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   ◎開議宣告 

○議長（森  昇君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。 

（午前９時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森  昇君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において５番 松岡光義君、

６番 赤尾俊春君を指名します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長（森  昇君） 日程第２、一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は、会議規則第56条ただし書き及び第57条の規定により、議員１人当

たりの質問・答弁の時間を40分以内とし、これを許可します。 

 それでは、通告書を受理した順に発言を許可します。なお、質問者は質問席にて行い、答

弁者は、初めは檀上にて行い、再質問があった場合は自席にてお願いをいたします。 

 再質問には、議員各位の議席番号を省略させていただきますので、御了解願います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（森  昇君） 最初に、３番 六鹿正規君の質問を許可します。 

 六鹿正規君。 

〔３番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○３番（六鹿正規君） 議長より質問のお許しをいただきました。私は、２点質問をさせてい

ただきます。 

 まず第１点目、第２次総合計画について、２点目、駒野工業団地開発事業についてお尋ね

をいたします。 

 まず１点目でございます。 

 海津市第２次総合計画についてお尋ねをいたします。 

 平成19年９月に海津市総合計画を策定し、「協働が生み出す魅力あふれるまち海津」を将

来像とし、憩いと安らぎの場を市民に提供できるよう、さまざまな施策を進められてまいり

ました。 

 しかし、我が国は本格的な人口減少社会の到来を迎え、本市においてもよそごととは言え
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ず、人口減少・少子高齢化が進んでいます。しかし、そのような状況の中でも企業の進出が

あり、それに伴い人口のふえているまちもあります。本市では、さきに申し上げましたよう

に、平成19年９月に海津市総合開発計画を策定され、約10年の歳月が過ぎ、平成29年３月に

海津市第２次総合計画が策定されました。 

 計画では、本市のすぐれた自然環境の中で安心して子育てができ、働き、生活ができるま

ちになるよう、将来像を「水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津」とし、産業振興に

よる地域の活性化を図り、全ての人々が手をとり合い、取り組むまちづくりを目指します。 

 そこで、将来像を実現するために５つの基本目標を掲げました。誰もが健康で笑顔あふれ

るまちづくり、２．安全で快適な住みよいまちづくり、３．個性と創造性を養う心豊かなま

ちづくり、４．自然と調和のとれたにぎわいと活力のあるまちづくり、５．協働による自主

的、自立的なまちづくり、この目標を達成するために各施策の推進に全力を挙げて取り組ん

でまいりますが、市民、地域、関係団体、行政などが連携し、輪でつながる取り組みが重要

となりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたしますとされています。 

 そこでお尋ねしますが、平成19年９月に策定された海津市総合開発計画、「協働が生み出

す魅力あふれるまち海津」を将来像とし、その実現を目指して、美しく豊かな自然や潤いあ

る環境と調和し、憩いと安らぎの場を市民に提供できるようさまざまな施策を進めてきまし

たと述べてみえますが、この将来像は達成できたのか、また市民に憩いと安らぎの場は提供

できたのか、このようなことを十二分に検証された上で第２次総合計画を策定されたのです

か、お尋ねいたします。 

 次に、駒野工業団地開発事業についてお尋ねをいたします。 

 長い間進展しなかった事業が、岐阜県土地開発公社並びに海津市からの反省の意を受け、

関係土地改良組合の御理解をいただくことができ、事業の進展を見ることができます。その

後の進展のぐあいは、大まかなスケジュールは、そして市長が思う優良企業とはどんな企業

なのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 六鹿正規議員の１点目の第２次総合計画についての御質問にお答えし

ます。 

 海津市総合開発計画にある将来像は達成できたのか、市民に憩いと安らぎの場は提供でき

たのか、このようなことを十二分に検証された上で第２次総合計画を策定されたのですかに

ついてお答えいたします。 

 海津市総合開発計画は、平成19年度を初年度とし、平成28年度を目標年度とする10年間、
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「協働が生み出す魅力あふれるまち海津」を将来像に掲げ、各種施策を進めてまいりました。 

 協働とは、市民と行政が対等な立場で責任を共有しながら目標の達成に向けて連携するも

ので、この計画に基づき、各種審議会や委員会等公募による委員制度を導入することで市民

参画を推進してまいりました。特に平成20年４月には、海津市男女共同参画推進条例を制定

し、平成28年度における女性委員の登用率は27.7％まで上昇し、目標値であります30％に近

づいております。さらに平成24年度からは、かいづ夢づくり協働事業を実施し、市民主導に

よる活動が活発に行われ、着実に市民協働が図られているものと考えております。 

 海津市第２次総合計画を策定するに当たり、幅広く市民の声を聞き、今後の施策に反映す

るため、平成27年度に市民意識調査を実施しました。 

 市民意識調査は、住民基本台帳から無作為に抽出した15歳以上の市民3,000人を対象に実

施し、回収率は43.9％でありました。 

 その中で、海津市での居住について、「海津市は住みやすいまちだと思いますか」の問い

に対して、「大変住みやすい」「まあまあ住みやすい」と回答した人が57％と過半数を占め

ています。年代別では、高齢になるほど住みやすいと回答した人の割合が高い傾向でありま

した。また、「今後も海津市に住み続けたいと思いますか」の問いに対して、「今後も住み

続けたい」と回答した人たちが54.6％で過半数を超え、最も多くの回答を得ております。な

お、こちらも高齢になるほど今後も住み続けたいと回答した人の割合が高い傾向でありまし

た。 

 暮らしやすさの評価についてでは、「お住まいの地区の環境や日常生活に関する各項目に

ついて、どの程度満足されていますか。また、どの程度重要と思われますか」の問いに対し

て、満足度と重要度について、それぞれ40項目にわたり５段階の度合いで回答いただきまし

た。 

 満足度及び重要度の各施策項目の平均をポイント化し、横軸と縦軸に配置した散布図によ

ると、電車・バスの利便性、通勤・通学の利便性、買い物のしやすさ、歩道の整備などは重

要度が高い一方で、満足度が低くなっております。さらなる施策の強化・充実が求められて

おります。 

 満足度と重要度それぞれの各施策項目全体を平均化したポイントを平成22年度の前回調査

と比較いたしますと、満足度の平均値は、平成22年度がマイナス0.26ポイント、平成27年度

では0.22ポイント。重要度の平均値は、平成22年度が1.80ポイント、平成27年度が2.27ポイ

ントと、満足度は0.48ポイント、重要度は0.47ポイントそれぞれ上昇しております。 

 総合開発計画をもとに各分野それぞれ多様な施策を実施してきた結果、多くの市民が住み

やすい、今後も住み続けたいと感じており、満足度の平均値も上昇していることから、おお

むね市民の求める住みやすいまちが実現でき、憩いと安らぎの場を提供できたのではないか
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と思っております。 

 なお、第２次総合計画の策定に当たっては、これらの意識調査結果、施策ごとの成果指標

の達成度などのデータを収集し、十分に検討した結果を反映し、策定いたしておりますので、

御理解いただきますようお願いいたします。 

 ２点目の駒野工業団地開発事業についての御質問にお答えします。 

 まず、その後の進展ぐあいはについてですが、第２回定例会におきまして、岐阜県土地開

発公社との債務負担行為にかかわる補正予算を議決いただいたことを受け、平成29年６月19

日にパートナーである岐阜県土地開発公社との基本協定並びに細目協定を一部変更し、事業

期間の延長等を行いました。現在は、岐阜県土地開発公社において動植物調査を実施してお

ります。また、周辺住民の方々に対する事業説明会を９月に開催する予定であります。 

 次に、大まかなスケジュールについてですが、今年度中に駒野工業団地開発事業にかかわ

る開発協議申請及び庭田地区の用地買収を行い、平成30年度早々には造成工事に着手し、平

成31年度内の完了を目指し、事業を進めてまいります。 

 市長が思う優良企業とはどんな企業かについては、環境問題に対し理解があり、騒音や振

動、悪臭などの問題を起こすことなく、地域の雇用や市の財政に貢献ができる企業であると

考えております。 

 以上、六鹿正規議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○３番（六鹿正規君） 市長のほうからるる答弁をいただきました。 

 私も今、手元に第２次総合計画、それからまた開発計画のほうを持っております。今回は、

こういったことを私自身もさらなる研さんをさせていただいての質問というふうに考えてお

ります。 

 今、市長が申されました市民意識調査、これは割合にしては過半数を切る回答というふう

に考えておりますけれども、そういった中でも、私が最も大事、これは重要だなと思ってお

ること、市長も申されました、海津市は住みやすいというような回答の方々が５割を切られ

た中でも、過半数ある年代もございます。 

 私は、例えばこういった住みやすさ、年代別で申しますと15歳から19歳、こういった方々

が約50％住みやすいと考えておみえでございます。そういった方々も学校を卒業し、また上

の学校へ行き、就職をされます。どこで就職をされるかは別として、やはりせっかく子ども

たちが住みやすいというふうに考えておっていただくこの海津市、企業の問題もそうでしょ

う、雇用の場も大きな問題があろうかと思います。 
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 しかし、私はこの地域から通勤をしていただける。当然先ほど申し上げましたように、働

く場所、距離にも大きな関係がございます。しかし、この近郊で、例えば愛知県等々で就職

をされるのであれば、皆さん方が住みやすいと考えてみえるこの地から、私はぜひ通勤をし

ていただきたいということも思っておるわけでございます。 

 そういったことに関係して、私はたびたび愛知県へのバスを出してはどうなんだというこ

とを質問させていただきました。そういった折には、なかなか前向きな答弁はいただけなか

ったわけですけれども、そこで改めて、若者がここに住みやすいというようなデータがもう

出ておるというような、こういった方々の意を十二分に酌み取れば、また私ども、皆さんも

そうですけれども、自分の家族が、息子、娘たちがこの地から通勤できる、そういったまち

になればということは、皆さんたくさん思ってみえます。この問題について、早急にという

わけではございませんけれども、大変重要な問題ではないかと思います。この交通網、準公

共になりますか、どんな形になるかわかりませんけれども、せめて最寄りの愛知県側の駅に

対して、朝１便、夕方１便、そしてまた最終便に１便、例えば車の大きさにするのであれば

ハイエースクラス、何人利用するかまだまだわかりません。そういったことを踏まえて、私

はまず試験的にこういったことを取り組む必要がすごく大事ではないかなと思います。まず

その点についてお尋ねします。市長はどのように考えておられるのか、お尋ねします。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 現在の予算の中で、公共交通機関に関するお金というのは、海津市は

相当今使っているわけであります。それと養老鉄道、この維持に関しましても、これから大

きなお金がかかってまいります。その中で、私が市長になってから始めたことは、養老鉄道

と新幹線とを結ぼうと、名鉄と結ぼうということで、石津から岐阜羽島までのバスの路線を

つくりました。これも当初、羽島市長がかわられて、それで許可を得て始めたわけでござい

まして、今相当この利用者はふえております。さらにデマンドバスということで今やってお

ります。 

 したがいまして、名古屋へ出るということも、現在の交通網を利用してお願いをしている

わけでありますけれども、これも例えば、名古屋といっても広うございますね。ですから、

その交通にかけるお金とまた勘案しながら、これは調査していきたいと思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○３番（六鹿正規君） 確かに、公共交通機関への大きな投資は今やっております。しかし、

またそういった中でも十二分に検討して、私が申し上げるのは、市長が愛知県、名古屋とい

っても広いというふうに言われましたけれども、私は先ほども申し上げましたように、また

以前から申し上げていますように、川を渡った最寄りの駅、なぜそれを申し上げますかとい
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いますと、まずこの地域には、例えば羽島でおりるにしろ、何でおりるにしろ、向こうのほ

うで職場、友人等と食事を楽しんで、ここへ帰ってくるには、なかなかちょっと難しい問題

があろうかと。例えば今言われましたように、羽島、新幹線を使って、また名鉄を使って、

じゃあそこまでは車では行ってみえます。ということは、職場の友人、また向こうのほうで

そういった食事会があった場合、アルコールを飲んではなかなか帰宅することは難しい地域

ではないかなというふうに考えます。 

 なぜかというと、タクシーも今、遅い時間は動いていない。この海津市においては、大手

タクシー会社は、私ども平田町今尾の営業所に関しては、８時を回ったらもう動いていない。

ということは、新しい人の流れを考えるには大変難しい地域なのかなあと。そしてまた、先

ほどこの地が大変住みやすいと言っていただいた若者が、この近郊で就職をしてこちらへ帰

るというのも、やはり大変難しいような地域になってくるのかなあということが考えられま

す。市長もおっしゃっていたように、予算も大変かかります。今この地域から車で最寄りの

駅まで行って、そこから電車に乗って通勤されてみえる方もたくさんお見えでございます。 

 以前、私は、こういった問題について質問をしたときに、海津町からということを私は市

長にお尋ねしました。平田町とか、平田町でも北のほう、そういった方々じゃなくして、海

津町からの方々が愛知県への通勤の方法には、こういった問題はどうですか、どういうふう

に考えますかというふうに私は尋ねてまいりました。 

 これからこの人口の問題、私どものまちも、平成38年ですか、３万3,000人を目標として

おるという数字がもう出ております。こういった状況下の中では、大変厳しいこの目標が達

成できるのかな、私は大変厳しいというふうに考えます。そういったことにならないように

するためにも、やはりこの地域から最寄りの都市へ通勤をしていただく、またこの地域から

通勤できる位置であれば、その通勤先の方々も、海津市へ行ったってここまで通勤ができる

ねというような考えを持っていただき、また新しい人の流れも私は生み出すような気もいた

します。当然、先ほども市長が申されました、大変財政的にも厳しい問題がある。しかし、

そういった折、まずこの地域から何人ほどの通勤者が見えるのか、一つの段階、次の段階と

して調査等々を私はしていただいて、その後に、やはりそういった近郊へ交通のアクセスが

できればいいな、またしていただきたいというような思いもございます。 

 市長に改めてお尋ねします。そういった調査等はしていただけるのか、その点だけお尋ね

します。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 六鹿議員にお聞きしたいんですが、六鹿議員は稲沢からこちらへいら

っしゃいました。どうしてこちらにいらっしゃったのか。海津に住んでいただいてありがた

いと思っておりますが、それから今現在も海津市から名古屋、あるいは遠くは豊田、あるい
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は大垣へ勤めていただいている方がいらっしゃいます。ですから、海津市も今、無料職業紹

介所というのを始めております。その中で、海津市自身が努力して雇用先を見つけてくる、

あるいは大垣のハローワークとも連携をとってやっているということでございます。したが

いまして、その中で若者が、この近辺の海津市内にも、中小ではありますがいい会社がござ

います。まずはそういった情報発信をしっかりしていきたいと、このように思っております。 

 ちなみに海津明誠高校の子たちは、就職する子はほぼ100％就職先が決まっております。

そういったことも含めて、バスができたから、例えば朝と夜と３便でどれぐらいの人が運べ

るのか、どこの地域へ運べるのか、それはやっぱり限界があるだろうと思います。したがい

まして、その中でどういうようなことが考えられるのか、公共交通会議の中で検討してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○３番（六鹿正規君） 市長、どうも私と市長とどこかずれておるような気がするんですよ。

私は、この地域から通勤ができる。だから、先ほども言ったように、飲食をして帰ってこら

れるような地域、都会は地下鉄にしろ、電車にしろ、バスにしろ、たくさんあります。この

地域は、残念ながらそういった公共の交通機関がございません。 

 ですから、私は、今大垣のほうで代行運転というものをやっております。大垣からは、ア

ルコールを飲んだ場合には、代行運転を利用してこの地域へも大勢帰ってみえます。しかし、

愛知県のほう、例えば最寄りの駅まで行って、勝幡とかいろいろあります。その地域からと

いうのはなかなか大変な部分があるんではないのかなと。あの地域が、その最寄りの駅から

代行があるのかないのかは、私もその地域は存じません。だけれども、例えばこの市役所を

中心に、向こうで朝１便、これは通勤の時間帯です。じゃあ帰りはと、普通に帰ってみえる

人中心。今度、例えば最終便、これは向こうで飲食をされて、十二分にくつろいで帰ってみ

える人。これは今、私は仮にそう言うただけで、そういったお話をしただけで、現実にこの

地域が、車に乗っていって、向こうで食事をしてはなかなか帰れない地域だと。それでは愛

知県からはやはり無理でしょうと。こちらからの通勤は無理でしょうというような思いを持

っていただかないようにするためにも、こちらの今通勤してみえる方が向こうでお食事をし

て、お友達と楽しんで、こちらへバスで帰ってくる。そして、お酒を飲んだ場合には、この

役所までは、例えば御家族が迎えに来るとか、これはあくまで新しい人の流れをつくると同

時に、この地域から通勤ができるというような形をとるには、こういったことなんかはどう

だろうなということを私は考えてお尋ねしておるんです。 

 ですから、私としては早急に調査をしていただいて、実現していただくように、またこう

いったことも何人の方にも私も尋ねております。ですから、私はこういったお話をさせてい
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ただくだけで、今の市長の答弁と私の問いかけとはどこかずれがあるんですよ。ですから、

私は、今こういった方々が住みやすい、住み続けたいと若者が言って、ここで就職する云々

はまた別として、そういった思いがあるんであれば、近郊へ勤めて、ここへ帰ってこられる

ような方法をとるには、どういった方法があるのかということを一つ私は市長に御提案をさ

せていただいておるつもりでございます。 

 何せこの地域は、タクシーもある時間を過ぎたらなくなってしまう。それこそ現在は、駒

野の地にはタクシー会社もございません。この地域へ食事に来て、困ったなあ、タクシーが

ないやん、どうしたらいいんだと。羽島へ行った、羽島から電話してももう来られない。こ

こはそんな大変な地域になっていくんですよ、これから。ですから、私はそういったことを

考えて、まずこちらから通勤できるような形をとれないのかなあと。実際、海津町から羽島

駅へ行って、それから名古屋へ行って、帰りはまた羽島駅へ行ってここへ帰ってくるよりも、

川を渡ればすぐそばなんですよ。 

 だから、私は何回もお尋ねするには、この海津市が少しでも人口の減少を見ないように、

また一人でも二人でも人口がふえるような、そういった形にするには、こういった方法はど

うなんでしょうかねと私は市長にお尋ねするんですけれども、ここで改めて市長にお尋ねし

ます。どうやったら人口がふえるのか、若者がどうやったらここに住み続けてくれるのか。

例えば、私どもそうです、自分の子どもの能力を摘むわけにはまいりません。子どもの能力

を伸ばそうと思えば、今、親さんはいろんな塾へ入れたりなんかして頑張ってみえます。そ

して、子どもたちはどんどん上の学校へ行って、なかなかこの地域には戻ってこられないよ

うな状況がこれから生まれてくるのかなあと。そういったことを踏まえて、せめてこの地域

に住み続けたいという若者のためにも、そういった方法はとれないのかなと。また、調査ぐ

らいはできないのかなあと。これがもしできないというならば、あなたの人口をふやす方法

は何ですか、お尋ねします。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 私は、この五十何％の方が大変いいところだという意識を持っていた

だいております。ここに住むことに誇りと自信を持っていただく。そして、その情報をアピ

ールすると。私はまずはそれが第一番だろうと。それは今やっていただいているわけですが、

最近、行政も一生懸命やっていますが、民間の方々もその努力をしていただくようになって

まいりまして、大変感謝を申し上げる次第でありますけれども、この海津市の自然あるいは

産業、こういったものにもっともっと私は自信を持っていただいて、そして情報発信をして

いただく。そして、３万5,000人の海津市民が海津へおいでと、そういったようなまちにし

ていくことがまず第一であろうと、このように考えているところであります。 

 行政が一生懸命やるのは当然ですけれども、そこに住まう人たちにもっともっと自信を持
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っていただく、あるいはここに住んでよかったという思いをさらに強くしていただく、その

ことがこの問題解決につながってくるのではないかと、このように思っているところであり

ます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○３番（六鹿正規君） 市長、やっぱりどこか違いますよ。違うんですよ。この地から子ども

たちがいろいろな学業を積んで、学業の場も離れます。そうすることによって、この地域へ

の就職もなかなか難しい問題もあるでしょう。しかし、この地域に住み続けたいとか、この

地域が大変いいという方々も、生活のためにこの地で働くことができない場合もあるんです

よ。だから、私は先ほどから言うように、近郊の都市へのアクセスはどうですかということ

を再三お尋ねしております。ですから、皆さんも私どもそうです、私の女房もそうです、皆

さんもみんながここが一番住みやすいと思う。水道料金問題とか、いろんな問題はあります

けれども、水道料金が上がったからといって誰も出ていきませんよ。だから、そういった人

たちの家族もここに住んでいただけるような環境を私どもはつくらなければだめなんですよ。

だから、まずここに住んで、通勤をしていただく。向こうで働いて、いわゆる外貨獲得です

よ、ここで税金を払っていただく。そういったことのできるような方法は、私はやはりでき

る限り、それこそ勝賀からこちらへバスを出せとか、そういった問題じゃないですよ。この

海津市役所周辺から、必ず愛知県の最寄りの駅に対しての交通のアクセスはつくらなければ

ならないと私は思っております。もしまた御縁があるなら、こういった問題についても、私

は一生懸命取り組んでまいります。 

 続きまして、駒野工業団地についてお尋ねをします。 

 今、大まかなスケジュールはお伺いしました。私どもも駒野工業団地の問題については、

数年間にわたり市長と意見交換、また質問してまいりました。しかし、先ほども申し上げま

したように、山下土地改良組合の皆様方の御理解をいただき、この問題が、まずこの開発事

業として本格的に進む時期にやってまいりました。これは私だけが考える問題ではなく、後

ろにお見えの全議員さんも考えてみえると思います。工業団地をつくった、さあそれが売れ

るのか、いや、売らなければならないんですよ。これからは売らなければならないという方

向に私は転換する、そのようなふうにも思っております。 

 先ほども、優良企業はどんな企業ですかとお尋ねしました。私もそのように思います。ま

ずこの地に公害を絶対に生み出さない企業、これがまず第１点だと思います。そして、大勢

の雇用を生んでいただく、ましてや税金のほうもたくさん払っていただく、こういった企業

が来るといいなというふうには思っておりますけれども、そういった企業をまず誘致するに

は、これは市長、あなたに責任を押しつけるつもりはございませんけれども、トップセール
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スというのは大変重要ではないかなと思います。私どももあらゆるアンテナを張って、また

情報交換等々もしてまいりますけれども、やはりそれに対しましても、この海津市のトップ

である市長のトップセールスが私は何よりも大きいと思っております。今この段階において、

私は市長に対して、もし売れなかったらとか、そんなことはもうお聞きしません。何が何で

も売らなければならない。そうしなければ、この海津市にとって大きな負の財産になってま

いります。 

 そこで、市長に私はお尋ねします。今はまだ何も工業団地の看板も立ってはおりませんけ

れども、その看板の設置等々もございます。市長のいわゆるトップセールスはいつごろから、

いつの段階から、恐らく今からでもいろんな方々にお声はかけてみえると思います。しかし、

本格的な海津市を挙げての企業誘致は大体どの段階でやられるおつもりか、それをお尋ねし

ます。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 大変ありがたいことで、売らなければいけない、それは当然でありま

すし、市長がトップセールスするというのも当然であります。 

 しかしながら、あそこの許可がおりる可能性が出た段階では、相当それは進んでいないと

いけないと思っております。そういった認識でおることをお話しさせていただきます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○３番（六鹿正規君） 先ほどのスケジュール、平成30年から造成というふうにお伺いしまし

た。平成30年から造成して、大体、造成の完成はいつごろになってくるのかお尋ねします。 

○議長（森  昇君） 産業経済部長 林真治君。 

○産業経済部長（林 真治君） 六鹿正規議員の御質問にお答えします。 

 平成31年度内の完成ということでございますが、現在の予定では平成31年の10月過ぎぐら

いを予定しております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 時間が来ておりますので、最後、簡潔に。 

○３番（六鹿正規君） 今、スケジュールのほうもお伺いしました。先ほども申し上げました

ように、関係者の深い御理解をいただいて、大きな一歩を前進したこの工業団地。必ずやこ

の海津市にとって富の財産となるようにしていかなければならないと考えております。 

 私どもも今回この定例会を終えて、新しい時期がやってまいります。そういった時期が過

ぎて、また皆様方と御一緒に活動できるようになれば、さらなる海津の発展に向かって一生

懸命やってまいります。どうかこの工業団地、富の財産となるように、皆様方よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 
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○議長（森  昇君） これで六鹿正規君の質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 伊 藤   誠 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、11番 伊藤誠君の質問を許可します。 

 伊藤誠君。 

〔11番 伊藤誠君 質問席へ〕 

○11番（伊藤 誠君） 議長の許可をいただきましたので、私からは１点だけ、きょうはお伺

いをいたします。 

 高齢化対策に関する取り組みについて、主に終活と言われる部分について、市長にお伺い

をいたします。 

 質問内容です。 

 現在、日本の人口に対する高齢者の割合は、他の全ての国を上回ると言われています。65

歳以上の日本人は、過去40年間でほぼ４倍になり、日本の人口の26％を超えました。そして、

その約半分は75歳以上でございます。 

 一方、14歳以下の子どもの数は、過去40年間で約半分に減少しており、2014年には大人用

のおむつの売り上げが赤ん坊のおむつの売り上げを上回ったと報告されております。 

 その結果、多くの高齢者が１人で孤独に暮らし、死後数日から数週間気づかれないという、

いわゆる孤独死が毎年数千人にも及んでいると言われております。 

 少子・高齢化は叫ばれて久しく、それに対して、国及び各地方自治体ではさまざまな対策

を講じていますが、それを上回るスピードで新たな課題が浮かび上がっています。例えば、

医療や介護、葬儀、相続に関することなどがあります。具体的には、終末期の医療や死後の

葬儀、お墓や供養への希望、相続に関する意思などが代表的なものと言えます。また、延命

治療や臓器提供に対する意思表示や、パソコンやスマートフォンの中のデータの破棄、ツイ

ッターやフェイスブックなどのＳＮＳやホームページの閉鎖など現代的な課題も多く取り上

げられております。 

 家族や親族と離れて暮らす独居や高齢夫婦のみの世帯がふえ、日常的に相談や意思を伝え

ることが困難になっていることや、認知症などで判断能力が低下する人がふえていることが

背景になっていると言われています。 

 そこで、本市の現状と今後の方針等について、以下お伺いをいたします。 

 １番目、本市の独居高齢者数と高齢者夫婦のみの世帯数をお伺いします。 

 ２番目、葬儀サービス、墓などに関する相談の現況はどうなっていますでしょうか。また、

それはどのように対応なさっていますか。 

 ３番目、人間が人生の最期を迎えるに当たってとるさまざまな準備や、そこに向けた人生
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の総括を意味する、いわゆる終活について考えたり、周囲と話し合ったりする必要性が高ま

っているようですが、これについて市長のお考えをお伺いします。 

 ４番目、地域や親族とのかかわりが希薄化する中で、本市として終活支援事業の必要性つ

いてはどのようにお考えでしょうか。 

 ５番目、高齢者自身や高齢の親を持つ世帯などに終活等に関する意識調査を実施してはい

かがでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 伊藤誠議員の高齢化対策に関する取り組みについての御質問にお答え

します。 

 １つ目の本市の独居高齢者数と高齢者夫婦のみの世帯はの御質問にお答えします。 

 平成29年４月１日現在、65歳以上のひとり暮らし高齢者の方は1,179名、高齢者のみの世

帯数は1,448世帯となっています。 

 ２つ目の葬儀サービス、墓などに関する相談の現況はの御質問にお答えします。 

 市民課では、お亡くなりなられた際の死亡届の受理、火葬許可証及び斎苑使用許可証の発

行を行っております。死亡の届け出の際には、既に葬儀業者も決めて届け出されますので、

所定の手続を行っていただきます。時には葬儀について何もわからず、窓口で相談をされる

場合もありますが、市においては葬儀業者をあっせんすることはできませんので、市内の葬

儀業者をお示しして、相談をされるようお話しをしております。 

 また、墓に関する相談につきましては、時々、市営の墓はないかとのお尋ねをいただきま

すが、当市においては、自治会が管理する墓地や民間が経営する墓地がある旨をお伝えして

おり、いずれの場合も御家族・御親族において対応していただいております。 

 次に３つ目の、いわゆる終活について考えたり、周囲と話し合ったりする必要性が高まっ

ていることについての市長の考えはの御質問にお答えします。 

 人生の終わりのための活動、いわゆる終活は、平成20年代になってからできた比較的新し

い言葉であると思いますが、その人生の終わりのための活動は、議員仰せのとおり、家族と

離れて暮らしたり、独居や高齢夫婦のみの世帯がふえ、日常的に相談したり、意思を伝える

ことが難しくなっていることが問題視されるようになって、とみに注目を浴びるようになっ

てきたと認識しております。 

 人生の最後を迎えるに当たって、元気なときから、財産、相続、医療、介護、また葬儀、

お墓のことなど、その人その人に応じて必要だと思うことを家族に伝えたり、記録に残して
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おくことは、限られた人生を有意義に自分らしく生きるためにも必要なことであると考えま

す。 

 ４つ目の地域や親族とのかかわりが希薄化する中で、本市として、終活支援事業の必要性

についてはどう考えるかのご質問にお答えします。 

 地域や親族とのかかわりが希薄化する中で、頼る方が見えない場合などの終活への支援に

ついては、少なからず必要なことであると考えます。 

 しかし、終活はそれぞれの人にとって全く違うもので、内容によっては、財産の問題や思

想や宗教の問題など、市が立ち入ることができない、専門職や専門機関への相談や支援が必

要になる場合も考えられ、多様な終活を総合的に支援する体制を市で整えることは大変難し

い、困難であると考えております。 

 市の取り組みとしましては、まずは老人クラブやサロン等での健康づくりや、介護予防教

室において終活についての話題提供を行い、おのおのが考えていただいたり、家族や周囲と

話し合ったりするきっかけづくりを行っていきたいと考えております。その中で、市民の皆

様から出てくる不安や心配事の相談を受け、ニーズ把握を行いたいと考えております。 

 なお、現在も認知症などで判断能力が低下して、日常生活に支障がある身寄りのない高齢

者の方に対しては、福祉サービス利用援助や、預貯金の管理などを支援する日常生活自立支

援事業や、成年後見制度など高齢者の権利擁護のための専門機関等を御紹介しているところ

であります。 

 ５つ目の、高齢者自身や高齢の親を持つ世帯などに終活等に関する意識調査を実施しては

どうかについての御質問にお答えします。 

 終活についての意識調査は、現時点で実施することは考えておりませんが、民間等が実施

した幾つかの調査やアンケート結果を参考にさせていただきたいと考えております。例えば、

民間シンクタンクが実施したアンケートでは、多くの人が将来不安に感じることは介護・医

療に関することであり、終活についても、幾つかの調査で60歳以上の半数以上が必要である

との結果が出ています。 

 このような結果を参考に、前述いたしましたようなさまざまな機会を捉えて、市民の皆さ

んに話題提供ができればと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げま

す。 

 以上、伊藤誠議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） ごもっともなお話でございます。ありがとうございました。 
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 ただ、ちょっと対応に対しては消極的ではないのかなあと思われる部分もありますが、お

いおいお話をさせていただきたいと思います。 

 高齢化対策といいますと、これは御承知のように少子化と切っても切れない表裏一体の関

係にあるわけでございまして、当然分けて考えるべきではないというのは、皆さん共通の認

識ではないかなあと。各２つセットで対策を講じている国もそうですが、地方自治体も当然、

本市でもそうですが、いろんな形で少子・高齢化という枠の中で対策をいただいておるとこ

ろでございますし、これがまた特に地方の自治体にとっては、ある意味では最重要課題では

ないのかなというふうに認識をしております。 

 1970年といいますと、今から十数年前だと思いますが、年金、医療、福祉の関係に宛てが

われる国の予算は国民所得の約６％程度だったそうですが、2025年、今から七、八年後です

か、これはまた同じ国民所得の同じ福祉関係に充てられる予算というのは28％になるという

ふうに予想をされております。 

 本市においても、少子・高齢化対策は施していただいておるわけでございます。そして、

一般質問の中でも、私も含め多くの議員から高齢化社会の問題、少子化の問題、人口減少の

問題、さまざまな質問や提案がなされてきたところでございます。高齢化に伴う問題としま

して、最近特に注目されておりますのが、通告の中でもちょっと触れさせていただきました

が、死後数日から数週間、誰にも気づかれずに亡くなる、いわゆる孤独死が毎年数千人もあ

る、非常に新聞等でも毎日のようにこういった情報が流されております。 

 そしてまた、それとほとんど原因は同じくするわけですが、地方で特にふえています空き

家の問題、当然本市もかなり力を入れて取り組んでいただいているということで、これは全

国で800万戸にも及ぶというふうに伺っております。 

 そんなわけで、今回は主にその終活について質問をさせていただいたわけでございますが、

終活といいますと、人間の死に関する話題といいますのは、ちょっと生々しいところがござ

いますので、私も質問の内容についてはちょっと二の足を踏む部分もあったわけでございま

すけれども、非常に大切な問題だというふうに認識をいたしておりますので、あえてお伺い

をいたしますが、本市において孤独死と思われる方、また死亡時に引き取り手のないという

方は、直近の５年ほどの中で何人かあるのか。あるのであれば、その対応というのはどうな

さっているのかということをちょっとお伺いしたいと思いますが。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 伊藤議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、ここ５年間の孤独死と思われる方の人数でございますが、昨年度が２名、それから

平成27年度が１名、平成26年が４名、平成25年度はございませんでした。平成24年度が２名

でございます。 
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 引き取り手のない方というのは、その中にはございません。何とか親族を探しまして、見

つけております。以上でございます。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） 幸いその引き取り手がない方はいらっしゃらないということで、いい

ことだなというふうに思っておりますが、やはり今もお聞きしたように、この５年間の間に

10人ぐらい孤独死と思われる方があるということで、これも一つの大きな問題ではなかろう

かというふうに思っております。 

 終活につきましては、60歳以上の男女の方に対して行った調査結果では、終活というもの

に対する認識、知っていると答えた方が50％、そして47％の人が必要だというふうに答えて

いらっしゃいます。また、30代から50代の親が存命している男女に対する調査では、41％が

知っている、そして40％が必要だというふうに回答されています。トータルしますと、大体

約半数近くの方は終活について何らかの認識は持っていると。その中のほとんどの方がやは

り必要だというふうに認識しているということが言えるのではないでしょうか。 

 実際、終活に対する情報というのは本当にあふれておりまして、マスコミ、新聞、テレビ

等々、毎日のようにそういった関係の情報が流されておりますし、書店では終活に関するコ

ーナーも設けられておったり、よく雑誌などでも特集が組まれております。 

 私、通告を出した後に、ちょうど最近の有名男性雑誌の中にもこういった特集が組まれて

おりまして、年老いた親を持つ10大リスクというような形で特集を組んでおりまして、結局、

これは親というか、息子さんなり子どもさんの立場でそういう親を抱える10大リスクという

形で紹介されているんですが、細かい内容については触れませんが、１つ目に長生きと医療

のリスク、それから寝たきり・介護のリスク、事件・傷害賠償のリスク、財産横取りのリス

ク、これは先ほど市長の答弁の中にもありました成年後見人なんかに対するトラブルが最近

ふえているというようなことのリスク、それから実家の片づけのリスク、遺産相続のリスク、

死後離婚のリスク、孤独死のリスク、空き家のリスク、お墓を守るというリスク、そういっ

た10大リスクというようなことを掲げて特集を組んでありました。 

 そしてまた、先ほどから申します終活ということに対する行為、今度は逆に親の立場とい

いますか、先ほどは子どもさんなりの立場で10大リスク、今度は終活を実際にしようという、

終活にかかわる行為としましていろいろあると思うんですが、先ほど市長も非常に幅広いこ

とだから、ちょっとかかわれない部分もあるというようなことをおっしゃいましたが、終活

にかかわる行為で一般的によく言われていますのは、エンディングノートや遺言であるとか

生前整理、これは物品整理とか社会的関係の整理なども含まれるんだろうと思います。そし

て、認知症や寝たきりの末期の高齢者の医療によるケア、それから葬儀・葬式に関すること、
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それから墓地に関すること、それから遺産相続に関すること、それから法要等、その後の行

事に関すること等々、終活にかかわる行為としてはあるということで、非常に幅が広いわけ

でございますが、特に終活をしていて、一般的に訴えられているのがエンディングノート、

先ほども出てきたかどうか、エンディングノートというものも皆さん本当に一般的になって

きて、経済産業省の調べでは、エンディングノートとは何かということを知っていると答え

た人が全体の60％を超えているという調査があります。知っているけれども、実際に作成し

た人はどうなんだといいますと、50代では1.6％、それから60代では2.4％、70代でも実際に

は５％にしか過ぎないと。だから、これだけエンディングノートという情報があふれて、本

屋の店頭にもいろいろ各種並んでいるにもかかわらず、実際にはそのくらいの方しかなかな

か踏み込んでいないというのが現状だというふうに思われます。 

 書店の終活関連コーナーには、エンディングノートもいろいろな形であるわけですけれど

も、その多くが数十ページにも及ぶ非常にボリュームの大きなもので、自分年表であるとか、

趣味であるとか、それから特技であるとか、エンディングノートの今まで必要と言ってきた

本来の目的からすると、ちょっとここまで必要なのかなあというものも数多く網羅されてい

るものですから、なかなか手を出すということに対して、やっぱり二の足を踏んでしまうと

いうことも実際には多くあるんではないのかなあと。だから、エンディングノートを書いて

みようという気持ちはあっても、なかなか実際にその現物を手にしてみると、うーんちょっ

とこれはというようなことを思われる方が非常に多いのかなという印象を持ちました。 

 そして、そういった終活を望む市民に対して、本市として、行政がどんな形でかかわるこ

とができるのかなあというのが今回のテーマでございますが、先ほど市長の答弁の中では、

非常に範囲が広くて、個人的な機微にかかわる部分もありますので、行政として深入りでき

ないという、これは非常によくわかる話でございますが、ただ実際にエンディングノートを

作成して配付したり、販売などをしている自治体も全国的にはふえているわけでございまし

て、ホームページからダウンロードできる形のものを採用しているという自治体もあるよう

に伺っております。 

 本市では、今後、当然こういう要望がふえるであろうというふうに思われるわけですが、

終活という全体に対する相談の窓口、先ほど市民課でいろんなことを対応なさっているのか

どうか、終活というふうに断定しますと、窓口というのはどういう形にしたらいいのか。ま

た、現在そういった関連についての質問というのは、どんな内容の質問があるのか、ちょっ

とわかる範囲でお答えをいただきたいと思いますが。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 葬儀、お墓のことにつきましては、先ほど申し上げましたよ

うに市民課のほうで対応をさせていただいております。 
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 終活という全体を取りまとめた相談というのは、どうしたらいいのというような相談はほ

とんどないですけれども、その中の部分的な、例えば医療のことであったりとか、内容次第

というか、高齢の方が多いと思いますので、それについては包括支援センターであったり、

高齢介護課になるかと思います。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） 先ほど終活にかかわることということで幾つか申し上げた中で、非常

に範囲が広いものですから、実際の市民の方々ですと、個別の具体的なことについてお尋ね

になるというので、それぞれ窓口を選ばれるという感じでいいわけですね。 

 若い人でも、最近エンディングノートの必要性を認めて、若いうちに書いておきたいとい

う方がふえているというふうに聞いておりますが、これは高齢であろうと若い人であろうと、

若い人であれば親との会話、高齢者であれば自分の子どもとの会話を持つ非常にいい機会に

なるというふうに思うわけですが、そういったことで、市としてこういうエンディングノー

トみたいなものを、そういった効果も含めて、普及啓発していくというような形で推し進め

ていただくということは可能でしょうか。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 先ほどお答えをいたしましたように、終活についての認知度

がまず、そのエンディングノートについての認知度が低いということもありまして、まず老

人クラブとかサロン等でそういう話題提供をして、その必要性、必要であるというふうに思

いますけれども、市としてどういうことができるかということもあわせて考えていきたいと

いうふうに思いますので、お願いいたします。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） 認知度が低いというか、先ほどの調査では６割の方がある程度知って

いるというふうにお答えをなさっているので、こういう質問をしているわけでございますが、

認知度が低いと言われてしまうとちょっと私も困るわけでございますが、そういったことで

６割の方は知っているけれども、実際にはなかなか踏み込んでいけないと。その部分で市と

してどういうかかわりができるかということをお尋ねしております。もう一回答弁をお願い

します。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 失礼いたしました。認知度についてはちょっと勘違いをして

おりまして、踏み込めないというところで、こちらから話題提供をしたところで、ぜひやり

たいという話も多分出てくると思いますし、アンケート調査がいろいろございまして、実際
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やりたいとか、検討しているという方が、男性70代、女性60代というところで非常に意識が

高くなっているというアンケート結果も出ておりますので、エンディングノートの提供の仕

方についても、ちょっとほかの自治体さん等も検討させていただきまして、今後の参考にさ

せていただきますので、お願いいたします。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） よろしくお願いいたします。 

 とはいうものの、一方でエンディングノートには法的な効力というのはないわけでござい

まして、法的な対応として、遺言を公正証書として残すとか、先ほどから出ています任意後

見制度があるわけでございますが、この任意後見制度は、ちょうど2000年に初めて制度化さ

れまして、ちょうどことしに至るまでに約十数倍に契約される方がふえているということで

すが、当初は、任意後見人というのは90％が親族、息子さんであったり、親であったり、兄

弟であったり、ほとんどが親族だったわけですが、最近では約７割が専門職、弁護士さんで

あるとか、司法書士さんであるとか、そういう方が７割を占めているということで、それに

伴って、本当にごく一部だろうと思いますが、一部の悪質と言っていいのかどうかわかりま

せんが、そういう専門の方によってかなりトラブルになっている例も多いというふうに聞い

ております。 

 それから、国民生活センターによりますと、お墓とか葬儀とか、それからそういったもの

に関する相談が多いわけですが、その中でやっぱり必要以上に、本来お願いしたもの以上に

請求されたとか、高額な解約料を請求されたとかというような、そういった葬儀関係に関す

るトラブルも非常に多くなっているというふうに聞いておりますが、こういった問題につい

ては、これまた市として対応は非常に難しいのだろうというふうには思いますが、専門家に

よるこういう法的な部分についての、市民の方については、なかなかどこへ相談していいか

わからない部分も非常に多いんだろうと思いますが、こういった窓口というのは、市の中で

窓口を設置したり、専門家によるセミナーみたいなものを開催するとか、そういったことが

可能なのかどうか、今後の一つの方向としてある程度考えていただけるのか、その辺のとこ

ろを、ちょっと今は回答は難しいかもしれませんが、今のそういったお願いについて少し答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 法的なトラブル等については、法律相談という御案内ができ

るかと思うんですけれども、後見人自体の相談ということになりますと、うちのほうからは

県の行政書士会を紹介したり、あと御本人さんのお話を聞いて、近くの司法書士さんである

とか弁護士さんを御存じであれば、そのお話をするとか、そんなふうに対応を今のところは
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させていただいておるところでございます。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 伊藤誠君。 

○11番（伊藤 誠君） 法的な問題につきましては、非常にこれもまた難しい、現実に対応と

いうのは非常に困難じゃないのかなという部分はあるんですが、ただやっぱり相手が、成年

後見人が親族で占められていた時期と違いまして、ほとんどが専門職ということになります

と、片やお願いするほうは素人、受けるほうは専門職ということで、言いなりになって、そ

れがトラブルのもとになっているという例が非常にふえている。その対応を何とか行政で、

そういう弱者に対する相談の窓口みたいなものを、もちろんそういった専門職を紹介すると

いうことも、これは当然段階的には必要なことでございますが、その先のトラブルについて

の相談窓口というのは、何らかの形で今後検討、これは今答弁はいただきませんが、何らか

の形で今後検討していただく余地はあるんではないかというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 では、最後になりますけれども、私ども総務産業建設委員会で７月に行政視察に参りまし

た横須賀市でございますが、そのときは違うことで視察をさせていただいたわけですが、横

須賀市の例として、身寄りがなくて、預貯金が100万円未満の独居高齢者の終活支援事業と

して、市に相談窓口を設けて、本人の同意を得ながら支援プランや生前遺言を作成・保管し

ているというようなことをやっておられるようでございます。これはかなり対象者を絞った

対応をしている。こういった本当に対象者を絞った個別の対応を具体的にやっていくという

ことも、これは一つの例として御紹介をさせていただいておりますが、そういったことも今

後必要なところで考えていっていただけたらなというふうに思いますので、これは要望とし

て申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森  昇君） これで伊藤誠君の一般質問を終わります。 

 ここで休憩をとりたいと思います。10時半に再開したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

（午前１０時１３分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（森  昇君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３０分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、７番 川瀬厚美君の質問を許可します。 

 川瀬厚美君。 
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〔７番 川瀬厚美君 質問席へ〕 

○７番（川瀬厚美君） 議長のお許しを得ましたので、質問をさせていただきます。 

 要旨、４期目は何を望まれ、何を整備されますか。質問相手は市長。 

 去る４月、松永市長は厳しい選挙戦を勝ち抜かれ、市長職４期目を担われることになりま

した。胸中並々ならぬ決意をお持ちのことと拝察をいたします。既に４カ月を経過いたしま

した。私たち議員も含め、当選４年後もまた同じ立場になれるという保証はどこにもなく、

過去３期12年もの長き市政を担われた松永市長、１期４年ごとが真剣勝負であったと思いま

す。第２次総合計画も立てられました。では、松永市長の４期目とは、市民のためにさらに

何を補い、何を整備しようと思い、何に着手されているのか。松永カラーをどのように出さ

れようとされているのか、お尋ねをいたします。 

 市の財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は、平成27年度で90％を超え、財政

力指数は0.53、財政の硬直化が進み、厳しい状況が続きます。健全財政に向けての取り組み

を伺います。 

 市の人口は、平成38年には３万3,000人になると想定されています。伴う行政コストの削

減が求められますが、人口減少に向けての行政コスト削減は考えられているのか、お尋ねを

いたします。時代に合った行政のあり方が求められましょう。人口減、大きな問題でありま

す。歯どめ策の方策と並行して、人口減になっても豊かに生きることを考えていかねばなり

ません。衰退地方の自治体は、争うのではなく、協力し合っていくべきと考えます。西濃圏

域との話もありますが、まず隣接する市町と何ができるか話し合うべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

 人は大都市に集中傾向にあります。当市は名古屋市に近い。地価が安い地方に住み、都市

に通勤したいと考える人もありましょう。同僚議員から、愛知県とつなぐ交通手段を持った

らの提案もありました。養老鉄道の客を減らすではなく、養老鉄道は独自でさらなる集客を

考えなくてはならないと思います。当市は、名古屋駅を直接結ぶ路線があってはどうかと考

えます。一度試算をしてみたらどうでしょうか。 

 当市は、尾張徳川家との深いつながりから名古屋市と特別な関係でもあり、４年前から名

古屋城夏まつりに東江小学校の子どもたちの「立野御殿万歳」、大江小学校の子どもたちの

「失せうろこ狂言」を披露する場が持たれていると聞いております。当然、物販の機会もあ

りましょう。名古屋城へは年間270万人もの人が訪れるとか。名古屋市まで１時間で行き来

できる適度な距離にあり、市場として無限の市場と言えましょう。地方の小さなまちは、他

を利用する、ネームバリューを利用する、大きなところと組む、そういった観点からすると、

子どもたちの一日の発表の場で毎年終えることは、この上なくもったいないことではないで

しょうか。どのまちも存亡をかけ懸命に努力している今、当市の活性化に向けアクションを
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起こすべきではありませんか。名古屋市の子ども会・育成会、老人クラブ、商工会等々、タ

ーゲットは限りありません。市長の強いリーダーシップを期待しますが、いかがでしょうか、

よろしくお願いします。 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 川瀬厚美議員の４期目は何を望まれ、何を整備されるかの御質問にお

答えします。 

 初めに、市民のためにさらに何を補い、何を整備しようと思い、何に着手されるのか。松

永カラーはどのように出されようとされているのかでございますが、基本的には、昨年度策

定いたしました第２次総合計画の基本目標である「水と緑と人がきらめく輪でつながるまち

海津」の実現に向け、５つの基本目標に沿った取り組みを図り、各施策で掲げた目標を実現

する事業を展開してまいります。特に、重点施策で掲げる地域のにぎわいと活力の向上では、

東海環状自動車道スマートインターチェンジの新設効果をまちづくりに取り込むために、既

存企業のさらなる支援や企業誘致を積極的に推進し、また、観光資源やイベントに磨きをか

けることで海津ブランドを構築し、滞在型観光客の受け皿となるホテルの誘致などを進めて

まいります。 

 子育て環境の整備では、地域経済の担い手である若年世代や、女性が安心して出産・子育

てができるような子育て支援の充実を図り、男女とも家事・子育てに参加できる仕事と生活

の調和に向けた意識啓発や育児休業制度に対する事業者の理解促進に努めてまいります。 

 安心・安全な生活環境の整備では、地域公共交通機関の利用状況や市民ニーズをモニタリ

ングしつつ、利便性の高い路線・運行時間・運行方法等の検討を重ねてまいり、また、いつ

発生するかわからない自然災害について、ライフラインの耐震化や防災拠点の整備を推進す

るとともに、自助・共助の取り組みを促進することなどにより強靱なまちづくりを進め、地

域が一体となった防災・減災体制の整備を推進してまいります。 

 次に、健全財政に向けての取り組みと人口減少に向けての行政コスト削減は考えられてい

るのかでございますが、第３次行政改革大綱や公共施設等総合管理計画をもとに、優先すべ

き取り組みは何かを見きわめ、真に必要な行政サービスに資源と財源を重点的に充てること

とし、より一層の市税等の収納率の向上や産業政策の強化等による自主財源確保の強化や、

有効な補助制度や優良債の活用等に努め、事務事業の効率化、人件費の削減等を進め、財政

基盤の強化と行財政運営の効率化を図ってまいります。特に今後は、公共施設のあり方を見

直し、効率的な管理運営が必要であり、現状の公共施設の目的と効果を検証し、類似施設重

複の解消や適正配置、市民のニーズや利便性を勘案しながら統廃合を進めてまいりますので、
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御理解いただきますようお願いいたします。 

 次に、人口減少対策について、まず隣接する市町と何ができるか話し合うべきと考えるか

でございますが、現在、西美濃地域３市９町で組織する西美濃創生広域連携推進協議会にお

いて、広域連携事業として人口減少に対応するため、西美濃地域定住促進ＰＲ事業を行って

おり、都市圏等に対して西美濃地域の魅力を積極的にＰＲするとともに、地域産業の育成、

経営基盤の強化及び雇用の安定を図るための企業支援を実施し、定住人口の確保を図ってお

ります。具体的には、東京・大阪・名古屋市で開催される「ふるさと回帰フェア」等へ出展、

Ｕターンを促進するポスター等の制作、西美濃地域全体の魅力をインターネットで紹介する

西美濃移住・定住ポータルサイトの管理運営のほか、ビジネスマッチング促進支援、就労支

援広域連携事業を行っております。なお、議員御承知のとおり、当市は県境を接する桑名市、

愛西市、いなべ市とも、ボートや東海環状自動車道等関連で交流があり、さらには羽島市と

も隣接市として過去からさまざまな場面での交流がございます。こうしたことを踏まえなが

ら相互の協力関係が深まればと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上

げます。 

 次に、名古屋駅を直接結ぶ路線があってはどうかでございますが、養老鉄道養老線の沿線

市町では、養老線を中心としてコミュニティバスやタクシー等の２次交通を含めて持続可能

な公共交通ネットワークを形成し、当地域の活性化に取り組んでおります。現在、名古屋方

面へは養老鉄道養老線を利用して、またはコミュニティバスを利用して岐阜羽島駅から行く

ことができます。議員御提案のように、名古屋駅を直接結ぶ路線があれば大変便利であると

は思いますが、運行経費だけでも概算で試算しますと相当の経費が必要であることや、その

他、運行方法等の調整が現状では困難であることを含め、以前の一般質問で答弁させており

ますように、愛知県側への運行は現状では考えておりませんので、御理解いただきますよう

お願いいたします。 

 次に、名古屋城夏まつり時における当市の活性化に向けアクションを起こすべきとの御質

問にお答えします。 

 議員仰せのように、当市の誇る高須松平家は、御三家尾張徳川家の分家でも尾張藩の支藩

であり、名古屋城との歴史的つながりも深いことから、平成26年度より名古屋城夏まつり特

設ステージにおいて、東江小学校立野御殿万歳クラブによる「立野御殿万歳」及び大江小学

校６年生による狂言「失せうろこ」の公演を実施しております。ことしも８月４日の午後５

時半から名古屋城二之丸広場ステージで、尾張藩と当市の高須藩との歴史の紹介とともに、

伝統文化であります「立野御殿万歳」と木曽三川子ども狂言「失せうろこ」を披露したほか、

当市のマスコットキャラクター「かいづっち」も登壇し、海津市の観光ＰＲ活動も行ってま

いりました。 
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 また、昨年11月には、当市歴史民俗資料館と名古屋城総合事務所が連携主催し、海津市文

化センターにおいて「尾張と高須～葵の絆～」と題し、歴史講演及び名古屋城本丸御殿復元

記念狂言「夢づくり」と名古屋開府清州越し狂言「轍」の狂言鑑賞を実施し、あわせて海津

市観光協会と名古屋城振興協会が共同で特産品物販販売を行うなど、観光交流を深めており

ます。なお、高須松平家は、新宿区荒木町に江戸上屋敷を有していたことから、平成26年度、

新宿歴史博物館において12日間にわたる高須４兄弟の特別展の開催を機に、新宿区荒木町の

イベント「四谷大好き祭り」に毎年参加し、交流を深めております。 

 議員御指摘のように、限られた機会を逃さず、無限の可能性を秘めた名古屋市等の市場に

向けてアクションを起こしてまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、川瀬厚美議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君。 

○７番（川瀬厚美君） 西濃圏域と今話を進めているという話ですけれども、具体的には、そ

ういう構想がどのようにいつごろから進むのか、動くのか、その点まずお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（森  昇君） 商工観光課長 石原敏彦君。 

○産業経済部商工観光課長（石原敏彦君） 議員御質問の取り組みでございますが、本年度、

平成27年度、国の交付金を活用しまして、３市９町、これは岐阜地区の本巣市も入れまして、

大垣市、当市等３市９町で西美濃広域観光推進協議会、ここで西濃地域一体となって西美濃

のブランドという形で知名度向上を図るべき取り組みをしております。さらに28年度、昨年

も国の地方創生推進活性化交付金をいただきまして、これも３市９町で実施しております。

これにはハード・ソフト事業いろいろあると言われてございますが、本年度も引き続きまし

て、この交付金を活用いたしまして実施しております。 

 年々、交付金の条件が厳しくなっておりますが、３市９町一体となって西美濃のブランド

構築という形でしておりまして、徐々にこういった活動で当市への意気込みということもふ

えておりますので、今後、この組織でもちまして検証しながら取り組んでいくといったこと

でございます。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君。 

○７番（川瀬厚美君） 以前、私、議長のときに、レガッタの試合のときの挨拶の中で、ただ

きょう一日、レガッタの試合だけで近隣の市町が一緒になるだけじゃなくて、今後、経済や

ら文化やら、いろんな面でもっと交流を持ったらどうかと、挨拶の中に一言入れたんですけ
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れども、現在、福井県の敦賀市では、地方から日本を動かす連携としてハーモニアスポリス

構想といって、敦賀市と県境を越えて、滋賀県高島市、長浜市、米原町、お隣の美浜町、南

越前町の６市町を圏域として産業間連携を推進しようとしているんですね。ですから、海津

市と隣接同士で何ができるか。私は西濃圏域も大事ですけれども、まず、そのひっつき合っ

たところが何ができるかと、そういったことを話し合うことも大事かなと思っております。 

 以前、お隣の輪之内の町長さんが、合併はせんでもええけど、隣同士何ができるか、そう

いうことも話し合うことも必要やなと、そんなことを言われたことを覚えておりますけれど

も、ただ、今はレガッタの試合だけ、しかし、もっともっと経済的にも私はもっと深まれる

可能性はいっぱいあると思います。ですが、そういうことが何もされていない。例えばとい

えば、レンコンでももっともっとこちらで販売してもいい。あちらの道の駅に、他府県では

ないですけど、ミカンや何かが売っている。お隣の、すぐ近くの海津市のミカンでも柿でも

あるけれども売ってほしい。いろんな面において、もっともっと施設の利用とか何ができる

か、そういう話し合いがもっとあるといいと思います。ですから、人口減少というのであれ

ば、私はお互いに乗り入れて、何が共有できて、そして協力し合えるか、コスト削減につな

げることができるか、そういう話し合いがもっとあったらいいと思いますけれども、そうい

う話し合いは現在されているかどうか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（森  昇君） 商工観光課長 石原敏彦君。 

○産業経済部商工観光課長（石原敏彦君） 議員の御質問に対しましてお答えいたします。 

 一般質問で議員が御指摘されましたように、当市、先ほど西美濃広域のほうで、この海津

市ブランドということを構築いたしましたが、この日本３大都市であります名古屋市から30

キロ圏内ということでございまして、こういった観光ＰＲ及び物産の交流といった形でござ

いますが、年間、平成28年度でございますが、62回の物販販売、またこういった観光ＰＲと

いった形で出向いております。そのうち名古屋市に限りますと15回ということでございまし

て、一つには名古屋市の栄の中日ビル、あるいは金山総合駅、また名古屋城の宵祭り等でこ

ういった交流を重ねまして、向こうの観光協会等と連携いたしまして、互いに物産展の交流

といった形を進めております。 

 内訳といたしましては、そのほか岐阜県内が62回のうち18回、他県、これは霧島市、滋賀

県、大阪等でございますが、霧島市とは当市が姉妹都市であるという形から、向こうの道の

駅に当市の特産品も置かせていただきまして、現在、向こうから当市の道の駅のほうにも置

くといったような交流の形も試験的に進めておるところでございます。 

 あと、名古屋市が15回といった形で合計62回、本年度も同様に62回のこういうことを、各

物産展という形で交流を進めておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（森  昇君） 総務部長 青木彰君。 
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○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（青木 彰君） 御答弁いたします。 

 先ほどのレガッタ等の仲間とということでございますが、現在、愛西市、海津市、桑名市、

広域連携事務担当者会議というのを平成19年度から23年度まで実施してまいりました。今ち

ょっと休んでおりますが、それにまた羽島市、隣市であります羽島市、海津市で行政課題懇

談会というのは22年から継続して行っております。今、議員から仰せのとおり、このような

会議等をやっております。やっておったり、継続しておるものもありますので、このような

財産の共有等も議論の課題にし、研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君。 

○７番（川瀬厚美君） 名古屋のほうでも何回何回物販をしているというふうに課長さんは言

っておられますけれども、じゃあ市民として、そういったものが市の商品としてかなり販売

量がふえていったなあと、増産しなくちゃいけないとか、意欲が持てるようになったとか、

面積がふやしてつくるようになったとか、そこまでにまだまだ至っていないと思うんですね。

ですから名古屋といえば、もう本当に無限の市場だと思うんですね。ですから、私はもっと

もっと中へ入る可能性はいっぱいあると思うんです。 

 昨年まで私は養老鉄道を守る会をやっていまして、あそこのだんだん公園にどういうイベ

ントをやったら来てもらえるか、また名古屋も近いし、電車にいっぱい乗ってどうやって来

てもらえるか、そういうことをいつも考えていました。名古屋の駅前でチラシ配りをやろう

かということも思っていましたけれども、本当は名古屋の中で、もっといろんな団体に的を

絞ってお願いして動員してもらう。こういうことができたらいいなと思っていましたので、

ですから今、そういう接点が強くありますから、さらに深く拡大する可能性がいっぱいあり

ますから、もっともっと進めてもらいたい、そんなことをいつも思っております。 

 それと、今、総務部長さんが22年からそういう話し合いを持っておると言われますけれど

も、じゃあ、その話し合いの結果、今こういうことが進んでいるとか、手がけているとか、

そういうことがありましたらちょっとお尋ねします。 

○議長（森  昇君） 総務部長 青木彰君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（青木 彰君） 具体的には、それぞれ担当者の事

務を今どのようにやっているかという協議で、そのような大きな財産の共有とか、活用し合

ってというところまで今至っておりません。今後、そのような話をテーブルに上げたいなあ

と思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 羽島市さんとは、うちははしご車がないので、火事のときははしご車
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をすぐ借りるという、そういった会議の中からやる。そのかわり西小薮の万が一水道が途絶

えた場合に連結をしていくと、そういったようなことも進めております。それと下流の市町、

これは安心・安全で木曽三川の下流部の改修工事、これを一緒に今、協議会を設けて、揖斐

川の右岸堤、太田の特殊堤ですね、それから揖斐川の左岸堤、さらには長良川の川面の水量

確保ですね、そういったことも、これは下流の桑名市さんとか愛西市さんとともに今努力し

て進めているところでございます。 

 それからいま一つ、西濃圏域、岐阜県は高山というと非常に有名です。岐阜県と言うより

も有名です。ところが、西美濃、西濃というと全国の知名度は非常に低いということで、と

にかく西濃をもっと全国的に知名度を上げていこうということで、ツール・ド・西美濃とい

うのを広域で今始めております。こういったことも実際に担ってやっていただく団体がない

といけないわけですが、幸いなことに今やっていただけておりますので、そういったことも

進めております。 

 それから先ほど石原課長が申し上げましたけれど、広域でお客さんを呼ぼうじゃないかと

いうことでやっておりまして、これもその中の成果として出てきたんですが、大阪から30名

ほど、ことしの春と去年の秋と、ことしの春が２回、約100名ほどの方が大阪駅から大垣市

へ電車で来て、そして大垣市から墨俣、それから行基寺、お千代保さんを経由してお帰りに

なられるというコースができました。こういったことをさらに広げていけないかということ

で、今、地方創生のお金を使っていろんな県から来ていただこうという努力をいたしており

ます。 

 それから、何と言いましても名古屋市民の皆さん方はお千代保さんを非常に御存じで、よ

く来ていただいております。さらには水晶の湯、これも名古屋市民の方が多いわけでござい

まして、これらのさらなる情報発信をしっかりしていくということも必要かなと、このよう

に思っているところであります。そういった意味で、月見の森の月見台から見る月が「日本

百名月」に指定されたということと、10月には多分、あそこから見る夜景観光都市の指定を

受けるということでございまして、あそこをさらに魅力的な森にしていって、さらに誘客に

つなげていきたいと思っております。その一環として、ことしお祭りをやったわけでござい

まして、そのお祭りをすることによりまして水晶の湯も２桁アップ、そして道の駅もお客さ

んがふえたと、それからさぼう遊学館では200％近い、これはリニューアルした成果でもご

ざいます。そういったことがあって、あそこをもう少し人が呼べるような情報提供をしてい

きたいと。あそこには鹿児島県との友好のかけ橋とか、島津さんの丸に十文字のモニュメン

トとか、それからカイコウズとか、鹿児島県の木とか、あるいはミヤマキリシマとか、そう

いったものが植わっておりまして、そういったものもしっかり情報発信をして、さらなる誘

客につなげていければよいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 
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〔７番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君。 

○７番（川瀬厚美君） 私、３月議会のときに市独自の観光商品の開発ということも申し上げ

ました。今、市長さんのお話の中に月の森周辺のさらなる集客ということも言われたんです

けれども、あのあたりはまだまだ手つかずの、どっちかといえばほったらかしのところもあ

りますから、私は、できたらあそこに名古屋からでも来て家族連れで遊ぶ、そして楽しむ、

体験する、そして食事を楽しむ、そういう広場にできたらいいなあと思うんですね。そして、

温泉に入って帰ってもらう。そういう適度な距離で過ごせると、そういうことの開発ができ

たらいいなと思っております。市独自の商品の開発と、それから当然、先ほど申しましたよ

うに、近隣市町、接している市町との何ができるかということも今後考えていただきたいと

思っております。 

 まだまだそういった面において、どっちかといえば担当課の方々は一生懸命やってみえま

すけれども、市民の方々の御意見も聞きながら、いっぱい意見を持ってみえる方も見えます

ので、ぜひ市民の方々とお話ししながら、そして何がいいか、どういう方法があるかと、そ

んなことを話し合ってまちづくりを進めていただきたいと、そんなことをいつも思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 いつも資源に磨きをかけると言ってみえますけれども、まだまだ磨きをかける余地はいっ

ぱいあります。先日、会派のほうで市長さんのお世話もあり、飛騨市さんのほうへ行きまし

た。飛騨市の市長さんは、もう市内に資源は無限だと言ってみえました。まさにそのとおり

ですね。普通こちらから見れば山ばっかりですけれども、無限だと言ってみえます。私たち

は、この恵まれた資源をまだ生かすことにまだまだ至っていない、そんなことを思っており

ます。ですから、市民の方々の御意見を聞きながらしっかりと取り組んでいただきたいと、

そんなことを思っております。よろしくお願いします。 

 市の発展と市民の方々の幸せを願って質問を終わります。以上です。 

○議長（森  昇君） これで川瀬厚美君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、８番 浅井まゆみ君の質問を許可します。 

 浅井まゆみ君。 

〔８番 浅井まゆみ君 質問席へ〕 

○８番（浅井まゆみ君） 議長のお許しをいただきましたので、私は２点にわたって質問させ

ていただきたいと思います。 

 最初に、発達障がい者支援についてお伺いいたします。 
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 発達障害者支援法は平成16年12月10日に制定され、10年がたちました。本市では、発達支

援センター「くるみ」や児童発達支援事業所「みらい」が海津総合福祉会館ひまわりに設置

され、発達障がいについては多くの皆さんが知るところとなり、障がいに対する理解も少し

ずつ広がってきました。関係者の皆様の御努力と御尽力に対して心から敬意を表するもので

あります。 

 先日、児童発達支援事業所「みらい」に行って先生方と懇談いたしました。その中で、発

達障がいの子どもたちへの早期療育とともに、そうした子どもを持った親御さんに対する支

援、育成も極めて重要であることを改めて実感いたしました。発達障がいのある子は、生活

のさまざまな面で困難を抱えがちです。失敗が多く、それを大人はつい叱ってしまいます。

我が子のことで嘆いている親もいます。そういった親御さんに子育てする上でのアドバイス

が大切です。 

 そこで、ペアレント・トレーニングというものがあります。 

 ペアレント・トレーニングとは、我が子が落ちつきがない、集団行動についていきにくい、

かんしゃく・おこりんぼさんなど、子育てって難しいな、苦しいなと感じる親御さんが、よ

り楽しく心地よく子育てをするためのトレーニングです。親が子育てする上でのアドバイス

のようなものです。 

 このペアトレに参加すると、子どものさまざまな行動にどう対応すればよいか学べます。

褒め方や指示の仕方も一工夫です。その一工夫で子どもが自信を持ち、元気になり、子育て

が楽になります。そこで、子どもとかかわる保健師、保育士、幼稚園の先生方はもちろん、

健診を受けた後に支援が必要な親御さんに対して確実にペアレント・トレーニングを受ける

体制をつくっていくべきと考えます。 

 今月の市報にも発達障がい理解促進講演会として、このペアレント・トレーニングについ

ての講演会の案内がありました。ぜひともこの機会に、多くの関係者の方にこの講演を受講

していただけるようＰＲをお願いいたします。 

 「みらい」の先生方は、少人数または個人での療育はここでできるし、大事なことですが、

保育園・幼稚園での集団生活の中で社会性を身につけることも大事ですということも言われ

ていました。しかし、今の現状ではその受け皿がない、場合によっては断られることもある

ということです。やはり保育士・幼稚園教諭の人材不足が問題で、そういう人員配置をして

いただきたいというのが先生方の強い要望でした。どの地域にいても、どんな子でもひとし

く幼児教育・保育を受けられる体制を整えていくべきではないでしょうか。 

 そこで、以下伺います。 

 １．大垣市では、市外にお住まいの保育士資格をお持ちの方や、これから資格を取得され

る方が新たに大垣市へ引っ越され、市内の保育所等で働かれる場合に引っ越し費用を助成し
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ています。本市でもこの助成制度を設けるなど、保育士・幼稚園教諭の確保をし、発達障が

い児の受け皿を拡充すべきと考えますが、いかがでしようか。 

 ２．親御さんへのサポートとして、ペアレント・トレーニングを推進していくべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 次に、健康寿命延伸のための取り組みについて伺います。 

 ＷＨＯ（世界保健機関）では、健康とは、身体的・精神的・社会的に最適な状態であり、

単に病気あるいは病弱でないことではないと健康を定義しています。健康は、充実した日常

を送り、自分がしたいことを達成していくための重要な要素です。健康寿命とは、心身とも

に自立し、健康的に生活できる期間をいいますが、子どもが未来を語り、若者が地域づくり

に参画し、高齢者が自身の知識や経験を地域で生かし、それぞれの居場所で生きる喜びを実

感できるような生きがいの仕組みづくりを進めていくことが大事ではないでしょうか。 

 そこで、平成27年３月議会でも提案させていただきました健康マイレージ事業を改めて提

案させていただきます。 

 多くの自治体が実施している健康マイレージ事業とは、市民の健康づくりを促進する新し

い仕組みであり、日々の運動や食事などの生活改善や、健康診断の受診、健康講座やスポー

ツ教室、ボランティアなどの社会参加など、市町で決定した健康づくりメニューを行った市

民がポイントをためて特典を受けられる制度です。その特典とは、市町村が健康づくりを行

った市民に対して発行する優待カードを協力店において提示することで、各店が用意したサ

ービスを利用できるというものや、ポイントをためて応募すると景品が当たるという特典を

設けるなどというものです。医療費削減、認知症予防、健康寿命延伸にもつながるこの健康

マイレージ事業をぜひ導入していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 前回の御答弁では、先進事例を調査・研究しながら社会全体で健康づくりを支援する仕組

みの一つとして検討していくということでした。その後の調査・研究はどのようにされ、検

討されたのでしょうか、市長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 浅井まゆみ議員の１点目の発達障がい者の支援についての御質問にお

答えします。 

 現在、児童発達支援事業所「みらい」に通所している児童は50人であります。そのうち44

人が市内の保育園や幼稚園、認定こども園に通園しています。困り感を持ったお子さんの早

期療育には早期発見が必要であり、少しでも他の子どもと違いを感じたら専門医を受診し、

障がいを理解することが子どもに必要な支援を行う上で大切なことであると考えます。 



－５０－ 

 専門的な支援を行う児童発達支援事業所「みらい」では、あらかじめ指定された日に限ら

れた時間の中で障がいのある子が療育指導を受けております。一方、園では、園児が集団生

活の中で社会性を身につけることが重要だと考えており、支援を必要とする子も同様の考え

方で、その子に応じた支援体制で受け入れております。 

 自閉症スペクトラム、言語障がい、協調運動障がいなど、支援を必要とする子ども一人ひ

とりに対してどんな支援が必要であるか、その中でも特に配慮の必要な障がいを持った園児

に対しては、発達支援センター「くるみ」を中心としたケース検討会議を開催しております。

検討会では、保護者、保健師、保育士・幼稚園教諭、こども課の職員、社会福祉課の職員、

みらい、くるみの先生、そして西濃圏域発達障がい支援センターの先生に参加していただき、

御助言をいただいております。多くは専門医師からの情報をもとに、発達・発育に関する専

門的な支援、具体的な状況の把握、それぞれの園児にとって一番よい方法を検討して、園に

受け入れさせていただいております。また、保育士・幼稚園教諭についても園児数の基準に

応じた配置をしておりますが、困り感を持ったお子さんを受け入れるため、クラスに担任と

副担任をそれぞれ配置して、必要とする支援に対応しています。 

 どの地域においても、どんな子どもでも、ひとしく幼児教育・保育を提供できる体制は整

えていると考えております。なお、毎年、認定こども園等から県立海津特別支援学校へ入学

する際にも、保護者と園、くるみ、みらい、学校教育課等関係機関が常に連携し、支援して

おりますことを御承知ください。 

 １つ目の保育士・幼稚園教諭の確保に対する新たな助成制度の創設をして、発達障がい児

の受け皿を拡充すべきと考えますがにつきましては、近隣市町動向を鑑みて今後の検討課題

とさせていただきたいと考えておりますが、前述いたしましたとおり、発達障がい児に対す

る支援は、既に近隣市町と比較しても先進的な取り組みでありますことを御理解願います。 

 ２つ目のペアレント・トレーニングの推進についてでございますが、このトレーニングは、

保護者の方々がより楽しく子育てができるよう、子どもとのよりよいかかわり方を学ぶ保護

者向けのプログラムであります。議員仰せのとおり、支援が必要な子の保護者の受講は、発

達障がいを理解する上でも重要であると考えております。これまでも機会を捉えて、市内の

保育士・幼稚園教諭、保健師、児童発達支援事業所「みらい」の指導員など、子どもとかか

わる職種の方々に、発達障がいやペアレント・プログラム等の研修について教育委員会社会

教育課から情報提供しております。例年、発達支援センター「くるみ」が主催しております

発達障がい理解促進講演会では、今年度、ペアレント・トレーニングをテーマとして計画し

ておりますので、関係各位にはさらに理解を深めていただける機会になるものと思っており

ます。こうしたことを踏まえ、本市としてもその推進に向けて取り組んでいく必要があるも

のと考えております。 
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 現在、市内におきましては、教育委員会にて実施しておりますにこにこ子育て支援事業の

中で、なのはな講座の運営団体がペアレント・プログラム講座を実施しておられますが、本

市は側面的支援にとどまっております。今後、必要に応じて関係団体とも協議し、市として

担うべき内容を踏まえた上で実施に向けて検討してまいりたいと考えおりますので、御理解

いただきますようお願いをいたします。 

 ２点目の健康寿命延伸のための取り組みについての御質問にお答えします。 

 平成27年度第１回定例会において、浅井議員より、健康寿命の延伸に向け、市民の健康づ

くりを促進する新しい仕組みである健康マイレージ事業について御提言を受けました。その

間、先駆的に取り組まれている自治体の健康マイレージ事業の事業内容等の状況把握並びに

検証を行ってまいりました。 

 岐阜県並びに国民健康保険連合会による調査報告をもとに、県内市町村の実施の有無と取

り組み内容を把握したところ、平成29年度現在、６つの市町が同様の事業を実施しており、

その多くは、がん検診、特定健診の受診率の引き上げを主たる目的としたもので、検診を受

診するとポイントが付与されたり、受診者にＱＵＯカードを進呈したり、また健康イベント

や健康づくり活動、ボランティア活動に参加することでポイントを付与したりなどといった

内容でございました。静岡県や愛知県、大阪府、北海道などでは、県内共通の特典カードを

作成し、県内の協力店でのサービスや公共施設が利用できるといった県規模の取り組みや、

ポイントを小・中学校等への寄附にできるなど、社会貢献活動につなげている自治体もござ

いました。 

 健康マイレージ事業は、健康寿命の延伸を図り、また介護予防及び医療費の適正化につな

げるため、市民の健康に対する関心を高め、健康的な生活習慣を実践する行動変容のきっか

けとなることを目指しており、無関心層も含めた多くの市民を健康づくりに引き込むインセ

ンティブ制度でございます。その事業構築には、明確な方向性のもと、対象者や参加事業の

選定、ポイント付与基準や交換対象の設定など、多くの市民や関係機関の御理解のもと、市

民運動として継続的な事業として定着させていけるような組み立てが必要となります。例え

ば、がん検診、特定健診の受診率の引き上げを主たる目的としますと、この事業に参加でき

る対象者が加入する保険や年齢・性別で制限がかかり、全市民を対象とできず、公平性に欠

いてしまいます。また、ポイントをどのように景品等に交換するか、抽せんとするか、また

全員とするかなど、その方法により参加者のモチベーションの維持がしにくくなり、事業目

的を達成することが難しくなります。また、既に取り組まれていた市町村が、県の事業開始

に伴い現行の事業をどのように位置づけるかといった問題や、行動変容ができている人たち

への御褒美的な事業にとどまったり、紙媒体のポイントカードなどでは事業が普及しにくい

ものの、電子化については多額の経費が生ずるなど課題がございます。 
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 このように、健康マイレージ事業の仕組みづくりについては課題も多く、現時点での本事

業の導入については考えておりません。しかし、市民の健康に対する関心を高め、健康的な

生活習慣を実践する行動変容のきっかけづくり、特に無関心層をいかに健康づくりに引き込

むかについては重要な課題であると認識しております。 

 本市におきましては、「全ての市民が健康で笑顔が輝く海津市」を目指して、かいづ健康

づくりプランに基づき、健康づくり推進協議会を核とした関係団体や地区組織並びに市民の

協働のもと健康づくりを推進しております。健診受診率の向上のための施策として、無料ク

ーポン事業、ワンコイン健診の実施や検診車による胃がん検診・乳がん検診の休日実施、家

庭訪問による受診勧奨の実施、また健康月間を設け、市民健康講座や出張きらめきウオーキ

ング等の健康イベントを集中的に開催するなど、工夫を凝らし、検討を重ねながら取り組ん

でおります。今後は、さらに先駆的取り組み事例など、最新情報にも敏感に対応しながら、

インセンティブを重視した健康づくり事業を構築し、本市においてどのような事業がより効

果を上げることができるかさらに検証し、国・県等の動向を見きわめながら前向きに検討し

てまいります。 

 今後も市民の皆様の健康寿命の延伸を目指した健診事業を初めとする健康づくり事業の推

進を積極的に行うとともに、医療の適正化にも努め、安心して暮らせる地域医療のまち海津

を築いていくこととしておりますので、今後も御指導、御支援賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 以上、浅井まゆみ議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君。 

○８番（浅井まゆみ君） 大変詳しく丁寧な御答弁ありがとうございました。 

 まず、発達障がい児支援についてでございますが、ただいまの御答弁では、受け入れ体制

はしっかり整っているということですが、こういった御意見もありますことも御承知おきい

ただきたいことと、もう一つは、今、多国籍の子どもが大変多くなっているということで、

外国人の方へのサポート体制も、しっかりよろしくお願いいたします。 

 まず１点、発達支援センター「くるみ」への相談件数は今までにどのぐらいあるのか、お

尋ねいたします。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 浅井議員の御質問にお答えいたします。 

 昨年度の数字ということで、来所による相談でございますが、１年間で371件、それから

電話による相談が91件でございます。職員の体制が去年の途中も変わっておりますし、また
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ことしになっても充実するということで変えさせていただいておりますので、今年度は、４

月から７月の４カ月で昨年のほぼ半分というような数字になっております。以上でございま

す。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君。 

○８番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。大変多くの方が来所または電話によって

御相談されているということで、しっかり周知していただいているなということがこれでわ

かります。やはり発達障がいというのは早期発見、早期療育ということですが、健診のとき

に、そうではないかなあと思われる子でも、なかなか親御さんは認めたくないとか、認めら

れないということがあります。そういった方をいかに早期療育に結びつけていくかが本当に

難しいところだとは思うのですが、くるみに相談に行くことへの抵抗がある親御さんに対し

て、支援に結びつける工夫といいますか、そういった努力はどのようにされているのでしょ

うか、何かあればお聞かせください。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 失礼いたします。 

 その対象になるお子さんによりますけれども、早ければ健康課のほうの１歳半の健診のと

きに、親さんに、特に障がいということではなくて、ちょっと気になるということであれば、

くるみの先生に１回相談してみてくださいといったようなきっかけづくりというか、比較的

重く考えないようにというようなことでアドバイスをしたりということをしております。な

るべく早く相談していただいたほうが支援が必要な場合はよくなるということもありますの

で、そちらの健診のほうを、まずはきっかけということで考えております。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君。 

○８番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 私、健康課の課長にお聞きしたのは、保健センターのほうでたんぽぽ教室というのをやっ

ているということを、その発達支援センターへ行く前のきっかけづくりとしてそういうのを

やっているよということをお聞きしましたので、大変いいことだなあと思いました。 

 一つ御紹介したいのですが、発達支援センター「くるみ」では、こういったサポートブッ

クというのをつくっていただいております。乳幼児から大人になるまでの切れ目のない支援

ということで、こういったブックをつくってしっかりサポート体制をしていただいておりま

すので、大変すばらしいことだなあと思いましたので御紹介させていただきました。今後と

もよろしくお願いいたします。 

 ペアレント・トレーニングについては、教育委員会のにこにこ子育て支援事業の中で、な
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のはな講座の運営団体が行っているということですが、やはり、このペアトレは親御さんに

対してとても大事な支援につながっていくものだと思いますので、今後は市が直接事業を行

っていけるようにしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 失礼いたします。 

 先ほど市長の答弁にありましたように、発達の心配のあるお子さんへのかかわりというこ

とでは、ペアトレは必要であって重要であるというふうに思っております。それから発達障

害者支援法が昨年28年に改正になっておりまして、家族等への支援に関する改正ということ

で、都道府県及び市町村が発達障がいの家族、その他の関係者に対し、活動の支援、その他

の支援を適切に行うようにというような改正もされておりますので、今回そういった意味も

ありまして講演会を開催するわけですけれども、実際、ペアトレを行っていこうとしますと

専門的な知識も必要になってまいりますので、外部講師を依頼とか、そういうことも一つの

方法として考えながら、今支援をいただいておるなのはなのほうの関係団体の皆さんからも

意見を聞きながら、よりよい方法を模索しながら実施に向けて検討させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君。 

○８番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。では、よろしくお願いいたします。 

 次に、健康マイレージ事業についてお伺いします。 

 いろいろ詳しく検証していただきまして、ありがとうございました。確かにいろんな課題

はあるかと思いますが、そんなに難しく考えなくても、健康づくりのためのいろんなメニュ

ーを加えていただきまして、市民の方に楽しくポイントをためていただくことで健康寿命延

伸につなげていっていただければいいのかと思います。例えば、地域や地区社協で行ってい

るサロンへの参加だとか、体操教室、また太極拳などの参加、それから認知症カフェなどの

参加でもいいのではないのでしょうか。そういったこともいろいろ考えていただきまして、

かた苦しく考えずにいろんなメニューを加えていっていただければいいと思います。 

 先日、ある新聞に、このポイント制度の効果を検証した筑波大学の記事が載っていました。

それによりますと、14年から16年度、全国６市で実証実験を行い、日々の歩数や健診結果の

改善でポイントがたまる仕組みとして商品券などと交換できる特典をつけたところ、約１万

2,600人が参加し、開始から半年後で、一日の歩数が平均で約2,000歩増加したといいます。

また、国保の加入者で、参加した人と参加しなかった人の年間の医療費を比べると、60代で

約４万3,000円、70歳以上は約９万7,000円の削減効果が得られたそうであります。６市全体

で試算すると、年間約5.3億円分の医療費が抑制されたということになります。また、経済
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界や医療関係団体などでつくる日本健康会議によると、16年６月時点で健康づくりポイント

制度などを導入する動機づけ事業を行っているのは、全国で394市町村にも上るといいます。

その中で、横浜市が行ったアンケートによると、周囲の人との会話や挨拶がふえたと答えた

方が半数近くおり、地域のつながりにもよい変化があらわれていると言えます。 

 このように、医療費削減や介護予防、地域のコミュニティーづくりにも役立つ健康マイレ

ージ事業をぜひ取り入れていただきたいと思いますが、将来的にはどのように考えておみえ

になるのでしょうか、再度お伺いいたします。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 失礼いたします。 

 健康無関心層と言われる方が、あるアンケートによりますと約７割というふうに言われて

おるという結果も出ておりますので、健康という切り口だけではなくて、例えば、健康のた

めに歩きましょうとか健診を受けましょうということでは、多分、何をやっても関心のある

人だけしかということを思いますので、ポイント制というはっきりした形になるかどうかは

ちょっとわかりませんが、その健康という切り口だけではないようなやり方というのを何か

考えられないかなと。例えば、今、きらめきウオーキングを毎月１回やっておりますけれど

も、そのやり方にちょっと変わった仕組みを取り入れて裾野を広げるとか、そういったこと

も考えていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 浅井まゆみ君。 

○８番（浅井まゆみ君） よろしくお願いいたします。 

 いろいろ動機づけを考えていただきながら、少しでも多くの市民の方に参加していただけ

るような事業になることを御期待申し上げます。 

 また、商工会や各種団体とも連携を図りながら、健康で笑顔輝くまちづくりに向け、前向

きな答弁をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（森  昇君） これで浅井まゆみ君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 堀 田 みつ子 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、４番 堀田みつ子君の質問を許可します。 

 堀田みつ子君。 

〔４番 堀田みつ子君 質問席へ〕 

○４番（堀田みつ子君） それでは、議長の許可を得ましたので、私からは３点にわたりまし

てお尋ねいたします。 

 １点目は、子どもの貧困対策についてです。 
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 私たち日本共産党の海津市委員会は、５月の中旬から市民の皆さんにアンケートをお願い

いたしました。答えていただいた中の御意見を一つ紹介させていただきます。 

 先進国の日本において、主に母子家庭の子どもの６割が３食を食べられない、進学を断念

する等のニュースを聞いて信じられなかった。国家の財産である子どもたちを余りにもない

がしろにする国のやり方に亡国の念さえ覚える。せめて海津の子どもたちの将来は、海津市

に育ってよかったと言えるものにしていただきたい。それが海津市の生き残る道と信じる。

学問だけでなく、あらゆる道に進めるのを応援していただきたいというものです。 

 さて、７月31日の新聞報道には「貧困家庭給食頼み」の記事が載りましたが、前日の30日

の中日新聞西濃版の記事には「養老町無料の子ども学習会」とあり、わずかながら希望を見

出せるのではないかと考えています。１年前、子どもの貧困を踏まえて子育て支援について

尋ねた折、海津市独自の子どもの貧困率は出ていなくとも、準要保護児童・生徒の割合が、

平成18年度の2.6％から平成27年度の6.3％へ、10年で約2.4倍にふえていることから、子育

て世帯が経済的に苦しくなっていることを示していることを申し上げました。そして、子ど

もの貧困がふえている主な原因に親の就労条件の悪化があり、子どもの生活状況に直接影響

を与えています。その背景に、1996年、1999年と労働者派遣法の改悪で非正規労働者が急増

するなど、働く貧困層（ワーキングプア）問題があると研究者の指摘があることも申し上げ

たところです。 

 親の経済力と子どもの学力には相関関係があるとされています。そこで、貧困の連鎖を断

ち切るために養老町で実施されている無料の子ども学習会を我が市でも取り組めないでしょ

うか。 

 また、就学援助制度は、ホームページに詳細な所得基準や受けられる内容などの案内の掲

載が望まれますが、新年度には案内文書を配付していただいているとお聞きしています。こ

の就学援助制度を受けるには、前年度の収入を基準に判定されるとなっていますが、年度途

中で親の収入が落ち込んだ場合はどのような判断がされますでしょうか。そのようなときは

就学援助制度を受けることができるか尋ねます。そして、就学援助制度を受けられる所得要

件を少しでも拡大できないか尋ねます。さらに、新聞報道の「貧困家庭給食頼み」の記事に

あるように、子どもの栄養が心配な夏休みの実態調査などを行い、報道にあります愛知県蒲

郡市のように、緊急避難的に食料支援を行われませんか。 

 ２点目、生活困窮者支援についてです。 

 くらしサポートセンターでは、無料職業紹介所と連携しながら、生活保護に至る前の方々

に対する相談業務の充実など、生活困窮者へ自立支援に積極的に取り組んでいただいていま

す。また、フードバンクなど食料支援にも取り組んでいただいていますが、生活用品なども

必要に応じた対応がありますか。 
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 ３点目、子育て支援についてです。 

 「少子化は、子育てのしづらさが原因と思います」との意見や、「妊娠して仕事をやめた

ら上の子どもが保育園を利用できなくなる。考え直してほしい」「保育園・こども園に入園

できない子どもがいる。障がいがある子どもが育てられない園では未来の子どもたちが心

配」といった意見を市民の方からお聞きしました。産休ならば保育園が利用できるが、育休

となると、一旦園を退園して一時保育になり、利用料が大幅に上がってしまう。それでは利

用したくてもできなくなることは目に見えています。都会の保育園のように待機児童がある

というわけではないからこそ、退園せずに済む方向にできないでしょうか。 

 また、保育園・こども園では、障がいがある子どもに対する対応はどのようになっていま

すか。リハビリなどの対応は、県の施設を利用するしかないのでしょうか。身近な場所での

支援は、「くるみ」や「みらい」のみでしょうか、この３点について、簡潔によろしくお願

いいたします。 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君の質問に対する教育長及び市長の答弁を求めます。 

 初めに、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 堀田みつ子議員の１点目の子どもの貧困対策についての御質問にお

答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、海津市における準要保護児童・生徒の全児童・生徒数に対する割合

は、平成18年度の2.6％と比較すると、近年は２倍以上に増加をしています。平成26年度は

179人、128世帯で6.3％、27年度は178人、111世帯で同じく6.3％、平成28年度には162人、

121世帯を認定し、6.1％の水準で推移しているところであります。 

 一方、平成21年に文部科学省委嘱研究として、お茶の水女子大学の耳塚教授が行いました

調査結果が、保護者の経済力と子どもの学力との間には相関関係があると報道されたことを

きっかけに、学力問題との関連で保護者の経済力が取り上げられることがふえてきました。

相関が生まれる原因には諸説あり、保護者の経済力以外にも影響している要因があるのでは

ないかという分析も見られますが、いずれにしましても、義務教育の就学に際して保護者の

状況に応じた必要な援助を用意することと、何よりも義務教育に在籍する児童・生徒に対し、

基礎的・基本的な学力の確実な定着を図ることは、教育委員会としても大変重要であると認

識しておるところであります。 

 さて、まず学力定着のため、無料の子ども学習会を海津市でも取り組めないかとの御提案

でございますが、現在、市内の多くの小学校では夏休みを利用した学習会を実施し、個別の

学習支援を行っています。また、通常の授業日におきましても、朝の始業前の短い時間に学

習の機会を設けたり、昼休みや授業の間の休み時間を利用したりするなどして個別に指導に
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当たっております。教育委員会としては、そうした取り組みも支援ができるよう、全ての学

校に学級支援員や特別支援教育アシスタントを配置しているところであります。 

 一方で、報道事例のように、学校外の会場で放課後等の時間帯に学習会を実施しようとし

ますと、指導者の確保だけではなく、児童・生徒の安全確保や保護者の送迎等の協力を得る

必要もあり、結果として個別の学習支援が十分に行いにくい可能性もあります。現状では、

児童・生徒をふだんから指導しております教員が、学校の時間内で工夫した効果的な指導の

場を生み出していくことが大切であると考えており、御理解いただきたいと思います。 

 次に、就学援助制度ですが、基本的には年度単位での認定・支給として運用しており、新

年度ごとに案内文書の配付や市の広報等で周知を行っております。過去に議員から御指摘い

ただいたことも受け、担任や管理職が必要に応じ直接保護者に制度を紹介することもありま

す。援助を希望される場合は、６月上旬の締め切り日までに学校へ申請書と所得証明書を提

出いただき、教育委員会におきまして収入額等の情報を基準に照らして認定の可否を協議し

ているところであります。認定する場合には、認定期間が途切れることのないよう、さかの

ぼって４月を認定月として扱うことも配慮しております。 

 議員御指摘の年度途中で保護者の収入が落ち込んだ場合についてですが、申請できる月に

つきましては制限はしておりません。年度を通じて任意の時期に申請することができます。

これまでにも市外からの転入時に申請・認定をしたり、同一生計世帯の変更を理由に年度途

中に申請され、教育委員会の協議を経て認定したりした事例がございます。 

 判断の資料となる収入額については、公平性の確保と根拠の明確化のため、前年１月から

12月までの間の同一生計世帯の世帯全員の総所得金額等を用いることを原則としております

が、これまでの事例のように個別に事情を協議することで対応していきたいと考えておりま

すので、また御理解をいただければと思います。 

 また、就学援助を受けられる所得要件を少しでも拡大できないかという御提案についてで

ございますが、教育委員会での協議の際に、認定の基準としております値1.3は、国から補

助金が出ていたときの基準を引き継いだものです。また、平成27年度の文部科学省の調査報

告によれば、こうした基準を用いて判断していると回答した市町村のうち60％の自治体が

1.3以下の基準となっており、全国的水準は一定程度確保していると考えております。 

 冒頭に御説明申し上げましたが、支給者数は長期的には増加傾向にあり、それに伴って支

給額も高い水準にあります。今後も経済状況や財政的な負担等も考慮の上、所得要件の拡大

については慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 最後に、緊急避難的な食料支援の実施についてですが、本市におきましては議員御承知の

とおり、社会福祉協議会が「フードバンクきずな」を運営しており、市内外の方々の御厚意

により提供していただいた食品を、生活困窮により食の支援が必要な市内にお住まいの方に
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届けております。また、社会福祉協議会に委託して運営しておりますくらしサポートセンタ

ーにおいて、経済的困窮に関する相談者に対して食料支援の調整を行っております。 

 学校におきましては、日々、学級担任や養護教諭などが児童・生徒の様子から家庭生活の

状況についても把握することを心がけており、万一、十分に食事をとっていないのではない

かと思われるような場合には、家庭に連絡をとったり、必要に応じて関係諸機関と連携をと

ったりするようにしているところであります。現時点では、既に関係諸機関と連携をとって

いる事例を除き、緊急支援が必要な状況の児童・生徒はほぼ見受けられませんが、今後も社

会福祉課や社会福祉協議会等の支援組織との連携を図りながら、世帯状況の把握と必要な支

援を行ってまいりたいと思います。 

 次に、３点目の子育て支援についての御質問にお答えいたします。 

 海津市は、平成30年度より市内全ての園が認定こども園になります。３歳以上の子どもは、

親の就労等に関係なく園を利用することができるようになります。保育園は、保護者の就労

等により、家庭で保育ができない、保育を必要とする事由のお子さんに御利用いただく施設

です。そのため、保護者が育休になり家庭に見える場合は、保育を必要とする事由を満たす

ことにはなりませんので、保育園の利用ができなくなるということです。しかし、育児休暇

も子どもの養育のために取得する制度でありますが、子どもを育てるために、家庭にいて上

の子の面倒を見られない等の理由がある場合には受け入れることがありますので、こども課

に御相談いただきたいと思います。 

 また、一時預かり保育につきましても、毎日の生活の中で必要なときに御利用いただけま

す。子育てには、保護者の心と時間のゆとりも大切であると考えております。 

 保育園・認定こども園では、障がいがある子どもへの対応はどのようになっていますかに

ついてでございますが、障がいのあるお子さんについてはケース検討会議を行い、その子に

応じたできる限りの体制を整え、通園していただいております。一人ひとりの子どもの状態

を把握し、子どもの状況に応じた保育をすることも大切だと考えております。そのため、議

員仰せのとおり、身近な場所で発達支援センター「くるみ」と連携し、児童発達支援事業所

「みらい」の専門的な支援を受けながら園児は通園しております。 

 現在、みらいに通所している子どもは50人見えます。そのうち44人が市内の保育園や幼稚

園・認定こども園に通園しております。専門医師からの指導も、くるみを通して園に情報が

届きますので、支援の連携はされております。園では、クラスに担任と副担任を配置するこ

とにより、支援の必要な園児のサポートを個々にしております。 

 リハビリテーションなどの対応の状況については、岐阜市にあります県立希望が丘こども

医療福祉センターにて、理学療法や作業療法のリハビリが実施されております。また、近隣

では、西美濃厚生病院、大垣市民病院でも同様のリハビリを受けることができます。そのほ
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かにも、岐阜市や各務原市内の医療型児童発達支援事業所におきまして療育指導を受けるこ

とができます。その中で、未就学児の支援を行っております療育施設は、当市の「くるみ」

と「みらい」、そのほかに西濃地域の自治体では大垣市のみです。また市では、健康課、こ

ども課、くるみ、みらいと各園と連携しながら気になる園児の情報を共有し、早い時期から

保護者の方と一緒になって園児に合った支援に努めております。 

 今後も各機関と連携し、さまざまな保護者のニーズに応えられるよう取り組んでまいりた

いと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、堀田みつ子議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 続いて、市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 堀田みつ子議員の２点目の生活困窮者支援について、御質問にお答え

します。 

 議員仰せのとおり、くらしサポートセンターは、無料職業紹介所と連携し、自立相談支援

事業による就労支援を初めとして、収入・生活費のこと、家賃やローン等の債務に関するこ

となど、生活困窮者が抱える相談に応じ、自立に向けての支援を行っておりますが、経済的

困窮に関する相談に対しては、早急に食糧支援を行わなければならない場合があり、社会福

祉協議会が運営しております「フードバンクきずな」と連携し、必要な支援を行っておりま

す。 

 平成28年度の利用状況を申し上げますと、くらしサポートセンターには延べ256人の方か

ら相談をお受けしており、御質問にあります生活困窮関連の相談は延べ101人で、４割弱を

占めております。また、就労関連相談につきましても延べ30人の方から相談があり、無料職

業紹介所との連携により、一般就労に結びついた方が４人おられます。 

 「フードバンクきずな」の運営状況につきましては、平成28年度の１年間に、個人・法人

延べ70人の方々からの食料品を御提供いただき、延べ29世帯、226人の市民の方々にお届け

した旨伺っております。多くの皆様からの御厚意に対しまして、この場をおかりして厚くお

礼を申し上げます。 

 食料品の状況については以上のとおりですが、御質問にありました生活用品への対応につ

きましては、「フードバンクきずな」において支援の対象としておりません。生活の維持に

は、まず食料支援を最優先に取り組まなければならず、食料支援を行うことで食品購入に充

てる費用を生活用品の購入に充てていただくことも可能となりますので、今後も経済的困窮

者への支援は食料支援を軸に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきま

すようお願いいたします。 

 以上、堀田みつ子議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 
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○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○４番（堀田みつ子君） それでは、まず無料の子どもの学習についてお願いします。 

 これは、養老町の子どもの学習支援実施要綱というものを教育委員会のほうで取り寄せて

いただきました。その中にもいろいろ事業の目的とかというのも、もう読んでいただいてい

ると思いますけれども、それこそこの海津市の方でも、大垣であるあしたの支援室だとか、

そういうところに行ってみえる方があるというふうにお聞きしているんですね。だから、当

然、今、教育長が言われたような学校での本当に学習をきちんとしていただく、それは大事

なんです。それは当然やっていただく。皆さん今答弁していただいたことは、本当に当然や

っていただかなくちゃいけないことだと思っております。でも、それから漏れてしまったと

いうか、こぼれてしまった、学校に行くのが毎日行けないとか、いろいろ問題のある子も、

それはありますよね、当然。そういうときに、こうした学習支援というふうなところは必要

ではないかなあというふうに思うんです。最初に取り上げました新聞記事の中に、養老町の

教育長が言われているのは、学習会に参加することで、子どもたちが生活習慣を改めて家で

も勉強しようという意欲や態度を身につけてほしいんだというふうに言ってみえるし、本当

に月に１回や２回でどう変わるというわけでもないですけれども、そういった子へ、それと

ともに、プラス自治体としても支援しているんだという大きいメッセージが無料の子どもの

学習会というのに込められているんではないかと私は思うんですね。そういうことから、ぜ

ひ、全然やりませんよというふうではなくして、一度検討をお願いしたいんです。 

 あしたの支援室の案内の中にもあるのは、ここに来るのをとても楽しみにしているとか、

学校でも少しずつ落ちついてきたと。こういうところに来ることによって、今まで学校では

余り落ちつきがなかったんだけれども、でも自分に対して、割とこういう支援室というのは

マンツーマンに近いような形での対応ということになっているので、そういう子どもたちが

落ちついてできるように、本当にここは一人ひとりを大事にしてくれるところだねというふ

うなことも書かれているんですけれども、あと、ただこれは岐阜の学習支援ネットワークと

いうのがあって、こうしたのは一般社団法人というふうで、こういう岐阜の学習支援ネット

をつくってやってみえるというところもあるんですけれども、それでもそういう中でも、こ

うやって自治体でやるという意味合いというのは、本当に先ほども言いましたように、やっ

ぱりそういうメッセージを発することだと考えておりますので、その点についてどうでしょ

う、もう一度ちょっと検討を。当然、教育長が答えていただいた、それぞれの学校での学習

は本当に必要だと思うし、そこできちんと教育は受けられるべきだというふうに考えており

ますけれども、もう一度済みません、お願いします。 
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○議長（森  昇君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） それでは、ただいまの堀田議員さんのお尋ねについて、こちらの見

解を述べさせていただきます。 

 まず一つですけれども、学校で行っております夏休みの学習会につきましては、各担任が

必要感を感じている子を対象に、全員に夏休みの学習会をしているわけではなくて、家庭状

況とか学習定着度を考慮しながら、必要だろうと担任のほうで判断した子のみ声をかけさせ

てもらってやっております。 

 あと、教育委員会としてのアピールはということです。実はこの養老町で行ってみえる事

業、名前を言ってしまいましたけど、この事例に挙がっておりますところは、一昨年度まで

特別措置を受けてみえましたけれども、それ以後、途切れたと。そんな中で、文部科学省の

家庭教育支援事業を指定を受けて取り組まれているのがこの事業でございます。と同じよう

に、私どもも昨年度から家庭教育支援事業の、私どもは学習支援ではなしに相談支援をポイ

ントとした事業の指定を受けて２年目に入っております。それぞれ市町におきましては、児

童・生徒の様相とか家庭事情とか地域の実情とかいろいろ違いがあると思いますが、私ども

は相談事業に昨年度から取り組んでおります。それが一つはアピールになるんではないかな

ということを思います。以上でお答えになったかどうか。 

 今後、そういった市内の二千数百人の児童・生徒の学習定着状況等を加味しながら、これ

はこういったことも取り組む必要があるなとか、個別に支援を要する家庭状況から必要があ

るなというようなことが、現場から、学校から私どもも感じるようになれば、対応は検討し

てまいりたいと考えております。全くそういうことをやらないというふうではありません。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○４番（堀田みつ子君） ありがとうございます。 

 この事業の対象者自体が、ひとり親であるとか、ここでは養老町でやってみえるのは生活

保護家庭の子どもというな限定的なものであるというふうなことではありますけれども、や

はりこうしたことがずうっと続けられているということは、これは2010年ぐらいから岐阜で

のそれぞれのボランティアではないですけれども、こうした取り組みがあるということは、

やっぱりニーズがあるというふうに考えられるので、門戸は一応は開いているよというふう

に言われているわけですから、ちょっと今後見ながらお願いしたいと思います。 

 それと、就学援助のことなんですけれども、この年度途中のことですが、先ほど例に挙げ

られたのは、年度途中にかわってみえて、年度途中に申請がされて、前年度の収入が当然そ

れに合致するから受けられるという意味だけですよね。そうじゃなくして、実を言いますと、

ちょっとそのアンケートの中にもあったんです。突発的な経済状況変化による税金だとか教
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育費等、去年まで収入があったので、ことしの経済状況が不安定だからといって就学援助等

が受けられないという今の制度に疑問があるというふうな、ちょっとそういうお答えもあっ

たんです。本当に今、貸し付けというのもあるんですけど、でも、今が不安定だから借りて

も返せないので本当にどうなんだろうという疑問の声がありました。だからこそ、この年度

途中で収入が落ち込んでしまった、本当に一気に落ち込んでしまったようなときというか、

税の関係ではあるんではないかなあと思うんですけれども、本当に途中からほぼ半分ぐらい

の収入になってしまっただとか、３分の１なり何なり６割ぐらいになってしまった、そうい

うときには、全然何も助けられる制度というのはないんでしょうか。 

○議長（森  昇君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの御質問ですけれども、教育委員会としましては、先ほど

答弁でも申しましたとおり、そういった一定の基準を持ちながら教育委員会の場で審議をさ

せていただいております。緊急にそういった状況に陥られた場合、教育委員会のほうに申請

書が上がってまいりますと、そこにやっぱり事実確認をするための諸書類を提出していただ

くことをまずお願いしならんということを思います。そういった総合的な判断のもとで、そ

れは保護を認定するに値するだろうということになれば認可されると思いますし、全くだめ

とは言っておりません。ただ、昨年度まで準要保護の認定を受けていない御家庭で、ことし

は収入が全くなくなってしまったというような場合、全てを認めておるということになりま

すと、とてつもない数、そのときの事情によって認可せざるを得なくなってくるということ

もありますので、その点は十分配慮しながら信憑性とかを確認させていただくということに

なると思いますが、ここ何年かの事例を見ましたけれども、１点ございましたのは、当時、

２世帯同居というふうで書類が上がっておりました、そういうケースですが、よくよく再確

認させてもらったところ世帯が別だったということで、所得額が大きく違ってきて、それを

認可したという事例があるということを聞いております。以上です。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○４番（堀田みつ子君） それも認可したというのは、もともと前年度がその人の世帯は少な

かったというだけなんですね。そうじゃなくて、本当に途中で、たまたまやめなくちゃいけ

なくなったとか、本当に部署がかわってばんと下がってしまったというような、そういうと

きの対応というものをやっぱり今後考えていかなくちゃ、今、本当にどうなるかわからない

というふうなことがあるもんですから、ぜひその点についてもう少し、原則は原則です。で

も、先ほど途中で職業がなくなって考えていかないかんけど、金額がたくさんになるからと

いう言い方ではなくして、本当に収入が半分になってしまった、そういうのを実際に見て確

認するわけでしょう。確認するんだから、どこかでいろんな不正を働くだとか、そういうこ
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とはないはずです。だからこそ、そこの点についてはきちんと対応していただきたいなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 その次、生活困窮者のところなんですけれども、これは実を言うと、生活困窮でサポート

センターに相談をしているけれども、ただ、生活用品というふうな言葉を使ってしまいまし

たけれども、実際のところ本当は介護保険で対応ができないような、要は要介護３以上でな

いとベッドなんかは借りられないもんですから、そういうふうな人でも何とかベッドが欲し

いなというか、半身、右手右足が不自由になってという方があるというふうでちょっと対応

をしていたもんですから、そういう方、例えば、本当に必要なんだけれども困窮のためにな

かなか買えないとか借りられないとかというふうなときに、これを何とかほかのおうちに眠

っているものを必要なところに使ってもらえるような仕組みづくりができませんかというと

いうふうに思うんです。海津市の自治体で、例えば何か余っているじゃないですけど、もう

使わなくなってしまったんだけど、とりあえずうちに置いているよというようなものを、こ

ういうものを使ってもらってもいいですよというのを募集しておいて、そのデータをストッ

クしておいて、本当に欲しいという人のところにこういうふうのがありますよとお知らせを

するとか、それを移動するときに、本当に大きなものだと自分でとりに行けないとかいろい

ろあるじゃないですか。そういうときに、市のちょっと手があいている職員の人だとか何か

というところで手伝って持っていくとか、そういうような、本当に困窮した人の生活に寄り

添った仕組みができないかということをお尋ねしたいんです。その点についてはどうでしょ

うか。 

○議長（森  昇君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 失礼いたします。堀田議員の御質問にお答えします。 

 済みません、ちょっとそこまで想定していなかったものですから、確かにそういうことが

できればいいなというふうには思います。ただ、これはサポートセンターでそこまでという

のは非常に難しいかなということは思いますが、ちょっと宿題というか、そういうことにさ

せていただきたいと思います。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○４番（堀田みつ子君） たまたまそのくらしサポートセンターの方にもお聞きしたんですけ

れども、そういう生活の相談を受けるときに、これがないですかと、制服ないですかねとか、

そういう相談は受けるというふうに聞いたんですよ。だからこそ余計にそういう仕組みづく

りを考えていくということを、今、宿題というふうにしてちょっと考えていただけるようで

すので、ぜひともその点は本当にお願いしたいと思っております。 

 子育て支援については、先ほど３歳以上は入ってもらってもいいよと。それから、ケース
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によっては受け入れることも可能なところもあるというふうには言われましたけれども、要

は、一時保育でもこうやって受け入れるよというのもあるけれども、でも結局のところは利

用料が問題なんですね、当然。そのままの保育園で利用できるというふうだったらそのまま、

例えば母子なり何なりという、その人の生活に合わせての金額で受け入れてもらえます。で

も、一時保育ってそこまで安くなりません。一日2,000円とか二千幾らとかというふうなの

で、これで５日間お願いしたら、もう１万円超しちゃうんですよね。そういうこともあるの

で、ぜひともそこの点はどう思ってみえるのか、簡単にでいいですので、ちょっとお願いし

ます。 

○議長（森  昇君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） それでは、簡単にお答えさせていただきます。 

 一時保育につきましては、正直なところ、そこの部分については国の補助がつかないと、

市単独で持ち出しということになります。そんなような中、値段的にも近隣他市町と比較し

ましても決して海津が高いということはありません。岐阜県全体の中でも水準以下の安価で

あるというふうにデータから把握しております。今お話ありましたが、どこまでできるかは、

また今後検討させてもらいたいと思います。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○４番（堀田みつ子君） 今、水準以下と、ほかのまちと比べて水準以下だったらいいわけじ

ゃないんですよね。その人の生活からいうと水準以上ですよ、はっきり言って。働かなくち

ゃいけない場合もあるし、子育ての中で、例えば子どもが大変な状況にあると、一人の子は、

先ほどもあったような発達障がいがちょっとあるかな、ないかなというようなところだった。

それで子どもが生まれる、そういう中で大変な状況にある場合もありますので、そういう点

を考えていただきたい。 

 最後に、私、議員になって一番これはすばらしいなと思った条例の言葉の中には、服務の

宣誓に関する条例があったんです。その中には、「私は、ここに、主権が国民に存すること

を認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することをかたく誓います」というのを皆さん書か

れるんです、公務員の方は。本当にこの宣誓書のとおりに日本国憲法をもう一度読んでいた

だいて、これを一番のもとにして、やっぱりこの自治体の行政の仕事はしていただきたい、

そういうふうに思って今回の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森  昇君） これで堀田みつ子君の一般質問を終わります。 

 ここで休憩をとりたいと思います。１時15分に再開したいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

（午後０時０９分）  
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（森  昇君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時１２分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 飯 田   洋 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、１番 飯田洋君の質問を許可します。 

 飯田洋君。 

〔１番 飯田洋君 質問席へ〕 

○１番（飯田 洋君） 議長の許可を得まして、私は次の２点について市長にお尋ねをいたし

ます。 

 １．防災情報の伝達についてお尋ねをいたします。 

 過日の新聞報道で、甚大な被害が出た九州北部の豪雨で、福岡県朝倉市の一部地域で住民

に避難指示などを伝える防災行政無線や音声情報のコミュニティー放送がふぐあいを起こし、

情報が伝わらなかった可能性があることが市の調査でわかった。停電が原因で116カ所のう

ち７カ所で作動していなかったことが判明。非常用電源車も流木や土砂に阻まれて通行でき

ず、機能しなかったという。また、雨足が強くて防災行政無線が聞こえなかったと指摘する

住民もいたとありました。 

 本市にも防災行政無線が設置され、子局は124カ所、各戸の戸別受信機は設置されていま

せん。災害の内容、規模によっては本市にも起こり得ることであります。地震の場合には、

本震の後、相当の期間にわたって余震が続くことも予想されます。また、避難生活の間にも

防災行政無線で情報を伝える必要がありますが、停電や子局の被災で部分的に機能しない地

域が想定されます。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 現在、防災行政無線放送の内容について問い合わせの電話回線が無料と有料の２回線あり

ますが、利用状況はどの程度ありますか。災害、天気、気象情報は、テレビ、ラジオ、携帯

メール等多くから得ることができますが、本市独自の内容となると、防災行政無線と市メー

ル配信サービスになります。防災行政無線が一地域でも機能しない場合、市メール配信サー

ビスは有効な手段ですが、現在の登録者数はどれほどありますか。ちなみに、愛知県犬山市

では、防災行政無線や屋外スピーカーは設置されず、避難指示の情報は携帯電話へのメール

配信などを通じて行われており、登録率は市民の18％で県内の自治体では上位とありますが、

本市の場合はどうでしょうか。 

 ２．次に、工場誘致条例の充実について取り組みをお尋ねします。 

 駒野工業団地開発事業については、早く今の現地の様相から工業団地としてＰＲできる姿
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形に、地域の皆さんの協力を得て進展してほしいと願うものであります。ハード面とともに

ソフト面についての取り組みについても、強力に実施をお願いしたいと思います。 

 現在、本市には企業立地促進条例、またそれに伴う税の特例制度があります。他市の企業

立地促進条例、企業誘致促進条例を見ましても、大体、土地、建物、償却資産等の資産投資

を行った額に対する税の特例、奨励金での対応と、操業開始に伴い、新たに雇用した従業員

に対する雇用促進奨励金の制度であります。市にはそれぞれ特徴があり、その特徴に合った、

あるいは補完する条例が必要ではないかと思います。本市独自の、また誘致への目玉となる

条例が必要であると思います。 

 そこで、旧平田町で制定され、誘致に至った条項を、現工場誘致条例に復活加入されるこ

とを提案します。また、最近の経済情勢ではありますが、企業の情報は、金融機関、不動産

業、電力会社等にも集まるものです。みずから出向いて積極的に売り込み、ＰＲに当たられ

ることを求めます。早期の目玉となる条例の制定、積極的なＰＲの展開についてお尋ねをい

たします。 

 企業誘致は、雇用の創出、働き場所、働きたい場所、これは自分の進んだ学校等で身につ

けたスキルを生かして仕事をする職種、職場の求めと、人口減少の歯どめにつながる期待が

かかるものであります。 

 そこで、条例制定、企業誘致、人口減少と絡めて触れたいと思います。 

 人口減少、合計特殊出生率、少子化対策はセットで取り上げられ、先進市町の施策が紹介

されています。岡山県の北東の端っこにある奈義町の合計特殊出生率が、2014年（平成26

年）は2.81、国の場合は1.42、岐阜県は1.50と全国トップクラスで、全国から少子化対策の

視察が相次いでいる。人口6,200人の町なので、数字は大きく動きます。2015年（平成27

年）は2.7、国は1.45、2016年（平成28年）は1.84、国は1.44でしたが、国の平均よりは高

い。理由をよく聞かれますが、特徴は難しい。何よりも２人目、３人目を産んだら楽しいか

な、何とか育てられそうと思える雰囲気づくりが大切だと感じます。また、何よりも地域全

体で子育てをする、40年前の日本ならどこにでもあった雰囲気が今も強く残っていることも。 

 子育て支援策の多くも紹介されていました。18歳未満１人当たり14万円、総額１億3,000

万円に上る財政支援が高目の出生率の一因なのは間違いないでしょう。移住してくる夫婦も

ふえました。ただ、それも３人目も育てられそうと思える雰囲気が先にあり、公的な支援策

が後押ししてこそなのだと思いますと結んであります。 

 また、徳之島伊仙町が合計特殊出生率全国１位となる要因、「子どぅ宝」、子は宝という

精神文化とともに取り組みが紹介されています。 

 しかし、いずれの町も社会現象が進み、人口増加までにはなっていません。問題は、条件

がよく、自分のスキルを生かせる仕事が島、町には少ないこととも。 



－６８－ 

 ２つの町の子育て支援策を見ますと、まず第一に上げられるのは、支援策というよりも土

地柄といいますか、地域全体で子育てをする雰囲気が残っていることです。第２は、細かく

施策がとられていると思います。例えば、出産祝い金では、本市では第３子以降15万円です

が、奈義町の場合、第１子は10万円ですが、第２子、第３子、第４子と段階的に金額も増額

していきます。保育料も国が示す標準の55％で、第２子は半額、第３子は無料です。しかし、

保育料別表を比べてみますと、本市のほうが低額である階層もあります。さらに、両町にな

く、本市独自の支援策も多々あります。 

 今回、条例施策を取り上げましたので、それに絡めて子育て支援策、条例の見直しをもも

って、さらなる充実を提案いたします。 

○議長（森  昇君） 飯田洋君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 飯田洋議員の１点目の防災情報の伝達についての御質問にお答えしま

す。 

 御質問の１つ目、広報無線専用ダイヤルの利用状況についてですが、通話料金は無料です

が、電話が集中しますとかかりづらくなる場合があるフリーダイヤル0120－930－367では、

平成29年５月に36件、６月に43件、７月に121件の利用がありました。また、通話料金はか

かるものの、通話中になりにくいテレドーム0180－995－367については、正確なデータがと

れておりません。 

 ２つ目の市メール配信サービスは、市の災害情報や防災無線放送、防犯、イベント、コミ

ュニティバス情報など、市政情報を14の配信カテゴリーに分類し、登録者の希望により選択

された情報メールにて携帯やパソコンへ配信させていただくものです。 

 御質問のメール配信サービスの登録者数ですが、８月１日現在では、緊急災害情報に

2,822人、広報無線放送に2,533人登録いただいております。緊急災害情報での登録率につき

ましては、８月１日の人口３万5,341人に対しますと８％となります。ちなみに、犬山市で

登録率が18％と高いのは、防災行政無線や屋外スピーカーを整備されておられませんので、

市民の皆さんの情報取得手段が限られているからではと推察するところであります。 

 一方、屋外防災行政無線の子局は、24時間程度の停電に対応できるように蓄電池を内蔵し

ておりますが、バッテリー切れとなるおそれもありますし、近年の住宅の防音性・気密性の

向上により家の中では聞き取りにくく、また気象状況によっては、雨音や風音により良好に

聞き取れない場合もあります。 

 議員御質問のように、緊急災害の情報伝達を補完する手段として、テレビ・ラジオなどで

情報収集していただくほか、市メール配信サービスをぜひ御活用いただき、また携帯電話を
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お持ちの方は、外出先でも有効に情報がとれる携帯会社による気象庁の特別警報や、国・地

方公共団体による災害避難情報を配信する緊急速報メールの受信設定をしていただき、情報

収集による自助の備えをお願いいたします。市では、自主防災組織での防災講話などにおき

まして、防災行政無線を補完する多様な情報提供ツールを紹介・ＰＲするなど、今後も市民

の皆様へより確実な情報伝達手段を研究してまいりたいと存じます。 

 ２点目の、新たな工場誘致条例の制定についての御質問にお答えします。 

 質問内容中の旧平田町で制定された誘致に至った条項について調べましたところ、昭和63

年４月１日から施行され、平成８年４月１日に廃止された旧平田町工場設置奨励条例の第４

条第２号、特別工場設置奨励金であると思われます。その内容は、本町の特殊事情に対処し、

特別の資本投下をしたと町長が認めた場合は、投下固定資産に対して賦課された固定資産税

の２分の１に相当する金額を限度とし、普通工場設置奨励金の交付期間終了後、さらに５年

間交付するというものでありました。平成８年度には、町内４企業に対して、固定資産税の

２分の１に相当する1,824万3,700円の奨励金が交付されております。本町の特殊事情に対処

し、特別の資本投下をしたことの内容については、現存する書類からは確認できませんでし

た。 

 固定資産税は、所有する土地、家屋、償却資産に課税されるもので、旧平田町の特別工場

設置奨励金はその全てについて課税額の２分の１を交付しており、企業にとっては大変手厚

い施策であったと思われます。 

 駒野工業団地のめどがつきましたら、これを契機として優良な企業を誘致できるよう、工

場等設置条例の対象業種の拡大、期間の延長及び雇用促進奨励金の助成額のアップ等を考え

ておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 企業を誘致し、市民の皆様の雇用の場を創出することで移住・定住を促進し、人口減少に

歯どめをかけ、自主財源の増大を図ることで、市民の皆様のさまざまな要望にも応えられる

財政基盤を築きたいと考えます。優良な企業を誘致するため、あらゆる機会やつながりを利

用して企業の積極的な誘致を図るとともに、一層企業の受け入れ体制の整備を進めていく所

存であります。 

 条例の見直しをもって、さらなる子育て支援策の充実の提案についてですが、議員御承知

のとおり、平成30年度より市内全ての園が認定こども園になります。本市の保育料について

は、国が示す標準の59.55％であり、全国の子育て先進地と言われる自治体と肩を並べるほ

ど保護者の負担軽減に努めております。さらに、今年度は子ども子育て支援事業計画の中間

見直しを行っており、多様なニーズに対応した子育て支援をより一層充実したものとしてま

いりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 以上、飯田洋議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 
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○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 飯田洋君。 

○１番（飯田 洋君） 今、問い合わせの電話回線の利用状況にお答えをいただきました。防

災行政無線の子局につきましては、子局同士の時間差の放送等、改良によりまして聞き取り

やすくなったと思いますが、これは平常時の場合ですけれども、やはり台風や豪雨の場合に

は違ってくると思います。 

 そこで、電話の問い合わせに関連してお尋ねをいたします。 

 この間のうち、台風５号でございますが、迷走の果てに８月７日夜にかけて当市付近を通

過しました。上陸とともに勢力は衰えましたが、安全確保のため避難所開設の広報がなされ

ました。実際に避難者もありました。 

 そこで、今回のこの避難所の開設の広報でございますけれども、複数の避難所の施設名、

場所になると、かなり長文になったと思います。今回の場合も問い合わせがあったと思いま

すけれども、今後の参考になるべき内容の問い合わせがあったんじゃないかなと思います。

どのようなものがありましたか。特に特筆といいますか、例示になるようなものを二、三御

紹介いただきたいと思いますが。 

○議長（森  昇君） 危機管理監 三木孝典君。 

○危機管理局危機管理監兼監察室長（三木孝典君） 御質問のほうにお答えをさせていただき

たいと思います。 

 先般の台風５号についての問い合わせでございますが、雨などにより聞き取れなかったで

あるとか、聞き取りにくかったというようなことの電話が複数件寄せられているということ

でございます。以上でございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 飯田洋君。 

○１番（飯田 洋君） 実際に音の情報と、メールの場合、後で活字で確認できる、この市配

信メールサービスは、非常に僕は有効な手段だと思います。 

 先ほど登録者数2,822ということですけれども、これを市民３万5,341人で割りますと８％

ということでございますけれども、当初に申しました愛知県犬山市の場合は、屋外放送がな

くて18％という数字ですけれども、これは愛知県内では上位ということですけれども、この

数値と比較しますと、本市の場合、この８％というのは半分以下ということになります。こ

れはやっぱり十分ではないと思います。やはり内容はメールの文字で確認できるのが確実で、

安心もできると思います。さらに登録者数をふやしていく必要があると思います。 

 先ほど、若干地元の自主防災組織の組織等触れてということですけれども、さらに今後の
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利用者の登録者数の増大に向けての取り組みについて、いま一度お尋ねをいたします。 

○議長（森  昇君） 危機管理監 三木孝典君。 

○危機管理局危機管理監兼監察室長（三木孝典君） お答えをさせていただきます。 

 メール配信サービスにつきましては、できるだけ多くの皆様、市民の皆様に登録をいただ

きたいというふうに考えておりまして、今までも自主防災組織での講話の際、そういったと

きを通じましてお願いをしておるわけでございますが、今後、市報への掲載、あるいは市ホ

ームページへの掲載等を通じまして普及に努めたいと考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 飯田洋君。 

○１番（飯田 洋君） 最近は、携帯電話、スマートフォン、市民には非常にたくさん出回っ

ておりますので、こういったものを災害情報サービスに利用していただきますよう、これか

らも普及によろしくお願いいたします。 

 次に、工場誘致条例に復活加入の提案についてでございますけれども、合併前の非常に古

い記録まで調べていただきました。私も鮮明に記憶しておりますけれども、当時、立地の申

し出に合った企業でございますけれども、相当長い間隔を寸分狂いなく水平に移動する、ド

イツ、外国製の機械を備え置くために強固な基礎が必要であった。そういったことから、特

別な基礎工事が必要になったためと記憶しております。該当する条例の条項には町の特徴と

いいますか、負につながるような内容の文言は盛り込まれておりません。そういったことも

考えての条例改正を行った記憶がございます。 

 駒野工業団地では、平田地域よりも良好な調査の結果、地盤のＮ値等も聞いておりますの

で、立地する企業によっては、答弁にありました期間の延長、あるいは対象業種の拡大、助

成額のアップ等の対応で、ひとつ積極的に誘致活動をお願いしたいと思います。 

 次に、積極的な売り込み、ＰＲでございますけれども、あらゆる機会を利用してというこ

とですけれども、前質問者の答弁で、造成の完成見込みが31年10月とありましたけれども、

少し早いかもしれませんが、私は独自のＰＲ資料の作成、やがて造成計画、図面もでき上が

ると思いますけれども、そういった図面も盛り込んだ、スマートインターだけではなく、近

く完成が予定される養老インターにもあわせて積極的にＰＲをお願いしたいと思います。 

 当初に触れましたけれども、企業の情報の集まるところ、地元の企業さん、あるいは地元

の企業さんの親会社といいますか発注元にも出向いて、林部長は不動産企業の支店長かと、

そのくらい言われるくらいこれからは動いて、先方にも覚えてもらいたいと、そのようなＰ

Ｒ活動をお願いしたいと思いますが、ひとつ林部長の意気込みをお願いしたいと思います。 

○議長（森  昇君） 産業経済部長 林真治君。 
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○産業経済部長（林 真治君） それでは、トップセールスはもう当然のことだと思います。

そして、県企業誘致課、そして県土地開発公社、こちらのほうの御紹介もありますが、私の

ほうとしましては、まず大きなＰＲ看板を立てたいというふうに思っております。 

 そして、ゼネコン、そしてディベロッパー、こちらのほうを回っていきたい。その上で、

県のほうで岐阜県企業誘致推進協議会というものがございます。こちらのほうにも加入をし

まして、いろんなところでＰＲ活動をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 飯田洋君。 

○１番（飯田 洋君） 何度も申しますけれども、非常に国道沿いということで、今の姿を早

くいい形にして、あそこから眺めて、ああここが工業団地かと、そんなようなことで立派な

看板も立つような形で、ひとつ積極的なＰＲに取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、私は今回、工場誘致について、雇用の創出、働き場所について触れました。そして、

さまざまな子育て支援策で出生率が全国トップクラスの２つの町の紹介の記事の内容にも触

れました。そして、このことは、両町でも社会現象から人口増加にまでは届いていないこと

にも触れました。本市でも現在の施策の効果があらわれるのは相当先になるものもあります

が、それだけに基盤となる今の施策が大変重要であると思います。 

 保育料について答弁がございました。国の示す額に対して岡山県の奈義町では55％、本町

では59.55％の答弁でございましたが、１号部分、この幼稚園部分を含めると、本市も奈義

町と同じ約55％になるということです。これだけを取り上げますと、政策面では本市も出生

率トップクラスのまちと同じかなと、頑張っているということでございます。 

 今日の情報社会では、他の市町の内容がすぐにわかります。実にさまざまな施策がござい

ます。しかし、それぞれの市町の施策は、それまでに至った経緯がございます。私は、施策

はバランスと継続性が大切であると思っております。答弁にもありました、これからの計画

書策定に際し、各市町の事例を参考に、海津市ならではの支援策の拡充に取り組まれること

をお願いしたいと思います。 

 本市では、定住奨励金、同窓会費用の補助、あるいは結婚新生活支援事業費補助金等、い

ろいろな本市独自の施策もあります。また、最近も市民から、本市の特に北部では固定資産

税が高いんではないかと、あるいは業者が言っている、そういうことを市民の方から聞きま

した。これは正確な資料に基づいて比較されたことかはわかりませんけれども、できれば市

内に新たに住宅、アパートができ、前任者の質問でもありましたけれども、本市に住んで近

郊に通勤・通学ができる施策も必要かなと思います。働き場所と子育て支援、いろいろ申し

上げてまいりましたけれども、最後に、再度市長にこれからの姿勢についてお尋ねをしたい
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と思います。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） ただいま御質問があったことではなくて、これからどう市政を進めて

いくかということでしょうか。じゃなくて、きょうの御質問に関して御答弁すればよろしい

ですね。 

 今、海津市も人口減少で悩んでいます。それの即興的な対応策というのはやはり企業誘致

だろうと、このように思います。 

 それから、先ほど六鹿議員の質問にも答弁しましたように、海津市に住む方が非常にここ

がいいまちだと、自信を持てるまちだと、そういう思いを皆さんに抱いていただけるような

施策を進めてまいりたいと思っております。 

 それで、海津市も行政としていろんなことをやっております。それのみだけではなくて、

最近は民間の企業の方も人口定住に力をかそうということで御指導をいただいております。

こういったまちを挙げて海津市の住みやすいよさ、あるいは環境のよさ、あるいは子育てを

しやすい、こういった状況をもっとアピールして、これから進めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 飯田洋君。 

○１番（飯田 洋君） ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（森  昇君） これで飯田洋君の一般質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（森  昇君） 続きまして、９番 橋本武夫君の質問を許可します。 

 橋本武夫君。 

〔９番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○９番（橋本武夫君） それでは、議長の許可をいただきましたので、私からは２点、図書館

についてと期日前投票・不在者投票についてお尋ねをいたします。 

 まず、図書館についてのお尋ねをいたします。 

 ６月の文教福祉委員会視察研修において、佐賀県武雄市の武雄市図書館を訪ねました。カ

ルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者とするいわゆるＴＳＵＴＡＹＡ図

書館の第１号で、全国から視察が相次いでいる図書館です。雑誌や雑貨の販売をしていたり、

チェーン展開しているコーヒー店が入っていたりと従来の図書館とは大きく異なる形態で運

営されているので、目新しさという点では集客力はあるのかもしれませんが、図書館の中身
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はいささか問題があるように感じました。一例を挙げると、武雄市図書館では司書ではなく

てコンシェルジュと呼ぶそうですが、コンシェルジュさんに武雄市政に関する資料を尋ねる

と、市議会の議事録しかないとのことでありました。この点では、海津市図書館のほうが

質・量ともにはるかに充実をしております。しかも、議事録の置いてあるのが芸術系の書架

の上段で、何でこんなところにというような場所でした。ちなみに、理解しがたい配架の問

題というのは、他市にありますＴＳＵＴＡＹＡ図書館でもあるようでございます。 

 指定管理者制度によって公の施設を民間業者に委ねると、そのコストを削減できるので、

自治体にとってメリットがあるとされていることを否定するものではありません。しかしな

がら、自治体の公共図書館は、地域の知の拠点として末永く安定的に運営されることが求め

られる施設であり、通常３年から５年の期間を決めて契約される指定管理者制度は、図書館

の運営になじまないと考えます。この点について市長はどのようにお考えでしょうか。また、

あわせて今後の図書館行政の方針をお聞かせください。 

 ２点目、期日前投票・不在者投票についてお尋ねをいたします。 

 １月に県知事選挙、４月に市長選挙が行われ、９月には市議会議員選挙が予定されており、

海津市にとって平成29年は選挙の年とも言えそうですが、近年の選挙では投票率の低さが指

摘されています。選挙期間中には、広報無線や広報車による宣伝活動を頑張っていただいて

いると思います。一方、他の市では、県知事選挙において選管のミスにより５人の方が郵便

投票できなかったということがありました。 

 投票日に投票所で投票するというのが原則ではありますが、いろいろな事情によって投票

日に投票所へ行けない人のために期日前投票と不在者投票があり、最近は利用者がふえてい

ると聞きます。 

 そこで、お尋ねをします。 

 県知事選挙、市長選挙では、どのくらいの方が期日前投票・不在者投票されたのでしょう

か。 

 期日前投票の投票所は、市役所１カ所です。公共交通機関で投票にいらっしゃった高齢者

の方に料金の免除、割り引きは考えられませんか。 

 不在者投票の手続について、対象者に、特に代理記載制度の対象者にどのように伝えられ

ているのでしょうか。その方法を教えていただきたいと思います。 

 郵便投票の対象者に介護保険の要介護５の方がいらっしゃいます。私は、要介護４まで広

げるべきであると考えていますが、そのためには関係法令の改正が必要となりますので、国

などに働きかけなければならないと思っております。この点について市長の考えを伺いたい

と思います。 

 以上、お答えをお願いいたします。 
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○議長（森  昇君） 橋本武夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 橋本武夫議員の１点目の図書館についての御質問にお答えします。 

 ただいま議員から図書館への指定管理者制度の導入の功罪について、先駆的な取り組みと

評価される武雄市図書館の実例を御紹介いただきました。 

 この図書館は、運営を民間事業者に任せ、音楽、映像コンテンツのレンタルや文具、雑貨

の販売、カルチャー教室の開催など業務を拡大して、さらにカフェを併設するなど、多様な

市民ニーズに応える複合型施設として全国的に注目され、御指摘の点はさておき、今後の図

書館のあり方について一つの方向性を示唆した取り組みであると評価できます。 

 しかし、本来、図書館の業務は、図書館法第３条にあるように、図書、記録その他必要な

資料を収集、整理、保存して、市民の皆様の教養、調査研究、レクリエーション等の用に資

することが柱であると考えております。この点から、議員御提言のとおり、当市の図書館が

学校教育を補完して、かつ社会教育の醸成の一助となる場であるよう、今後も地域の知の拠

点としてオーソドックスな運営を心がけておりますので、現時点で指定管理者制度の導入は

考えておりません。 

 次に、今後の図書館行政の方針についてお答えします。 

 議員御承知のとおり、当市には図書館が３館ございます。蔵書数10万2,000冊の海津図書

館を中央館、生涯学習センターに併設する蔵書数８万6,000冊の平田図書館及び文化会館に

設置する同２万1,000冊の南濃図書館をそれぞれ分館と位置づけております。現在、この３

館を連携する図書館システムにより、利用者には各館の蔵書をどの図書館からでも取り寄せ、

貸し出しができるよう利便性の向上に努めるとともに、財政面では蔵書の重複を極力減らす

等効率性の高い運営を行っております。 

 今後は、企画展や文化協会等の作品展示など、さらに各館の特色が鮮明に出るよう運営を

行ってまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 ２点目の期日前投票・不在者投票についての御質問にお答えします。 

 まず、県知事選挙、市長選挙では、どれくらいの方が期日前投票・不在者投票されたので

しょうかについてでございますが、県知事選挙、市長選挙における期日前投票及び不在者投

票者数は、本年１月に執行した県知事選挙では、期日前投票者数が3,689人、不在者投票者

数が90人で、当日有権者数に対し12.5％の方が投票され、４月に執行した市長選挙の期日前

投票及び不在者投票者数は、期日前投票者数が3,571人、不在者投票者数が100人で、当日有

権者数の12.2％の方が投票されました。 

 次に、公共交通機関で投票にいらっしゃった高齢者の方に料金の免除、割り引きは考えら



－７６－ 

れないかについてですが、議員仰せのとおり、近年の選挙では投票率の低下が指摘されてお

り、こうしたことも投票率アップの一助になることは否めません。また、既に一部の市町村

では、巡回バス等による投票所までの送迎を行っているところがあることは承知しており、

その多くの市町村は交通手段の確保が難しい山間地帯等であります。 

 当市は、議員御承知のとおり、コミュニティバスやデマンドバスが市内で利用でき、さら

には高齢者に対する減免料金で運行しておりますので、現時点での免除や割り引きは考えて

おりませんが、今後の社会情勢や財政事情も鑑み、対処してまいりたいと考えております。 

 次に、不在者投票の手続について、対象者に、特に代理記載制度の対象者にどのように伝

えているのでしょうかとの御質問ですが、不在者投票を行うことができる方は、以下３つの

事項に該当する方であります。 

 １つ目は、選挙人名簿に登録がある方で、選挙当日に仕事等で投票所での投票ができない

方が、市選挙管理委員会に不在者投票の申請をした上で、滞在先の市町村選挙管理委員会に

おいて投票する場合。 

 ２つ目は、岐阜県選挙管理委員会が指定した指定病院等に入院または入所しておられる方

が、その指定病院等で投票する場合。 

 ３つ目は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳交付者及び介護保険被保険者証が交付されてい

る方で、一定の障がいがある方が在宅で郵便により投票できる不在者投票がございます。こ

の場合、申請により市選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受け、選挙の都度、投票

用紙等の請求を市選挙管理委員会にすることで、郵便により投票することができる制度であ

ります。なお、郵便投票証明書の有効期間は７年間であります。 

 対象者にどのように伝えているかですが、１つ目の仕事等による不在者投票の対象者は、

把握することが困難でありますので、自身の申請によるものでなければなりません。 

 ２つ目の指定病院等で代理記載制度の対象者となる方についても把握することはできませ

んが、当市選挙管理委員会では、県内の指定病院等及び過去に請求があった県外の指定病院

等へは、市長選挙、市議会議員選挙の都度、入院入所者への選挙の周知及び不在者投票の依

頼があった場合の手続に対する特段の配慮をいただく通知とともに、指定病院における不在

者投票の手引を配付し、適切な管理執行に関して周知しているところであります。 

 ３つ目の郵便による不在者投票対象者は、それぞれの手帳等交付時に説明がなされており、

代理記載制度の対象者については、身体障害者手帳上肢・視覚障害１級及び戦傷病者手帳上

肢・視覚障害特別項症から第２項症の交付を受けている方に限られていることから、前述し

た時点での説明がなされているものと理解しております。なお、それぞれの選挙については、

市報、ホームページ、告示後に送付する投票所入場整理券にて周知しているところでありま

す。 
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 次に、郵便投票の対象者を要介護５から要介護４まで広げるべきであると考えているがに

ついてですが、議員仰せのとおり、公職選挙法第49条第２項及び公職選挙法施行令第59条の

２第３号に規定されているところでございますが、要介護認定基準による心身の状態では、

要介護５の方は、介護なしでは生活できない状態であり、要介護４の方は、日常生活全てに

介助が必要な状態と定義されております。こうしたことから、要介護４の方は介助があれば

移動が可能で、投票所での投票が可能であるとの解釈で法が定められているものと推察いた

します。また、病院や施設等と違い、在宅での郵便投票は投票管理者もなく、その範囲を広

げることが妥当であるかどうか思慮するところでございますが、一票の権利を行使できる仕

組みづくりは必要であると考えており、法改正に対する国等への働きかけについては、全国

市長会・岐阜県市長会等の意見も踏まえてまいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上、橋本武夫議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（森  昇君） 再質問ございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 まず最初に、図書館についての追加質問をしたいと思います。 

 余り視察先の悪口は言うつもりはございませんけれども、武雄市と比べてみて海津市のよ

かった点というものをまず言ってみたいと思うんですけれども、海津市の場合は、各学校に

司書の方がいらっしゃいます。ところが、武雄市の学校には、図書館に司書さんは置かれて

いないというようなお話でございました。実質的に子どもたちにしっかりと本を読んでもら

う習慣をつけていくという意味では、非常に海津市の取り組みはすぐれていると思いますし、

いかにも武雄市の図書館の読書に関する考え方というのが、ちょっと目立ちたがりなのかな

というような感じもいたしました。その点、非常に海津市の取り組みはすぐれていると思い

ますので、市長も時々その点については述べておられますが、その点に関してはもう一度、

市長がどのように学校の図書館に司書を置いている、そういった意味について深く考えてい

るのかというところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（森  昇君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 一時、子どもたちが切れるとか、あるいはそういう状態になるという

ことが社会問題となりました。情操教育に必要なことは、前頭葉を刺激する、あるいは発達

させるということを東北大学の脳神経外科の先生がおっしゃっておられます。 

 その手段としては、読書も有効であるし、あるいは習字、あるいは将棋とか、そういった

ものが非常に有効であるだろうと、そのように思っておりまして、そして海津市では、お千
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代保稲荷さんから子どもたちの読書として毎年御寄附をいただいております。それだけ各

小・中学校の図書の整備が進んでおります。図書の整備が進んでおりますので、子どもたち

がやはり本になじむためには、司書が各校に１人ずついる必要があるであろうということか

ら、今、１人ずついて、子どもたちの相談に乗っていただいております。 

 それで、一時、これだけの配慮をしておるので、実際子どもさんの読書量はどうなんだろ

うという調査をいたしましたところ、圧倒的に小学生では、海津市の子どもたちは本の借出

数が丸が一桁違うぐらい多いと。中学生においても、小学校ほど差はありませんが、岐阜県

で一番貸出数が多いという結果が出ております。その中で子どもさんたちがしっかり育って

いただける、あるいは本と親しんでいただく、そういったことが進めていただいておるとい

うことは大変ありがたいことですし、うれしいことだと考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 今、市長の説明にもあったように、小学生の子どもたちの読書量が県下で一番と、海津市

のＰＲになるような非常にいいところでございますので、そういった点もアピールして海津

市のいいところとして広めていただきたいというふうに思っております。 

 また、続きまして、指定管理者制度も今のところ考えていないということでございました

ので安心はいたしましたけれども、今後の図書館の方針の中で、私は今後ますます重要にな

ってくるんじゃないかなと思っておりますレファレンス制度に関する言及がございませんで

した。その点に関してどのようにお考えになっているのか、ちょっとお聞かせを願いたいと

思います。 

○議長（森  昇君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今、橋本議員さんにお尋ねいただいた、レファレンスサービスです

か。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） 少し質問を変えます。 

 要は、図書館のミッションの中に、私は自立支援をしていくということがあると思ってお

ります。自立支援といってもいろんな種類があると思いますけれども、起業をしたいとかと

いう方のための支援、本当に病気等の方、肉体的、精神的にもですけれども、そういった方

の自立支援、あるいは自治体の中で頑張っていこうと思っておられる住民の方への支援とか、

そういったあらゆる支援をしていくためのもとになるのが、図書館の情報資料の収集したも

のをそういった相談に来られた方に対して提供するということが、今後ますます大事になっ
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てくると私思うんです。 

 要は、そういった図書館の機能の使用、あるいはそういったものの活用をしっかりしてい

かないと、いわゆるただ単なる図書館が無料の貸し本屋にすぎないと勘違いしておられる方

が多数いると思うんですよね。ただ単に本を貸し借りするところではなくて、そういった図

書館の持っている社会的な役割、さっき市長が法律で図書館はこういうことをしますよとい

う説明をいただきました。そういったことをしっかりしていくのであるならば、そういった

ものをしっかり市民の方に還元できる体制というものをしっかりととっていかなければいけ

ないのではないかなあというふうに思っておりますが、そういったあたりのところのお答え

がなかったので、図書館の持っているレファレンスサービスに関しては、どのように今後し

ていかれるのかなというところをお聞きしたいということでございます。 

○議長（森  昇君） 教育委員会事務局長 伊藤精治君。 

○教育委員会事務局長（伊藤精治君） 議員御質問のレファレンスサービスにつきましては、

海津市図書館資料の利用に関する規定というのがございまして、そちらに定めがございます。

その条項を読み上げさせていただきます。 

 レファレンスの方法については第14条、利用者は、郵便のほか、電話、ファクシミリまた

は電子メールにより図書館資料を利用して行うレファレンスサービスを受けることができる。

２．係員は、レファレンスの概要を記録するものとする。 

 次に、第15条におきまして、次の各号に該当する事項についてレファレンスサービスは行

わないものとしますということになっていますので、これ以外のものを行うということにな

りますので、行わないものとして、人権侵害のおそれがあるもの、他人の生命、名誉または

財産を傷つけるものが上がりますので、ほとんど全ての事項についてレファレンスサービス

を行うということになっておりますので、今後とも議員の御指摘にございましたようなこの

サービスの重要性を理解して、利用者へのサービスの提供に努めたいと考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 そういったお答えがすっと出ないところが問題なのかなというふうにも思いますけれども、

そういったことをしっかりと、御存じない市民の方も多いと思いますけれども、しっかりと

図書館を活用するという意味においては、図書館はいろんなことができるんだよということ

をしっかりと市民の方にもお知らせいただいて、本当に立派な図書館ですから、しっかりと

活用できるようなふうにしていただきたいと思っております。 

 次に移ります。 

 今、図書館に置いてありますパンフレットとかを見ますと、これは７、８月のお楽しみと
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いうことで、子ども向けのいろんな企画というのをたくさんされております。それと比較し

ては何ですが、高齢者向けのサービスと企画といいますか、そういったものが若干不足して

いるのではないかなというふうに感じております。 

 今、図書館に置いてあるパンフレット、リーフレットの中に「敬老の日 読書のすすめ」

というのがあります。ここにあるのをちょっと読みますね。 

 本を読んでみませんか。本を読むと若くなると言われます。読書が心の健康に役立つから

です。本を読むことが頭の体操になるからです。本を読むと美しくなるとも言われます。す

ぐれた本と一緒に呼吸し、心を豊かに働かせている人は、自然に目の輝きが増して自信のあ

る顔だちになるのでしょう。 

 非常にいい文章といいますか、読書の効用というものが示されているものと思いますけれ

ども、ある自治体の例でいきますと、高齢者に向けた読書の奨励というものが、結果的に認

知症の予防とかに非常に役立っているという例がございます。そういった意味においても、

高齢者の方に図書館を利用していただけるようなものがあると非常にいいのかなというふう

に思っております。例えば、図書館にある資料を使って郷土史をつくるであるとか、あるい

はもっと小さく自分史をつくるであるとか、そういった活動をしていくことによって認知症

を予防し、なおかつ健康にもよろしいというような例があるようでございます。そういった

ところを考えていただけませんでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（森  昇君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今、橋本議員さんから高齢者に対する読書活動の推進というお話を

お聞きしました。とても大事なことだなあということを思いますが、私も時々図書館をのぞ

かせていただくと、自由に新聞とかビデオを見たりするコーナーがございまして、そのあた

りをお使いの方はほとんど高齢者の方です。 

 そして、高齢者の方が多く足を運ばれるなあと思いますのは、答弁の中でもありましたが、

市内の文化協会の方々がいろんな写真や絵、絵画等を、定期的にいろんな団体が交互に掲示

されて、展示会を２階でやられます。図書館の読書に直接ではないんですけれども、そうい

った取り組みも、まずは図書館に足を運んでもらうということで非常にいいことだなあとい

う思いでおります。 

 今、橋本議員さんのお話にございましたような内容についても、また図書館のほうでＰＲ、

サービスの促進の一助にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 どちらにしても、図書館というものはスタンドプレーといいますか、外に対するアピール
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の点数稼ぎの場というようなものになってはいけないと私は思っております。 

 近年では、ターミナルの駅の中、あるいは駅のそばで図書館をつくって、にぎわいをつく

り出してまちの活性化につなげているというような例もございますけれども、どちらにして

も地に足のついた図書館の運営というものをしっかりとやって成果を上げていくべきである

というふうに思っておりますので、市長の答弁によりますと、そういったことでやっていた

だけるというふうには思っておりますけれども、今後ともしっかりとやっていただきたいと

いうふうに希望をいたしております。 

 次に、２点目にお尋ねをいたしました期日前投票・不在者投票についてであります。 

 この質問を何でしたかというと、やっぱり投票権というものは、国民主権というものの大

前提であると私は思っております。ですから、私、投票に行きたいんですと思っている人が

いらっしゃったら、その人は100％投票に行けるという体制をしっかりとつくらなければい

けないというふうに思ってお聞きをしたわけであります。 

 いろいろ聞いたところではしっかりとお答えをいただきましたので、いろんな方に対して

それぞれ的確にお知らせをいただいてやっていただいているというふうには思っております

が、ちょっとそのほかの対象者の中でお聞きをしたいのは、大学生、住民票を移していない

大学生というのも多少はいらっしゃいますと思います。住民基本台帳法では、居住地が変わ

った場合には住民票の移動を義務づけられているんだけれども、学生の場合は特例として移

さないことが認められている場合があるということでございますので、住民票を海津市に残

したまま大学のあるところに住んでいらっしゃるという方もある程度はいらっしゃると思い

ます。 

 こういったことを、そういった人が不在者投票の対象になるんだということを大学生の方

が知っているのかどうか。特に最近18歳に選挙権がなりましたので、恐らく高校でも主権者

教育の中ではされているのかなと思っておるんですけれども、本当にそういったことがされ

ていて、大学生はそういうことを知っているのかどうか、あるいはそういったことを知らせ

ていく努力はされているのかどうか、少しお尋ねをいたします。 

○議長（森  昇君） 総務課長 寺村典久君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（寺村典久君） 今の議員の御質問でござ

いますが、大学生が知っているかどうかということは、基本的には大学生でございますので、

知っているものだというふうに理解をしております。 

 主権者教育という形で、議員御承知のとおり18歳選挙が昨年の参議院選挙から始まりまし

た。私どもといたしましては、海津明誠高校、地元の高校でございますが、18歳選挙の前か

ら２回、主権者教育という形で、18歳になる選挙権を得る方々に対して、啓発活動、模擬投

票等も行ってまいりました。その結果、前回の参議院選挙では、県の21市の中で瑞浪に次い
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で２番に18歳の投票率はよかったという結果が出ております。大学生が不在者投票をしたか

どうかというのは定かではございませんが、現実の話、いわゆる不在者投票の請求をこちら

にしていただいて、選挙期間が長い場合は結構余裕があるんですが、短い場合は、郵送での

やりとりは非常に時間がかかります。場合によっては、こちらにお住まいの御両親がそうい

う投票の手続等をされて、請求を本人がされて、していただくという場合もございます。 

 啓発活動については、これは私ども単独で申し上げるということではなくて、国全体で取

り組んでいかなければいけない問題であるというふうに解釈しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） 今のようなことは海津市のホームページにも載っております。海津市

のホームページには、海津市の選挙人名簿に登録されているが、他市町に滞在している場合

は、海津市選挙管理委員会宛てに投票用紙等の請求を行ってください。請求は、必ず本人が

自署し、郵送で行ってくださいというふうにあります。 

 一方、総務省のホームページには、直接または郵送等で投票用紙など必要な書類を請求し

ます。括弧して、各市町村の判断でオンライン請求も可能となっていますというふうにあり

ます。海津市の場合は、恐らくホームページ上で見るとオンライン請求はしていないという

ふうに思いますが、オンラインでの請求はできないということでよろしいでしょうか。 

○議長（森  昇君） 総務課長 寺村典久君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（寺村典久君） 現段階では、オンライン

請求はいただいておりません。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） では、今後取り入れていく考えはありますか。 

○議長（森  昇君） 寺村典久君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（寺村典久君） 他市の状況等も勘案しな

がら検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（森  昇君） 橋本武夫君。 

○９番（橋本武夫君） では、よろしくお願いいたします。 

 先ほども言いましたけれども、投票したいと考えている人が100％投票できるシステムを

つくってほしいということで質問をさせていただきました。その中で、先ほど市長がおっし

ゃった、要介護４まで広げるためには法律の改正が必要なので、全国市長会等々で働きかけ
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をしていきたいということでございます。ぜひともそういったあらゆる場において語りかけ

をしていただいて、本当に投票したい方がみんな100％投票できる、そういった環境が整え

ていただけるようにお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（森  昇君） これで橋本武夫君の質問を終わります。 

 これをもちまして一般質問を終結します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎散会の宣告 

○議長（森  昇君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 なお、予定された一般質問は全て終了いたしましたので、８月21日は休会とし、次回は９

月４日午前９時に再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも御苦労さ

んでございました。 

（午後２時１８分）  
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