
富加町議会だより

富加小６年生が模擬議会を体験

TOMIKA TOWN COUNCIL

186
2022.
（令和４年）

No.

7月25日発行

　社会科学習と地域学校協働活動の一環として、富加小の６年生59名が議場
を見学しました。町議会について渡邉議長からの説明や、班ごとで各議員への
質問が行われた後、クラスごとで模擬議会を行いました。児童からは、「将来、
富加町議員になりたい」などの力強い“発言”がありました。
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夕田墳墓群

国史跡の
指定とは？

今回の国史跡の指定の内容は。

もっと、まちのこといま

これが知りたい！！

　町内夕田地区にある夕田墳墓群（墳丘墓や前方後円墳）について、国の文化審議会が国史跡に指定するよう文
部科学大臣へ答申したことが、６月定例会で報告されました。正式な決定は今秋となる見込みですが、町の歴史
的財産となる国史跡の指定について町の担当者に聞きました。

夕田茶臼山古墳 夕田茶臼山古墳で出土したつぼ

Q2
　夕田墳墓群とは、町内夕田地区にある夕田茶臼山（ゆうだちゃうすやま）古墳、蓮野（はすの）１号墳、
杉洞（すぎぼら）１号墳の３つの総称です。このうち今回は、夕田茶臼山古墳と蓮野１号墳の２基が国史跡
に指定されます。
　夕田墳墓群は、弥生時代の終わり頃から古墳時代の初め頃（２世紀後葉から３世紀中頃）に築かれたお墓
です。夕田茶臼山古墳は東海地方最古の前方後円墳と考えられており、前方後円墳が西日本から東日本へ広
がっていく過程を考えるうえで、非常に重要な遺跡として価値が認められました。岐阜県で28例目、加茂郡
では初の国史跡となります。

指定を受けるメリットは。Q3
　国史跡に指定されると、保護・活用・整備にかかる様々な事業に補助金が交付される
など、国からの財政的な支援を受けることができます。一方で、史跡の現状を変更する
行為については国の許可が必要となり、町が行う保護・整備事業についても文化庁が関
与することになります。
　今回の国史跡の指定が、町民のみなさんにとってふるさとに誇りや愛着をもつきっか
けとなり、また町外の多くの方にも富加町の歴史の奥深さを広く知っていただく機会に
なればうれしく思います。

国史跡とは。Q1
　国史跡とは、日本の歴史を正しく理解するうえで欠くことのできない学術的価値をもつもので、文化財保
護法に基づいて文部科学大臣が指定します。

町教育課　文化財専門官
（富加町郷土資料館長）文化財に関する

お問い合わせは ℡0574-54-2177（直通） しま  だ　 たか まさ
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補 正 予 算
令和4年度　一般会計補正予算（第４号）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金を活用した、とみか元気振興券
（その４）にかかる事業費3,234万円や農
業委員に貸与するタブレット導入事業費
100万5千円を追加。財源は国からの交付
金や財政調整基金（※）が充てられまし
た。（※国の交付金決定後、補正予算によ
り組替えを予定）

ポイント

補正額 5,848万6千円 総　額 32億1,148万円

　6月定例会では、「富加町税条例等の一部改正」
や、「令和 4年度一般会計補正予算（第 1号）」など
の専決処分の承認案件6件が町長から報告され、承
認しました。
　また、「富加町手数料徴収条例の一部改正」など
の条例案件2件、「令和4年度一般会計補正予算（第
4号）」など予算案件 2件が町長から提案され、い
ずれも原案のとおり可決しました。
　その他、令和3年度富加町一般会計繰越明許費繰
越計算書について報告がありました。

　令和 4 年 6 月 8 日から 6 月定例会が開催され、専決処分の承認や一般
会計補正予算（第 4 号）などの議案を議決しました。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

専 決 処 分

とみか元気振興券
　　    （その４）などの補正を可決

とみか元気振興券
　　    （その４）などの補正を可決

会期は10日間　 開会6月8日　閉会6月17日

富加町税条例等の一部改正

令和4年

第 2 回

定例会

本会議
開会、議案上程・説明

総務産業建設常任委員会

文教厚生常任委員会

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

本会議
一般質問、質疑、討論、採決、閉会

全員協議会
議案の詳細説明、質疑等

6月 8日（水）

6月10日（金）

6月14日（火）

6月16日（木）

6月17日（金）

地方税法等の一部改正に伴い、土地の負担
調整措置による固定資産税の軽減や、住宅
ローン控除の見直しによる個人町民税の対
応等の改正。　　（令和4年3月31日専決）

ポイント

富加町手数料徴収条例の一部改正
民法等の一部改正に伴い、DV被害者等の
保護のための措置に係る納税証明書の交付
手数料について規定。

ポイント
富加町介護保険条例の一部改正

新型コロナウイルス感染症の影響による介
護保険料の減免期間の延長について規定。

ポイント

令和4年度　
一般会計補正予算（第１号）

生活困窮者世帯臨時給付金 150 万円や、事
業者向け新型コロナ対策の抗原検査キット
や飛沫感染防止対策の器具購入補助金 360
万円等を追加。財源は財政調整基金（※）が
充てられました。（※国の交付金決定後、補
正予算により組替えを予定：令和 4 年 4
月 27日専決）

ポイント

富加町国民健康保険税条例の一部改正
地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保
険税の課税限度額等の変更による所要の改
正。　　　　　  （令和 4年 3月 31日専決）

ポイント

富加町消防団員等公務災害補償条例の一部
を改正する条例の一部改正

「消防団員等公務災害補償等責任共済等に
関する法律」の改正により、条例の施行前に
経過措置が追加されたことに伴う所要の改
正。　　　　　 （令和4年 3月 31日専決）

ポイント

補正額 887万8千円 総　額 31億3,487万8千円

令和4年度　一般会計補正予算（第２号）

住民税非課税世帯臨時特別給付金1,000万
円や事務費111万6千円を追加。財源は国
からの交付金が充てられました。

（令和 4年 5月 23日専決）

ポイント

補正額 1,111万6千円 総　額 31億4,599万4千円

令和4年度
一般会計補正予算（第３号）

子育て世帯生活支援特別給付金500万円や
事務費200万円を追加。財源は国からの交
付金が充てられました。

（令和 4年 5月 26日専決）

ポイント

補正額 700万円 総　額 31億5,299万4千円

　町長が予算や条例などを議会
の議決を経ずに、自ら決めるこ
とです。
　緊急を要するなどやむを得な
い場合に決定できることが、地
方自治法で定められています。

専 決 処 分

条例の一部改正

議会の動き

「専決処分」とは？

令和4年度
介護保険特別会計補正予算（第１号）

会計年度任用職員の報
酬等を追加。財源は一
般会計繰入金等が充て
られました。

ポイント

補正額 317万4千円 総　額 5億7,829万4千円
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承認第 3 号 専決処分の承認を求めることについて
　富加町税条例等の一部を改正する条例 承　認 7 0 ○

議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第 4 号 専決処分の承認を求めることについて
  富加町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 承　認 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第 5 号
専決処分の承認を求めることについて
  富加町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
　条例の一部を改正する条例

承　認 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第 6 号 専決処分の承認を求めることについて
  令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 1 号） 承　認 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第 7 号 専決処分の承認を求めることについて
　令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 2 号） 承　認 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第 8 号 専決処分の承認を求めることについて
  令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 3 号） 承　認 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 25 号 富加町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 原案可決 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 26 号 富加町介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 27 号 令和４年度加茂郡富加町一般会計補正予算（第 4 号） 原案可決 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 28 号 令和４年度加茂郡富加町介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 原案可決 7 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和 4 年  第 2 回 富 加 町 議 会 定 例 会

○賛成　×反対　棄）棄権　　※議長は採決に加わりません。

審 議 の 結 果

報 告
令和３年度　一般会計繰越明許費繰越計算書

次の総務費等3事業、総額552万8千円が令和4年度に繰り
越されました。
・住民基本台帳システム改修業務　　　 　  222万8千円
・住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業 　 300万円
・子育て世帯臨時特別給付金給付事業 　　　 　  30万円

ポイント

　事情により年度内に支出が終わらない
見込みのある町の事業について、議会の
議決を得て、翌年度に限り繰り越して使
用できるようにする予算をいいます。

　総務産業建設委員会は、6月10日に会議を開
き、所管する条例案件、予算案件等について審
議を行いました。
　産業環境課関係では、専決処分した一般会計
補正予算（第1号）について説明がありまし
た。事業者向けの抗原検査キットや飛沫感染防
止器具の購入補助金360万円について、委員か
らは補助金が活用されるよう商工会などへ更な
る周知を図ることを求める意見がありました。
　また、一般会計補正予算（第4号）では、と
みか元気振興券交付事業3,234万円について説
明がありました。委員からは、過去3回の振興
券の効果検証を含めた町民へのアンケートの実
施や、事務費等がかかることから、現金支給を
求める意見や質疑がありました。町民へのアン
ケートは、今回は振興券の発送の際に同封し調
査を検討していることや、現金支給は貯蓄にま
わる可能性があり、緊急経済対策としては難し
いなどの回答が執行部からありました。
　その他、農業委員が地域計画の策定や現地で
の活動に使用するためのタブレットについて、
国の補助金を活用し導入することが説明されま
した。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

「繰越明許費」とは？

委 員 会 報 告

8月に交付予定のとみか元気振興券（イメージ図）

総務産業建設常任委員会

とみか元気振興券の交付などを含む一般
会計補正予算案を可決すべきものと決定
委員長／佐曽利議員、委員／木村議員、渡邉議員、福田議員　　

　文教厚生委員会は、6月14日に会議を開き、
所管する条例案件、予算案件等について審議を
行いました。
　専決処分した一般会計補正予算（第1号）の
うち、住民課関係ではセミセルフレジ機の購入
260万円について説明がありました。これは現
在、住民課に設置のレジ機を廃止し、役場会計
窓口にコンビニなどで使用されている形態のレ
ジ機を設置するもので、現金の手交の回避によ
りコロナ感染防止となることや、窓口収納事務
の一元化や効率化が図られることなどが説明さ
れました。

　教育課とこども課関係では、低年齢層のコロ
ナ感染が増えてきていることから、小学生や園
児1人につき1箱のマスクが配布されたことが
説明されました。今後の継続したマスクの配布
を問う委員からの質疑に対して、執行部からは
今回は感染防止の啓発を目的とした意味もあ
り、また市場でマスクが十分流通していること
から、配布の継続性はないとの回答がありまし
た。福祉保健課関係では、コロナワクチンの追
加接種の状況について説明がありました。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

文教厚生常任委員会
セミセルフレジ機の購入などを専決処分
した一般会計補正予算を承認すべきもの
と決定　
委員長／山田議員、委員／梅村議員、川崎議員、井戸議員

セミセルフレジ機が設置される
役場会計窓口
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報 告
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越されました。
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の活動に使用するためのタブレットについて、
国の補助金を活用し導入することが説明されま
した。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

「繰越明許費」とは？

委 員 会 報 告

8月に交付予定のとみか元気振興券（イメージ図）

総務産業建設常任委員会

とみか元気振興券の交付などを含む一般
会計補正予算案を可決すべきものと決定
委員長／佐曽利議員、委員／木村議員、渡邉議員、福田議員　　

　文教厚生委員会は、6月14日に会議を開き、
所管する条例案件、予算案件等について審議を
行いました。
　専決処分した一般会計補正予算（第1号）の
うち、住民課関係ではセミセルフレジ機の購入
260万円について説明がありました。これは現
在、住民課に設置のレジ機を廃止し、役場会計
窓口にコンビニなどで使用されている形態のレ
ジ機を設置するもので、現金の手交の回避によ
りコロナ感染防止となることや、窓口収納事務
の一元化や効率化が図られることなどが説明さ
れました。

　教育課とこども課関係では、低年齢層のコロ
ナ感染が増えてきていることから、小学生や園
児1人につき1箱のマスクが配布されたことが
説明されました。今後の継続したマスクの配布
を問う委員からの質疑に対して、執行部からは
今回は感染防止の啓発を目的とした意味もあ
り、また市場でマスクが十分流通していること
から、配布の継続性はないとの回答がありまし
た。福祉保健課関係では、コロナワクチンの追
加接種の状況について説明がありました。
　慎重な審議の結果、その他の案件も含め、所
管する案件は原案のとおり可決すべきものと決
定しました。

文教厚生常任委員会
セミセルフレジ機の購入などを専決処分
した一般会計補正予算を承認すべきもの
と決定　
委員長／山田議員、委員／梅村議員、川崎議員、井戸議員

セミセルフレジ機が設置される
役場会計窓口
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A 【板津 町長】
　　　　　道の駅の活性化事業としてエリアマネジメント
の視点から、官民連携手法を用いた事業実現を目指し、
駐車場や物販施設などの整備が新規事業として実施され
ることが想定されます。また、提案事業の業種によって
は、町内事業者との競合が生じる可能性もありますが、相
乗効果もあり特に問題にはならないと考えます。

ＱＲコードからは
議会録画映像を
ご覧いただけます。

TOMIKA GIKAI General questions

＊映像の公開には、一定の期間を要する
　ことがあります。

富加町議会では、議員 1人あたりの持ち時間は 60分です。
「一括」または「一問一答」から質問方式を選択し、議長の
許可を得て質問します。

一般質問は、議員が町政全般について現状や方針を問うものです。
6 月定例会では、4 人の議員が 8 件の質問を行いました。
掲載の内容は、質問及び答弁を要約したものです。
※紙面の都合上、実際の質問の順序を変えて掲載しています。

町

政

一問一答

＆ＱＱ A

Ｑ
A

一般質問

井戸　亨 議員子育てしやすい町づくりについて

こども園を2人以上利用している世帯の未満
児の保育料減免を小学3年生までに拡大でき
ませんか。 

【野村 こども課長】
　　　　　町では、こども園を利用する未満児の44%が
既に国や県の制度による減免対象となっており、保育料
を国の基準より低く設定し町費で軽減も図っています。制
度を調えるうえでは、立場の違いによる不公平感が生ま
れないようにする必要もあります。こども園等を利用され
ていない未満児の人数は、利用されている人数を大幅に
上回っており、利用されていない世帯では、保育料にかか
る様々な恩恵を受けることはありません。そうした中で、
減免対象をさらに拡大することは予定しておりませんので
ご理解をお願いします。

Ｑ
A

通学路の歩道について、現在、危険な箇所は
ありますか。あるのであれば、その対策はい
つまでにどのようにしますか。

【山田 建設課長】
　　　　　当町では、平成26年度に策定した富加町通学
路交通安全プログラムに基づいて毎年、小中学校のＰＴ
Ａ・見守りボランティアの方などのご協力により通学路の
点検を行っています。
　昨年度は、危険と思われる箇所のうち、18箇所につい
て防護柵設置などの対策を実施しました。今後も関係機
関と連携を図り、優先度を見極めながら対策を実施して
いきたいと考えています。

Ｑ

A

現在、防犯灯は自治会運営に頼っているのが
現状である。小学校の通学路の街灯設置は、町
として事業計画が必要と言えるがどうですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　防犯灯は、単に地域の犯罪を抑止するための
ものではなく、地域が一定の負担をしていただくことに
より、自らの手で自らの街を守るという町民の関心と地域
のコミュニティー・連帯を醸成することにも、重要な役割
を果たしていると考えています。現在、町には防犯灯の設
置に関する事業計画はありませんが、防犯灯の設置や維
持管理の基本的なことについては、今までどおり自治会と
連携を図っていきたいと考えています。
　なお、これまでも防犯灯の電気料金を町が全額負担す
ることに改め、設置工事費の補助率を2分の1から3分の2
へ上げるなど、自治会の負担軽減に取り組んできたところ
です。今後もこうした制度などを維持・継続し、自治会と
は連携を図っていきたいと考えています。

Ｑ
A

現在の町独自の貸与型の奨学金を給付型にで
きないかお聞きします。

【川合 教育課長】
　　　　　現在、当町には給付型の奨学金制度はなく、
県内でも給付型の奨学金制度のある自治体はごくわずか

Ｑ

A

経営主体は、現在の指定管理者制度の想定
か、新規形態のどちらを考えていますか。建
物・土地は現状のままか拡張が必要ですか。
指定管理料は増加しますか。

【板津 町長】
　　　　　ＳＰＣ（特別目的会社）による新規の経営形
態が想定されます。駐車場の不足や施設整備を考慮する
と敷地拡張が必要と考えています。コンセッション（運営
権）と指定管理を合わせた新規経営形態により、事業を
行うのであれば指定管理料は減少し、町の財政負担は軽
減される想定です。

Ｑ
A

現在の庁舎2階のこども課の場所を1階に設
置するべきではないですか。

【板津 町長】
　　　　　こども課を利用の方には、ご不便をおかけし
大変申し分けなく思っているところですが、こども課の設
置については昨年度の定例議会で2階の公室改修工事と
併せて予算をお認めいただいたものです。妊婦さんや小さ
いお子様連れでご来庁の際は、1階の受付窓口等にお声
がけいただいた場合は、担当者が1階で対応し業務を実
施しています。

です。給付型の奨学金制度を導入した場合、応募が多数
になることが予測され選考基準を厳格に規定する必要が
ありますが、その基準は経済的な困窮具合か学業成績か
の順位付けは非常に難しいと考えます。給付型の奨学金
は、民間企業やＮＰＯなどの団体の制度が設けられていま
す。給付型を希望される方は、その制度を利用しながら、
町の貸与型も併せて利用していただくことで、就学の機会
を得るための支援ができるものと認識しており、今後も貸
与型の奨学金制度を継続していきたいと考えています。

一問一答

Ｑ
井戸　亨 議員道の駅官民連携事業の疑問点について

官民連携事業は、現在の業務の拡張か新規事
業の進出を考えてみえるのか。新規事業であ
れば、どのような事業を想定しているのかお
聞きします。また、既存の町内業者と競合す
ることはないですか。

A 【板津 町長】
　　　　　町の経営への関わりは事業のスキームにより、
町の責務は事業の契約や指定管理協定等で定める範囲
となります。
　現在のところ、事業参加に興味を示す事業者との意見
交換を実施し、事業内容や計画、事業手法などの話し合
いを行っています。昨年度の官民連携手法の実現性調査
では、あくまでも事業実現の可能性の有無について結論
づけたものであって、実務においては事業者との意見交換
の中で官民連携が実現可能と判断できたならば、ご理解
を得ながら慎重に進めていきたいと考えています。

Ｑ 町は事業で赤字が発生した場合、その責任を
どこまで負い、赤字の肩代わりを被ることは
ありませんか。また、今後の具体的な検討方
法は、どのようにいつまでに実施していくの
かをお聞きします。

一問一答 井戸　亨 議員通学路について

官民連携事業を模索する道の駅（羽生地内）
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A 【板津 町長】
　　　　　道の駅の活性化事業としてエリアマネジメント
の視点から、官民連携手法を用いた事業実現を目指し、
駐車場や物販施設などの整備が新規事業として実施され
ることが想定されます。また、提案事業の業種によって
は、町内事業者との競合が生じる可能性もありますが、相
乗効果もあり特に問題にはならないと考えます。

ＱＲコードからは
議会録画映像を
ご覧いただけます。

TOMIKA GIKAI General questions

＊映像の公開には、一定の期間を要する
　ことがあります。

富加町議会では、議員 1人あたりの持ち時間は 60分です。
「一括」または「一問一答」から質問方式を選択し、議長の
許可を得て質問します。

一般質問は、議員が町政全般について現状や方針を問うものです。
6 月定例会では、4 人の議員が 8 件の質問を行いました。
掲載の内容は、質問及び答弁を要約したものです。
※紙面の都合上、実際の質問の順序を変えて掲載しています。

町

政

一問一答

＆ＱＱ A

Ｑ
A

一般質問

井戸　亨 議員子育てしやすい町づくりについて

こども園を2人以上利用している世帯の未満
児の保育料減免を小学3年生までに拡大でき
ませんか。 

【野村 こども課長】
　　　　　町では、こども園を利用する未満児の44%が
既に国や県の制度による減免対象となっており、保育料
を国の基準より低く設定し町費で軽減も図っています。制
度を調えるうえでは、立場の違いによる不公平感が生ま
れないようにする必要もあります。こども園等を利用され
ていない未満児の人数は、利用されている人数を大幅に
上回っており、利用されていない世帯では、保育料にかか
る様々な恩恵を受けることはありません。そうした中で、
減免対象をさらに拡大することは予定しておりませんので
ご理解をお願いします。

Ｑ
A

通学路の歩道について、現在、危険な箇所は
ありますか。あるのであれば、その対策はい
つまでにどのようにしますか。

【山田 建設課長】
　　　　　当町では、平成26年度に策定した富加町通学
路交通安全プログラムに基づいて毎年、小中学校のＰＴ
Ａ・見守りボランティアの方などのご協力により通学路の
点検を行っています。
　昨年度は、危険と思われる箇所のうち、18箇所につい
て防護柵設置などの対策を実施しました。今後も関係機
関と連携を図り、優先度を見極めながら対策を実施して
いきたいと考えています。

Ｑ

A

現在、防犯灯は自治会運営に頼っているのが
現状である。小学校の通学路の街灯設置は、町
として事業計画が必要と言えるがどうですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　防犯灯は、単に地域の犯罪を抑止するための
ものではなく、地域が一定の負担をしていただくことに
より、自らの手で自らの街を守るという町民の関心と地域
のコミュニティー・連帯を醸成することにも、重要な役割
を果たしていると考えています。現在、町には防犯灯の設
置に関する事業計画はありませんが、防犯灯の設置や維
持管理の基本的なことについては、今までどおり自治会と
連携を図っていきたいと考えています。
　なお、これまでも防犯灯の電気料金を町が全額負担す
ることに改め、設置工事費の補助率を2分の1から3分の2
へ上げるなど、自治会の負担軽減に取り組んできたところ
です。今後もこうした制度などを維持・継続し、自治会と
は連携を図っていきたいと考えています。

Ｑ
A

現在の町独自の貸与型の奨学金を給付型にで
きないかお聞きします。

【川合 教育課長】
　　　　　現在、当町には給付型の奨学金制度はなく、
県内でも給付型の奨学金制度のある自治体はごくわずか

Ｑ

A

経営主体は、現在の指定管理者制度の想定
か、新規形態のどちらを考えていますか。建
物・土地は現状のままか拡張が必要ですか。
指定管理料は増加しますか。

【板津 町長】
　　　　　ＳＰＣ（特別目的会社）による新規の経営形
態が想定されます。駐車場の不足や施設整備を考慮する
と敷地拡張が必要と考えています。コンセッション（運営
権）と指定管理を合わせた新規経営形態により、事業を
行うのであれば指定管理料は減少し、町の財政負担は軽
減される想定です。

Ｑ
A

現在の庁舎2階のこども課の場所を1階に設
置するべきではないですか。

【板津 町長】
　　　　　こども課を利用の方には、ご不便をおかけし
大変申し分けなく思っているところですが、こども課の設
置については昨年度の定例議会で2階の公室改修工事と
併せて予算をお認めいただいたものです。妊婦さんや小さ
いお子様連れでご来庁の際は、1階の受付窓口等にお声
がけいただいた場合は、担当者が1階で対応し業務を実
施しています。

です。給付型の奨学金制度を導入した場合、応募が多数
になることが予測され選考基準を厳格に規定する必要が
ありますが、その基準は経済的な困窮具合か学業成績か
の順位付けは非常に難しいと考えます。給付型の奨学金
は、民間企業やＮＰＯなどの団体の制度が設けられていま
す。給付型を希望される方は、その制度を利用しながら、
町の貸与型も併せて利用していただくことで、就学の機会
を得るための支援ができるものと認識しており、今後も貸
与型の奨学金制度を継続していきたいと考えています。

一問一答

Ｑ
井戸　亨 議員道の駅官民連携事業の疑問点について

官民連携事業は、現在の業務の拡張か新規事
業の進出を考えてみえるのか。新規事業であ
れば、どのような事業を想定しているのかお
聞きします。また、既存の町内業者と競合す
ることはないですか。

A 【板津 町長】
　　　　　町の経営への関わりは事業のスキームにより、
町の責務は事業の契約や指定管理協定等で定める範囲
となります。
　現在のところ、事業参加に興味を示す事業者との意見
交換を実施し、事業内容や計画、事業手法などの話し合
いを行っています。昨年度の官民連携手法の実現性調査
では、あくまでも事業実現の可能性の有無について結論
づけたものであって、実務においては事業者との意見交換
の中で官民連携が実現可能と判断できたならば、ご理解
を得ながら慎重に進めていきたいと考えています。

Ｑ 町は事業で赤字が発生した場合、その責任を
どこまで負い、赤字の肩代わりを被ることは
ありませんか。また、今後の具体的な検討方
法は、どのようにいつまでに実施していくの
かをお聞きします。

一問一答 井戸　亨 議員通学路について

官民連携事業を模索する道の駅（羽生地内）



8 みんなで創る  誰もが住みよい  ちょうどいいまち  とみか

Ｑ

A

行政は、新型コロナ感染症のまん延により住
民に行動の自粛を依頼しているが、自粛期間
や終了時期は不明な点が多い。何を基準とし
て行うかなど、定量的な指針はありますか。

【澤野 総務課長】
　　　　　町は、県の行動指針に基づき、町の新型コロ
ナ感染症にかかる基本指針を定め、町民へ基本的な感染
防止対策の継続的な取組をお願いしています。また、基本
指針では、施設の入場制限やマスク着用時の考え方な
ど、定量的な事項を一定数定めています。自粛の期間や終
了時期は、国や県においても特に示されていませんが、自
粛の緩和等は町内の状況を踏まえていただいたうえで、町
の基本指針を参考として慎重にご判断いただきたいと考
えています。

一問一答 山田 直行 議員現在の小中学校の学習状況について

一 括 山田 直行 議員新型コロナウイルス対策事業について

A 【足立 産業環境課長】
　　　　　振興券事業を検証すると､実施した3回とも97
～98％と高い使用率で、直近の3回目においては中小事業
者店で67％、大規模事業者店で33％が使用され、その使
用先は、食品・雑貨店65.7％、飲食店15.9％、理美容店
9.6％の順に全使用枚数の約91％が使用されました。また、
共通券は大型店舗でその約81％が使用されています。食品
や日用雑貨など身近な生活必需品を扱う中小事業者が町
内で少ない現状からも大型店舗を制限することは、それら
の購入に振興券を使うことが難しくなり、利用者ニーズに
も相反することになりかねないと考えます。
　また、振興券の一部を飲食店利用に限定する方法につ
いては、全使用枚数の約16％が飲食店で使用されており、
食品・雑貨店に次いで2番目に高い使用率であり、他の業
種と取扱いを区別する理由が明確でないと考えます。
　以上の理由から、今回の振興券事業は今まで同様に中
小事業者で利用できる限定券と、大規模店も含め全ての
事業所で利用できる共通券の2種類に分けて事業を進め
ていきたいと考えています。

Ｑ
A

現在の小中学校教育では、英語など専門性に
よる教員の指導能力、タブレット端末の学習
の達成度などは充分でしょうか。

【坂井 教育長】
　　　　　中学校の英語の授業では、ＡＬＴの活用によ
るオールイングリッシュの授業づくりが実施されていま
す。教員は、英語科の教員免許を所有し、指導能力に間
違いはありません。
　また、タブレット端末は、小中学生の各教科学習におい
て有効活用され、情報活用
能力が向上しているのは間
違いありません。特に、話
し合い活動や表現活動、
創作活動において、多様な
表現がみられるようにな
り、アウトプットする能力に
成長がみられます。

一問一答 木村 康夫 議員自治会活動の後押しと活動のガイド
ラインについて

一問一答 木村 康夫 議員社会に溢れる偽情報から児童を守る施策について

Ｑ
A

自治会活動は再開すべき時期で、行政は後押
しすべきと思いますがどうですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　現在、県では、ウイズ・コロナ総合対策として、
基本的な感染防止対策を徹底・継続しつつ社会経済活動
の回復を進める感染防止と社会経済活動の両立を掲げて

Ｑ
A

自治会の親睦会食等の開催のガイドラインを
提示できないかお聞きします。

【澤野 総務課長】
　　　　　町内の新規感染状況は、若年層を中心に依然
として高い水準で推移しており、感染防止を最優先するこ
とが第一であり、緩和に向けた町独自のガイドラインを提
示する状況には、至っていないと考えています。

Ｑ
A

教育長の就任にあたり教育の未来像や、町行政
に対しての希望や抱負についてお伺いします。

【坂井 教育長】
　　　　　町第5次総合計画にある「豊かな心と文化を
育むまちづくり（ひとづくり）」を目指します。学ぶ楽しさ
を実感できる学習づくりや、自己有用感の味わえる居場
所づくりとともに、ふるさと富加を活かした教育環境づく
りを目標とし、町の豊かな自然、歴史や文化、豊富な人材
を活かした地域学校協働活動を推進することで、たくまし
い児童生徒の育成を目指します。　　
　当町は施設設備、人的配置などの面からとても恵まれ
ていると実感していますが、強いてあげればインクルーシ
ブ教育（共生社会の実現）、コミュニティスクール（小学
校を拠点とした地域づくり）を推進するうえにおいて、学
校施設のバリアフリー化が課題だと感じています。

います。町においても県に準じて、自治会の活動を再開し
ていただくために、これまでも可能な限り情報発信等を
行ってきましたし、今後も行っていく考えです。こうしたこ
とが、後押しのひとつであると考えています。
　なお、情報発信については、県の行動指針が改訂（緩
和）されたことを受け、自治会長の方に新たな情報提供を
させていただいたところです。

Ｑ

A

社会にはフェイク情報が溢れ、児童への影響
が危惧されるが、教育現場での現状はいかが
ですか。児童の知識と人格形成への悪影響や
危機感はないですか。

【坂井 教育長】
　　　　　交流サイト（ＳＮＳ）を通じた偽情報の拡散な
どが問題になる中、今後、子どもたちに、インターネットや
新聞、テレビなどのメディアの情報を的確に読み解く情報
リテラシーの重要性が増してくると考えられます。社会で
は、溢れる情報の中から真実を読み解くのは難しく、自分
が好むものだけを拾い見て、都合の悪い真実には目をふさ
ぐ風潮もあります。　　　　　　　　　　　
　思いやりの心を育むという人間形成の視点から考える
と、危機感を持つべきだと考えています。人格形成に悪影
響がないように、学校教育では情報活用能力が身につく
よう教育課程が編成されています。また、1時間の授業で
は、他者との協働活動やコミュニケーションを通じて、話
し合う活動を大切にしています。

Ｑ

A

年収の少ない世帯の子どもの教育機会が狭く
なれば社会の分断が広がると思いますが、ど
うですか。行政の支援が必要だと思いますが
いかがですか。

Ｑ 国の新型コロナウイルス対策交付金は、過去3
回実施され対応してきました。その中で、経済
対策として、とみか元気振興券の交付事業を
行ってきましたが、今年度の感染防止対策や物
価高騰対策への交付金の使い方については、
振興券であるならば、未だに一番影響を受けて
いる中小企業及び飲食業を中心に行う必要が
あると私は思っています。
そこで、大規模店舗は、現状では利益が上がっ
ている状況だと思われますので、今回は大規模
店舗を除外して、5,000円について町内の中
小企業を限定とする、とみか元気振興券事業で
あるべきだと思っています。
案としては、今までと同じく1人当たり5,000
円を交付し、その内、未だに影響の大きい飲食
業に限定した交付金2,000円で対策を行う必
要があると思う次第です。飲食業は、農産物の
売上げ効果が高い業種であり、町の魅力・経済
発展の一つとして大切な事業だと思いますが、
この提案はいかがでしょうか。

【坂井 教育長】
　　　　　国や自治体による福祉制度や奨学金などの学
習支援制度は、よく整備されていると考えています。大切な

Ｑ
A

偽情報は選別するべきですが、児童への具体
的な指導・施策は実施されていますか。

【坂井 教育長】
　　　　　令和2年度に施行された新学習指導要領で
は、情報活用能力を言語能力と同様に「学習の基盤となる
資質・能力」と位置づけ、児童生徒の発達の段階を考慮
し、各教科等の特性を生かし、教科横断的な視点から教
育課程の編成を図るものとすることを明記しています。実
際の教育活動では、「情報活用能力」とし、①情報活用の
実践力（タブレット端末
の活用）、②情報の科学
的な理解（プログラミン
グ教育）、③情報社会に
参画する態度（情報モラ
ル）の３つの力を重点に
育成することで、情報リ
テラシーが身につくよう
指導しています。

小中学生が活用しているタブレット

ことは、制度による公的支援策だけでなく、人とのつなが
りを絶やさないことだと考えます。学校教育から孤立する
子どもたち（不登校等）、地域社会から孤立する方 （々引
きこもり等）に声をかける地域社会のサポートこそが必要
だと感じています。



9資源の有効利用とリサイクルの推進に努めましょう

Ｑ

A

行政は、新型コロナ感染症のまん延により住
民に行動の自粛を依頼しているが、自粛期間
や終了時期は不明な点が多い。何を基準とし
て行うかなど、定量的な指針はありますか。

【澤野 総務課長】
　　　　　町は、県の行動指針に基づき、町の新型コロ
ナ感染症にかかる基本指針を定め、町民へ基本的な感染
防止対策の継続的な取組をお願いしています。また、基本
指針では、施設の入場制限やマスク着用時の考え方な
ど、定量的な事項を一定数定めています。自粛の期間や終
了時期は、国や県においても特に示されていませんが、自
粛の緩和等は町内の状況を踏まえていただいたうえで、町
の基本指針を参考として慎重にご判断いただきたいと考
えています。

一問一答 山田 直行 議員現在の小中学校の学習状況について

一括 山田 直行 議員新型コロナウイルス対策事業について

A 【足立 産業環境課長】
　　　　　振興券事業を検証すると､実施した3回とも97
～98％と高い使用率で、直近の3回目においては中小事業
者店で67％、大規模事業者店で33％が使用され、その使
用先は、食品・雑貨店65.7％、飲食店15.9％、理美容店
9.6％の順に全使用枚数の約91％が使用されました。また、
共通券は大型店舗でその約81％が使用されています。食品
や日用雑貨など身近な生活必需品を扱う中小事業者が町
内で少ない現状からも大型店舗を制限することは、それら
の購入に振興券を使うことが難しくなり、利用者ニーズに
も相反することになりかねないと考えます。
　また、振興券の一部を飲食店利用に限定する方法につ
いては、全使用枚数の約16％が飲食店で使用されており、
食品・雑貨店に次いで2番目に高い使用率であり、他の業
種と取扱いを区別する理由が明確でないと考えます。
　以上の理由から、今回の振興券事業は今まで同様に中
小事業者で利用できる限定券と、大規模店も含め全ての
事業所で利用できる共通券の2種類に分けて事業を進め
ていきたいと考えています。

Ｑ
A

現在の小中学校教育では、英語など専門性に
よる教員の指導能力、タブレット端末の学習
の達成度などは充分でしょうか。

【坂井 教育長】
　　　　　中学校の英語の授業では、ＡＬＴの活用によ
るオールイングリッシュの授業づくりが実施されていま
す。教員は、英語科の教員免許を所有し、指導能力に間
違いはありません。
　また、タブレット端末は、小中学生の各教科学習におい
て有効活用され、情報活用
能力が向上しているのは間
違いありません。特に、話
し合い活動や表現活動、
創作活動において、多様な
表現がみられるようにな
り、アウトプットする能力に
成長がみられます。

一問一答 木村 康夫 議員自治会活動の後押しと活動のガイド
ラインについて

一問一答 木村 康夫 議員社会に溢れる偽情報から児童を守る施策について

Ｑ
A

自治会活動は再開すべき時期で、行政は後押
しすべきと思いますがどうですか。

【澤野 総務課長】
　　　　　現在、県では、ウイズ・コロナ総合対策として、
基本的な感染防止対策を徹底・継続しつつ社会経済活動
の回復を進める感染防止と社会経済活動の両立を掲げて

Ｑ
A

自治会の親睦会食等の開催のガイドラインを
提示できないかお聞きします。

【澤野 総務課長】
　　　　　町内の新規感染状況は、若年層を中心に依然
として高い水準で推移しており、感染防止を最優先するこ
とが第一であり、緩和に向けた町独自のガイドラインを提
示する状況には、至っていないと考えています。

Ｑ
A

教育長の就任にあたり教育の未来像や、町行政
に対しての希望や抱負についてお伺いします。

【坂井 教育長】
　　　　　町第5次総合計画にある「豊かな心と文化を
育むまちづくり（ひとづくり）」を目指します。学ぶ楽しさ
を実感できる学習づくりや、自己有用感の味わえる居場
所づくりとともに、ふるさと富加を活かした教育環境づく
りを目標とし、町の豊かな自然、歴史や文化、豊富な人材
を活かした地域学校協働活動を推進することで、たくまし
い児童生徒の育成を目指します。　　
　当町は施設設備、人的配置などの面からとても恵まれ
ていると実感していますが、強いてあげればインクルーシ
ブ教育（共生社会の実現）、コミュニティスクール（小学
校を拠点とした地域づくり）を推進するうえにおいて、学
校施設のバリアフリー化が課題だと感じています。

います。町においても県に準じて、自治会の活動を再開し
ていただくために、これまでも可能な限り情報発信等を
行ってきましたし、今後も行っていく考えです。こうしたこ
とが、後押しのひとつであると考えています。
　なお、情報発信については、県の行動指針が改訂（緩
和）されたことを受け、自治会長の方に新たな情報提供を
させていただいたところです。

Ｑ

A

社会にはフェイク情報が溢れ、児童への影響
が危惧されるが、教育現場での現状はいかが
ですか。児童の知識と人格形成への悪影響や
危機感はないですか。

【坂井 教育長】
　　　　　交流サイト（ＳＮＳ）を通じた偽情報の拡散な
どが問題になる中、今後、子どもたちに、インターネットや
新聞、テレビなどのメディアの情報を的確に読み解く情報
リテラシーの重要性が増してくると考えられます。社会で
は、溢れる情報の中から真実を読み解くのは難しく、自分
が好むものだけを拾い見て、都合の悪い真実には目をふさ
ぐ風潮もあります。　　　　　　　　　　　
　思いやりの心を育むという人間形成の視点から考える
と、危機感を持つべきだと考えています。人格形成に悪影
響がないように、学校教育では情報活用能力が身につく
よう教育課程が編成されています。また、1時間の授業で
は、他者との協働活動やコミュニケーションを通じて、話
し合う活動を大切にしています。

Ｑ

A

年収の少ない世帯の子どもの教育機会が狭く
なれば社会の分断が広がると思いますが、ど
うですか。行政の支援が必要だと思いますが
いかがですか。

Ｑ 国の新型コロナウイルス対策交付金は、過去3
回実施され対応してきました。その中で、経済
対策として、とみか元気振興券の交付事業を
行ってきましたが、今年度の感染防止対策や物
価高騰対策への交付金の使い方については、
振興券であるならば、未だに一番影響を受けて
いる中小企業及び飲食業を中心に行う必要が
あると私は思っています。
そこで、大規模店舗は、現状では利益が上がっ
ている状況だと思われますので、今回は大規模
店舗を除外して、5,000円について町内の中
小企業を限定とする、とみか元気振興券事業で
あるべきだと思っています。
案としては、今までと同じく1人当たり5,000
円を交付し、その内、未だに影響の大きい飲食
業に限定した交付金2,000円で対策を行う必
要があると思う次第です。飲食業は、農産物の
売上げ効果が高い業種であり、町の魅力・経済
発展の一つとして大切な事業だと思いますが、
この提案はいかがでしょうか。

【坂井 教育長】
　　　　　国や自治体による福祉制度や奨学金などの学
習支援制度は、よく整備されていると考えています。大切な

Ｑ
A

偽情報は選別するべきですが、児童への具体
的な指導・施策は実施されていますか。

【坂井 教育長】
　　　　　令和2年度に施行された新学習指導要領で
は、情報活用能力を言語能力と同様に「学習の基盤となる
資質・能力」と位置づけ、児童生徒の発達の段階を考慮
し、各教科等の特性を生かし、教科横断的な視点から教
育課程の編成を図るものとすることを明記しています。実
際の教育活動では、「情報活用能力」とし、①情報活用の
実践力（タブレット端末
の活用）、②情報の科学
的な理解（プログラミン
グ教育）、③情報社会に
参画する態度（情報モラ
ル）の３つの力を重点に
育成することで、情報リ
テラシーが身につくよう
指導しています。

小中学生が活用しているタブレット

ことは、制度による公的支援策だけでなく、人とのつなが
りを絶やさないことだと考えます。学校教育から孤立する
子どもたち（不登校等）、地域社会から孤立する方 （々引
きこもり等）に声をかける地域社会のサポートこそが必要
だと感じています。
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Ｑ

A

「官民連携手法の実現可能性あり」の調査結
果の根拠についてお聞きします。また、コン
セッションとＬＡＢＶ方式の２つの案のどち
らを選択されますか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　昨年度に実施した「道の駅拡充整備に伴う官
民連携手法の実現性調査」では、ワークショップ終了時点
で複数の参加者からの参画意向を確認できたことで、将
来的な地域プラットホーム構築の可能性が高いことが確認
できました。全国規模で事業展開する町外事業者へのヒア
リングでは、事業参画に前向きな意向が確認されました。
　事業展開の観点からは、道の駅単体での指定管理者
制度やＳＰＣ（特別目的会社）での運営は持続性を確保
するのは難しいことから、エリアマネジメントにより複数
の事業手法を組み合わせることで、運営管理者の持続性
が確保されると考えられます。よって、道の駅拡充整備に
伴う官民連携手法は、実現の可能性があると結論づけて
います。
　また、町では、①コンセッション（運営権）方式×指定
管理者制度＋Ｐaｒｋ-ＰＦＩ、②ＬＡＢＶ方式の2案が推奨
できる事業手法であると検討しました。4つの施設でどう
事業を行うかは民間事業者提案によりますが、にぎわい
創出・活性化を図るため、官民連携手法はもとより普通建
設も含め、事業手法や計画を検討のうえ実施方針を策定
していく中で決定していきたいと考えています。

Ｑ

A

道の駅は連日営業しても赤字経営の状態です
が、平日だけの指定管理者の営業は収支が悪
化しませんか。また、指定管理料は減額にな
ると思われますがいかがですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　平日と休日で運営体系がシフトすることから、
指定管理者はＳＰＣ（特別目的会社）の関連事業者で構
成されることを想定しています。コンセッション（運営権）
と指定管理をミックスさせることで、収益はトータルで上昇
することを想定しています。また、年間の指定管理料は土
日・祝日分を控除することで現在より減少し、町の財政負
担が軽減される制度設計です。

Ｑ

A

エリアマネジメントの２つの公園には、Ｐaｒｋ
-ＰＦＩが提案されています。半布ヶ丘公園は、
町民利用が大半と思われ、利益を考えるのは
いかがかと思いますがどうですか。

【川合 教育課長】
　　　　　半布ヶ丘公園は、町内外からの来場者があり、
休日は、その大半は町外の方であると認識をしています。
しかし、平日の来場者は少なく、町内在住の方が大半であ
ると思われます。現時点では具体的な計画はありません
が、他の施設を参考にしながら、例えばキッチンカーを配
車し、富加町産の食材を使ったメニューを提供したり、遊
具のある広場を拡充して有料の施設を建設すること等が
考えられます。関係課と連携し引き続き検討していきたい
と考えています。

Ｑ
A

この事業の予算はどれだけですか。また、な
ぜＳＰＣ（特別目的会社）での事業は困難と
の結論になったのですか。

【足立 産業環境課長】
　　　　　事業予算は、実施方針の内容によることから現
在は未定です。ＳＰＣ（特別目的会社）での事業が困難と
の結論ではなく、従来型の道の駅単体での事業展開で
は、建設事業費や現在の経営状況などの事業規模から困
難であると考察しました。

Ｑ
A

官民連携事業が道の駅・公園・富加駅にもた
らす効果や、今後のタイムスケジュールにつ
いてお聞きします。

【板津 町長】
　　　　　町内に分布する施設間の空間的な分断を解消
し、回遊性の向上や各施設相互の機能補完を図ることで、
地域全体の環境や価値を維持・向上させることを目指して
います。
　事業化へのロードマップスケジュールでは、令和4年度に
地域プラットフォームの設立、実施方針の策定、公表、特定
事業の選定、令和5年度に事業者の公募、選定、事業契約
の締結、基本協定の締結、令和6年度から事業実施の予定
としています。しかし、現時点では事業実施の決断には至っ
ておらず、今後、事業者との意見交換の中で官民連携が実
現可能と判断できたならば、ご理解を得ながら慎重に進めて
いきたいと考えています。

Ｑ
A

河川公園「とみぱーく」も町民利用が大半で
利益を考えるのはいかがかと思いますがどう
ですか。

【山田 建設課長】
　　　　　とみぱーく周辺整備の設計業務では、公園利
活用を考えたコンセプトとしています。トイレだけでなく併
設して倉庫を設ける予定で、屋台や売店のような使い方も
できる作りとなっており、併せて多目的に利用できる屋根
付きの土間空間、キッチンカー用の広場なども設けていま
す。とみぱーくがＰＦＩ事業等で運営されることも想定し
て、民間による施設整備等で大きく手戻りとならないよう
な設計としています。今後も可能性を関係課などと連携し
ながら検討していきたいと考えています。

一問一答 梅村 登次 議員道の駅拡充整備に伴う官民連携手法の
事業について
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　これだけ進歩した今現在に、世界中
の人が一生懸命取り組み、努力しても
なす術がない事が2つあります。１つは
「新型コロナウイルス感染症」です。もう
2年余り、世界中の国・学者・医療関係
者等が取り組んでいるのにも関わらず、
感染者・亡くなられる方が続いていま
す。ワクチンは開発されたものの治療
薬は未だ開発されていません。今も手
洗いの励行・マスクの着用・不要不急
の外出自粛の感染予防の3原則を守る
しかありません。今議会も新型コロナ
に対する支援策の議案が大半でした。
今までの支援の効果の検証を含めて採
択しましたが、全国では不可解な支援
が沢山あるとの新聞報道もあります。
感染による支援よりコロナ感染の不安
がなくなる事が一番だと思いますが、
富加町だけでの施策はありません。
　もう1つは、ロシアによるウクライナ
への侵攻によるどうにもならない戦争
です。町議会も3月定例会で抗議決議
を採択しましたし、全国の多くの自治
体が決議を採択しました。国連は国際
平和の為にあるものと思っていますが、
もう4か月もこの悲惨な戦場が毎日、テ
レビに映し出され、この現状を子供た
ちはどう考えているのかと思うと心が
痛みます。世界の国々がロシアに対する
経済制裁、ウクライナに戦争物資・お
金の支援だけをしている現状では、子
供たちにこの戦争を説明できません。
　未だ終息したわけではありませんが、
この2つの事で生じたスタグフレーショ
ン（景気停滞と物価上昇が同時に起き
る現象）の解決が、この1年の責務とし
て頑張らなければならないことと考え
ます。皆様のご意見・ご支援をお願い
申し上げます。   （文責　梅村 登次）

議会広報委員会　
　委員／梅村登次・木村康夫

本会議当日は、役場1階ロビーで
ライブ中継を視聴できます。

詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

6月定例会の最終日を2人の方が傍聴されま
した。
貴重なご意見ご感想ありがとうございました。声

町議会を

次回定例会は9月に開催

傍聴
してみませんか？

町民のみなさん とみぱん

富加町マスコット
キャラクター

４月

４月～６月

３日 長良川鉄道新型車両出発式
20日 例月出納検査
21日 戦没者追悼式　　　　　　　　　　　  
 議員全員協議会
26日 議員全員協議会

５月
9日 議会運営委員会　　　
19日 社会教育委員会・公民館運営審議会
20日 例月出納検査
24日 可茂町村議会議長会
 町奨学生選考委員会
30日 全国町村議会議長・副議長研修会（～３１日）

６月
1日　 議会運営委員会　　　　　　　　　　　
2日　 県町村議会議長会　　　　　　　　　　
5日　 加茂郡体育大会　　
8日　 第２回定例会（～１７日）
10日　 総務産業建設常任委員会
 富加小児童（６年生）議場見学
14日 文教厚生常任委員会
   富加小児童（６年生）議場見学
16日 議員全員協議会
21日  例月出納検査
 令和３年度町公営企業会計（水道・下水道）決算審査
30日 町空家等対策協議会

傍聴者の

編 集
後  記

議 会 活 動
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富加小６年生が模擬議会を体験
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　社会科学習と地域学校協働活動の一環として、富加小の６年生59名が議場
を見学しました。町議会について渡邉議長からの説明や、班ごとで各議員への
質問が行われた後、クラスごとで模擬議会を行いました。児童からは、「将来、
富加町議員になりたい」などの力強い“発言”がありました。

第2回定例会
委員会報告
町政Ｑ＆Ａ一般質問

議会活動　　　　　　
これが知りたい！！

…………………… 2
……………………… 5

………… 6

……………………… 11
………… 12

主 な
内 容　　

夕田墳墓群

国史跡の
指定とは？

今回の国史跡の指定の内容は。

もっと、まちのこといま

これが知りたい！！

　町内夕田地区にある夕田墳墓群（墳丘墓や前方後円墳）について、国の文化審議会が国史跡に指定するよう文
部科学大臣へ答申したことが、６月定例会で報告されました。正式な決定は今秋となる見込みですが、町の歴史
的財産となる国史跡の指定について町の担当者に聞きました。

夕田茶臼山古墳 夕田茶臼山古墳で出土したつぼ

Q2
　夕田墳墓群とは、町内夕田地区にある夕田茶臼山（ゆうだちゃうすやま）古墳、蓮野（はすの）１号墳、
杉洞（すぎぼら）１号墳の３つの総称です。このうち今回は、夕田茶臼山古墳と蓮野１号墳の２基が国史跡
に指定されます。
　夕田墳墓群は、弥生時代の終わり頃から古墳時代の初め頃（２世紀後葉から３世紀中頃）に築かれたお墓
です。夕田茶臼山古墳は東海地方最古の前方後円墳と考えられており、前方後円墳が西日本から東日本へ広
がっていく過程を考えるうえで、非常に重要な遺跡として価値が認められました。岐阜県で28例目、加茂郡
では初の国史跡となります。

指定を受けるメリットは。Q3
　国史跡に指定されると、保護・活用・整備にかかる様々な事業に補助金が交付される
など、国からの財政的な支援を受けることができます。一方で、史跡の現状を変更する
行為については国の許可が必要となり、町が行う保護・整備事業についても文化庁が関
与することになります。
　今回の国史跡の指定が、町民のみなさんにとってふるさとに誇りや愛着をもつきっか
けとなり、また町外の多くの方にも富加町の歴史の奥深さを広く知っていただく機会に
なればうれしく思います。

国史跡とは。Q1
　国史跡とは、日本の歴史を正しく理解するうえで欠くことのできない学術的価値をもつもので、文化財保
護法に基づいて文部科学大臣が指定します。

町教育課　文化財専門官
（富加町郷土資料館長）文化財に関する

お問い合わせは ℡0574-54-2177（直通） しま  だ　 たか まさ

島田 崇正さん　

2022.7.25

編 集／議会広報委員会　  発 行／岐阜県富加町議会

富加町議会 議会事務局

富加町議会だより

〒501-3392  岐阜県加茂郡富加町滝田1511
TEL 0574-54-2161
URL https://www.town.tomika.gifu.jp/chosei/gikai/

FAX 0574-54-2461
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