月 19 日の

ため、町が主催する行事のみならず、こども園や

ふれあい運動会は中止としております。それに変

小 ･ 中学校の行事についても中止、若しくは、場

わるものとして各小・中学校において、スポーツ

合によっては感染予防の一環として保護者の参観

フェスティバルとして、保護者の参観なしで 11 月

をご遠慮いただく形で開催するところとなってい

頃に開催予定としております。学校現場において

ます。

は文部科学省から出されている『学校における新

こうした中、参観をご遠慮いただいた運動会を

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

撮影し、その映像を DVD 化して保護者に配付す

アル「学校の新しい生活様式」』のガイドラインに

ることは一つのアイデアではあろうと思います。

則り、子どもたちのために実施することができな

ただし、プライバシー保護の観点からその映像

いか考え、工夫をしながら日々取り組みをしてい

は特定の個人をクローズアップしたものとはなり

ます。

得ず、イベントの記録的な映像にとどまり、全て

議員の質問にありますように、町で一番大きな

の保護者から満足が得られるのか危惧しておりま

スポーツ施設のアポロンスタジアムを活用して行

す。何か良い撮影方法は無いものか、関係課と協

事を行うことは、子どもたちの３密を避けること

議を重ねて今後に向けて模索していきたいと考え

と、保護者の参観を可能にする一つのアイデアで

るところであります。

２．町有地の有効利用について
仁木小学校の近くに広大な空き地がある。かな
り前に取得した農協の跡地です。
近くには仁木防災コミュニティセンター、ゲー
トボール場、輪之内町で大切な西脇医院もあり、整
備をしながら再開発をしたらどうかと思います。

町長答弁
当該地は、旧西美濃農協仁木支店跡地と既存の

仁木コミュニティも経年し、建て替えの時期もそ
んなに遠くないと思いますし、住民避難の拠点と
して十分に機能を備えた施設を早急に作る必要が
あると思います。
町長のお考えを聞かせてください。
旧西美濃農協仁木支店跡地につきまして、当時
の支店の統廃合により、更地となったものを平成
20 年 12 月に町が取得しております。

仁木コミュニティ防災センター、診療所、ゲート

取得後、今日まで近隣にある仁木こども園や仁

ボール場及び付帯駐車場を含めると約 7,630 ㎡（接

木小学校の来所者、仁木コミュニティ防災セン

道道路除く、仁木農協跡地は 4,516 ㎡）の面積で

ターなどの利用者が駐車場として利用するに留

ございます。

まっているのが現状でございます。

輪之内町議会だより（21 ）
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今までに当該土地の利活用については、皆さま
からも様々なご提案をいただきました。
具体的には、安全安心施策の実現に向けての大

ことにもなりかねません。
事業の緊急度と町の財政力の両面から先行すべ
き事業をよく検討のうえ実施して参ります。

垣消防組合南分署の誘致や、定住人口の増加施策

繰り返しになりますが、ご提案の当該地の一体

を目的とする住宅分譲など、様々な視点と可能性

的な土地の利活用については、行政課題解決に向

から青写真を描きながら検討や関係機関に働きか

けた大変興味深いご提案と受け止めておりますの

けをしてきたところでありますが、現在において具

で、今後も様々な角度から検討を重ねるとともに、

体にお示しができる内容には至っておりません。

多方面のご意見もいただきながら、早期にその方

そこで、今回議員から「当該地を一体的に整理
をしながら再開発」というご提案をいただきまし
た。
大変、壮大な夢のある構想であると思慮してい
るところであります。
議員が言及されている仁木コミュニティ防災セ
ンターについては、平成 29 年３月に策定した公共
施設等総合管理計画上では 2041 年（令和 23 年）
に建替える計画となっておりますが、ただ単純に
建替えるのではなく、地域住民の避難施設を併設
する形で一体利用することも考えられます。
近年の災害は、線状降水帯によるゲリラ豪雨と
内水被害、襲来する台風の大型化かつ強大化が顕
著になっており、水害時における避難場所の確保
は大きな行政課題となっております。
大きな行政課題である避難場所の確保というこ
とを考えれば、高層階での仁木コミュニティ防災
センターのリニューアルと仁木支店跡地の一体利
用については、計画上の予定を繰り上げて整備す
ることも考えていかなければならないと思慮して
いるところであります。
一方で、当町では、かねてから揖斐川堤防左岸
堤において防災拠点の整備を計画していることは
ご案内のとおりです。
令和元年度には、防災拠点の整備に係るインフ
ラ計画の概要計画を策定しました。今年度には、
施設整備計画（いわゆる上物）の整備概要計画の
策定を行い、更には、令和４年度を皮切りに、イ
ンフラ工事関係（上下水道工事）から着工する計
画でございます。
こちらも、当面の安全 ･ 安心なまちづくりに資
する大きなプロジェクト事業であります。
どちらも適債事業として地方債の発行により財
源を調達することは可能と思われますが、これに
依存しすぎると将来負担が増加することと併せ
て、将来を担う子ども達に必要以上に負担を残す

向性をお示ししたいと思うところでございます。
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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及び文教厚生常任委員会は９月 10 日開催され、令和２年度一般会計補正予
算、国民健康保険事業特別会計補正予算、条例改正１件を審議し、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２年度 一般会計補正予算
（第４号）
総務課

Ｑ

選挙費委託金の額はどのように決定されるの
か。
Ａ 選挙委託金は、国や県が積算根拠をもっており、
その積算に基づき委託金の額が決定される。
Ｑ 選挙の時間外手当の金額はどのように積算され
ているのか。
Ａ 投票所に従事する職員は、若い職員から充てて
おり、投票所で必要な人数の平均単価で積算して
いる。
Ｑ 投票所でのコロナ感染症対策はどのように考え
ているのか。
Ａ 鉛筆等については、投票者の来場が途切れた時
にその都度アルコール消毒を行う予定である。ま
た、補正予算第３号で、各学校にサーモグラフィー
を設置するため、投票所での活用も検討していき
たい。なお、体育館についても、翌日から児童が
使用するため、選挙終了後の消毒を行う予定であ
る。

危機管理課

Ｑ
Ａ

ライフジャケット 50 着の配備先はどこか。
機能別消防団員に対して 10 着と、要救助者が着
用する分として 40 着である。
Ｑ 防災士連絡協議会会員の所属する地区に偏りは
あるのか。
Ａ 会員の所属する地区には偏りがあるが、防災士
については各地区満遍なく存在している。各地区
に一人か二人は協議会にご協力をいただきたいと
考えているため、引き続き未加入者に対し働きか
けを行っていく。
Ｑ 救命ボートの仕様はどうなっているか、また、

総務産業建設常任委員会

どこに保管する予定か。
Ａ 救命ボートの寸法は全長 385 ㎝、幅 185 ㎝で８
人乗り、手漕ぎ式のものであり、役場の防災倉庫
にて保管する。
Ｑ 船外機の付いたボートを購入しないのか。
Ａ 船外機付きのボートについては、操縦に必要な
免許のこともあるので調査するとともに、免許の
要らない船外機の購入も調査検討していく。

経営戦略課

Ｑ

地方創生臨時交付金は、事業を計画したらその
分交付を受けることができるのか。
それとも限度が
あるのか。
Ａ この交付金には交付限度額が定められており、
国において計算がなされ、
輪之内町には第２次分と
して 143,986 千円の交付限度額が示されている。
Ｑ 地方創生臨時交付金は、申請無しで交付を受け
ることができるのか。それとも、事業を掲げて申請
が必要なのか。
Ａ 実施する事業ごとに、その内容や、事業費と財源
を示した計画書を作成して、交付申請をする。
Ｑ 創業 ･ 第二創業助成金とは、どのようなものか。
Ａ 現在、輪之内町内で事業を実施している方が町
内で別の事業を始める、若しくは、町外の方が新た
に輪之内町内で事業を始める経費の一部を助成す
るものである。
Ｑ 農業を生業としている者が、６次産業を始めた
時は対象になるのか。
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Ａ ６次産業は、製造・加工、そして販売を行うこと
になるので、助成金の対象になる。
Ｑ この助成金の上限額はいくらで、何か条件や制
限はあるのか。
Ａ 1,000 千円を上限に対象経費の２分の１を助成す
るもので、書類による経営審査のほか、事業を５年
以上継続しなければならないという条件がある。

産業課

Ｑ

ふるさとを遠くで見守る応援事業について、目
的や送付量、対象者について具体的に決まってい
るのか、また費用はどれくらい要するのか。
Ａ 輪之内町から遠く離れて暮らしている学生に対
し、コロナ禍で帰省しにくい事情もあり、ふるさ
との味を送ることで、家計支援と輪之内に戻って
きて働いてもらいたいというＵターン就職の促進
を目的に実施する。１人１回あたり徳川将軍家御
膳米５kg と御膳米黒豆ごはん２合を２回お送り
する。
Ｑ 洋菓子開発委託事業について、これまで販売に
関する権利が誰にあるのかはっきりしないことが
あったが、今回はどうなのか。
Ａ 岐阜県内で有名なパティシエに監修をお願いす
る予定であるが、販売に関する権利等が町になる
ことを確認したうえで依頼する。
Ｑ 洋菓子開発委託事業について、これまでの取り
組みは継続していないし、土産物として渡せるよ
うな商品もない。持続的に販売でき、かつ、話題
になるような商品の開発ができるのか。

Ａ

取り扱いたくなるような洋菓子を開発できるよ
う取り組んでいく。また、静岡県の久能山東照宮
や岐阜関ケ原古戦場記念館や高速道路のサービス
エリアでも販売できるように働きかけている。

空家等対策協議会設置条例の制定
について
産業課

Ｑ

特定空家になった物件を行政代執行を行った場
合は費用を請求するのか。
Ａ 協議会での意見を踏まえ、特定空家の所有者に
助言、指導、勧告、命令、行政代執行の順で行う
が、行政代執行は町が実施することになる。費用
については所有者に請求するが、現実的には全額
回収するのは難しいと聞いている。
Ｑ 相続放棄の物件はどうなるか。
Ａ 委員に司法書士や不動産業界の方など様々な業
界の方がみえるので、幅広い議論をしていただく
が、利活用する事も含めて検討していきたい。
Ｑ 空家の定義は何か、またどうやって調査をして
いるのか。
Ａ １年以上住んでいない家を空家と定義し、調査
は区長さんにお願いして行っている。
Ｑ 代執行等で更地になった土地はどうなるのか。
Ａ 代執行の費用の回収を行うために売却を所有者
に促したりするが、具体的には今後検討していき
たい。

文 教 厚 生
令和２年度 一般会計補正予算
（第４号）
住民課

Ｑ

窓口の各申請書類にマイナンバーの記載欄があ
るが、申請ごとに記載しなければならないのか。
Ａ 現在は、本人の確認のため記載していただいて
いる。
Ｑ マイナンバーカードを取得していたらどんなこ
とに役立つのか。
Ａ 写真が添付してあるので本人確認書類になる。

福祉課

Ｑ

消毒液の配付数と配付方法はどのようにするの
か。
Ａ 配付数については、世帯ごとで２人に１本の割
合で配付する。配付方法については、アルコール
を郵送・宅配することが難しいため、引換券によ

文教厚生常任委員会

る手渡し等最善の方法について検討する。
Ｑ 消毒液を受取りに行けない人にはどう対応する
のか。
Ａ 移動手段のない方には、地域包括支援センター、
ケアマネージャー、民生委員児童委員等の方々に
支援をお願いしたい。
Ｑ 配付された消毒液の活用についてどう考えてい
るか。
Ａ 現在新型コロナウイルス感染症も収束しておら
ず、インフルエンザの流行を控えているなか、帰
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宅時の手指消毒等感染予防の習慣づけをお願いし
たい。
Ｑ 他課でも水道蛇口のレバーハンドル交換費用が
計上されているが、一括発注によるコスト抑制に
ついて考えているか。
Ａ 予算見積は各課で対応しているが、今後一括発
注等検討していく。
Ｑ 良く使用する蛇口には、接触しないセンサー式
への交換を検討してはどうか。
Ａ 単価等のコスト面から検討した結果、レバー式
を採用した。

教育課

Ｑ

配布する図書カードは日本全国で使えるもので
あるのか。
Ａ 日本全国で使えるものである。
Ｑ 図書カードを配布することでどのような効果が
期待できるのか。
Ａ コロナウイルスの影響で学習の機会が減少して

いる児童生徒への学習支援効果が期待できる。
留守家庭児童教室に携帯電話を購入するとのこ
とだがどのように活用するのか。
Ａ 現在、各校区の留守家庭児童教室は密にならな
いように各校区のコミュニティに分散しておこ
なっている。その分散した留守家庭児童教室用の
携帯電話である。
Ｑ

国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）
住民課

Ｑ
Ａ

第三者行為とは交通事故に関連するものか。
加害者である第三者からの交通事故などの加害
行為。

決算特別委員会
委 員 長

上野

賢二

副委員長

林

委

員

田中

政治

委

員

小寺

強

委

員

浅野

進

委

員

浅野

重行

委

員

土井田崇夫

委

員

大橋

日出雄

慶裕

令和元年度 一般会計歳入歳出決算の認定
議会事務局

Ｑ
Ａ

監査委員の報酬はいくらか。
識見の監査委員は 7,500 円で、議会選出の監査
委員は 6,500 円。
Ｑ 議会選出の監査委員と識見の監査委員の報酬額
に差があるのはなぜか、責任の重さが違うのか。
Ａ 識見の監査委員は、代表監査委員として、議会
で決算審査報告をする等のほか、あすわ苑の監査
委員にもなっていただいている。
●意見
意見 監査委員の報酬額が低いため見直すべきで
ある。

総務課

Ｑ
Ａ

財産管理は、総務課になるのか。
普通財産は総務課、行政財産は担当課、総合的

決算特別委員会

には経営戦略課である。
Ｑ 火葬場の跡地で、一村総持となっている土地は、
町有地ではないのか。
Ａ 登記上、一村総持になっている場合は、町の所
有ではない。なお、町所有の土地であれば、普通
財産として管理していると認識しているが、今一
度洗い出し等を含め調査する。
Ｑ 職員スキルアップ研修の内容は何か。また効果
はあったのか。
Ａ 時間外削減のための働き方改革研修、メンタル
ヘルスライン研修を実施した。効果については、
引き続き職務の見直しや職員への声掛け等を実施
していく。
Ｑ 職員が参加する海外研修はあるのか。効果はあ
るのか。
Ａ 令和元年度はヨーロッパへ１名研修にいってお
り、レポートを提出させている。今後は、職員の
前で発表させ、行政課題の共有を図りながら、研
修内容を output ではなく、outcome の研修にし
ていきたい。
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Ｑ

自己都合により退職した５名の経験年数と理由
はなにか。
Ａ 退職者は若い年代が多かった。事務職員２名は、
他の市役所が受かったため退職し、保育教諭２名
も、町外からの勤務だったため、居住地近くに仕
事を見つけた。保健師は、家族の介護のため退職
した。
Ｑ 職員採用について、大卒の募集ばかりで、高卒
の採用はないのか。
Ａ 事務職員の募集は大卒から大卒程度としてお
り、年齢要件はあるが、高卒でも受験は可能であ
り、学歴で判断しているわけではないが、他市町
の採用条件を調査してみる。
Ｑ 再任用を決定する際に、健康面は考慮している
のか。
Ａ 再任用の申請時に健康状態を自己申告して貰っ
ており、健康状態も次年度の任用の可否に含まれ
ている。

危機管理課

Ｑ

防災行政無線個別受信機について、入りが悪く
外部アンテナが必要な地区があると聞いたがどの
ように対応しているのか。
Ａ 周囲の建物の立地状況等により、無線が聞きづ
らい地域があることは把握している。その場合は
外部アンテナを設置することによって対応してい
る。
Ｑ 防災行政無線の保守点検はどういった内容なの
か。
Ａ 各屋外拡声子局の電波状況や蓄電池の状況をは
じめ、消防団に貸与している移動系無線などにつ
いて総合的に点検を行っている。
Ｑ 豪雨の際に雨音が大きすぎて無線が聞こえない
ことが想定されるが、その対応はどうするのか。
Ａ 今回のデジタル化工事の際に近々の災害の状況
を勘案し、スピーカーの性能を上げる、モーター
サイレンを設置するなどし対応している。
Ｑ 消火栓設置工事の新設工事はどういう条件で
行っているのか。また、住宅の新築の際にのみ設
置するのか。
Ａ 今回設置した消火栓については、南波地内と大
吉新田地内の２ヵ所であるが、いずれも半径 80
ｍの範囲に既設消火栓が無く設置したものとな
る。
町の基準では既設消火栓から半径 80 ｍ以内に消
火栓が設置されていない場合に設置する旨が定め
られており、付近に住宅が何戸以上ないといけな
いという決めは無い。ただ、大前提として 75 ㎜
以上の水道管が敷設していないと設置できない。
Ｑ 消火栓に関してホース等の付属備品の整備は区

で行っているのか。また、それに対して町から助
成はできないのか。
Ａ 現在のところ、ホース等の備品については区で
の管理をお願いしており、消防団で使用していた
ホースの区に対する払い下げや、コミュニティ助
成事業を活用し、整備していただくよう周知して
いる。
ホース等備品の整備に対する町の補助制度の創設
については、地域の防災力の底上げを目指し、今
後検討していく。
Ｑ 水防倉庫の機材について管理や点検は行ってい
るか。消防団や水防監視員に対する訓練を実施し
てはどうか。
Ａ 水防倉庫については町内の水防監視員に管理を
お願いしているほか、町職員も年に一度水防倉庫
内の機材について点検を行っている。水防訓練に
ついては消防団において定期的に行っていくよう
協議する。
Ｑ 常備消防の設立に対する見通しはどうか。
Ａ 南分署について改築の時期が近づいているとこ
ろではあるが、管理者の考え方は基本的には原位
置ということになっている。社会状況の変化を念
頭に、引き続き要望を行っていく。
Ｑ 大藪コミュニティ防災センターの利用につい
て、一定の利用者が予約で抑えてしまい、住民の
コミュニティ活動ができない状況と聞いたがどう
か。
Ａ 大藪コミュニティについて、習字など固定の利
用者がいるのは把握しているが、すべての時間帯
を抑えてしまっている状況では無く、格段他を排
除するような使い方はしていないと認識してい
る。

経営戦略課

Ｑ

信用金庫から借入をする際、今の金利はいくら
か。
Ａ 令和元年度の町債を発行した実績では、借入利
率は 0.29%。
Ｑ 前年度の決算剰余金（繰越金）について、その
使途に制限はあるのか。地方財政法では、決算剰
余金の２分の１以上の額を基金に積む、若しくは、
地方債の繰上償還の財源に充てなければならない
とあったと思うが輪之内町はどうか。
Ａ 確かに、議員が言われるとおりである。できれ
ば、輪之内町もそのようにしたいと思っている。
Ｑ インナービューティ＆農業コラボ事業は、どの
ような内容でどのような効果があったのか。
Ａ インナービューティとは、若い女性の間で流行
しているダイエット法で、旬の食材、栄養素が生
きた食材、伝統調味料等を摂取しながら体の内側
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から健康な体をつくる、特に腸を整える食事療法
である。この趣旨に賛同した９軒の農家さんが、
儲かる農業の一つとして、総面積６反７畝の畑で
無農薬、化学肥料不使用の有機野菜を栽培して、
東京や大阪などへ出荷している。
Ｑ Wi-Fi 設備を整備した 14 ヵ所の避難所はどこ
か。
Ａ 町体育センター、町民センター、ふれあいセン
ター、小 ･ 中学校校舎４ヵ所、小 ･ 中学校体育館
４ヵ所、こども園３ヵ所。
Ｑ ふるさと応援寄附金の推移はどうか。
Ａ 平成 30 年度までは好調に推移し、特に平成 30
年度は多くの寄附が集まった。しかしながら、令
和元年度に返礼品の基準の見直し ･ 新制度施行が
あり、『寄付額の 30％以下、かつ、地場産品（輪
之内町に縁（ゆかり）があるもの）』とされたた
め、これにより令和元年度の寄付額は大幅に減少
した。
Ｑ ふるさと応援寄附金の返戻品の柱となっている
ものは何か。
Ａ 令和元年度の実績によると、１番が飛騨牛、２
番が御膳米、３番が軍手。
●提言
提言 飛騨牛は、岐阜県の指定により県下の全市
町村が返礼品として扱えるようだが、輪之内町の
地場産品は飛騨牛ではなく徳川将軍家御膳米の方
である。
徳川将軍家御膳米について、もっと返礼品として
ニーズが高まるようＰＲや戦略を練ること、合わ
せて販路拡大につなげてもらいたい。

税務課

Ｑ
Ａ

時間外勤務の管理は、どのようにしているのか。
出退勤や時間外勤務の申請と承認は、全てシス
テム上で管理、処理している。
Ｑ 軽自動車税を不納欠損すると、車検は受けられ
ないのか。また、廃車はできるのか。
Ａ 納税証明が発行できないので、車検は受けられ
ないが、廃車はできる。
Ｑ 納税証明を要しない原付自転車や農耕用車両の
滞納者への指導はどうしているのか。
Ａ 他の税目と同様に文書催告等を行い、状況把握
をした上で、該当車両を使用していないようであ
れば、その際に廃車の手続きを指導している。
Ｑ 滞納整理において、滞納者宅には足を運んでい
るのか。
Ａ 基本的に臨戸は行っていないが、滞納者の生活
実態を把握する意味で赴くことはある。その結果、
生活実態があれば、改めて文書催告等を実施して
いる。
Ｑ 標準宅地の 63 地点はメッシュで設定され、評
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価されているのか。また、評価額は上がっている
のか、下がっているのか。
Ａ 63 地点は、例えば県道沿いや集落、工場用地
など用途が似ている区域の中で選定した地点であ
る。標準宅地の評価額は、不動産鑑定士に委託し、
鑑定評価してもらっている。当町の評価額は全体
的には下がり気味である。

会計室

Ｑ

決算書及び決算説明書を職員全員に配付しては
どうか。
Ａ 配付する職員は、主に係長以上としているが、
決算書等の書類は、必要に応じて全職員が閲覧等
できる。

住民課

Ｑ

岐阜羽島駅行きのバスを見かけるが、利用者が
いない。もっと小さなバスにしたら経費が減るの
ではないか。
Ａ バスの管理は名阪近鉄バスに委託しており、小
さなバスへの変更については要望をしていく。
Ｑ ごみの収集量は平成 30 年度と令和元年度、そ
れぞれどのような状況なのか。また、可燃ごみや
粗大ごみの処理量が増えている。主な理由は何か。
Ａ 平成 30 年度は可燃ごみ 1,216.1 トン、不燃ごみ
206.7 トン、粗大ごみ 52.1 トン、令和元年度は可
燃ごみ 1,246.2 トン、不燃ごみ 131.6 トン、粗大ご
み 65.2 トン。また、可燃ごみなどの増量要因に
ついては新型コロナウイルス感染症の外出自粛に
よる在宅時間が増えた影響があるのではないか。
Ｑ 南波の最終処分場の維持費が髙い。維持費の補
填のため、搬入の条件を改めてはどうか。
Ａ 条件内容の見直しについて検討していく。
Ｑ デマンドバスの運行時間延長の実証実験はいつ
から行っているのか。
Ａ ７月から半年間行う。

福祉課

Ｑ

婚活サポート事業はどこに委託し、成果は出た
のか。
Ａ 社会福祉協議会に業務委託している。平成 26
年度から年２回の婚活イベントを実施しており、
これまでの成婚数は１組である。また今年度は９
月６日に実施され、１組のカップルが成立してい
る。
Ｑ 陶芸指導員賃金について、利用者が負担したら
どうか、また利用者数は何名か。
Ａ 賃金については、焼き上げ時の火の管理等指導
員にお願いする工程もあることから、町が負担し
ている。
利用者数は月平均 20 名程度。
Ｑ 要介護度の重い人は障害者手帳を所持できるの
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ではないか、手帳申請についてどう周知している
のか。
Ａ 主治医やケアマネージャーの方からの周知が可
能である。
Ｑ こども園の臨時保育教諭が 23 人いるが、正職
員に採用されるべきではないか。
Ａ 希望する職員には職員採用試験の受験を勧めて
いる。なお今年度から会計年度任用職員として採
用されている。
Ｑ 安八温泉利用券の購入枚数は何枚か。
Ａ 令和元年度は 1,084 枚だが、今年度は新型コロ
ナウイルスで一時休業したことが影響し、購入枚
数が減少している。
Ｑ 特定不妊治療費助成金について、補助の制限は
あるのか、また助成金の申請は何件あったのか。、
Ａ 助成金は、５年間に限り１人 10 回まで補助を
受けられる。令和元年度の申請者は、女性９人で、
計 21 件あり、その結果６人出生した。
なお、男性の不妊治療は、平成 27 年度の制度開
始から、申請者はいない。
Ｑ 子どもの数が減少している中、助成金の申請に
回数制限をなくすべきではないか。
Ａ 今後検討していく。
Ｑ 高齢者介護予防事業におけるホームヘルプ・デ
イサービスの利用状況は何人か。
Ａ 令和元年度ホームヘルプは 49 人、デイサービ
スは０人。なお、このサービスは要介護度で自立
と認定され、本来介護保険サービスを受けられな
い方を対象に実施するもの。
Ｑ ふれあいセンターの利用人数は何人か。
Ａ 令和元年度の延べ利用人数は年間約 7,000 人。
Ｑ プレミアム商品券の購入者数は何人か。
Ａ 対象者数は住民税非課税者 890 人、子育て世帯
主 233 人、計 1,123 人、購入者数は住民税非課税
者 318 人、子育て世帯主 233 人、計 551 人。
Ｑ 敬老祝金の内訳はどのようになっているか。
Ａ 77 歳、80 歳、88 歳、90 歳、99 歳 の 196 人、
100 歳祝金の対象者１人、計 197 人に 118 万 3 千
円を支給した。

産業課

Ｑ

転入者に配付する徳川将軍家御膳米はどれくら
いの量で価格はいくらか。
Ａ ２㎏入りを配布し、価格は 788 円。
Ｑ 移住体験ツアーについて、どこの地域から応募
があったのか、また、どのような魅力を輪之内町
に感じて行ってみようと思われたと考えられるの
か。
Ａ 大阪圏にお住いの方が応募され、まず輪之内町
を体験していただくものなので、理由は様々ある

と思うが、輪之内町での子育てや自然、農業など
に興味がある方だと思われる。
Ｑ 同じく移住体験ツアーについて、新型コロナウ
イルス感染症蔓延によりツアーは中止になった
が、何に予算を使ったのか。
Ａ ツアーは中止となり輪之内町にお越しいただく
ことはできなかったが、参加者募集のホームペー
ジの制作や移住に関心がある方への情報提供、ア
ンケート等による応募者の情報収集などに使われ
ている。
Ｑ ジャンボタニシ駆除は、どこに作業を委託して
いるか、またジャンボタニシを減少させるための
良案はないか。
Ａ 事業は輪之内町シルバー人材センターに委託し
ている。暖冬の影響もあったが、全県的にも被害
が多いということなので、現在、県が対策を検討
している。
Ｑ プレミアム商品券発行事業補助金についてその
補助金の内訳は何か、また発行枚数と利用場所を
考えると商工会の負担が多いのではないか。
Ａ 補助金 360 万円の内訳は、プレミアム分として
300 万円、事務費等に５万円、金融機関に支払う
換金手数料として 55 万円である。確かに商工会
の会員である個人事業者で使われている額は少な
いかもしれないが、商工事業者にも頑張ってほし
いとの思いもあり続けている。
Ｑ 街路灯事業について、新設の基数は何基か、ま
た委託金で返還が生じているが返還せずに例え数
基でも新設を増やすことはできないか。
Ａ 新設は 20 基である。要望は多く承っているが、
バラバラと新設を行うと単価も高くなる。今後の
対応については検討する。
Ｑ 多面的機能支払交付金事業について、事務は指
導を強化し各地域で行うこととし、事務費として
各地域から支払っているお金を地域で使用できる
ようにできないか。
Ａ 提出する書類の書き方がややこしいといった声
や事務も煩雑で大変ということで団体を一本化し
て事務員を置いている。現状のやり方でのメリッ
トを感じていただけるように会議で検討してい
く。

土地改良課

Ｑ

地区面積が楡俣北部より、四郷南部のほうが
大きいのに総事業費が少ないのはなぜか。
Ａ 新型コロナの影響で、国、県が一括して予算
を確保することが難しい状況であり、暗渠排水
整備をほ場整備とは別事業の耕作条件改善事業
に変更したためである。
Ｑ 中郷新田の暗渠排水についても耕作条件改善
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事業で実施するのか。
その予定である。県の中期計画には位置付け
てあり、予算が確保されれば実施される。まず
は主要地方道羽島養老線より北を計画している。
●提言
提言 町外への視察研修も良いが、町内のほ場
整備済み地区の状況を参考に、どのようにすれ
ば管理運営がうまくいくのか、現状をよく見て
計画に反映させてほしい。
Ｑ 企業誘致の進捗状況はどうか。
Ａ 楡俣北部地区について、２社と交渉していた
が新型コロナの影響により中断していた。近々
面談を再開する予定であり、造成工事を先行し
つつ今後、住民説明会を行っていく。
Ａ

建設課

Ｑ
Ａ

除草工事の単価はどのようになっているか。
県のシステムで積算しており、工事により除草
の難易度で堤防除草と道路除草の単価の違いがあ
る。

教育課

特別支援教育推進事業にある LD とはどのよう
な学習障がいであり、どのように指導をおこなっ
ているのか。
Ａ LD とは、読み書き能力や計算力などの算数機
能に関する、特異的な発達障害のひとつである。
特別支援学級で指導したり、特別支援教育支援員
が学習指導をおこなっている。
●意見
意見 中学校と給食センターの光熱水費を抑える
ために、太陽光発電の設置を検討してはどうか。
Ｑ 中学校部活動や、町スポーツクラブには町から
補助金がでているが、頑張って県大会に出場する
スポーツ少年団に対し、町からの支援はないのか。
Ａ スポーツ少年団には一律５万円の補助金を出し
ている。県大会については県大会のある少年団と
ない少年団があるため、少年団本部の役員会等で
話し合う。
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令和元年度 後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定
福祉課

Ｑ

後期高齢者のみの世帯と子どもが同居している
世帯を比較して、世帯の所得によって保険料は異
なるのか。
Ａ 世帯主および被保険者の合計所得金額によっ
て、均等割額が軽減される場合がある。

令和元年度 児童発達支援事業特別会計
歳入歳出決算の認定
福祉課

Ｑ

子どもに障がいがあると分かるのはいつ頃から
か。
Ａ ダウン症や染色体異常は生まれた時、自閉症は
１歳半児健診時に、その他の障がいはその後の健
診で分かる。

Ｑ

令和元年度 国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算の認定
住民課

Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ

不能欠損したのはどういう理由なのか。
外国人の国外転出や時効が要因。
資格者証は何人に発行しているのか。
発行人数は０人。

令和元年度 特定環境保全公共下水道
事業特別会計歳入歳出決算の認定
建設課

Ｑ
Ａ
Ｑ

職員の給料は一般行政職か技術職か。
一般行政職。
下水道事業受益者負担金は公共桝を設置した方
に対する負担金か。
Ａ 下水道の整備によって桝を設置し、下水道施設
を利用できるようになった方からいただく負担
金。
Ｑ 受益者負担金を徴収できなくても桝を設置した
のか。
Ａ 下水道工事を施工する前に、公共桝を設置する
か設置しないかの意向を聞き、設置された方に対
して翌年度に賦課している。
Ｑ 下水道事業受益者負担金の収入未済額が約 236
万円計上してあるが、何世帯あるのか。
Ａ 約 30 世帯。
Ｑ 公共桝を設置して受益者負担金が未納の方は下
水道に接続する意思がないのか。
Ａ 未納になってはいるが下水道に接続する意思が
無い訳ではなく、督促状の送付や職員が訪問して
徴収に努めている。
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桜会 総会

去る、8 月４日（火）
、役場３階 協議会室にて、
輪之内町桜会（会長 加藤正昭）の総会が開催され
ました。
当日は、小寺 強 議長と、町長の代理として荒川
浩 参事が来賓として出席し、令和元年度事業報告・
収支決算報告、令和２年度事業計画・収支予算等が
審議され、承認されました。
総会後には、荒川参事から令和２年度輪之内町主要事業の概要についての説明を受け、今後のまち
づくりに関する意見交換が行われました。

自治体の防災マネージメントと災害時の議会・議員活動

８月 28 日（金）に「自治体の防災マネージメン
トと災害時の議会・議員活動」をテーマとしてぎふ
メディアコスモス「みんなのホール」にて開催され
た市町村議会議員セミナー（午前の部）に新人議員
と議会事務局の５人で参加をしました。
当日は予定より早く到着して開始まで少し時間の
余裕がありましたので、二階の岐阜市立中央図書館を見学しま
した。図書館に入るとまず目に飛び込んでくるのは、天井から
吊るされた巨大な傘のようなものです。これは“グローブ”と呼ばれ、図書館の象徴的な存在になって
います。
また天井はグローブの曲線と相まって、
やわらかい印象を与えてくれる温かみのある空間でした。
午前 10 時より跡見学園女子大学観光コミュニティ学部の鍵屋一先生を講師に招き、地方行政を取
り巻く諸課題について考える一助として取り組みました。鍵屋先生には令和２年１月９日・10 日に
全国市町村国際文化研修所（JIAM）でもお世話になり、今回で２回目の受講となりました。秋田県
の出身ということもあり、なまりがあってとても親近感を覚えました。また実践経験により説得力が
あり、共感を受けました。特に印象に残った点は「正常化の偏見」です。「自分は大丈夫！」だと思
ってしまい、自分にとって都合の悪い情報を無視し、過小評価してしまう人間の特性で、災害発生時
に、避難や初動対応などの遅れの原因となる場合があります。こうした状況下で必要になるのが「率
先避難者」の存在です。自分は大丈夫だと思っていて、ぎりぎりまで逃げない人たちの中にあって「私
は逃げるぞ」と声を大にして率先して避難する人が地域に必要だと感じました。そうした役割を担う
人がいることは、地域の防災力を高める上でも重要だと思いました。
研修会を通して自分の住んでいる場所の災害リスクと個々の状況に即した避難の仕方を住民一人ひ
とりに客観的に知ってもらうことにより、完全な防災より、可能な限り被害を小さくする「減災」を
目指すことがまずは重要だと思いました。
最後に「人生を幸せにするのは何？」ロバート・ウオールデインガー「心理学者、ハーバード成人
発達研究４代目リーダー」は最も長期に渡る幸福の研究から「人を健康で幸福にするのは良い○○○
○に尽きる」といわれています。良い○○○○とは何でしょうか？

町議会議員、役場職員の有志による清掃活動

９月 27 日（日）晴天の秋空のもと、午前９時より役場
周辺（保健センター西側水路、輪之内体育センター南側
花壇、中江川沿い）の環境維持と保全を目的に町議会議
員、役場職員の有志により清掃活動を行いました。輪之
内体育センターの雑草が花壇いっぱいに驚くほど成長し
ており、手や鎌を使い除去し手箕に集めました。また、
中江川沿いには柳の枯木があり撤去するのに苦労しました。今後も
継続的に取り組み、環境美化に貢献していきたいと思います。

（ 30）輪之内町議会だより

令和 2 年11月 1 日

議 会 活 動 日 誌
《７月》

《９月》

６日

広報編集委員会

１日

岐阜県共同募金会輪之内分会役員会

８日

図書館協議会

４日

第３回定例町議会（初日）

社会教育委員の会及び公民館運営審議会
13日

全員協議会

選奨生選考委員会

７日

決算特別委員会

あすわ苑老人福祉施設事務組合議会定例会

８日

決算特別委員会

第１回安八郡広域連合議会臨時会

10日

総務産業建設常任委員会

20日

安八郡広域連合監査

21日

決算審査

22日

決算審査

27日

全員協議会

28日

主要地方道羽島養老線改良促進期成同盟会

文教厚生常任常任委員会
15日

第３回定例町議会（最終日）
全員協議会

25日

例月出納検査

令和２年度理事会
岐阜県町村議長会監査会
29日

例月出納検査

31日

第２回西南濃町村議会議長会

《８月》
４日

桜会総会
町防災会議

６～７日
令和２年度法務能力向上のための
特別実務セミナー
18日

町学校給食センター運営委員会

20日

安八郡高齢者プラン策定委員会
例月出納検査

25日

薩摩義士慰霊祭
議会運営委員会
全員協議会

27日

第１回下水道推進協議会

28日

市町村議会議員セミナー
町健康計画等策定委員会

30日

防災訓練

31日

安八郡広域連合監査
岐阜県町村議会議長会臨時総会
及び第２回評議員会

▼編集後記
「わのうち議会だより」128 号をお届けします。
今年も九州地方を中心に、また下呂市他各地で豪
雨災害が発生しました。今や、気象庁ですら予測も
できないようなゲリラ豪雨は、いつ、どこで発生し
てもおかしくない世の中になってきています。そこ
で、防災時に必要な非常用持ち出し袋に自分自身で
使うものは自分で持っていくことを意識し、いつで
もすぐに持ち出せるように玄関、リビングに用意し
ておきましょう。また、最悪避難所に入れない事も
予測されますので、外にテントを張り避難する観点
からも思い切ってアウトドアグッズも揃えておくと
良いですね。今後は各地区で住民主体の防災訓練を
定期的に行うことになりますが、輪之内町ハザード
マップを熟知し、他人事とは思わずに自分自身、家
族の命を守るために皆さんのご協力をお願いします。
議会広報編集委員会
委 員 長

浅野

委

林

員

重行

日出雄

副委員長

土井田崇夫

委

大橋

員

慶裕

★次の定例会は12月の予定です。皆さまの傍聴を
お待ちしています。

