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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席議員は15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。 

 企画財政課長 近藤三喜夫君が公務のため欠席をいたします。 

（午前９時００分）  

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（水谷武博君） 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７番 橋本武夫君、

８番 飯田洋君を指名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長（水谷武博君） 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条のただし書き及び第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、これを許可いたします。 

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

答弁者は、初めは壇上にて行い、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、御了解を願います。 

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

◇ 松 田 芳 明 君 

○議長（水谷武博君） 最初に、４番 松田芳明君の質問を許可いたします。 

 松田芳明君。 

〔４番 松田芳明君 質問席へ〕 

○４番（松田芳明君） おはようございます。 

 それでは、いつものように一市民の目線で３つの質問をいたします。 

 １つ目の質問、高齢運転者の交通事故防止について、質問相手は市長です。 

 ２つ目の質問、企業版ふるさと納税制度活用の推進について、質問相手は市長です。 

 ３つ目の質問、生物多様性地域戦略の策定について、質問相手は、市長、教育長です。 

 では、質問内容に入ります。 

 １つ目の質問、ことし９月に名古屋市で75歳のドライバーが運転するタクシーが歩道に突

っ込み、７人が軽傷を負い、運転手は現行犯逮捕されるという事件がありました。タクシー

運転手として長く運転し続けた75歳の運転手は、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと供述
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したそうです。この事件はほんの一例で、海津市でも、人身事故にはなっていないものの、

自宅の車庫や庭木に車を接触させたという話は聞きます。 

 そこで、次の２点の説明を市長に求めます。 

 １．交通安全対策として、海津市は市民に対してどのような助成制度を設けていますか、

制度名とその内容、またその実績は。 

 ２．大きな交通事故が起きる前に、高齢者が運転する車に安全装置（運転補助装置）を着

装するときの助成制度を検討していただきたいと思います。県内でも安全運転サポート車購

入時の助成制度を導入している自治体もありますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目の質問です。 

 市民税、法人税等の税収減により、市独自の新事業に取り組む余裕のない海津市にとって

企業版ふるさと納税制度は、本当にありがたい制度であると私は考えます。そこで、この制

度を活用し、海津市独自の新事業に取り組んでいただきたいと考え、次の２点の説明を市長

に求めます。 

 １．現在、海津市がこの企業版ふるさと納税制度を活用している件数は何件あり、どのよ

うな事業に充てられているのか、詳細説明をお願いします。 

 ２．せっかくの制度ですので、できるだけ多くの新事業に生かしてほしいと思いますが、

次年度以降これを活用して進めようという新事業はありますか。 

 ３つ目の質問です。 

 近年の生物多様性の劣化を受けて、国は生物の多様性を維持し、それらを将来にわたって

持続的に利用することを目的に生物多様性国家戦略を策定し、各都道府県、各市町村に対し

ても、2020年を目途に生物多様性地域戦略の策定を勧めています。本市は「豊かな自然」を

市の特性の一つにうたっていますが、生物多様性地域戦略の策定に向けて今後どのように進

めていくのか、市長、教育長に次の３点の説明を求めます。 

 １．生物多様性地域戦略の策定に向けての市の方針は。 

 ２．生物多様性地域戦略の策定に当たっては、まずもって本市にどのような生物が生息し

ているのか調査する必要があります。残念ながら、平田町、海津町を中心に、バス、ブルー

ギル、ミシシッピアカミミガメ等の繁殖能力の非常に高い外来生物が在来種の生物を駆逐し

ていると聞きますが、現在の時点で、どの程度市内に生息する生物（動植物）の調査は進め

られていますか。 

 ３．幸いなことに、2007年７月に発足した海津市まちづくり委員会希少生物保護育成分科

会が2008年12月に「検討結果並びに提案書」を提出しています。その提案書を参考に、海津

市生物多様性地域戦略の作成を進めるべきだと思います。ハリヨの保護だけでは生物多様性

の趣旨にも合致していないと思いますが、いかがお考えでしょうか。 
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 以上、大きく３つの質問ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 松田芳明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） 松田芳明議員の１点目の高齢運転者の交通事故防止についての御質問

にお答えします。 

 １つ目の交通安全対策として本市の補助制度の内容及び実績はにつきましては、本市の交

通安全啓発事業の補助制度として、チャイルドシート等購入に対する補助及び高齢者運転免

許証自主返納に対する支援の２つの事業を実施しております。 

 チャイルドシート等購入に対する補助事業は、議員も御存じのとおり、道路交通法の改正

に伴い、平成12年４月よりチャイルドシートの着用が義務づけられ、チャイルドシートの普

及促進を図るため、購入に対し補助金を交付しているものであります。 

 また、過去５年間の実績につきましては、平成27年度72件、平成28年度78件、平成29年度

77件、平成30年度76件、令和元年度10月末時点で32件となっております。 

 次に、高齢者運転免許証自主返納に対する支援事業は、運転に不安を感じている高齢者の

方等に対して自主的に運転免許を返納しやすい環境づくりを行い、また御家族や地域で高齢

者の運転について考える機会をつくることで、高齢者による交通事故の減少を図ることを目

的に運転免許証の自主返納を支援するものであります。 

 支援の内容につきましては、コミュニティバスや養老鉄道等の公共交通乗車券5,000分相

当を交付するものであります。 

 また、過去５年の実績につきましては、平成27年度44件、平成28年度38件、平成29年度66

件、平成30年度73件、令和元年度10月末時点で59件となっております。 

 ２つ目の高齢者を対象に安全装置の装着に対する助成制度の検討につきましては、高齢者

による交通事故が社会問題となっており、その中でも高齢者のアクセルとブレーキの踏み間

違いの深刻な事故が数多く報告されております。 

 本市におきましては、田畑が広がっている見通しのよい交差点で、白昼にもかかわらず車

同士の出会い頭事故、田園型交通事故が多く発生しており、警察署の方のお話では、シート

ベルトさえしていれば命は助かったのでないかと伺っております。 

 この事故を受け、本市では、警察署と連携を図り、シートベルト着用の啓発及び田園型交

通事故防止の対策を進めているところであります。 

 議員仰せの高齢者先進安全自動車購入費補助制度につきましては、県内で高齢者先進安全

自動車購入費補助制度を導入している市町村は、美濃加茂市、本巣市、富加町、川辺町、東

白川村の５市町村であります。 
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 補助制度の概要につきましては、満65歳以上の方を対象に、車両本体価格が消費税抜きで

300万円以下の車で先進安全装置が搭載された新規登録の車、または先進安全装置が搭載さ

れた新車登録後３年未満の中古車等が対象とされています。 

 導入市町村に制度運用状況についてお尋ねしたところ、問い合わせで多いのは、新車だけ

ではなく、後づけの装置にも補助してほしいとの声が寄せられていると伺いました。 

 後づけ安全装置につきましては、東京都が費用の９割を補助することでマスコミ等で大き

く取り上げられておりましたが、後づけの安全装置には、現在、統一された性能基準がなく、

制度にばらつきがあるため、国において、後づけの急発進等抑制装置の性能認定制度の創設

を年度内に整備するための検討が進められていると伺っております。また、新聞報道等によ

れば、先進安全装置が搭載された自動車購入に補助制度を検討していただいているとのこと

であります。 

 本市では、これらを踏まえて、今後、国・県及び他市町村の動向を注視しながら適切に対

応してまいりたいと、かように考えております。 

 ２点目の企業版ふるさと納税制度活用の推進についての御質問にお答えします。 

 １つ目の企業版ふるさと納税制度を活用している事業及び件数につきましては、企業版ふ

るさと納税は、本市以外に本社を置く企業が寄附を通じて本市の地方創生の取り組みを応援

することによって税制上の優遇措置として、寄附額の３割を当該企業の法人関係税から税額

控除する仕組みで、通常の損金算入による軽減効果の３割と、合わせて最大で寄附額の６割

が軽減されるものであります。 

 企業がこの優遇措置を受けるには、地方創生総合戦略に位置づけられた事業について具体

的な実施計画を示した地域再生計画を作成し、内閣府から計画の認定を受けて利用できる制

度となっております。 

 また、この制度は、平成28年度から令和元年度までの特例措置ですが、期限を５年程度延

長することや、減税割合を約９割まで引き上げる制度改正が検討されております。 

 なお、全国の平成30年度企業版ふるさと納税額の総額は約34億円で、個人版ふるさと納税

の受入額に遠く及ばず、全自治体の約23％の活用にとどまっております。その理由としては、

まず予算の詳細が固まっていないと申請ができない、企業の都合に合わせる必要があるなど、

事務手続の煩雑さや、企業にとってメリットが少ないことが上げられます。 

 本市では、市観光ブラッシュアップ事業を平成29年から令和元年の３カ年の地域再生計画

とし、この１案件を国より認定を受けております。 

 事業内容としましては、国指定天然記念物津屋川水系清水池ハリヨ生息地の市指定天然記

念物であるハリヨがよりよい環境で生息できるよう、生息地の拡幅及びしゅんせつ、魚巣ブ

ロックを設置するとともに、観光客が間近でハリヨを観察できるように観察用デッキを設置
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する等、生息地の環境整備を行っており、今年度は、観光客等が訪れやすいように駐車場の

整備やトイレの改修を行っております。 

 また、ソフト事業として、ハリヨ及び水環境に対する意識向上のため、岐阜協立大学の森

誠一教授等による講演会、映画上映会、シンポジウム等を開催しており、今年度は、ハリヨ

をテーマにした来年度開催予定の市民創作ミュージカル上演に先駆け、ミュージカル体験ワ

ークショップと「ミュージックフェスタinＫＡＩＺＵ」を開催いたしました。 

 こうした事業に対して、平成29年度は３企業から1,140万円、平成30年度は３企業から500

万円、今年度は、今現在で１企業から630万円の御寄附をいただいておりますし、他の企業

からも寄附をいただける旨の申出書をいただいております。 

 ２つ目の次年度以降の新事業はにつきましては、現在、令和２年度からの第２期海津市創

生総合戦略の策定作業に当たっております。企業版ふるさと納税制度は、企業とのパートナ

ーシップ構築の機会でもありますので、この第２期創生総合戦略をもとに、さまざまな企業

と情報交換、連携を図りながら、本市にふさわしい地方創生のプロジェクトとして地域再生

計画を作成してまいりたいと考えております。 

 なお、御寄附いただいております企業から地域活性化事業についての御提案もいただいて

おり、今後、内容を精査、協議し、また他自治体の事例なども参考に調査・研究をしてまい

ります。 

 ３点目の生物多様性地域戦略の策定についての御質問についてお答えします。 

 １つ目の生物多様性地域戦略の策定に向けて市の方針はにつきましては、平成20年６月に

施行されました生物多様性基本法第13条に、都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を

基本として、単独でまたは共同して、当該都道府県または市町村の区域内における生物の多

様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと

規定されております。平成31年３月時点で生物多様性地域戦略を策定した市町村は、全国で

134団体であり、県内の市町村では、岐阜市、高山市、中津川市が策定しております。 

 本市では、第２次環境基本計画の基本政策に生物多様性の確保を掲げており、多様な動植

物や希少種の保全に取り組むとともに、地域の自然環境に影響を与え、生物多様性を脅かす

特定外来生物の積極的な除去を行うとしております。こうした取り組みを進めることで本市

の豊かな自然を守り、子々孫々まで良好な環境を保つことができるものと考えております。 

 生物多様性地域戦略を策定することは、上記計画を実現するためにも極めて重要であり、

今後、関係機関との連携を図りながら調査・研究してまいります。 

 ２つ目の市内に生息する生物の調査を進めているかにつきましては、現時点で調査は行っ

ておりませんが、多面的機能支払交付金事業の農村環境保全活動として、水環境の保全活動

を行っている団体の皆さんに、南濃町志津地内の下池ビオトープにおいて生物多様性保全活
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動とともに、地域の子どもたちに環境教育の一環として、地域の伝統行事であった池干しの

体験を通じ、里山にすむ生き物を守ることの重要性や環境保全に関心を持ってもらうため、

イベントを定期的に行っていただいております。 

 また、議員が主宰されております「子供塾」によるカワゲラウオッチング、外来魚駆除活

動や、デリシャス“ＢＢ会”による外来魚を駆除して食する活動等に対しても夢づくり協働

事業として支援し、取り組んでいただいております。 

 議員仰せのとおり、生物多様性地域戦略を策定する際には、生息する生物の詳細な調査が

必要であると認識しております。 

 ３つ目のハリヨの保護だけでは生物多様性の趣旨にも合致していないと思いますが、いか

がお考えかにつきましては、議員御存じのとおり、ハリヨは生息域が岐阜県と滋賀県のみに

分布しているという限られた地域にしか生息していない希少魚であることや、県でもこの西

美濃地方だけに限られており、津屋川水系に最大級の分布を見ることができます。さらに、

ハリヨは日本産トゲウオ科のうちで最も南に位置しているという大きな意義と、世界に分布

するトゲウオ分布の中でも最南限地の一つであると言われております。学術的にも非常に価

値も高いことから、地域の財産として保護に努めているところであります。 

 今後は、関係機関との連携を図りながら調査・研究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、松田芳明議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） 答弁ありがとうございました。 

 まず、１つ目の質問からなんですが、私がこの質問をしようとしたのは、９月25日の中日

新聞のコラム欄に名古屋での事故に関しての内容がありました。その中をちょっと一部読ま

せていただきますと、体力は年齢とともに低下すると、反射神経や認知機能もそうであると。

怖いのは、衰えより衰えを自覚できずに自信や自己評価が若いときのままであると考えてと

いうような一文でありまして、これはやはり皆さん、常に若くありたいという気持ちはある

んだけど、やっぱりそれに体が伴わないということで、こういう機械に頼るということが大

切かなあと思って、今回、質問させていただきました。と言っているうちに、実は国のほう

で、今、市長の答弁にもありましたが、かなりこの補助制度について政府が前向きにやって

いるということで、新車購入に限りますが、高級車を除く普通車には10万円、それから軽自

動車には７万円の補助が出ることになっていると。安全装置のついていない車に後づけする

場合も、国交省の認可の製品をつける場合は補助するようなことがどうも今年度の国の補正
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予算とか来年度予算に盛り込まれるというようなことがありまして、私は、この海津市に要

望するような内容がそれに含まれていますので、特に新車に関しては国の補助制度で、多分

市町村の手間ではなくて各メーカーとのやりとりの中でその補助制度が運用されていくと思

いますので、この要望は今回の質問の内容に入っていたんですが、まあいいかなと。 

 市の行政にお願いするのは、後づけの場合、この間ちょっと調べてみましたら、トヨタ等

で後づけでつけるものが部品だけで６万から７万ぐらいのお金でつくということがネット等

に書いてあったんですが、そうすると、国のほうで２万か３万の補助が出ると。そうすると、

余り市のほうで、財政的にも豊かでないならば、単年度の補助制度のようなもので、その国

の補助制度が明らかになった時点で、先ほど市長がおっしゃられたように検討していただき

たいというようなことで、これは本当に要望だけですが、市長、その場合にはよろしくお願

いしたいと思いますが、ちょっと御答弁をお願いします。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今、議員仰せのとおり、国での補助制度については仰せのと

おりでございます。それにプラスして、現時点で県のほうもその制度についての検討が始ま

っているというふうに認識をしております。 

 先ほど市長が答弁で申しましたとおり、国・県等の状況を鑑みまして検討してまいりたい

と存じますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 再質問ございますか。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） どうもありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 では、２つ目の質問に入ります。 

 ２つ目の質問で先ほどの市長の答弁でもありましたが、余り、前回、橋本議員も質問され

たんですが、使い勝手がよくないということで、23％の自治体しか利用していないというこ

とだったんですが、これを、やはり財政的に税収が減っている海津市として、今回の議会に

も上程されました、丸々市に入ってくる入湯税を上げるということは私は賛成でありますが、

そういったことで自主財源を確保するためにも、こういった使えるもの、本当に海津市にと

ってはありがたい制度だと思いますので、有効に活用していただきたいということを思って

います。 

 先ほど１件、今年度末で切れる一つの事業があるということで、これを取り入れられたこ

とは非常にいいことだということで評価しますが、来年度の４月以降には今のところはない

と、先ほどの市長の答弁でも調査・検討するということだったんですが、今のところないと

いうことでよろしいでしょうか。 



－３０－ 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） 御質問いただいた企業版ふるさと納税に関してな

んですが、当局としても積極的に活用していくべきものであると、議員仰せのとおり思って

おります。市としても財政的になかなか厳しい状況ですので、このように寄附金を活用でき

るというふうな制度なので、これについては積極的に活用していくべきだと思っていますが、

市長からの説明にもあったとおり、まずこの制度を活用するためには地方公共団体が地方版

総合戦略を策定する必要がありまして、それの策定期限といいますか、それが令和２年度か

ら５年間の地方版総合戦略というのを策定することになっておりまして、まずそれを策定す

る必要があると。それを踏まえて地方公共団体が地域再生計画を作成する必要がございまし

て、地域再生計画というのが、また６月であるとか７月であるとかに内閣府から、どのよう

な地域再生計画がありますかというような確認というか、そういうものが来ますので、その

ときに応募して、それが認められた上で、その地域再生計画に企業の方が寄附をしていただ

くというふうなたてつけになっておりますので、そのように、まず個人のふるさと納税とま

た違って、このようにちょっといろいろ手順を踏む必要があるんですが、このような手順を、

まず地方版総合戦略を策定して地域再生計画を策定した上で、また市としても積極的に活用

していければいいかなとは思っているんですが、このように、まずしっかりその計画を策定

する必要があると考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） 詳しい答弁をありがとうございました。 

 それで、一つ髙木さんにお伺いしたいんですが、企業版ふるさと納税には、例えば一つの

自治体では何件までとか、そういう縛りはあるのかどうか、お聞きしたいんですが。 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） 件数に関しては縛りはございません。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 となりましたら、まあ20も30もというのは不可能だと思うんですが、２件、３件という複

数は私は可能だと思うので、先ほどおっしゃられたいろんな策定、文書作成で行政の皆さん

も大変だと思うんですが、ぜひ１つに限らず２つ３つと活用していただきたいということを

思います。 

 これに関しては、先ほども企業側からの寄附ということが大問題だと思うんですが、私、

この間、市長に来年度の予算の要望書を提出した際に、たしか10月17日にお出ししたと思い
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ますが、市長に面談を求めた場合、この日はだめ、この日もだめ、次の日もだめということ

で、市長は本当に多忙だということがよくわかりました、そのときに。 

 それで、副市長、どうですかね、この企業版ふるさと納税について、副市長が音頭をとっ

て積極的に企業を訪問して、そして何とか海津市のためにお願いできないかというような企

業訪問をやっていただけないかと思うんですが、副市長、どうでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） 企業版ふるさと納税を受けるためなんですが、も

ちろん寄附をしていただく企業を見つけるということとともに、先ほど説明いたしましたと

おり、地域再生計画というのをまず同時並行というか同じような、その寄附をしていただく

企業を見つけるのと並行して、まずその地域再生計画というのをつくっていかなければいけ

ませんので、事務局としても、まずこちらのほうをしっかりと、まだそこの計画自体がしっ

かりと、まだその策定ができていない段階ですので、こちらを策定しつつ、その両にらみで

ちゃんと企業の方を回るといいますか、そういうふうなこともしっかりと考えて進めていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） この件に限らず、法人税を納めてもらっている市内の企業と行政が親

しい関係というか、わかり合う、理解し合えるような関係を保っていくというのは非常に大

事だと思うんですが、副市長、今までに年に何回ぐらいこういう企業訪問とか、そういうこ

とをされているのか。されていないなら、されていないで結構ですが、ちょっと企業にいろ

んな説明、海津市の説明をしたり、いろんな意見をいただくというふうなことはなさってい

るのかどうかというようなことを、ちょっと件数等もあわせてお伺いしたいんですが、どう

でしょうか。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 今でのところ、そういう機会がございませんので、一度もございま

せん。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 市政の方針等、50人以上働いておられる企業さんと年に１回、ディス

カッションを行っております。 

 それから、例えば養老鉄道の寄附金を集めるのも、うちの市民環境部のほうで関係ある業

者さんに、海津市で随分お金を使っているので寄附してくれませんかというお願いは行って

いるわけであります。 

 したがいまして、ある程度こういった事業には金を使っていいなというような企業さんの
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お話もいただいておりますので、そこのところは進めていきたいと思っております。 

 先ほど申し上げました一つの案件、ハリヨのなんですが、これは大変ふるさと納税の企業

の制度としては、国のほうでは優良的な事例だという評価をいただいております。 

 先ほど髙木部長が申し上げましたように、これは計画を立て、そして企業さんをある程度

対象にしながらやっていかなくてはいけないので、今申し上げたのは、そういう基本計画を

早くつくって、６月ぐらいに公募があったときに、また手を上げていくということでありま

す。 

 したがいまして、議員がおっしゃるとおり、２つも３つもあればいいですが、これはやっ

ぱり企業さんの選択ということもあると思っておりますので、しっかり計画を固めて進めて

いきたいと思っております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 副市長がそういう機会がないということで、今、市長の答弁の中に年に１回、そういうよ

うなディスカッションをするような会もあるというので、それでお願いしているという話な

んですが、どうかそのあたりを強化していただいて、文書の作成も大事で、国に認可されな

いとそれはできないということもよくわかっていますが、どうか癒着とか、そんなことでは

ちょっと困るんですが、市内の企業と仲よくして海津市を発展させていくということでは非

常にそういった訪問等も大切だと思いますので、ぜひ副市長、今後、検討をお願いします。 

 それでは、３つ目の質問なんですが、３つ目の質問は、私、市長、教育長と書いたんです

が、どうもこの環境問題というと、海津市では環境課にストレートに行くらしいんですが、

この生物多様性に関しては、海津市で新しい部署を設けるとか、私、申しませんが、教育委

員会傘下というか、社会教育の一部でもいいので、そちらのほうに入っていただいたほうが、

私も先ほど言いました、2007年７月に発足したまちづくり委員会の希少生物保護育成分科会

のほうに２回ほど出席したんですが、こういうちょっと理科的なことだと市内の小・中学校

の理科の先生とか高校の理科の先生を入れてそういう会を開くというのが通常なんですが、

そうすると、今、市の環境課のほうではごみ問題とか水質の問題とかがメーンになっている

と思うんですが、こういう生物関係について、ちょっと学術的な観点から意見が必要な場合

は、教育委員会の中にこういう部署を、自然環境とか担当とかというような、課をつくる必

要はないと思うんですが、そういうことをちょっとお願いしたいんですが、これは市長か教

育長ですか、どちらに、よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今、松田議員さんからそういうようなお話を聞きましたが、私もち
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ょっと調べさせていただきましたが、その10年ほど前に設置されたまちづくり委員会、希少

生物保護の分科会には、今、後ろにいます伊藤事務局長も社会教育課の職員として参加して

おりました。おっしゃられるとおり、理科的な専門的な内容については、教育委員会の関係

職員の参加はいいことだなということは思っております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） この生物多様性の問題については、また次回かその次かわかりません

が、質問させていただきたいと思うんですが、ぜひ市の環境課からはちょっと離れたところ

の教育委員会の傘下のようなところでこういう問題を検討してもらうと、もっとスムーズに

進むんじゃないかと思いますので、これは要望ですので、済みませんが検討をよろしくお願

いしたいと思います。 

 まずもって、先ほどの質問でも言いましたが、本市は「豊かな自然」というのをうたって

いるわけです。例えば、海津市の市民憲章にもそれがあるんですが、教育長さん、もし覚え

ていらっしゃればでいいんですが、海津市の市民憲章の第１項目にどう書いてあるか、ちょ

っともしわかったら読み上げていただけませんか。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 市民憲章は、よく社会教育課の各種教室とか講座の最初に、開会の

ときに朗唱してからその会を始めるという、そういった習慣が随分以前から行われておりま

す。 

 市民憲章の中には、労働意欲を高めることとか、伝統文化を尊重するとか、道徳心を大事

にしていきましょうとか、そういったまちづくりをしましょうということがありますが、最

初のほうには、自然や環境を大事にしながら美しいまちづくりをしていきましょうというよ

うなことが触れられていたと思います。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 そのとおりでありまして、「自然と環境を守り、美しいまちをつくります」と宣言してあ

ります。この自然と環境を守りと、自然を守りというと、何か自然というと、川があって山

があって木が生えておれば自然が豊かだというようなふうに錯覚しがちなんですが、この豊

かな自然というのがどうも私ひっかかりまして、市がそうやってうたっている以上、あるい

はこの間いただいた「平成30年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」の中の31ペー

ジでしたかね、そこにも文化の振興、豊かな自然と文化財愛護思想の普及啓発ということで、

そういう施策の中で自然環境というのがうたわれています。ここにも豊かな自然ということ
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で、何かその文言がどんどん先に走っていて、先ほど市長の答弁にありましたが、調査はし

ていませんというような発言があると、それはちょっと何か浮いたような感じがするなと。 

 ただし、私もこの調査にどのくらい莫大なお金がかかるかというのは知っています。岐阜

市が先ほど策定したということで市長さんはおっしゃっていたんですが、岐阜市は、ほとん

どボランティアで100人近い人たちを集めてやっているんですが、もし調査をしたら、これ

は何千万というお金がかかるんです。そういうことも考えまして、私、２つ目の企業版ふる

さと納税でこの海津市の生物調査ができないかというのをぜひ上げていただきたいなという

ことで、これは同時に質問させていただくことにしたんです。 

 答弁は結構ですので、どうですかね、海津市のこの自然を何とか守るというようなことで

企業版ふるさと納税を考えていただく、そういう地方創生の一環として考えていただきたい

なということを思います。 

 これは３年ほど前にいただいた「ハリヨ生息地保存管理計画」なんですが、こういった立

派なものができています。そこにも、お話、最後にちょっと嫌みたらしく言ったんですが、

ハリヨだけを守っていても、それは生物多様性にはなりませんよということなんで、ぜひそ

の辺のことを考えていただきたいと思います。 

 最後、非常に私、悔しい思いをしたんですが、三十何年ぶりか40年ぶりかで、１年ぐらい

前の新聞に、岐阜高校の生物班が南濃町のカスミサンショウウオ、今はちょっと名前がまた

変わったかもしれませんが、そのサンショウウオというこのぐらいの小さい生き物なんです

が、それを発見したというような記事が新聞に載っておったんです。何で海津市のことが、

こんな岐阜高校の遠く離れたところの生物班━━━にそんなことを発表されんならんという

非常にじくじたる思いがありまして、地元には海津明誠高校もあるし、そこには生物の先生

もいらっしゃるなら、何で海津明誠の子たちが発見しましたというような新聞記事にならん

かなあということで、やはりこの辺、調査を十分に今後やっていっていただきたいというこ

とを思います。 

 そういう要望を申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで松田芳明君の質問を終わります。 

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、５番 浅井まゆみ君の質問を許可いたします。 

 浅井まゆみ君。 

〔５番 浅井まゆみ君 質問席へ〕 

○５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１点、地域公共交通の見

直しについて市長にお伺いいたします。 

※ 

※ 後日取り消し発言あり 
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 地域公共交通に関しては、平成27年10月に路線を見直し、コミュニティバスの路線を８路

線から３路線に再構築し、デマンド交通が導入されました。しかし、年間利用者数は年々減

少し、平成27年度の14万9,769人から平成30年度には10万55人と、約５万人減少し、運行経

費は１億800万円から１億1,800万円と、1,000万円の増加となっています。国庫補助はあり

ますが、それでも市の負担額は、平成30年度で9,480万円となっています。 

 本年８月から９月にかけて、地域公共交通に関する市民との意見交換会が11カ所で行われ

ました。また、3,000人にアンケート調査も行われたと聞いていますが、その調査内容を海

津市地域公共交通網形成計画の策定にどのように反映していくのか、今後重要になってきま

す。 

 前回の定例会の一般質問において、デマンド交通の利用者は70代、80代の方が多く、特定

の人しか利用していないことや、意見交換会では、料金を値上げしてはどうかとか、バスを

ふやせばいい、また地区社協に補助金を出して福祉的交通を充実させてはどうかなどの意見

も出たとの答弁がありました。私もそういう意見を市民の方からいただきました。 

 私は、現在運用されている地域公共交通に関しては６割の方が不満をお持ちである。また、

経費が１億円以上かかっている現状を鑑み、今の体制を大きく見直す必要があると考えます。 

 そこで、今回、デマンド交通を福祉的交通に移行することを提案させていただきます。こ

こでいう福祉的交通とは、石津地区社協や下多度地区社協で行われている高齢者送迎サービ

スのことをいいます。 

 ここで、石津地区社協での高齢者送迎サービスについてどのように行っているか、概要を

御説明させていただきます。 

 この事業は、ことしで６年目を迎えています。車は、市社協より１台、軽自動車を無償で

借り受けています。事務所は、元石津幼稚園跡地を利用し、現在、運転ボランティア24名、

受け付けボランティア27名の体制で行われています。 

 利用者の条件として、おおむね70歳以上のひとり暮らし、もしくは75歳以上の高齢者のみ

の世帯を対象にしていますが、今後、見直すことも考えています。 

 利用日時は、月曜日から金曜日の９時から16時までで、利用料は無料、保険代として年間

1,000円をいただいています。 

 民生委員さんを通じて登録申し込みをし、利用は前日までに電話で予約していただきます。

利用登録者は、７月現在で63名いらっしゃいます。ドア・ツー・ドアでやっていただいてい

ますので、利用者の方に大変喜んでいただいています。 

 このようにたくさんのボランティアさん、また民生委員さん、石津代表者会の皆さんの御

協力のもと、石津地域では、地域のことは地域でという意識が高く根づいています。 

 こういった事業を他の地区社協さんにもお願いできればすばらしいと思いますが、もちろ
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んボランティアさんを集めることは容易ではないです。市民の方のお力を何とかおかりでき

ればと思っています。 

 また、こういった事業を地域で進めていただくことによって地域のコミュニティづくりも

できますし、福祉の向上だけでなく、防災の観点からも貢献できるのではないでしょうか。 

 以上のことを踏まえ、今後、意見交換会での意見、アンケート調査の結果も考慮し、地域

公共交通を大きく見直し、デマンド交通に関しては福祉的交通に移行していくべきと考えま

すが、いかがでしょうか。市長の御意見を伺います。 

 また、意見交換会でどのような意見があったのか、アンケート調査の結果もあわせて伺い

ます。 

○議長（水谷武博君） 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） 浅井まゆみ議員の地域公共交通の見直しについての御質問にお答えし

ます。 

 まず、意見交換会での意見、アンケート調査結果につきまして、本年８月から９月にかけ

て、市内11カ所において地域公共交通地区別意見交換会を行いました。参加いただいた方々

からの主な意見を御報告いたします。 

 地域特性に関するものとして、名古屋への直線距離が近いにもかかわらず遠回りを強いら

れて不便であると、近隣市町との連携が不足していると。鉄道・バスに関するものとして、

愛知県（津島市とか弥富市とか愛西市等）への直通バスを出してほしいと、毎日でなくても

いいので路線バスを出してほしいと。デマンド交通に関するものとして、予約がとりづらい

と、運行台数がふやせないかと、車両を小型化できないかと。また、新たな移動サービスに

関するものとして、地区社協ともっと連携できないか、住民主導で新たな移動手段を考える

という方法もあるのではないか、福祉有償運送事業者であるＮＰＯ法人を拡大する方法もど

うかなど、地域の実情に応じたさまざまな意見をいただきました。 

 市民3,000人を対象としたアンケート調査では、有効回答数1,033件で、回収率は34.4％で

した。 

 バスの利用状況では、「この１年間にバスを利用したことがあるか」との問いに、「利用

していない」と回答した方が90％。デマンド交通では、認知度が約80％あるものの、実際に

利用経験がある方は約３％にとどまり、市民の移動手段が自動車に依存しているという状況

が推測される結果となりました。 

 また、ＮＰＯ法人が実施している福祉有償運送事業や本市の石津・下多度地区社協で実施

されている移送サービスについては、約68％が知らなかったと回答されております。 
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 運行に係る経費負担については、コミュニティバスやデマンド交通については、約38％の

方が市の負担額が多少ふえても現状サービス水準は維持すべきであると回答しており、市の

負担額を現状程度にするべきと合わせると、約55％がサービス水準の現状維持を求めている

という結果になりました。 

 市の公共交通の満足度につきましては、約50％の方が不満、またやや不満と回答しており、

前回、平成22年度に実施したまちづくりに関する市民意識調査のときの数値が59％でしたの

で、若干は改善されたものの、依然不満度が高いという調査結果でありました。 

 次に、意見交換会での意見、アンケート調査の結果も考慮し、地域公共交通を大きく見直

し、デマンド交通に関しては福祉的交通に移行していくべきだにつきましては、石津地区の

皆様が地域のことは地域でという意識が高く、地域での支え合い、助け合いの意識が根づい

ているということに対しまして、協働のまちづくりを目指しております本市といたしまして

も、大変ありがたく、こうした考え方が市域全域に浸透していくことを願っているところで

あります。 

 また、防災の観点からも災害時の応急対応や復旧は、地域コミュニティが大きな役割を果

たし、共助の力を高めることは、地域の安心・安全の基盤をつくることにもつながります。 

 議員仰せの福祉的交通につきましては、利用者が高齢者や移動制約者に限定されるため、

公共交通として位置づけているデマンド交通とは別に福祉サービス事業としての位置づけで

展開させていく必要があると考えております。 

 本市では、石津・下多度地区社協が実施されている高齢者送迎サービスを市内全域に展開

していただくための呼び水として、令和２年度かいづ夢づくり協働事業の行政提案型として、

「高齢者等移送サービス活動の振興」をテーマとして実施団体の募集を行うよう準備を進め

ており、本市として実施団体に対し、移送サービスの運営に必要な支援を検討してまいりた

いと考えております。 

 今後、公共交通のあり方といたしまして、これまでの市議会での多くの議員各位、市民の

皆様からの御意見をもとに、利用実態を踏まえ、効率化を進めながら、現行のサービスレベ

ルを基本的に維持するとともに、議員仰せの福祉的交通は、移動制約者に特化し、公共交通

は、通勤・通学者等に特化した枠組みに見直す等、検討してまいりたいと考えております。 

 今後は、人口減少対策、高齢者対策、福祉や観光などのまちづくりにおけるさまざまな分

野の施策とあわせて考えていくことが重要であり、施策の実現に向けた体制づくりに取り組

んでまいりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 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（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔５番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 まず、アンケート調査ですが、回収率は34％ということでありますが、この１年間で利用

していない方が９割、それからデマンド交通に関しては３％しか利用していないという結果

が出ました。利用者が限定されている理由、またデマンド交通に対する御不満は、何が理由

だとお考えでありましょうか、お伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今の再質問に対する御答弁をさせていただきます。 

 利用者が限定されている理由、利用者が一部の方に偏っているということでございますが、

１つは、朝と夕方の集中する時間帯に一部の方が固定して予約をとられておるというのが１

点でございます。詳しく申しますと、市内の障がい福祉支援サービス事業所に通所されてお

る方でございます。この方々が悪いというわけではなくて、ルールにのっとって１週間前か

ら予約がとれますので、その都度その都度、その時間に定期的に予約をされて利用されてお

るというのがまず１点でございます。 

 ２つ目に、この制度については平成27年から始まっております。当初はエリアを区切った

デマンド運送でございましたが、その後に、いわゆる足の長い、市内全域のどこへでも行け

ますよというようにルールを変更いたしました。その結果、お一人の方が移動する距離が長

ければ、こちらの近くの方とか遠くの方の時間の調整が非常に難しいということで、乗合バ

スのイメージ、乗り合い率が非常に低かったということで、１年ほど経過した段階で、目的

地が同じ方、一番大きかったのが海津温泉ですね。海津温泉に利用される方が多いというこ

とで、その方々をある一定の時間に集約して、目的地が同じところへ持っていくようなお願

いをしてやったという、いわゆるコンビニ化というような手法を使ってしましたので、その

方々が定期化してしまったという部分。 

 あともう一点は、あいている時間でいいから乗りたい、そこを狙ってどこでもいいから乗

りたいというコアな利用の方が多いと。そういった方が、いわゆる定期的に利用される方が

あいているすき間を埋めてしまうというようなことで利用者が限定をされてしまった。これ

につきましては、１カ月で3,000円で乗り放題というような劇的な料金設定もこれはあるか

と思いますが、そういったことで定期的な利用の方が多くを占めてしまったというところで

ございまして、このまた不満の理由も、今、そういったことが原因で予約がとりづらいとい

う部分が一番多いかと思います。 

 あと２つ目は、デマンドもドア・ツー・ドアでございませんので、おおむね300メーター

という基準でバス停、デマンドの乗り場を設定しておりますので、そこまで行くのが大変だ

というようなことは聞いておりますが、その不満についてはそういったことが主なものだと
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いうふうに考えられます。以上です。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 基本的には現行のレベルを維持していくということですが、今後、意見交換会での意見や

アンケート調査の結果をどのように計画に反映していくかということが大切になってくると

思いますが、通勤・通学・観光等の対象者に特化したサービスの枠組みに見直すという答弁

がありましたが、具体的にどのようなことを考えておみえになるのでしょうか。 

 意見交換会の中で、愛知県への直通バスを出してほしいという意見が出ていました。これ

までもほかの議員さんからの要望も多々ありましたが、例えば試験的にどのくらいニーズが

あるのか、一定期間走らせて調査してみるということもあるかなと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 通勤・通学・観光等に特化したという、これは方向性として

こういう方向性をお示しさせていただいているところでございます。現在、御承知のとおり、

市の公共交通網形成計画を策定しておりまして、現在も市公共交通会議でこの協議をしてい

る段階でございますので、具体的に今こうだということは申し上げることはできませんが、

例えば通勤・通学に特化して、よその市町でいきますと、コミュニティバスについては、通

勤・通学ですと朝夕に特化して走らせるというようなことも考えられますし、観光でありま

したら、観光地をめぐる周遊のバス、これは公共交通と言えるかどうかわかりませんが、本

来、公共交通というのは誰でも乗れるというような前提のものでございますので、そういっ

た、今までの答弁でも申しましたとおり、８路線から３路線に減らした経緯というのは、あ

との５路線が、いわゆる空気を運んでいると言われるような状態であったということでござ

います。この地域の問題もあるかと思います。公共交通に乗る文化といいますか、そういっ

たことが地域の皆さんの中で醸成されていないというのが現状なのかなあというふうには認

識をするんですが、そうした部分も含めて、この中で公共交通を利用していただけるような

仕組みづくりを、やっぱりしていかなければいけないというふうには認識をしておりますが、

現時点ではそんな考え方であるかと思います。 

 また、例えば水晶の湯とか海津温泉が直接事業者が考えて駅への送迎ですとか、そういっ

たことも、これは私どもの公共交通とはちょっと違いますが、あらゆる分野の中で検討して

いく必要があるというふうに考えております。 

 また、いわゆるバスなんかのターミナル化ということですね。ハブにして、ここへ行くと

どこへでも行けるような形のものができればいいかなあというようなことも検討はしており
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ます。 

 次に、愛知県については御意見等も承っていることは承知しております。11カ所、意見交

換会をさせていただいたところでございますが、地域によって行く場所が、要望の場所が違

います。当然、南のほうは弥富ですとか愛西、こちらの吉里ですとか西のほうですと津島で

すとかというようなところもございます。このニーズをどういうふうにつかむのか。ただ単

に試験運行をすればということでも、試験運行をするだけでもかなりの経費がかかるわけで

ございますので、もし仮にやるにしても、愛知県に行ったはいいけど、帰りは空で帰ってこ

なければいけないとか、そういうようなこともございます。実際に本当に真剣にやるという

ことであれば、まずしっかりとしたニーズ調査をするべきではないかというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 確かに経費はかかると思いますので、しっかりとまたニーズ調査をしていただきたいと思

います。 

 それで、これまでの路線バス、デマンドの枠組みは、基本的に変えないということなんで

すが、バスは減らさずに、別に福祉的交通をプラスアルファで考えていくという、そういう

考え方でよろしかったでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今、現時点でデマンドをなくすということは考えておりませ

んが、ただ、最初の御質問等で利用者の問題ですとか経費の問題等々の部分で、デマンドの

部分を福祉的交通の部分で担保できるようになれば、当然、デマンドからその部分を転換し

ていくということも考えられるかなあというふうに思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） 確かにデマンドバスを全てなくしていくということはちょっと無理

かと思うんですけれども、現状の市の厳しい財政状況を考えますと、台数を今後減らしてい

くことも考えないといけないのではないかと思います。 

 今、例えば部長も言われましたけど、朝夕に特化したスクールバス的なものに路線バスを

していくとか、いろいろ観光に特化したものにしていくとかということでコミュニティバス

なんかは減らしていけると思いますし、もっと思い切った見直しをしていくことが大切かと

思うんですが、もちろん今後、公共交通会議にかけていくと思うんですが、その辺、市長さ

んのお考えをちょっとお伺いしたいと思うんですが、どうでしょうか。 
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○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今現在、先ほど申しましたとおり、公共交通会議等で検討し

ておる段階でございますので、お金が無尽蔵にあればいろんなことができるかと思いますが、

与えられた環境の中で市民の皆様とともに、よりよい公共交通にしてまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 無尽蔵にあればなんてことはあり得ないわけでありまして、また同じ

ことを、轍を繰り返す、空気を運んでいるんじゃないか、それをさんざん私は御指摘を受け

ました。その結果として、一つは市外へツール、要するに近鉄と養老線と新幹線、名鉄をつ

なごうということで石津駅から岐阜羽島駅へ、これも当初、羽島市から断られました、乗り

込みはだめだと。皆さん、ぜひ朝乗っていただきたいんですが、あれは学生がいっぱい乗っ

ています。 

 したがいまして、前にも答えておりますけれども、先ほど部長が答えましたが、ニーズは、

それはあるのはあると思います。しかし、そのどの程度あるのかということだろうと思いま

す。しかも、なおかつ弥富、それから津島、それから平田のほうは勝幡へ出ておられる方々

がいらっしゃるのはわかっております。 

 したがいまして、今の公共交通網の中で認められた路線ということで現在進めさせていた

だいております。 

 デマンドバスも、私は、これは当初すばらしいアイデアだなあということで始めさせてい

ただきました。しかしながら、固定される方が出てくるという考えがなかったと。だから、

そこのところを少し利用形態を変えさせていただきたい、このように思っております。 

 先ほどお話がありました、福祉が目的なのか、公共交通なのか、これも際限がないと思っ

ています。どこのところで折り合いがつくのか、また議員の先生方、市民の皆さん方と御協

議を賜りながら形成計画の中で進めていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 次に、高齢者送迎サービスを夢づくり協働事業、行政提案型として募集を、今回、市報の

12月号に掲載していただきました。ありがとうございます。具体的に手を上げてくれそうな

ところはありそうでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） まだ先日、市報に載せたばかりでございますが、現にそのサ
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ービスを実施されておるところも対象としておりますので、それ以外のところにもいろんな

形で働きかけをさせていただきたいなというふうに思っております。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほど浅井先生からお話もありましたが、非常にすばらしいことを石

津社協さんと、それから下多度のほうの皆さんにやっていただいております。本当に感謝い

っぱいであります。 

 夢づくり協働事業、これはやっぱり市が抱えている問題を市民の皆さん方のアイデアで克

服していかなくてはいけない。その中で大変ユニークでおもしろかったのは、釣って食べち

ゃおうと、これは岐阜県さんからも非常に評価をいただきました。しかしながら、まだ事業

化ができないので御苦労をおかけしているということであります。 

 その中で、この夢づくり協働事業に掲げるだけではなくて、それはやはり市も汗をかいて、

やりたいという方はもういらっしゃると思うんですが、どこに声をかけていくかという問題

もあるし、やらされ感を押しつけてもいけないし、そういった中で汗をかいていく必要があ

ると、このように思っています。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございます。 

 この夢づくり協働事業の募集が１月末なんですね。大変期間が短いと思いますので、今後

どのように地域の方にＰＲしていくかということが大切だと思うんですが、これから市とし

て環境整備をどのようにしていくかということもお示しいただいたほうが手を上げやすいの

ではないかと思います。 

 それで、地区社協にこだわらず、手を上げていただく方がいらっしゃればすばらしいと思

いますが、具体的な環境整備として車をどうしていくかということに目を向けますと、例え

ば公用車を今年度と来年度で12台減らしていくということを聞いておりますんですが、この

廃車する公用車を活用できないか。もちろん、余り古いのはいけませんが、きちんと整備す

れば使えそうなものもあると思いますので、そういった車を送迎サービスを始めるところに

無償で差し上げて活用していただくことも可能ではないかと思うのですが。 

 それから、また環境整備として、さらに考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今、議員仰せの公用車の廃車を活用と、これも御提案の中の

一つとして御相談に乗らせていただきたいなというふうに思います。 

 この担当については、高齢者の送迎サービスの提案については健康福祉部の高齢介護課が

提案をしてきておりますので、そちら等々を含めて検討して、御相談に乗らせていただきた
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い。こういったことも地域の皆様に発信をさせていただければなあというふうに思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございます。 

 ぜひ環境整備のほうも、よろしくお願い申し上げます。 

 実は石津地区社協では、送迎サービスというのは高齢者の見守りにすごく役立っているん

ですね。以前こういうことがありました。送迎にお迎えに行かれた運転手さんなんですが、

利用者の方が出てこられなかったということで大変心配されて、すぐに受け付けボランティ

アの方に連絡されて、市社協の方や民生委員さんに連携していただいて、結果、倒れていら

っしゃって、警察や救急車を呼んで命が助かったということが、そういう事例がありました。

このように安否確認にもすごく役立っているんですね。 

 石津地区社協では、送迎サービスのほかにも、この車を青パトとしても活用していただい

ております。ほかにも、スクールボランティアさん、子どもの見守りとか、またサロンなど

もやっておりまして、100名以上の方がボランティアとして地域で活躍していただいており

ます。 

 こういったように、ほかの地域でもこのような事業が広がっていって地域のコミュニティ

づくりに役立っていければなあということを本当に感じますけれども、そういった事業が広

がっていくということには市社協さんの御協力も大変必要になってくるかと思いますが、寺

村部長さんはもと市社協におられたのでよく御存じだと思いますが、そこら辺もお願いしな

がら進めていっていただければなというふうに思います。 

 地域のことは地域でというコミュニティづくりのためにも、より多くの市民の方に御協力

いただいて、福祉的交通、高齢者送迎サービスにたくさん手を上げていただくよう、市とし

て環境整備をきちっとしていただきまして、思い切った見直しをお願い申し上げます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（水谷武博君） これで浅井まゆみ君の一般質問を終わります。 

 ここで10時30分まで休憩します。 

（午前１０時１３分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２９分）  

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

○議長（水谷武博君） ９番 伊藤久恵君の質問を許可いたします。 
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 伊藤久恵君。 

〔９番 伊藤久恵君 質問席へ〕 

○９番（伊藤久恵君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 まず、１．海津温泉について、質問相手、市長でございます。 

 ２．教科書採択について、質問相手、教育長でございます。 

 質問内容、１．海津温泉の井戸掘削は、順調に進んでいると聞いています。来年の４月に

はリニューアルオープンの予定ですが、営業再開に向けての今後の展望をお示しください。 

 ①源泉井戸掘削工事及びリニューアル工事の進捗状況、今後の工程について教えてくださ

い。 

 ②リニューアルオープンに向けた今後の取り組みについて教えてください。 

 ③多くのお客様を呼び戻し、さらに新規のお客様を呼ぶための周知はどのようにする予定

でしょうか。 

 ④将来に向けての海津温泉の展望をお示しください。 

 ２．教科書採択について。 

 私ども幸福実現党としては、学校教育について多くの提言を行っています。その一つとし

て、歴史教科書の採択を重要視しています。平成18年の教育基本法改定によって、伝統と文

化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度を養うこと（教育の目標第２条の５）との文言が明記され、愛

国心を育てることが重要な論点となりました。 

 この改正を受けて、教育現場、歴史教科書においても自虐史観からの脱却を目指すことと

なりました。 

 ①海津教育委員会としては、こうした教育基本法の改正に基づいて、愛国心を育てるとい

う観点、また自虐史観についてどのような考えを持っているのか、お示しください。 

 ②教科書採択はどのようにされるのか、教えてください。 

 ③文部科学省の通知では教科書採択の情報公開が求められていますが、対応はどうなって

いるのでしょうか。 

 ④歴史教科書から坂本龍馬等の歴史的偉人を消す案が出ていると聞きます。それに対し、

どうお考えでしょうか。以上です。 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君の質問に対する市長並びに教育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） 伊藤久恵議員の１点目の海津温泉についての質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、現在、源泉掘削工事は、近隣にお住まいの皆様を初め多くの皆様の御
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理解、御協力により順調に工事が進み、来年２月に開催予定の岐阜県自然環境保全審議会温

泉部会に動力申請を行うための書類作成段階となっています。 

 ４月中旬予定の営業再開に向けて遅滞なく準備を進めておりますことを、まずもって報告

させていただきます。 

 １つ目の源泉井戸掘削工事及びリニューアル工事の進捗状況、今後の工程につきましては、

源泉井戸掘削工事の進捗状況は、本年６月８日に掘削開始して以来、市のホームページで進

捗状況を公開してまいりました。おかげをもちまして、10月31日には県から許可をいただい

ている1,400メートルまで到達し、その後は鋼管を設置して、温泉をくむ揚湯試験を実施し、

その分析をしており、並行して先ほど申し上げました県自然環境保全審議会温泉部会への動

力申請書類を作成しているところであります。 

 今後の工程につきましては、前述の審議会で動力設置の許可をいただくまでの間に源泉か

ら貯湯槽までの配管接続工事及び施設内のポンプ・配管工事を進め、浴槽までのルートの確

保を行います。そして、動力設置の許可後は、温泉営業の再開に必要な営業許可申請事務を

進めてまいります。 

 次に、リニューアル工事につきましては、現在、宿泊棟を中心とした屋根のひさし部分の

塗装工事を行っており、今後は、順次、癒しの湯への箱サウナの設置、電気風呂、つぼ湯の

増設、施設正面玄関東側の庭園スペースの一部をロードバイクステーションスペースとし、

バイクラックやベンチを配置する工事、駐車場の段差解消、玄関引き戸の自動化及び内装工

事等の施設維持修繕工事を行ってまいります。 

 限られた時間の中でさまざまな工事が干渉しないよう、工程監理にも留意しながら進めて

まいります。 

 ２つ目のリニューアルオープンに向けた今後の取り組みにつきましては、リニューアルオ

ープンまで数カ月に迫っております現状を踏まえ、指定管理者とも協議を進めております。 

 本年の第１回定例会の一般質問におきまして、議員よりレストランの新メニュー開発やア

クアワールド水郷パークセンター等の近隣施設との連携はできないか等、多くの御提案をい

ただいておりますので、実現に向け調整を行っております。 

 また、運営面におきましては、一日でも早く営業再開日を決定したいと考えておりますが、

温泉の動力許可や営業許可等の関係上の制約も考慮しなければなりませんので、営業再開日

を４月中旬として見据え、再開日程が決定後、すぐに予約受け付けが可能な体制を整えてお

くことや、スタッフの配置及び研修等の準備も進めていただけるよう要請しております。 

 ３つ目の多くのお客様を呼び戻し、さらに新規のお客様を呼ぶための周知はどのようにす

る予定かにつきましては、海津温泉営業再開を広く周知するためにも、まずもって営業再開

日を一日でも早く決定し、一日でも早く予約を受け付ける体制を整えることがお客様を呼び
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戻す第一歩と認識しております。 

 具体的には、リニューアルオープンを周知するために、愛知県西部や三重県北部の近隣市

町への新聞折り込みチラシの作成、配布や、テレビコマーシャルにも使用できるＰＲ動画の

制作を初め、ポスターやのぼり旗、懸垂幕や横断幕、公用車やコミュニティバスを活用した

ＰＲ用マグネットシートの作製等にかかる経費を今定例会の補正予算に盛り込んでおります。 

 また、新たなお客様を呼ぶための方策としましては、ロードバイクステーションを新設す

ることで道の駅的な憩いの空間を提供し、ロードバイク愛好者の交流拠点として、また本市

には釣り愛好家が多く訪れていただいていますので、機会を捉えてＰＲしてまいりたいと考

えております。 

 さらには、他市町で開催される観光ＰＲイベントにも積極的に出向き、ＰＲに努めるとと

もに、ＳＮＳを利用して広く海津温泉の魅力を動画や写真で伝えてまいります。 

 ４つ目の将来に向けての海津温泉の展望をお示しくださいにつきましては、まずは今まで

御利用いただいたお客様に再び戻っていただけること、そして新たなお客様にお越しいただ

けること、これが当面の目標になります。 

 お風呂目的の地元のお客様はもちろんですが、木曽三川公園やアクアワールド水郷パーク

センターを訪れる観光客、ロードバイク、ランニング、釣りなどの愛好家、また大江緑道完

成後には、ウオーキングなどに訪れた人たちに集まっていただける、本市のレジャーの拠点

として今まで以上のにぎわいを生み出し、多くの人の笑顔であふれる施設にしたいと考えて

います。 

 ＰＲの当面の具体的な方策は、さきに述べたとおりですが、オープン後は、さらに利用者

の動向を見つつ、御意見を取り入れながら、さらなる改善に努めていきたいと考えておりま

す。 

 将来的には、大規模改修、さらなる民間活用などさまざま考えられますが、具体的には、

営業再開後、経営の安定を見ながら検討してまいりたいと考えております。 

 最後に、議員も御存じのとおり、海津温泉は開館当初から市内外の多くの皆様に愛され、

御利用いただいてきた実績がございます。営業再開後には今まで以上に多くの皆様に御利用

いただけるよう努めてまいりますので、御理解、御協力をいただきますようお願いを申し上

げます。 

 以上、伊藤久恵議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 続いて、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 続いて、伊藤久恵議員の２点目の教科書採択についての御質問にお

答えいたします。 
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 １つ目の海津市教育委員会としては、こうした教育基本法の改正に基づいて愛国心を育て

るという観点、また自虐史観についてどのような考えを持っているのか、この点につきまし

て、市の教育委員会では、第２次教育振興基本計画の中で基本理念を「いのちをつなぐ教

育」、心豊かな一人ひとりがともに生きる喜びを感じる教育として、生きる力を育む教育の

推進、豊かな心の育成を図っているところであります。 

 子どもたちが生きていくこれからの社会は、これまでにないスピードで国際化や情報化が

進展し、多様な価値観が存在する社会となっていくことが予測されます。このような社会の

中で力強く生き抜くための力を高め、多様な人々と協働するとともに、日本人としての自覚

と誇りを持ち、世界で活躍したり、地域に愛着を持ち、ふるさとに貢献したりできる児童・

生徒を育てることが愛国心を育てることにつながると考えております。 

 具体的には、学校の教育活動全体を通じて主体的に物事を判断し、正しく行動できる児

童・生徒を育成すること、豊かな心や伝統・文化を尊重する心を育むことが大切であると考

えております。 

 小・中学校では、総合的な学習の時間や低学年の生活科、社会科等の授業などで体験的な

学習を行ったり、地域の文化や歴史を学んだりしております。例えば、堀田の田植え、稲刈

り、ミカンづくり、まち探検や史跡見学、立野御殿万歳や狂言などであります。また、特別

の教科、道徳の授業では、伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する心、国際理解、国際親善等

について、各校、各学年の発達段階、実態に応じて学習を進めております。 

 自虐史観につきましては、多様な歴史観のうちの一つをあらわす言葉ではないかと認識し

ております。 

 学校では、学習指導要領に基づいて、一方的な見方、考え方に偏らないよう教育の中立性

を確保し、児童・生徒一人ひとりがさまざまな事象に関して自分自身できちんと考え、しっ

かりと判断できるようにすることが大切ではないかと思っております。 

 ２つ目の教科書採択はどのようにされるのか、この点につきましては、議員御存じのとお

り、教科書発行者において作成された図書は、文部科学大臣の検定を経て、初めて学校で教

科書として使用される資格が与えられます。その教科書の中から学校で使用する教科書を決

めることが教科書採択であります。 

 採択の方法は、義務教育である小・中学校は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に

関する法律、以後無償措置法といいますが、それによって定められており、適切な採択を確

保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・研究をして、

採択権者に指導・助言等をするとともに、採択地区を設定することになっております。 

 採択権者は、都道府県教育委員会が策定した選定資料を参考にするほか、採択地区で独自

に調査・研究した上で種目ごとに１種の教科書を採択しております。 
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 種目とは教科書の教科ごとに分類された単位をいい、例えば小学校国語１年から６年、中

学校社会（地理的分野）などのことをいいます。 

 現在、岐阜県におきましては、７つの採択地区があり、海津市教育委員会は、西濃地区採

択協議会に属し、その地区採択協議会における協議に基づき、種目ごとに１種の教科書を採

択しております。 

 今年度を例にスケジュールを具体的に申し上げますと、５月下旬に西濃地区採択協議会の

設置、６月から７月上旬にかけて調査・研究、教科書法定展示会の開催、７月中旬に令和２

年度使用教科用図書の調査・研究結果の報告と協議及び採択原案の決定をしております。そ

の後、海津市教育委員会で採択原案をもとに、令和２年度使用教科用図書を実際に、教育委

員さん方、お一人お一人が手にとって確認していただいて決議をしております。また、西濃

地区内の各教育委員会の採択決議、西濃地区全体の合意をもって地区採択が完了いたします。 

 ３つ目の文部科学省の通知では教科書採択の情報公開が求められていますが、対応はどう

なっていますかということにつきましては、議員仰せのとおり、文部科学省から「教科書採

択における公正確保の徹底等について」という通知の中で、教科書採択の結果及びその理由

等の公表に関し、義務教育諸学校については、無償措置法第15条の規定により採択権者であ

ります教育委員会は、教科用図書の種類、採択した理由等を公表するように努めるものとす

るとされております。また、通知の中で共同採択地区においては、共同採択地区を構成する

各教育委員会としてホームページに地区採択協議会の事務局が公表する、その情報へのリン

クを張るなど、主体的に公表に取り組むこととされております。 

 海津市教育委員会といたしましても、保護者等への情報提供のためにホームページに市の

教科用図書採択のページを作成し、西濃地区採択協議会の事務局が公表しておりますホーム

ページ情報の紹介、採択結果の一覧、採択の理由、議事録要旨の掲載をしております。また、

６月中旬には、海津図書館で期間を定めて教科用図書の展示も行っております。 

 ４つ目の歴史教科書から坂本龍馬などの歴史的偉人を消す案が出ていると聞きます、それ

に対してどうお考えかにつきましては、高等学校と大学の教員らでつくられております高大

連携歴史教育研究会が大学入試で歴史の細かい用語が出題され、高等学校の授業が暗記中心

になっていることが問題であるとして、用語の精選案を発表されました。このことを朝日新

聞が平成29年11月14日に取り上げたことが発端となり、坂本龍馬や吉田松陰、武田信玄、上

杉謙信らの偉人が教科書から削除の対象になるのではないかと話題になったと認識しており

ます。 

 児童は、教科書に掲載されております偉人の写真などに触れることで、その人物を通して

歴史に興味・関心を持ち、歴史をさらに学ぼうとする意欲が高まると考えております。また、

歴史を初めて学習する児童に学ぶ楽しさを味わわせることにもつながっていると考えており
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ます。 

 なお、小・中学校の授業につきましては、学習指導要領に基づいて学習を進めており、

「小学校学習指導要領解説社会編」には、小学校の歴史学習は、人物の働きや代表的な文化

遺産を中心として学習することとしているとあり、取り上げる人物例が紹介されております。

また、令和２年度に使用します小学校の教科書には、坂本龍馬の写真などが掲載されており

ます。 

 「中学校学習指導要領解説社会編」にも歴史的分野の学習の知識及び技能にかかわる狙い

として、我が国の歴史の大きな流れを世界の歴史を背景に、各時代の特色を踏まえて理解す

るとともに、諸資料から歴史に関するさまざまな情報を効果的に調べ、まとめる技能を身に

つけるようにするとありまして、時代の特色を示す出来事や人物等が教科書に取り上げられ

ております。中学校の教科書にも、小学校と同様、坂本龍馬は掲載されております。 

 小・中学校では、社会科の授業のみならず、今後も学習指導要領に基づいて教科書を活用

しながら、児童・生徒の知識及び技能、その習得や思考力、判断力、表現力などの能力、主

体的に学習に取り組む態度などの育成を図りたいと考えております。 

 高等学校の教科書の内容等につきましては、教科書の検定や採択の権限が市の教育委員会

にはございませんが、またその動向を注視してまいりますので、御理解いただければと思い

ます。 

 以上、伊藤久恵議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 まず、海津温泉についてでございますが、海津温泉の今の現状ですとかリニューアルオー

プンに向けての今後の動向について詳しく御説明いただき、ありがとうございました。 

 以前の海津温泉の一般質問をさせていただいたときに、市民の方からいろんな声をいただ

きまして、その提案の中でたくさんのことを取り入れていただけたかなということですごく

感謝しております。 

 例えば、入り口玄関の動線を考慮していただきたいとか、あとつぼ湯とか電気風呂がふえ

たらいいなとか、あとサウナにテレビをと提案したところ、露天風呂のほうにテレビを設置

してくださるということ、また外観の見た目の変化も必要ではないかということで、屋根の

塗装ですとか駐車場の整備など御配慮いただきました。 

 さらに、指定管理者のほうに目玉メニューを考えていただいているようで、何か本当に楽

しみだなということを感じております。季節のメニューなんかもできましたら、また欲張り
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ですけど、お願いしたいなと思います。 

 施設内外の機能強化でありますとか、本当に多方面にわたりましてリニューアル工事をし

ていただけますこと、市民の要望にお応くださってありがとうございます。 

 温泉の源泉井戸が崩落してということでとてもピンチだなと思ったんですけれども、もっ

とそれをチャンスとして捉えて、時間も４月オープンということで、タイトな時間の中で一

生懸命オープンに向けて頑張っていただいているということでございます。やはりこの大勝

負でございますので、海津温泉のにぎわいというんですか、そういうものを取り戻すという

意味で頑張っていただきたいと思います。 

 以前、さきの市長様のお話の中にもありましたけれども、人を呼び込む上での新たな仕掛

けも必要ということで、玄関のところの東側ですか、ロードバイクステーションとしてバイ

クラックを設置していただくということを聞きましたが、どのような構想であられるのか、

少し説明いただきたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 玄関のちょうど東側、すぐ隣に約100平米ぐらいになるかと思いますけれども、そこにベ

ンチとテーブルを置きます。それと、その横に台数が十数台ぐらい置けるバイクラックを置

いて、それに限らず、そこを散歩される方ですとか、走ってみえる方も見られますので、そ

こで休憩をしていただけるようなスペースをつくりたいというふうに考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 ちょっとイメージすることができまして、楽しみだなということを思っています。近くに

住んでおりますので、よくバイク、自転車で通られる方とか、ツーリングをしている方もた

くさん見えますし、走っている方たちも多いので、そういう休憩するところになって、今ま

でとはまた違ったお客様が来ていただけるような、楽しみでございます。ありがとうござい

ます。 

 次に、先ほど市長様は４月の中ごろということをおっしゃってくださったんですが、いや、

営業開催日はいつですかと本当は聞きたかったんですけれども、いろんな手続等がございま

して、まだ中旬ということだそうですけれども、以前申しましたように、たんぽぽまつりで

すとか、堀田でのイベントもございますし、アクアパーク、そちらのほうのイベント、あと

アクアマルシェもございますので、そういう次から次へとあるいろんなイベントと組み合わ

せてお客様に来ていただけるような、波及効果というかシナジー効果をもって、次々といろ

いろなそういう集客のイベントに合わせていくということがいいかなということを感じてお
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ります。 

 先ほどお話があったオープンに向けての近隣市町への周知ですけれども、ＰＲの方法をい

ろいろいただいたんですけれども、いろんな各種イベントとコラボしてやるということも大

事だと思いますけれども、旅番組なんかの、ああいう何かで紹介していただいて、テレビな

んかの放映があったらすごいかなと思ったり、先ほど何かＣＭをつくられるようなので、そ

ういうものなんかを流すような方向はどうなんでしょうか、予定はあるのでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 ＰＲ動画でございますけれども、非常に短い15秒程度のもので、今のところはユーチュー

ブとかにも使えるかなということも思っております。 

 それから、あとＰＲですけれども、具体的には県外ですね、名古屋とかで行われる市のＰ

Ｒができるところとか、あと県の温泉協会がありまして、そちらのほうのＰＲの機会もある

と聞いておりますので、そこにも出させていただくようなことも考えておりまして、ちょっ

と旅番組等については、今後検討させていただきますのでお願いします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 テレビのそういうＣＭなんかとか旅番組なんかは、結構たくさんの人が見てみえますので、

本当に皆さんがそういうのでたくさん来ていただけるといいかなあと、最高ですよね、そう

いうのが実現するよう祈っております。 

 ちょっとここで少し、以前にも聞いたんですけど、経営計画とか財務計画について質問さ

せていただきたいと思います。 

 前回お聞きした、今までのリニューアル工事の費用というのが、指定管理者とか、また従

業員の方への補償とか、またそのスタッフの今後開始するに当たっての研修なんかもあると

思うんですけど、２億は超えていると思うんですが、前回もお聞きしましたけれども、この

費用の回収の予定期間は、前回、10年ぐらいをめどにとおっしゃったんですけど、今度温泉

なんかの入湯税も上がるかもしれないということで、見積もりなんかをちょっとお伺いした

いなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 まず、海津温泉が指定管理で運営されるようになってからの単年度収支で申し上げますと、

指定管理者の納付金から海津苑の管理費、いわゆる市の持ち出し分であります工事ですとか、

50万を超えた分の修繕費などを引きますと、平均で１年当たり約2,900万円のプラスになっ
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ております。そういった単純な計算でいきますと、今回の源泉の掘り直しですとか、リニュ

ーアルの改修、それから休業に伴う補償などで今まで要した費用がこの約10倍ということに

なっておりますので、前の議会のときにお答えさせていただきましたように、単純に10年ほ

ど要するという計算になります。 

 しかしながら、今回、リニューアルオープンは、単純に休館前に戻すということだけでは

なくて、市長の答弁にもありましたように、より多くの皆さんにお越しいただきたいという

ような目的を持って改修ですとか企画も考えておりますので、少しでもこの期間を短くして

いきたいなというふうに考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。期待しております。 

 それから、国の拠点整備交付金というのが出るかもしれませんと言っていたんですけど、

それが出なかったということなので、やはり温泉なんかは、これからも何があってそういう

アクシデントが起きるかわかりませんので、以前も申し上げましたけど、やはりアクシデン

トが起きてから慌てるんじゃなくて、責めの経営ができるように、備えとして基金の積み立

ては絶対にしていただきたいと思いますので、これは要望でございますけれども、どうかよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 それから、最後に、先ほど浅井議員もおっしゃっていましたけれども、海津温泉を中心と

した大江の地域なんかは国営の三川公園とか長良川サービスセンターとかがございまして、

本当に公園の中に住んでいるような感じなんです。ですから、やっぱり将来の展望に向けて

交通のアクセスが必要だと思うんです。国のほうの公園ですので、もし可能ならば国の三川

公園なんかのところにステーションみたいな、バスで結構ですので、できたら温泉であると

か、いろんなところを周遊していただくという、そういう国のほうに交渉していただきなが

ら、そこに乗り入れられるようなステーションができたら、バスですけれども、そういうの

ができたらどうなのかなあということをちょっと考えたりしていたんですけれども、三重県

のほうであるとか、もちろん名古屋を視野に入れて発展させていくということは海津も必要

だと思いますので、そういうのもどうかなということをちょっとさっきのお話の中で感じま

したので、つけ加えさせていただきます。ありがとうございます。 

 次に、教科書採択についてでございますが、時間も少し迫ってまいりましたけれども、や

はり私たち実現党のほうでは日本の誇りを取り戻す運動ということで進めておりますけれど

も、これで、例えばこの間、図書館で歴史教科書を見させていただいてきました。そのとき

に、一つは、大東亜戦争の意義についてということで文面をちょっと引用させていただきま

すと、一つの本のほうは、「長く東南アジアを植民地として支配していた欧米諸国の軍隊は、
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開戦から半年でほとんどが日本軍によって破られました。この日本軍の勝利に東南アジアや

インドの人々は、独立への希望を強く抱きました」とあるんですね。もう一冊のほうは、

「欧米諸国による支配からの独立を求めていた、これらの植民地は、戦争が終わった後、十

数年の間に次々と独立をかち取っていきました」とございました。 

 以上で引用を終了いたしますけれども、私は戦争というものを美化するつもりもございま

せんし、戦争というものには否定的な考えを持っていますけれども、でも、やはり先人たち

がその命をかけて国のために戦ってきたことが、このアジアの人たちに独立するという希望

を与えたという結果、アジアだけでなくアメリカの植民地の人たちが次々に独立を果たした

ことを考えるということは、やはり次の世代の子どもたちに日本人としての誇り、それから

日本だけでなく世界に対しての責任を持つという子どもに育つんじゃないかなということを

とても感じております。 

 教科書一つとってもそのように、小さなことに思えるかもしれませんが、採択のそういう

ものによって本の意図とするものが少しずれてくると、子どもたちの将来というのも変わっ

てくるということがあるかなということを感じております。 

 一方的に私の話になってしまって申しわけありませんけれども、私は、やはり愛国心なん

かでも、自分のことでちょっと申しわけないですけれども、やはり海津市が大好きだから人

のお役に立ちたいと思って議員になりました。この市の職員の方たちも、皆さん、市民のた

めにと思って、みんなの幸せを祈ってお仕事をされていると思うんですね。そういう意味で、

子どもたちが人のお役に立ちたいんだって、この海津を愛したい、日本を愛したい、世界の

ために何かしたいという、そういう人間に育ってくれたらいいなということを常日ごろ私は

思っております。 

 そういう意味からも、自分たちは、日本人は戦争でこういう悪いことをしたんだという教

育よりも、本当に私たちはすばらしい、もちろん負けはしましたけれども、その中から得る

ものもあったということ、そういうことを子どもたちにどうか伝えていってほしいなという

ことを感じております。 

 あと、いろんな、今、徴兵制や強制連行によって戦地に送られて苛酷な労働があったって、

男性だけじゃなく女性もいろいろあったということで、日本軍の占領地で朝鮮の方や台湾の

人たちから、個人的な立場から日本政府や企業などに謝罪を求めている人もいますけれども、

やっぱりこれは教科書の中でそういうことも取り上げられているんですね。でも、日本のそ

ういう立場から申しますと、これは国家間でもう終わっていることなんですが、まだそれを

教科書に取り上げるということ自体もいかがなものかということを、私、常々考えておりま

して、やはりそういう自虐史観とか、そういうものの払拭という部分が大切なのではないか

なあということを感じております。 
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 また、本当は市長様とか教育長さんにそういうこともお聞きしたかったんですけれども、

時間の都合もございまして、この日本の未来を明るくするために子どもたちへのそういう配

慮をお願いして、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（水谷武博君） これで伊藤久恵君の一般質問を終わります。 

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、３番 松岡唯史君の質問を許可します。 

 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 質問席へ〕 

○３番（松岡唯史君） 議長にお許しをいただきましたので、一般質問を行いたいと思います。 

 要旨１．特別養護老人ホームサンリバー松風苑について、要旨２．駒野工業団地開発事業

について、質問相手は、いずれも市長でございます。 

 １．特別養護老人ホームサンリバー松風苑について。 

 特別養護老人ホームサンリバー松風苑は、海津市が運営している介護保険施設であり、在

宅での介護が困難な方などに入所してもらい、入浴、食事、排せつなど日常生活上の世話を

します。また、介護疲れや、冠婚葬祭、旅行等で家族が介護できないときに宿泊してもらい、

食事、入浴、排せつなど日常生活上の世話をするショートステイも行っています。 

 今回、一般質問に取り上げた理由は、前回の議会で決算特別員会の資料として配付された

平成30年度海津市決算審査意見書の中で、ますます高齢化が進み、施設の需要がふえてくる

と推測されるものの、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準があるため、入所希望者

がいるのに利用者数がふやせない現状にあるという説明があったためです。また、少し前に

なりますが、同施設の職員が公休をとれずに困っているといった話も伺いました。 

 つまり、同施設では、介護職員不足により入所希望者が入所できない状況にあるのではな

いか、また職員の労働環境にも影響を及ぼしているのではないかと考えたからであります。 

 そこで、同施設の現状等についてお尋ねします。 

 ①介護職員がやめて減っていると聞きますが、昨年度何人やめられましたか。また、主な

離職原因を教えてください。 

 ②新たに採用した介護職員は、昨年度何人いますか。また、募集はどのような方法でして

いますか。 

 なお、平成30年度に改修・改善工事約5,500万円をかけて同施設の入所定員を50人から59

人へ増床しました。同施設を改修し、定員をふやした理由の一つに、収支改善により一般会

計からの繰入金、平成29年度3,860万円、平成30年度4,723万円を削減させたいということも

あるのではないかと考えられます。 
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 そこで、改修による増床効果や今後の経営方針などもあわせてお尋ねします。 

 ③改修前後１年間の１日当たり入所者数をそれぞれ教えてください。 

 ④今年度の赤字額はどれだけですか。また、一般会計から繰り入れせずに黒字化するため

には１日当たり入所数は何人ほど必要なのでしょうか。 

 ⑤建物は31年経過しておりますが、今後、建物の改修や建てかえ等の予定はありますか。

また、同施設が民営化されるかもしれないとの話を聞きましたが、民間への譲渡等の予定、

計画はありますか。 

 ２．駒野工業団地開発事業について。 

 事業期間が今年度までの駒野工業団地開発事業は、造成工事やその他工事が計画どおり進

められ、企業誘致に努めておられることと思います。今年度も４カ月を切った現在、事業の

進捗状況を確認するとともに、事業期間内に企業誘致ができない場合の本市の負担等につい

て確認したく、次の点について市長にお尋ねいたします。 

 ①工事の進捗状況について。 

 ②事業期間内に企業誘致ができない場合の本市の負担について。 

 ③企業誘致の進捗状況について。 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史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） 松岡唯史議員の１点目の特別養護老人ホームサンリバー松風苑につい

ての御質問にお答えします。 

 まず、特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員の人員基準について説明させていただ

きます。 

 人員基準については、国が定める指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基

準、岐阜県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及び岐

阜県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準要綱で定められており、介

護職員、看護職員の総数は、常勤換算方法で入所者の数が３名に対して１名以上、また看護

職員の数は、入所者数が50名を超えて130名を超えない施設にあっては常勤換算方法で３名

以上となっています。 

 本施設は、入所者の定員が59名、短期入所者の定員が４名、合わせて63名ですので、介護

職員及び看護職員は21名以上、またそのうち看護職員は、３名以上が必要となります。 

 １つ目の介護職員が昨年度何人やめ、また主な離職原因はにつきましては、平成30年度は、

退職者は２名となっております。また、離職理由につきましては、個人の情報のため、お答

えは差し控えさせていただきます。 
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 ２つ目の新たに採用した介護職員は、昨年度何人いますか、募集はどのような方法か、改

修による増床効果や今後の経営方針につきましては、介護職員の募集は、市報かいづ、市ホ

ームページ及び大垣公共職業安定所等で募集を行い、さらに海津明誠高等学校に直接出向い

て、介護職を希望される生徒を推薦していただけるようお願いしてまいりましたが、応募は

なく、新規での採用者はございませんでした。 

 次に、増床効果ですが、議員仰せのとおり、平成30年10月から定員をふやしたことにより、

一般会計からの繰入金を1,000万円ほど減額できる見込みとなっております。 

 また、平成30年９月末時点で157名の待機者が現在146名と、11名減となっております。 

 今後の経営方針としましては、職場環境の改善と経営効率の向上を図ってまいりたいと考

えています。 

 職場環境の改善については、既に介護職員と看護職員の双方が連携を取り合う勤務シフト

への移行を実施したところですが、今後も各種職員研修を行うなど、働きやすい環境づくり

に努めてまいります。また、経営効率の向上では、入所者を満床にするため、介護職員の増

員にさらに努力し、入所者の入院等による空きベッドの調整などに努めていきたいと考えて

おります。 

 利用者様にとって安全・安心、快適な生活づくり、職員にとっては安全・安心、快適な職

場環境づくりを目指してまいります。 

 ３つ目の改修前後１年間の１日当たりの入所者数につきましては、改修前の平成29年10月

１日から平成30年９月30日までの入所者の平均は50.25人で、改修後の平成30年10月１日か

ら令和元年９月30日までの入所者の平均は53.33人となっており、3.08人の増となっており

ます。 

 ４つ目の今年度の赤字額はどれだけか、また一般会計の繰り入れをせずに黒字化するため

には１日当たり入所者数は何人必要かにつきましては、令和元年度については、９月30日現

在で1,500万円の純損失を見込んでおります。 

 また、一般会計からの繰入金なしで黒字化するには、独立行政法人福祉医療機構の資料に

よると、本施設と同じ多床室では、稼働率、地域加算、人件費率、各種加算等の条件にもよ

りますが、１日当たりは全国平均では80人以上が必要となります。 

 ５つ目の建物は31年経過し、今後、建物の改修や建てかえ等の予定は、また民間への譲渡

等の予定、計画はにつきましては、現時点では施設の建てかえの計画はございません。また、

改修については、今年度までに熱源機器入れかえ工事、デイサービスセンターを廃止し、９

床増床する工事、高圧受変電設備改修工事、エレベーター改修工事、発電機取りかえ工事な

どを行いましたので、当面は大きな改修は予定しておりません。 

 民間への譲渡等の予定、計画につきましては、市公共施設等総合管理計画による個別施設



－５７－ 

計画策定の中で検討してまいります。 

 ２点目の駒野工業団地開発事業についての質問にお答えします。 

 １つ目の工事の進捗状況につきましては、議員も御存じのとおり、開発造成工事を県土地

開発公社が、アクセス道路の整備工事は、本市が実施しております。 

 進捗状況は、昨年11月の全員協議会の折に配付させていただいた工程表のとおり順調に進

んでおりますが、開発造成工事において流動的な要素があると県公社から伺っております。 

 造成工事は、その大半が盛り土工事でありますので、造成済みの区域の盛り土の沈下が想

定していたよりも大きく、そのため、ある程度の養生期間を置く必要が出てくる可能性があ

ると報告を受けております。 

 また、それに加えて国や県による公共工事の残土発生量が想定よりかなり少なくなりつつ

あり、県公社とともにこれまで以上に公共残土の工面に努めてまいりますが、全量確保の見

通しが立たない場合は来年度にずれ込むことから、工事期間が延長されることが判明したと

きには、直ちに議会へ御報告させていただきます。 

 ２つ目の事業期間内に企業誘致ができない場合、本市の負担につきましては、県公社と締

結した協議協定に「事業期間終了後においてなお未分譲用地が存するとき」と明記してあり、

この時点において、初めて本市が県公社の借入金利息相当額を負担することになっておりま

す。 

 この条項でいう事業期間の定義については、分譲までを含んだ開発事業全体に要する期間

と解釈しており、工事が完了したら、直ちに利息負担が発生するものではありません。 

 しかしながら、県公社との間において誘致の期限を決めておかなければ、本市がいつまで

債務保証をするべきか不確定でありますので、本市による債務保証の期限と利息負担の開始

時期は、改めて協議する必要があると考えており、県公社と十分に事前協議を重ねて決定し

てまいります。 

 ３つ目の企業誘致の進捗状況につきましては、開発工事が正式に再開された昨年度から現

在までの間に、不動産会社や、進出を意図する企業自体及び県企業誘致課を通じた問い合わ

せが24件ございました。 

 次に、本市における誘致活動の具体的な取り組みですが、対象企業の掘り起こしは、今は

主に２種類の方法で実施しております。 

 １つは、広範で豊富な企業ネットワークを有する各種団体、例えばゼネコン、日本立地セ

ンター及び各金融機関等にコンタクトをとり、最低でも面積２ヘクタール以上の工場進出計

画に関して情報の提供をお願いする方法であります。 

 ２つ目は、商工観光課によるこれまでの事業取り組み過程で面職を得た企業担当者、不動

産業者、設計業者、周辺関係者、個人的な知己も含めてつてをたどり接触を図る方法であり
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ます。 

 その中で、最も緊密かつ継続的に連絡を取り合っているのは岐阜県企業誘致課であります。

ことしに入ってからコンタクトを試みた件数は、13件であります。 

 現在のところ、規模的または業種的に駒野工業団地にふさわしい案件は残念ながらござい

ませんが、これからは対象範囲を今まで以上に広げ、移転、進出、拡張の計画をする企業の

掘り起こしに努め、さらに積極的かつ強力な誘致活動のため最大限に尽力してまいりますの

で、御理解、御協力をいただきますようにお願いいたします。 

 以上、松岡唯史議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 まずは松風苑のほうからお聞きしたいと思います。 

 離職原因についてなんですけれども、個人情報の関係で答えられないということでありま

したが、現在、職場環境の改善に努められているということでありまして、職員の皆様にと

ってより働きやすい職場環境へと御努力をいただきたいと思います。 

 あわせて、公休はもちろんのこと、年休も職員の皆さんが十分に取得できるような環境へ

早急にしていただくようにお願いを申し上げます。 

 一方で新規採用者についてなんですけれども、応募もなくゼロだということなんですが、

現在の介護職員と看護職員の総数を常勤換算でわかれば教えていただけますか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部サンリバー松風苑施設長 三宅正美君。 

○健康福祉部サンリバー松風苑施設長（三宅正美君） お答えさせていただきます。 

 介護職員につきましては、正職員が12名、日日雇用が４名、看護職員につきましては、正

職員が４名、日日雇用が２名、合わせまして22名で、常勤換算で18.6人でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 じゃあ、ということは、御答弁にあった必要な職員数21名以上と比べて2.4人不足してい

るということになるかと思うんですけれども、にもかかわらず新規採用者を迎えることがで

きないという、その理由をどのように考えておられますか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部サンリバー松風苑施設長 三宅正美君。 

○健康福祉部サンリバー松風苑施設長（三宅正美君） 主な原因は、海津市は、近隣、三重県、

愛知県では、岐阜県の最低賃金が851円でございますので、それに伴いまして、三重県のほ
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うでは25円ほど高く、愛知県のほうでは70円ほど高くなっておりますので、その点で賃金面

が、時給で換算しましてそのような結果が原因と考えられます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 私も、やはり今おっしゃられたように賃金面が原因ではないかという

ふうに考えます。日日雇用職員については、先ほどもおっしゃられましたが、平成30年度の

海津市決算審査意見書の中でも県ごとの最低賃金に差があるということで、賃金が高い県外

へ人材が流れるということが人材確保ができない原因であるというような趣旨の文書が見ら

れます。 

 ただ、職員不足によって入所者がふやせないという現状だったり、あとは職員の方が公休

すらとれないというような状況というのは、やはりまともではないというか、正常ではない

というふうに私は思います。 

 職員確保のために、日日雇用職員の時給、賃金を上げるべきではないかと思うのですが、

そういったことはできないのでしょうか。 

○議長（水谷武博君） サンリバー松風苑施設長 三宅正美君。 

○健康福祉部サンリバー松風苑施設長（三宅正美君） 日日雇用職員の賃金でございますけど、

他の部署との関係もございまして、介護職員以外にも保育士さん等がございますので、今後、

検討事項としてまいりますので御理解をお願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） あと、日日雇用職員ではなくて正規の職員の方についても募集はされ

ているかと思うんですけれども、もちろんほかの職員の方とのバランスも当然あるとは思う

のですが、例えば何らかの手当を設けるとか、今ある手当をふやすというようなことは検討

できないのでしょうか。そういうことによって多少なりとも今までもよりも優遇する、賃金

面を改善するというような、そういうようなことはできないのか、お伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） サンリバーはつらつ事務長 神田勝広君。 

○健康福祉部施設担当部長兼サンリバーはつらつ事務長（神田勝広君） お答えさせていただ

きます。 

 職員の給与につきましては、基本的に決められております。それにプラスしまして、手当

といたしまして特殊勤務手当というものを設けております。これは、当然条例で決められて

おりますけれども、１日業務したことにつきまして１日当たり幾らという決めをしておりま

して、介護職員については700円、看護支援相談員、介護支援専門員、生活相談員について

は、500円の支給を行っておるところであります。この金額は、市のほかの特殊勤務手当と
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のバランスもありますので、他部署との関係もありますので、今後、検討してまいりたいと

思っております。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） やはり介護職員をふやせば入所者数がふやせるということでありまし

て、待機されている方もお見えになると思うんです。御答弁では待機者数が現在146名とお

っしゃられましたけれども、もちろんほかの施設と重複されている方というのもお見えにな

ると思いますので、それでも数十人の方が待機されているというふうに考えてもいいのでは

ないかなと思います。ですので、待機者、待たれている方のことを考えていただいて、思い

に寄り添っていただいて、もちろん経営面でも入所者数がふえるということはプラスになる

ということも当然考えられると思いますので、職員の方の意見をよく聞いていただいて、介

護職員不足の解消に精いっぱい取り組んでいただきたいなと思います。 

 もう一つ、松風苑の民営化について再質問させていただきたいと思うのですが、先ほどの

御答弁では肯定も否定もされなかったように私は理解しました。一般論としてで結構ですの

で、特別養護老人ホームというものを民営化することのメリットとかデメリットについて、

市としてどのように認識されているかを教えていただけますか。 

○議長（水谷武博君） サンリバーはつらつ事務長 神田勝広君。 

○健康福祉部施設担当部長兼サンリバーはつらつ事務長（神田勝広君） お答えさせていただ

きます。 

 民営化のメリット・デメリットにつきましては、これまでも本施設では、職員の研修や介

護福祉士の資格の取得などによりまして介護サービスの向上に努めてまいりました。同種の

施設間の職員交流がないことや、行政の施設であること、また予算的な制約がある中で、ど

うしても柔軟なサービスを提供することが難しいと考えております。 

 一方で、社会福祉法人などの特別養護老人ホームなどでは医療施設や老人保健施設など複

合的なグループ経営を行っていることも多く、それにより弾力的な職員の採用や他職種との

交流による職員の資質の向上が図られ、より充実したサービスが提供できるものと考えられ

ます。 

 また、民間である社会福祉法人では、近年、多様なサービスを提供することを行っており、

入所者様や御家族様にとって高い充実感、安心感を得ることがメリットだと考えられます。 

 デメリットといたしましては、経営する法人の全ての方がさきに述べたようなメリットを

有しているわけではありませんので、法人によっては得意分野、不得意分野がある中で可能

性があることが考えられます。以上でございます。 

〔３番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） もちろん、今おっしゃられたようなメリットというのはあるかとは思

うんですけれども、松風苑は市営の特別養護老人ホームでありまして、ほかの施設と比べて

利用料が安いというようなことも聞くんですけれども、民営化になったとしてですけれど、

そういう場合に利用者負担というのはふえるんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） サンリバー松風苑施設長 三宅正美君。 

○健康福祉部サンリバー松風苑施設長（三宅正美君） お答えさせていただきます。 

 介護保険料の中で基本的には要介護３以上が特別養護老人ホームの入所でございまして、

その金額の中で各種加算がありますので、それは先ほども部長が申しましたように、加算で

すので、そういう得意分野の中で個人負担額がふえることが想定されます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 あと、１年ほど前に私が松風苑さんのほうへ視察させていただいた際に、松風苑というの

はセーフティネット型特養であるというようなことの説明を受けました。そういうところな

ので、先ほどおっしゃられたそのサービスの範囲内であったものが加算扱いになったりです

とか、あとは入所時の受け入れの審査が厳しくなったりとか、あとは入院すると退所を迫ら

れるというような、そういったことが起こらないか。要するに、営利主義のようなふうにな

ってしまうのではないかといった懸念が私はありますが、そのあたりの御認識についてお伺

いいたしたい思います。 

○議長（水谷武博君） サンリバー松風苑施設長 三宅正美君。 

○健康福祉部サンリバー松風苑施設長（三宅正美君） お答えさせていただきます。 

 民営化ということで想定の中ですので、民営化になるかわかりませんけど、その中で入所

とかの中に市の職員、公募の中で市の職員とか、そういう御家族様を含めた判定委員を入れ

るように、公募の中にはそのような考えがあると思います。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 あともう一つだけ、民営化した場合、今働いている職員の方というのはどのような扱いに

なるのか、一般論で結構ですので教えてください。 

○議長（水谷武博君） 秘書広報課長 伊藤理恵君。 

○総務部次長兼秘書広報課長（伊藤理恵君） お答えさせていただきます。 

 市の職員になりますので、他の施設に移行されるか、市の職員でそのまま残るか、それか
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退職という３つのケースになるかと思います。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございました。 

 今、いろいろ御説明いただきましたけれども、少なくともその利用者の負担増ですとか、

あとは受け入れが厳しくなったり、入院時に退所を迫られるといったことがないような担保

がされない限り、民営化については私は賛成しかねます。 

 単純に市の負担軽減ということだけを理由に民営化するということのないように、ぜひ慎

重に今後御検討していただければということをお願い申し上げまして、次の駒野工業団地開

発事業について再質問させていただきたいと思います。 

 まず、事業の進捗状況についてなんですけれども、先ほどの御答弁にはなかったんですが、

全協でくいを67本撤去したということを伺っております。費用が3,270万円かかったと聞い

ておるんですけれども、撤去の処分費の負担についてなんですが、公社が自発的に残したか

ら産業廃棄物の扱いではないから公社が負担するという、そういう説明だったと私は理解し

ています。ただ、覚書には、地上・地下に存するゴルフ場練習場関連施設及び産業廃棄物を

廃棄物等というふうにしているわけでありまして、開発事業の支障とならないように、前地

権者はくいの撤去も適正に行わなければならなかったのではないかというふうに考えますが、

市長、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） お答えさせていただきます。 

 覚書の文面について、いま一度御確認いただきたいと思います。覚書自体は、そもそも地

下に存するゴルフ練習場関連施設と産廃を同じものと断じてはおりません。その処分方法を

表現する上で廃棄物等という言葉でくくってあるだけでございます。その中で撤去処分に係

る費用について言及されているのは、第10条の規定のみでございます。そこには、造成工事

の施工中において開発事業の遂行に支障となる廃棄物等が地中から発見されたときと定義さ

れています。すなわち、施工業者側に予期できないような、しかも開発に支障を来すほど大

きな障害がもたらされたときを想定しております。 

 今回の建物のくいは、無理に引き抜いたときの影響を考慮して残置することとしたもので

ございますので、さきの定義には該当しないことを御理解いただきたいと思います。以上で

ございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） それでは、別のところについて質問したいと思います。 
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 先ほどの御答弁の中で事業の定義について、もう一度確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 先ほどの御答弁では、分譲までを基本協定書における事業としていたように言われており

ました。ただ、ことしの３月議会で私が何をもって事業完了とするのかという、この場で再

質問させていただいたときに、当時の産業経済部長が事業完了とは造成工事の完成と考えて

いると御答弁されております。どちらが正しいのかを、市長、教えていただけますか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） お答えさせていただきます。 

 議員仰せのとおり、確かに当時の産業経済部長がそのように発言しております。工事には

工期というものがあり、平成30年11月の着工の段階で開発造成工事の工期は平成31年度末ま

でと設定されておりましたので、基本協定上の言葉の定義からいたしますと、それがすなわ

ち事業期間の終了と重なっているため、さきの発言となりました。一見矛盾しているように

思いますが、実は同じようなことを別の言葉で表現しております。事業期間の終了時が工期

の終わりであれば、事業とは工事を指しているとも言えるでしょうし、工事が終わった後も、

なおかつ協定の効力が生きるとすれば、事業とは分譲を指していると言えます。 

 いずれにいたしましても、事業全体の方針、約束事を取り交わすべき相手は岐阜県土地開

発公社でございますので、今後、しっかりとその辺を協議してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ちょっと今の説明で私は納得しかねるんですけれども、時間もありま

せんので、次のことについてお聞きしたいと思います。 

 造成後に分譲できない場合の本市の負担について、再度お尋ねをしたいと思います。 

 まず、来年３月末までに、今の定義でいきますと分譲できないとすると、基本協定書です

とか債務保証の期間延長が必要になるという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） そのとおりでございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） その場合、先ほどの御答弁にもありましたように基本協定書の13条に

おきまして、事業期間終了後において、なお未分譲用地が存するときは、事業期間終了後に

生ずる当該用地に係る借入金利息相当額を負担するものとするとありますので、本市の利息

負担というのは発生しないという理解でよろしいでしょうか。 
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○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） 分譲の期間までが事業期間というふうに認識しておりますの

で、それまでは発生しないと考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） それは開発公社のほうもそういう同様の認識だということでよろしい

ですか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） そのとおりでございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 一方で、万が一というか、期間延長しない場合は、本市の利息負担というのは発生するの

でしょうか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） 済みません、もう一度お願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 基本協定書なりを期間延長しない場合、事業期間の終了をもって協定

書を更新とか期間延長をしない場合は、本市の利息負担というのは発生するんでしょうか、

しないんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） 期間延長は、とりあえずする必要があると思いますので、し

ないという選択肢は今のところないと考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） そうしましたら、造成後、分譲ができなくても期間延長する必要があ

るということで、本市の利息負担はないということでよろしいでしょうか。念のためにお願

いします。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） そのように考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 
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○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 ちなみに、開発公社の資金調達というのは、自己資金４億円、本市の貸付分が４億円、そ

して残りが金融機関からの借り入れということで理解しておりますが、開発公社の金融機関

からの借入額と現在の利率でいくと、幾らぐらいの利息を年間支払わなければいけないのか、

ざっくりでいいので教えていただけますか。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部商工観光課企業誘致担当課長 菱田登君。 

○産業経済部商工観光課企業誘致担当課長（菱田 登君） ことしの３月の一般質問で同様の

御質問をいただきましたので、そのときお答えしたことをもう一度言いますと、平成30年度

で月割計算をして、およそ34万円ほどということを申し伝えまして、その時点では予算とい

う形になりましたが、公社のほうで平成31年度は約100万円ほどという予算を利息として組

んでおりましたので、今年度、工事とか用地とか測量費とか、いろんなものが予定より少し

ずつふえておるはずですので、平成32年度以降、具体的には100万円より少し上がった金額、

百数十万円ほどになるのではないかと思います。 

 それで、利息は、時々刻々と変わりますので、年度一括で何％ということは言えませんけ

れど、大体金額としては先ほどおっしゃっていただきましたので、大体百数十万円ほどにな

ると思います。以上でございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） わかりました。 

 あともう一つ、基本協定書第14条についてお尋ねをしたいと思います。造成した後、どう

しても万が一売れずに、10年、20年と塩漬けになった場合、この14条により事業中止となる

ことはあり得るのでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 企業誘致担当課長 菱田登君。 

○産業経済部商工観光課企業誘致担当課長（菱田 登君） お答えいたします。 

 基本協定の中の14条に事業中止の定義がなされておりまして、これは公社の責めに帰さな

い予期せぬ事由により事業の継続が困難になったときを想定しておりまして、具体的にはど

ういった場合かといいますと、大きな災害で、例えば地震で団地自体が崩落したとか、ある

いは洪水で流失してしまったとかというようなときを想定しておりますので、いわゆる一般

的に言われる塩漬けになったからといってこの条項には当てはまらないかもしれませんが、

いずれにしましても、この協定書に定めのない事項について双方から協議の申し出があれば

応じなければならない旨は、この協定書のみならず必ずそういう条項が、この本協定におい

ても16条で定められておりますので、そうしたときは、当然協議になると思います。以上で

す。 
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〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 最後に、企業誘致の進捗状況では、問い合わせ件数24件ということで

すが、有効なものは今のところないという私は理解をしました。この事業は、企業誘致をし

て分譲できて完了となるわけでありまして、今年度の市長所信表明におきましても、駒野工

業団地への企業誘致により若い世代を中心として地元での雇用の場を確保し、都市としての

にぎわいを創出する土台づくりをといった趣旨のことも語っておられます。これまでも、当

然、相当御努力をされているかと思いますが、企業誘致に向けて市長は今後どのようなこと

をされるおつもりなのか、時間もありませんが、簡単で結構ですので、決意、具体的な行動

を教えていただけますか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） もう既に行っておりますけれども、先ほど御説明で申し上げましたよ

うに、銀行関係、あるいは巨大の企業さん、情報収集に努めてお願いに参りたいと思ってい

ます。 

 また、この地域にある企業さんも、若干そういうようなお話も以前ありましたので、また

お願いしてまいりたい、このように思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 この事業の評価に関しましては、さておきまして、塩漬けになるよりも、できるだけ早く

完成して、よい企業に来ていただくということが当然よいと思っております。ぜひとも早期

に優良な企業を誘致していただきますよう、市長を先頭により一層の御努力をお願い申し上

げまして、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（水谷武博君） これで松岡唯史君の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩をいたします。 

（午前１１時５０分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時５９分）  

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

◇ 藤 田 敏 彦 君 

○議長（水谷武博君） 11番 藤田敏彦君の質問を許可いたします。 

 藤田敏彦君。 
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〔11番 藤田敏彦君 質問席へ〕 

○11番（藤田敏彦君） 議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私は１点、令和２年度予算編成に向けて、質問相手は市長であります。 

 質問内容、海津市の令和２年度の予算編成に向けた政策について質問をいたします。 

 現在、本市の人口は３万5,000人を割り込み、12月号の市報では、11月１日現在では３万

4,309人と書いてありました。旧３町が合併をして14年目になりますが、この間、約7,000人

も減少しております。特に生産労働人口と言われる15歳から65歳までの人口が著しく減少し

ております。これに伴い、市税収入が悪化の一途をたどっております。これは市の政策が農

業振興策に偏った結果であり、税収確保のできる商工業振興策を怠った人災と言っても過言

ではないと言わざるを得ない。松永市政は、市の財政面に対し危機感が薄く、市民の将来に

負の遺産を背負わせているとしか思えない。これを市民目線で考えますと、ひとえに市長の

14年間に及ぶ政策が実行力と決断力には疑問が持たれる。緊縮財政を招き、海津市の未来の

グランドデザイン「全体構想」に対し、無為無策が露呈された結果であると思われても仕方

がありません。 

 ところで、2019年３月発行の海津市財政研究会発表「海津市の財政構造と課題」によると、

2016年度決算における業種別市民税法人分内訳の農業所得における割合は、わずか2.3％で

あり、市民税個人分内訳の農業所得における割合は、何と1.5％しかありません。 

 近隣の養老町では、チコリで有名なサラダコスモの工場が着工されております。本来なら

ば海津市へ誘致するのではなかったのか、残念であります。インターチェンジが近いから利

便性を選択したのか、市のアプローチも足らなかったのではないかと思われます。 

 いなべ市では、新聞の北勢版を引用しますが、デンソーと農産物生産の浅井農園、津市に

ございます、と共同で新会社「アグリッド」を設立し、国内最大級の農業用ハウスを建設し

ております。その大規模な会社のトマト生産農場が４ヘクタールの農地を使い、デンソーが

自動車分野で培った制御技術などを生かして次世代の施設園芸モデルを開発する。主にトマ

ト、ミニトマトの生産を始める。浅井農園が高めてきた栽培技術にデンソーのロボットによ

る作業の自動化、天候に左右されやすい温度、湿度をセンサーなどで感知し、ハウス内の環

境を制御するシステムを取り入れる。令和２年４月ごろからＩＴを駆使した各種トマトの生

産が開始されます。この生産農場は、何と反別収穫量25トンを目標にして、年間1,000トン

を生産し、関東圏まで販路を拡大すると聞いております。この大規模農業ハウスの計画は、

いなべ市の市議会議員から聞いておりましたので、田んぼの埋立工事から何回も現場を見に

行きました。余りにも規模が大きく、驚きました。 

 これからも農業振興策に力を入れると言われるならば、このような大規模農作物生産農場

を誘致されるべきではないでしょうか。従来の家族経営の農業では、規模に限界があり、市
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税収入は多くは望めない。この厳しい現実を市長はどのように捉えておられるのか。また、

今までと視点を変えた税収増に結びつく新規の大規模農業振興策があるのか、お聞かせくだ

さい。 

 次に、駒野工業団地が令和２年３月にやっと完成の予定でありますが、これは平成21年１

月より関係者と協議を進めてこられましたが、何と完成まで11年もかかりました。一部の方

の個人的な私怨による開発承認のおくれが大きな原因であると理解はしておりますが、しか

し、このおくれにより、他の工業用地の開発及び優良な商工業者の誘致もこの間にされてお

りません。11年間の商工業振興策の停滞は、余りにも長く、大幅な人口減少と市税収入の減

少を招いた。地方自治体の財政改革は、首長次第で決まると言っても過言ではありません。

信念のある首長が旗をあげ、海津市の未来のビジョンをぶち上げ、改革ができるかどうか、

それは本市を活気づけ、将来性を決定づけるものであります。 

 今までの「あれも、これも」「広く、あまねく皆様に」という八方美人的予算では、地域

の衰退を招かざるを得ません。我慢していただくところはお願いをして、企業誘致を図り、

工業振興策に予算を重点配分することではないでしょうか。毎年の新卒者が海津市に残り、

定住できるような魅力的な就職先がある市へと変貌しなければ、ますます優秀な若者は、地

元を離れてしまい、戻ってきません。両親だけが残され、医療費、福祉費が毎年ふえ、生活

が苦しくなります。市の財政は、ますます圧迫されます。このように、今までの市長の考え

方と施策が市の緊縮財政の原因となっているのは明らかであります。 

 市長の仕事の根幹とは、覚悟、決断、実行力であると私は思います。もっと積極的にトッ

プセールスをやるべきであります。これができなければ、海津市の産業経済力は著しく衰退

してしまいます。従来どおりの総花的な緊縮予算ではなく、稼げる・もうかる市へと脱却し、

税収増に結びつく施策に方針の転換を図らなければ、市民が将来に希望を持てる市にはなり

ません。人口減と税収減という負のスパイラルに陥った松永市政をどう思っておられますか。

次年度予算は、めり張りのある予算の策定をされることを切に希望いたします。次年度予算

編成に向け、希望の持てる具体的な施策案件があれば、次年度に先立ちお聞かせください。 

 平成27年度から始まった海津市創生総合戦略で基本目標では、産業振興による定住人口の

増加、子育て世代が安心して暮らせる地域づくり等が上げられています。それには、この戦

略を実現するための税収増に結びついた各プロジェクトや、目的を実現するためのシナリオ

の具体例がよくわかりません。どのようなプロジェクトを実行されたのか、またどのくらい

の費用対効果があったのか、具体例を挙げて市民に説明すべきだと思い、その結果をお聞か

せください。また、実行中のプロジェクトや、これから次年度に向け計画されている税収増

に結びつくプロジェクトがあれば、ぜひお聞かせください。 

 以上の質問に対し、従来の継続施策ではなく、市民が誇りと自信を持てる、明るい未来を
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描けるビジョンにあふれた、市長の革新的な発想力のある商工業振興策の答弁を求めます。 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦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） 藤田敏彦議員の令和２年度予算編成に向けての御質問にお答えします。 

 人口減少問題につきましては、全国的な問題であり、特に本市は、議員御指摘のとおり、

平成17年をピークに減少を続け、合併当時約４万人であった人口が現在では約３万4,000人

となり、人口減少対策が重要な課題となっております。 

 本市第２次総合計画でも、地域のにぎわいと活力の向上、子育て環境の整備、安心・安全

な生活環境の整備を掲げ、重点的・優先的に取り組む施策に位置づけており、人口減少対策

は最重要課題として取り組んでいかなくてはならないと考えています。 

 日本全体の人口が減少に転ずる中で短期間的に人口減少に歯どめをかけることは、極めて

困難な課題であると感じており、部署横断的に議論の上、新たな政策の企画立案等を検討し、

総合的なまちづくりを推進することで人口減少の抑制に努めてまいります。 

 本市では、少子・高齢化の急激な進行による生産年齢人口の減少や、景気動向等により市

税の歳入確保が難しくなる一方、社会保障関連費や公債費等の経常経費の増大により財政の

硬直化が進み、財政を取り巻く環境は厳しい状況にあると以前から注視しており、行政改革

大綱及び集中改革プランなどにより行政改革を積極的に推し進め、現在は第３次海津市行政

改革大綱及び第３次海津市集中改革プランをもとに、事務事業の見直し、公共的施設の見直

し、外部委託の推進、歳入の確保、歳出の抑制と団体運営補助金の見直し、受益者負担の見

直しなど、財政的な危機感を持って着手し、実施いたしております。 

 １つ目の新規の大規模農業振興策があるかにつきましては、いなべ市の大規模なトマト生

産農場のような進出計画は、現在ありませんが、本市内には岐阜県就農支援センターがあり、

県が開発したトマト独立ポット耕栽培システムによる冬春トマトの栽培技術と農業経営に必

要な知識、技能等について研修を行い、本市を初め県内で新規就農されており、トマト独立

ポット耕栽培システムは、自動制御の溶液栽培に加え、ハウス内の環境を整備するシステム

導入によります。高収量が期待できる栽培方法であり、反別収穫量も35トンを超える実績も

報告されています。平成26年の県就農支援センター運営開始以来、本市では、研修生16名が

就農し、延べ3.65ヘクタールのトマト生産施設が建設され、多くの雇用が創出されています。 

 最近の農業振興策として、国や県では、農業者の高齢化や後継者不足による労働力を確保

するため、先端技術の現場への導入、実証によるスマート農業を推進しています。 

 本市では、具体的にＩＣＴ（情報通信技術）を活用した環境整備、ＧＰＳ機能つきの田植

え機、自動走行するトラクターや栽培管理システムと連動したコンバインなどの導入を支援
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し、産地の収益力強化と担い手の持続的な経営発展を目指します。 

 また、大規模な農業法人等では、水稲の乾燥・調製・精米までを行う農業施設を完備し、

生産から販売まで一貫して行うことで競争力の強化を図っております。 

 本市では、恵まれた圃場条件を生かし、現在、会社法人８社を含む31の農業法人等による

大規模な土地利用型農業が確立されており、補助事業を積極的に活用し、耕作条件改善事業

やスマート農業の導入を支援し、担い手の労働力軽減や所得向上を目指してまいりたいと考

えています。 

 また、昨年10月25日に本市と市内の営農組織でつくる海津型農業モデル推進協議会の間で、

農産物の生産と販売で連携し、農業の新たなビジネスモデルの推進を図るため、包括協定を

締結いたしました。 

 締結式では、この取り組みへの賛同企業として、豊田通商、カルビーポテト、トヨタ自動

車の関係者も出席され、「岐阜県海津市産」として商品展開していくこと、また協議会会員

同士の情報共有、効率的な営農の仕組みづくりや、現場改善活動を通じて人材育成を図って

いくことが包括協定の中で合意されています。 

 今後の課題といたしましては、包括協定を締結された営農組織は、まだ少数であり、巨大

な需要に対して生産が非常に少ないのが現状でありますが、新しい農業振興策の選択肢とし

て担い手への推進や情報提供に努めてまいります。 

 なお、本市の農地の多くは農振農用地であり、農地法の厳格化により優良農地の保全が義

務づけられていますが、具体的な企業進出の申し出があれば農業振興整備計画の除外等に対

応するなど、優良農地が多い地域特性を生かした農業政策を進めていきたいと考えています。 

 次に、企業誘致の関係では、平成17年度における合併以来、工業用地を公共的投資により

整備する計画事案は、駒野工業団地のみであります。 

 その一方で、市内の在来企業が施設の拡張・移転を進めた事例は、当市の優遇施策を活用

したケースに絞っても５件の事例があります。 

 また、昨年度からは市内企業の設備導入を促進するため、先端技術に限り固定資産税が軽

減される生産性向上特別措置が始まっております。令和２年度までの期間限定の制度ですが、

10月末までの申請件数は41件、設備取得額約12億7,000万円の申請案件が認定されておりま

す。 

 ここ数年来、主要企業が大変元気で、かなりの活気を呈しているとの印象を抱いておりま

す。例えば、東証への上場、工場用地の拡張、業績の向上に伴う莫大な設備投資、大幅な増

築計画を立てられるなどの状況が見られます。一部では、これらの動向に地元の若者の雇用

が追いつかないという声さえ聞かれるほどでありますので、この動きをとめないよう、これ

からも企業からの細かいニーズに対応してまいります。 
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 そのほか、効率的に雇用環境を整えるためには、なるべく規模の大きな企業を誘致するこ

とが望ましいと考えております。現在の法律では農用地に工場等を建てることはほとんど不

可能となっておりますが、その反面、広大な農地は、それだけで大規模な施設の整備が比較

的容易にできるという魅力を持っています。そうした背景を踏まえれば、議員の御提案にも

ありますように、農業の活性化に寄与するような業種を直接のターゲットとして、大規模農

作物生産農場の誘致などは大変有効な手だてになり得ると考えています。 

 新たな工業団地につきましては、公共投資の手法により確保する事業は、駒野工業団地で

ひとまず区切りとなりますが、駒野工業団地が完売した折に、改めて岐阜県土地開発公社と

の協議・検討を開始したいと考えております。 

 南濃町内では、東海環状自動車道の西回りとともにスマートインターチェンジの整備を進

めておりますが、将来はそこを中心に工場や店舗の輪が広がっていくことを強く期待してお

ります。その実現に向けて仕組みを整えるべく、適切な手法を研究してまいります。 

 その過程で新たに導入すべき産業種別と適地を検討し、予算を重点的に配分することも状

況を鑑みながら検討してまいります。 

 ２つ目の次年度の予算編成に向け、具体的な施策案件についてですが、現在は次年度予算

の編成中であり、具体的な答弁については差し控えさせていただきます。次年度の予算編成

は、これまで以上に職員一人ひとりが一般財源の減少や公債費等の義務的経費の増大による

厳しい財政状況にあることを認識し、事業の選択と集中により、財政健全化に向けた取り組

みを加速させることを方針として積極的に取り組んでまいります。 

 ３つ目の市創生総合戦略におけるプロジェクト内容、その効果、次年度の計画につきまし

ては、令和元年度９月改定の市創生総合戦略では、人口の自然減に対しては、結婚から子育

てに至るまでの支援や、学校だけでなく、家庭・地域も含めた教育環境の充実を進め、人口

の社会減に対しては、物づくりや地域産業の振興、ブランド化とあわせて雇用の確保・創出、

若者の就業支援、観光の活用、交流人口の増加等による移住・定住の促進を図ることとし、

さらに西濃圏域を初めとする地域連携により、まち・ひと・しごとの総体的なレベルアップ

を効果的に進めることとしております。 

 基本目標としましては、１つ目は、まちの魅力の向上、産業振興による定住人口の増加、

２つ目は、海津ブランドの構築と観光振興による交流人口の増加、３つ目は、子育て世代が

安心して暮らせる地域づくり、４つ目は、地域で連携して防災や高齢者対策等に取り組み、

生涯を通じて安心な暮らしを守る地域づくりを掲げております。 

 この基本目標に対して各分野における各種施策があり、それらの施策にＫＰＩ（重要業績

評価指標）を設定し、翌年、創生総合戦略推進懇談会において目標値に対する実績値を報告

し、効果検証を行っております。 
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 施策の例を述べさせていただきますと、基本目標の１では、施策の移住・定住の促進には、

ＫＰＩを定住奨励金の交付者数として、目標値50人に対して事績値は43人。 

 基本目標の２で施策の観光資源活用によるＫＰＩを道の駅における来客数として、目標値

52万4,000人に対して実績値は47万人。 

 基本目標３では、施策の仕事と家庭の両立支援にＫＰＩをセミナー来場者数とし、目標値

40人に対して実績値36人。 

 基本目標４では、施策の地域福祉の促進にＫＰＩをくらしサポートセンターによる支援件

数として、目標値120件に対して実績値77件でありました。 

 残念ながら目標値には達しておりませんが、一定の効果があったと考えております。 

 ＫＰＩを設定した施策を例に御説明させていただきましたが、議員の御質問にありました

税収増に結びつく事業につきましては、ＫＰＩとして税収増を設定しているわけではありま

せんが、無料職業紹介所の開設により、市民の就業を支援する就業支援事業、三世代の同居

等を支援する三世代同居・近居定住支援事業、企業立地の促進を図るための奨励金を交付す

る工場等設置奨励・雇用促進奨励事業などが挙げられます。そのほかにも、本市の魅力を発

信し、観光客など交流人口及び関係人口を増加させる事業や、子育て世帯を初めとする住民

が安心して暮らせる事業も推進しております。 

 次年度以降の事業につきましては、平成27年度に策定した市創生総合戦略の計画期間が今

年度までとなっており、現在、次期計画策定に向け取り組んでいるところでございます。国

の第２期創生総合戦略策定の方針と足並みをそろえ、地方への新しい人の流れをつくる取り

組みを強化し、関係人口の創出・拡大に取り組み、活力ある元気なまちづくりを進めてまい

りますので、次期計画の策定をもって説明させていただきます。 

 なお、議員からの御質問にありますように、市民が誇りと自信を持てる、明るい未来を描

けるビジョンにあふれた施策・事業立案に向けて、他市町の事例等を参考に調査・研究し、

本市の実情に合った取り組みを実施してまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力

をお願いいたします。 

 以上、藤田敏彦議員の質問に対する御答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） 御答弁ありがとうございます。 

 追加質問としまして、連合艦隊司令長官の山本五十六の言葉であります。「やってみせ、

言って聞かせてさせてみて、誉めてやらねば人は動かじ」という有名な言葉がございます。

リーダーが強力に率先垂範しなければ組織は動きません。率先垂範というのは、人の先頭に
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立って物事を行い、模範を示すということであります。市の財政再建も同じである。そして、

議員も市長を支える。執行部幹部の方々の一部も財政に対しては危機感が薄いように私は感

じておりますが、いかがでしょうか。 

 市の若手職員に聞けば、市の財政悪化に対する自身の給与を含めた、本市の将来に不安を

漏らす職員が数多くいると聞いております。市長は、若手職員の不安に駆られた切実な思い

を御存じでしょうか、お聞きします。 

 また、これからの公務員の新規採用試験受験希望者は、現在の海津市の危機的な財政状況

を見て、若者は避けていく現実があります。聡明な親であればあるほど、県職員や他の市町

村職員の採用試験を受験するように勧めるということを親さんからも聞いております。これ

では、本市の将来を担う職員として若い人材が来てくれません。余りにも情けない現実では

ありませんか。このような声に対して市長の率直な思いをお聞かせくださるとともに、効果

的な財政対策の答弁を求めます。 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） 藤田議員御指摘のとおり、市の財政は、現在、非

常に厳しい状況にございまして、市の財政当局としても予算編成に関して問題意識を持って

いるところでございます。そのため、本年度の予算編成より予算編成の方式を少し変えさせ

ていただきまして、基本的には積み上げ方式と言われる予算編成の方式を、基本的にいろん

な自治体がとっているんですが、例えば東京都の足立区であったりだとか、この近くだと愛

知県の豊明市であるだとか、そういうようなところが導入しているような包括予算制度とい

うものがございまして、平たく言えば入りをもって出るを制するといいますか、そのような

予算編成方式をとらせていただこうと思っております。この予算編成方式は、他の市町村も

既に導入実績がございますが、１年で簡単に導入できるようなものではございませんので、

とりあえず１年しっかりとやってみまして、またその性向やうまくいかなかった点等々を踏

まえまして、次年度以降しっかりとやっていきたいと思っています。 

 そのような感じで、市としても財政に関しては問題意識を持っていますので、しっかりと

市長以下みんなで取り組んでいきたいと思っている次第です。以上です。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） 市長にお聞きしたかったんですが、髙木部長のほうからお答えがあり

ましたので、私は最後に髙木部長にお聞きしたかったことをちょっと書いてまいりましたが、

７月から就任されまして、財務省から派遣されました地方創生担当部長の髙木さんに聞きた

いと。 

 人口減対策、財政再建、問題が山積しておりますが、海津市に就任されて現状を総合的に
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分析され、次年度に向けた実効性のある具体的な施策等があればお聞かせください。 

 若い方でありますから、市の現状をどのように捉えられているのか。地域振興策の斬新で

改革的な革新的な提案をされるのかと、大変期待をしております。忌憚のない御答弁をお願

いしたい。 

 今、お話しされました予算のあれですが、私はその予算に関して、ソフトボール協会の役

員をやっております。財務の関係のほうから私のほうへ相談がございまして、この場で言っ

ていいのか悪いのかわかりませんが、一応呼ばれてお話を聞いたら、そういう助成するのが

２割ぐらいはカットすると、そういうことを言われました。だから、その財政がもっともっ

と危機感を感じて市民に危機感を持っていただく、これを市長から、やっぱりそういうこと

は正直に、健全財政、健全財政なんか言わずに、やっぱり危機感をみんなで持って取り組ん

でいただきたいと私は思います。 

 そういう運動系、文化系、そういうクラブも予算がカットされる。そうすると、会費がま

た高くなる。そうすると、クラブのチーム数が減ると。そうすると、運動不足になる。そう

すると、医療費の抑制にはつながらない。だから、いろんなことが影響してまいります。そ

ういうことも加味して、私は役員とともにアピールをしに市長室へお邪魔したいというふう

に計画を考えております。通る通らんは別としまして、そういういろんなクラブはこれから

大変な状態になると。 

 これも、やはり入りがなければ皆さんに施すことができない。いろんな方が質問されます。

そういう質問も、やはり失礼ではありますが、パフォーマンスになってしまう。お願いしま

す、お願いします、予算はありません。現在、区長、自治会長が窓口へ行っても、予算はあ

りません。消火栓一つお願いする、５年、６年先ですよ。我々は、息子も孫も税金を払って

おる、消火栓一つになぜ五、六年かかるんだと、そういう不満がどんどん出てまいります。 

 だから、そういう財政計画といいますか、これは大変なことであります。だから、そうい

う危機感を皆さんに感じていただいて、やはり市長の手当、役員の手当、そして議員の手当

も減らして、我々は危機感を感じてこういうふうでございます、現状はこうでございますと、

それを言わないと、やはり健全財政だ、健全財政だといってやったら、何もやってくれない

じゃないか。おい、３年先だ、５年先だ、そんな話ばっかりですね。それでは、もっともっ

と皆さんは非常に不満を感じてまいります。それでは、やはり何もかもうまくいかない。 

 だから、そういう髙木部長もあれですが、副市長にもちょっとお聞きをしたいです。髙木

部長がお見えになる前でも、やはりそういう予算に関しては、いつも立場上やむを得ません

が、いつも、当然でしょうが、市長に従い、市長と同様でございますと、そういう言葉をこ

の議場でもおっしゃっておられる。予算編成権のある福田副市長自身の考えられる、将来に

向けた財政再建の工程と次年度の具体的な施策及び予算方針を持っておられるなら、少しで
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も結構でございますが、お答え願いたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 次年度の予算編成につきましてもそうですけれども、現在のところ

の危機感というのは、財政危機を含めて危機感を持った中で、現在、予算編成をしておるわ

けでございます。将来的な財政破綻といいますか、そういうことにならないように、当市に

おきましても、再度といいますか、新年度予算について編成をしておるという中で、市民の

皆様方にも大変そういう面では御負担といいますか、御理解をいただかなくちゃいけないと

いうことはございます。そうした中で初年度予算につきましても、現在、編成をしておると

ころでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） ぜひとも副市長、よろしくお願いをいたします。 

 髙木部長はまだ来られたばかりですので、そういう海津市の財政の歴史は、副市長が一番

よく御存じですから、お互いに話し合って決めていただきたいと思います。 

 ちょっと時間がございませんが、農業の担い手について市長にお聞きしますが、営農とか

いろんな、またスマート農業とか、新聞でいろいろ見させていただいておりますが、海津市

のそういう農業の担い手や、そういうのは順調に受け継いでいただけているのか、それだけ

ちょっと市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） それはどこの社会も順調に担い手が集まっているというところは、な

かなか難しいだろうと思います。担い手を集める努力をしております。例えば、先ほど言い

ました支援センターですね。それから、農業法人になった理事長さんたちが必死になって北

九州市からそういう人を集めるとかですね。それから、当市で育って、そして一旦会社へ勤

められましたけれども、また戻ってきて農業を継いでいただく、そいういった努力をしっか

りやった上でこの農業を守っていきたいと、このように考えております。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） ぜひ、大変でしょうけれども、頑張っていただきたいと。 

 それでは、市長に最後、駒野工業団地の話が出ましたが、私は全協で何回も申し出ており

ますが、来年の３月ということだったら、なぜ国道とか県道とか、そういうところに工業団

地の宣伝看板を立てないんですかね。我々は、もう財政が大変だといったら、国道も、そう

いう道路関係もみんなあれですよ。いなべなんか見たら、どこへ行っても工業団地何々と、

もうすごいです。だから、なぜやらないんですかね。それだけ最後にお聞きします。 
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○議長（水谷武博君） 産業経済部長 日比幸紀君。 

○産業経済部長（日比幸紀君） お答えさせていただきます。 

 今、進めておりますので、いましばらくお待ちください。計画としてはありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 藤田君に申し上げます。 

 質問時間が終了しましたので、これで藤田敏彦君の質問を終わります。 

○11番（藤田敏彦君） どうもありがとうございました。 

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

◇ 伊 藤   誠 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、６番 伊藤誠君の質問を許可いたします。 

 伊藤誠君。 

〔６番 伊藤誠君 質問席へ〕 

○６番（伊藤 誠君） 大変格調の高い質問の後で大変やりにくいわけでございますが、私か

らは２点、もう少しレベルが下がるかもしれませんけれども、２点よろしくお願いいたしま

す。 

 １点目、男女共同参画について、２点目は高齢ドライバーの事故防止対策につきまして、

２点目の質問につきましては、午前中、松田議員からも質問がございましたので重複する部

分も多いかと思いますが、市民の関心事項でもありますので、改めてよろしくお願いいたし

ます。質問相手は市長です。 

 では、１点目の質問、質問内容、平成11年、男女共同参画社会基本法が成立し、これは平

成13年に施行されております。これに定められた男女共同参画社会の実現は、21世紀におけ

る最重要課題と位置づけられました。これに基づき、本市においては、合併後の平成20年に

海津市男女共同参画推進条例が施行されるのと並行して、平成19年度からの海津市男女共同

参画プラン、平成24年度からの第２次海津市男女共同参画プランが策定され、関連施策が推

進されてまいりました。 

 その後、近年の社会情勢の変化に対応すべく、平成29年度に第３次海津市男女共同参画プ

ランを策定し、「女（ひと）と男（ひと）がともに輝くまちづくり」を基本理念として、時

代に即した施策を計画的に推進していただいているところでございます。 

 これについて、以下お尋ねをいたします。 

 本市の審議会、委員会における女性の登用状況は、平成28年時点で27.7％であり、女性参

画がない審議会、委員会も少なくないとのことでした。この状況を克服のため実施された具

体策は、また現状はいかがでしょうか。 

 市政への参加を望み、登録を希望する女性を登録してリスト化するという女性人材リスト
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の作成と活用の進捗状況をお聞かせください。 

 本市の職員の男女割合はいかほどでしょうか。また、その採用基準はどんな形でしょうか。 

 本市の幹部職への女性任用に関する市長の基本的なお考えをお示しください。 

 ２つ目の質問です。 

 近年、高齢者の運転操作ミスによる自動車事故が多発し、大きな社会問題になっています。

そのため、国・地方自治体において高齢ドライバーの事故防止対策が急務になっているとこ

ろでございます。 

 本市においては、その対策の主なものとして、交通安全指導事業で警察署と連携し、老人

クラブ等で交通安全指導の実施や、高齢者運転免許証自主返納支援事業で65歳以上で運転免

許証を自主返納した方に、選択制でコミュニティバス、養老鉄道、名阪近鉄バス等の利用補

助を回数券等で行っています。後者では、昨年度73名の利用があり、成果があったと伺って

おります。 

 しかしながら、言うまでもなく、本市を含め地方では、大都市と違い公共交通網が完全で

はなく、自家用車の利用が生活基盤として定着しており、実生活においては、免許証返納に

よるデメリットも想像以上に多いものがあると言えるのではないでしょうか。 

 過日の新聞によりますと、政府が12月にまとめる経済対策に自動ブレーキなど先進的な安

全機能を備えた安全運転サポート車の購入補助が盛り込まれるようです。65歳以上を対象に、

新車購入時に10万円をめどに助成する方向で、安全機能を後づけする場合も対象にするよう

検討しているそうです。2019年度補正予算案と2020年度の当初予算案に費用が計上されると

のことです。 

 こうなりますと、今まで地方自治体単独では予算的に困難であった安全運転サポート車の

購入補助等の導入も、かなりハードルが下がるのではないでしょうか。 

 本市の市民の皆様が置かれている生活環境を踏まえますと、高齢者に対する自動ブレーキ

等の先進的な安全機能の取得が望まれるところですが、上記の政府の対策を前提に、本市独

自の高齢者事故防止対策についての市長の考えをお聞かせください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 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） 伊藤誠議員の御質問の１点目、男女共同参画についての御質問にお答

えします。 

 １つ目の女性の登用のため実施された具体案、現状はにつきましては、本市では、海津市

男女共同参画推進条例に基づき、市民の代表を委員とする市男女共同参画推進審議会を毎年



－７８－ 

開催し、法令並びに市の条例、規則に基づく委員会、審議会における女性の登用状況、男女

共同参画プラン推進に伴う具体的施策実施状況について審議いただいております。 

 本年度は10月31日に開催し、市男女共同参画推進審議会長より、令和元年11月12日付で

「男女共同参画の実施状況に関する意見書」として、女性の委員がいない審議会への積極登

用や情報発信に関する御提言をいただいております。 

 なお、この審議会にアドバイザーとして参加いただいております、一般財団法人岐阜県地

域女性団体協議会 度会さち子事務局長によりますと、本市の男女共同参画に関する取り組

みは、県内でも進んでいる自治体の一つであり、特に本市が職員研修として実施しているｅ

‐ラーニングについては、県全体から見てもユニークな取り組みであるとの評価をいただい

ております。 

 しかしながら、本市の第３次海津市男女共同参画プランに掲げている審議会、委員会にお

ける女性の登用率の目標値は30％であり、現時点では達成できておりません。 

 本市の４月１日現在の登用率は、平成28年が27.7％、平成29年が28.0％、平成30年が

27.9％、平成31年が28.2％と推移しており、若干ではございますが改善されております。 

 また、具体的には、公募委員の選任において女性や若年層の登用を積極的に進めるための

選考基準を設けたり、関係団体から委員を推薦いただく際にも男女比率に配慮いただくよう

お願いしているところであります。 

 このプラン終了年度である令和３年度にはこの目標値を達成できるよう、審議会、委員会

等への女性の参画推進に向け、改選時期等に合わせて関係部署に対し周知徹底を図り、引き

続き女性登用率向上に向けた取り組みを行ってまいります。 

 ２つ目の女性人材リストの作成と活用の進捗状況につきましては、本市の女性人材リスト

は、より多くの女性の皆様に政策・方針決定の場へ参画していただくことを目的とした仕組

みであり、現在は登録者は７人と、この制度が市民の皆様に浸透しているとは言いがたい状

況であります。 

 女性人材リスト登録への啓発につきましては、市民活動推進課にてチラシを作成し、市男

女共同参画推進審議会や男女共同参画推進セミナー参加者等への配布のほか、市ホームペー

ジ等でお知らせしております。 

 今後も、市民の皆様への広報啓発に努め、女性の人材発掘と育成に努めてまいります。 

 ３つ目の本市職員の男女割合、採用基準及び４つ目の幹部職への女性任用に関する市長の

基本的な考え方につきましては、平成27年８月に女性が職業生活において活躍することを推

進するための基本原則として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立し、

同年12月には第４次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。計画の中に国家公務員の

採用について、採用試験全体の採用者に占める女性の割合を30％以上とすることを目標に掲
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げられております。 

 本市の職員は、４月１日現在で434人で、このうち一般職は390人、男性233人、女性157人、

労務職は44人で、男性20人、女性24人で、女性の割合は、40％強となっております。 

 なお、新規採用における男女割合に対する採用基準は、特別設けておりません。 

 次に、幹部職への女性任用につきましても、各役職に占める女性の割合についての目標が

掲げられております。 

 本市の状況は、係長相当職と課長補佐相当職については、国が定めている令和２年度末ま

での目標値を達成しております。 

 具体的には、係長相当職は、国の目標値35％に対し、本市は38.7％、課長補佐相当職は

30％に対して30％、課長相当職は20％に対し16.7％、部局長・次長相当職は10％に対し

8.3％で、達成していない項目もありますが、国の目標値に近い数字となってきております。 

 また、本市の男女共同参画プランにおいて女性職員の管理職等への登用の推進を主要事業

の一つとして位置づけており、女性職員がその能力を最大限に発揮できるよう、職場環境の

整備はもとより、庁内研修等、職員の能力向上に向けた取り組みを推進しております。 

 ２点目の高齢ドライバーの事故防止対策についての御質問についてお答えします。 

 政府の対策を前提に本市独自の高齢者事故防止対策につきましては、高齢者事故防止対策

の取り組みとして、警察署と連携して老人クラブ等での交通安全指導や、各地域で高齢者大

学校を開校するなどの啓発活動を行っております。 

 本年は高須地区の高齢者を対象に高齢者大学校が開校され、生徒の皆さんに先進装置の衝

突被害軽減ブレーキ搭載車による緊急停止体験を実施いたしました。 

 また、現在策定しております市公共交通網形成計画に市民の皆様の御意見や御要望等を広

くお聞きするとともに、日常生活での移動状況を把握し、計画に反映することを目的に実施

した市民アンケートにおいて、生活における移動手段として公共交通を利用していると回答

された方は少なく、依然として自動車で移動されている方が多いことが調査結果からも明ら

かになっております。 

 多くの市民が移動手段を自動車に依存していることを踏まえ、安全運転サポート車への乗

りかえや、安全機能の後づけを促す施策が必要であることは認識しておりますが、松田芳明

議員の御質問でも答弁しましたように、後づけの装置には、現在、統一された性能基準がな

く、精度にばらつきがあるため、国において、後づけの急発進等制御装置の性能認定制度の

創設を年度内に整備するための検討が進められていると伺っております。安全運転サポート

車購入補助制度も導入されますので、その動向を注視してまいりたいと考えています。 

 また、今後の取り組みとしましては、安全運転サポート車の試乗体験の機会等を検討して

いき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いたします。 
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 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（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございました。 

 ２つ質問させていただきましたが、答弁の内容としてはちょっと対照的だったのかなあと

いう気もしております。 

 男女共同参画については成果も上げていただいておりますので、どうも自信ありげな答弁

だったなあというふうに感じておりますが、どうもこの２つ目の質問に関しては、ちょっと

消極的かなというふうに感じました。 

 それで、男女共同参画につきましては、客観的な外部からの評価も高くて、多くの他市町

よりも一歩進んだ姿で実行してきていただいたのかなというようなことを感じておりまして、

その点については感謝申し上げたいなというふうに思っております。 

 それで、この事業は５年スパンで、第１次、第２次、現在、第３次のプランを実行してい

ただいているわけですが、こうやって実績を上げていただいた背景に、第１期のプラン、第

２期のプラン、それぞれ大きな目標があったと思うんですが、第１期での成果、第２期での

成果というのは具体的にどういう形で進展していったのか、主な成果があれば、二、三お知

らせいただければありがたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 平成19年３月に第１期の男女共同参画プランを策定したとこ

ろでございますが、具体的な成果でございますが、まず男女共同参画の定義といいますか、

まずは意識の問題でございます。平成17年に調査した結果でございます。いわゆる性別、役

割分担意識の調査がこの男女共同参画には大きくかかわってくるものだということでござい

ますが、男は仕事、女は家庭という意識が平成17年当時は40.3％でございました。そして、

平成27年に調査した結果、30.4％ということで、10ポイントではございますが、男女の役割

分担意識が徐々に薄れていったというようなところが、まずアンケート調査としての結果、

成果ではないかなあというふうに認識をしております。 

 また、第１期のプランの幾つかの施策を実行していくために、プランを男女共同参画プラ

ンという形で制定をしておる岐阜県下42市町村のうち、40の市町村がプランを制定しており

ます。その中で、そのプランを実効性のあるものにしていくために、平成20年に男女共同参

画推進条例を議会の皆さんにお認めをいただいて制定をしたところでございますが、条例を

制定している市町が岐阜県下で15市町村、そのうち７番目に当市が、平成20年に男女共同参

画推進条例を制定したというようなところで、まずこの点で男女共同参画を市として取り組
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んでいくというところを明確にしたというところが成果ではなかろうかというふうに考えて

いるところでございます。 

 あと、審議会等の登用率でございますが、それは女性の政策決定に係る意見を反映してい

くために、こうした審議会への女性の登用を進めていくというようなところでございますが、

平成19年には21.3％であったものが本年の４月１日では28.2％ということで、７ポイントほ

ど上昇してきているということでございますので、大きく具体的に言えるところはそういう

部分と、あと先ほど市の職員でございますが、平成19年までは、いわゆる女性の管理職は一

人もおりませんでした。平成19年４月にやっと女性の課長職が１人誕生したということで、

先ほど市長の答弁でも申しましたとおり、現在の課長職の登用率が16.8％、部長・次長職が

8.6％ということで、その当時から比べますと、はるかに女性の管理職の登用が進んできた

という部分が成果ではなかろうかという認識をしております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございました。 

 今、審議会のほうで平成19年は21％が本年28％という答弁がございましたが、この議論で

は平成22年からほとんど数字が変わっていないというようなこともありましたので、ちょっ

と審議会の件も出させていただいたようなことでございますが、当初は多少上がったかなと。

その後、ほとんど余り大きな推移をしていないようで、重要課題の割にはどうなのかなとい

う部分は、もう一回、ちょっとその辺の答弁をお願いします。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 審議会の女性の登用率については、これは登用の年度が２年

であったり３年であったりというようなこともございます。私どもといたしましては、先ほ

どの市長の答弁でもございましたとおり、男女共同参画審議会は民間の方々によって、毎年、

男女共同参画の施策についての進捗状況を御報告し、御提言をいただいているところでござ

います。 

 そして私どもは、いわゆるゼロ委員会、女性の参画がない委員会が現在10委員会ございま

す。それについても、各私どもが所管する、市でお願いをする委員会については積極的に登

用していただくように図っているところでございますが、なかなか女性だからというわけで

はないんですが、やはり専門的な見地での審議会等もございますので、なかなか該当する方

がいらっしゃらないという委員会等もございます。そうした機能も含めまして、私どもは女

性人材リストの登録のほうをお願いしているわけでございますが、なかなかみずから進んで

登録をされるという方も少のうございますので、ぜひ御推薦をいただければなあというよう

なことをこの場をおかりしてお願いをするわけでございますが、特に先般、男女共同参画審
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議会の中で一委員の方が申し上げられたのは、農業委員会なんかも今までは35名中ゼロだっ

たところが、現在、男女共同参画の視点を入れるということで、必ず女性を入れなさいとい

うような国からの方針等もあって入ったわけでございますが、現実的には35分の２、お二人

だけだということで、非常に女性がその審議会での発言もしにくいというような御意見もい

ただいております。そういった部分も含めて女性の参画を進めていく必要があるのかなあと

いうふうに考えております。 

 また、先ほど審議会については、現状は、今、目標が30でございますので、民生委員さん

の任期が３年でございますので、民生委員さんも女性が多い年と男性が多い年と非常にばら

つきがその年によって、３年に１回ですのでばらつきがあるということで、一番多かったと

きが60％を超えるような女性が多かったとき、現在は43％ぐらいだったと思いますが、そこ

のところでも微妙に違ってきておりますので、そのあたりもなかなかバランスをとることは

非常に難しいんですが、できるだけそうしたバランスを配慮できるような方針でお願いした

いなというふうに思っております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 私がこの手の質問をさせていただきますと、よく審議会が登場するわ

けですが、執行部の皆さんの中には、またかというふうにお思いの向きもあろうかというふ

うに推察をするわけですが、なぜ審議会はよく登場するかといいますと、私なりに理由があ

りまして、審議会は市の、先ほど部長もおっしゃったように、政策や方針決定に市民がかか

わるという非常に特徴がある会でございますので、その市の取り組み方によっては市のこの

事業に対する本気度がわかるのではないかと私は勝手に思っておりまして、そういった意味

でよく審議会を例にしてお伺いをするわけでございます。 

 そしてもう一つは、審議会も非常に多くの分野に分かれておりまして、サンプル数が多く

て、例として非常にわかりやすいのかなということで、あえてお伺いをしております。 

 それで、先ほどからちょっと目標に届いていない、もう少しおつき合いいただきたいんで

すが、目標に届いていないというふうにおっしゃっていますが、その目標値というのはどこ

にあるのか、目標値というのは幾つでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 現在、審議会の目標値は、国と同様の30というふうに定め、

ちょっとこの部分については30という形で取り組んでおります。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） それでは、近い将来、達成していただけるものだというふうに思って
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おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、職員数も先ほどお伺いして、職員の中でも40％というお話をお伺いしましたが、

今は400人前後の職員さんがいらっしゃるわけですが、この人数を超える市内に本社を置く

企業というのはございますか。わからなければ結構です。 

 あるかないか、私も存じませんが、あるにしても、非常に400人規模の職員を有する団体

というのは、本市を含めて、本当にあっても数えるほどだろうというふうに認識をしており

ますので、今の男女共同参画についても、本市としてはいろいろな企業さんに指導的な立場、

あるいはお手本を示す立場だろうというふうに認識をしているんですが、通常、いろんな啓

発を企業さんになさっていると思うんですけど、具体的にはどのような啓発を年間を通じて

なさっているんでしょうか。この男女共同参画についての啓発、プランの中にも啓発、啓発

というのはよく出てきますが、具体的なところを少し教えてください。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 特段といいますか、男女共同参画というのみでの啓発という

のは非常に少ないわけでございますが、人権教育・啓発基本計画の中に、人権については17

の人権問題があると言われておりますが、その中の一つに男女共同参画がございます。その

ことについて、男女のワーク・ライフ・バランスですとか、公正採用、男性、女性というよ

うな区別のない求人票の作成ですとか、そういうようなことは、市長も前に申しましたが、

従業員50人以上の企業の皆さんと市との懇談会が年に１回、開催をしております。その折に

お時間を頂戴して御説明をさせていただき、啓発にかえさせていただいているというところ

でございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございます。 

 それで、この質問の最後になりますが、これは市長でないとお答えいただきにくいのかも

しれませんが、幹部職への女性の登用というお話もお伺いして、基準相当の数字を上げてい

ただいていると思うんですが、そうしますと今後、近い将来、何々部長という女性が誕生す

る、それか何々部長、あるいはそれ以上の役職の女性が誕生する可能性も高いというふうに

考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 私が市長になりましたときは、大体男性ばっかりだったですね、幹部

職員、このあたりがですね。それが女性の登用を進めてまいりまして、女性の力も大いに発

揮していただけるようになりましたので、近い将来にはあるんではないでしょうか。 

〔６番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それでは、２つ目の質問に移らせていただきますが、できるだけ松田議員の質疑に対する

重複は避けたいと思いますが、かなりの部分が質疑の中でありましたので、ちょっとその部

分を避けてしたいと思います。 

 私、この通告書を出させていただいた前後に、ちょっと２つの大きなこの件に関する新聞

記事がありまして、先ほど一つは紹介がありましたが、11月27日でしたか、２年後の11月か

らの新型車の発売には自動ブレーキ搭載が義務づけられるようだというような記事も載って

おりましたが、今、最近話題になっておりましたのが、俗に言う、いわゆる新車に搭載され

る自動ブレーキというものと、それから後づけでアクセルの踏み間違いの急発進を防止する

ための後づけ装置という２つのものが非常に今話題になって、それぞれ補助の対象もいろい

ろ、片方であったり、両方であったりするわけですが、この２つは全く別物と考えなきゃい

けないんですけれども、私、いろいろ市民の方とこの件についてお話ししている中で、後づ

けの装置で自動ブレーキがかかるものだと思っていらっしゃる市民の方が非常に多くいらっ

しゃいまして、後づけ装置をつけたら自動ブレーキがかかると、そうではないので、その辺

につきましては、きちっといろんな形で、今後、市のほうもこういう問題についてはいろん

な情報発信、あるいは啓発というのをなさっていくんだろうと思いますが、まず基本的な部

分でその辺のところの情報はきちっと押さえた上で情報発信をしていただきたいなあと思い

ますが、そういうことの情報発信というのは今後あり得る、やっていただける可能性はあり

ますでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今、議員仰せの、いわゆる衝突被害軽減ブレーキというのが

自動ブレーキで、後づけのは、いわゆるペダル踏み間違い速度抑制装置という形のほう、２

種類のものだと思いますが、これにつきましての補助制度等については、議員仰せのとおり、

国が今検討し、また先ほど松田議員の答弁でも申し上げたとおり、市の考え方も同様でござ

います。これについても、当然、補助制度という形をするのであれば啓発が必要になってま

いりますし、何について補助をするのか、どういうものが対象になるのかということは、当

然のことながら周知をさせていただかなければ、これは当然できないというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 今回、私、この質問をさせていただいていますのは、その根底にあり

ますのは、高齢者といいますか、60代、70代の方で比較的地域で活躍したいという意思のあ
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る方の安心といいますか、安全な移動手段の確保というものは非常に重要だというふうに考

えたからなんですが、地方創生というものがささやかれるようになって非常に久しくて、地

方創生というのは何かというと、私は人口減少問題の解決と地域の活性化だというふうに認

識をしているんですが、その地域の活性化といいますか、地域の担い手としての60代、70代

の方々の占める役割というのは、非常に私は大きいというふうに感じております。今、地方

創生担当部長にいろいろな形でお世話になっておりますが、この地域において、そういった

高齢者の移動手段の確保が非常に深刻で重要だというふうに私は思っているんですが、部長、

こちらへ来られてどのようにその辺のところは感じておられますか。 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） 御質問にお答えいたします。 

 確かに公共交通といいますか、そういうものがやはりちょっと海津市はなかなか強くない

ところがあるなあというのは日々実感しておりまして、自分は実は通勤に、最近寒くなって

きたので自転車じゃなくてバスを利用させていただいているんですが、バスも余り、朝です

が、学生とか高校生とか、いわゆる余り使用されていないというような状況でして、こうい

うものの利用率をどんどん高めていかなければ、バスの財政としても、バスもかなりの財政

がかかっておりますので、そういう利用率を上げていくということが大事だなと思っていま

す。 

 ちょっと高齢者の方の福祉的な移動でありますとか、そういう点に関しましても、デマン

ドバス等々の問題意識といいますか、そういうのを寺村部長とも協議をしているところで、

そういう点に関しても、特に私から言いますと、地方創生という点もありますが、財政とい

う観点からしっかりと適正な公共交通といいますか、福祉交通もしっかりとやっていかなけ

ればならないなと感じているところです。以上です。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 済みません、ちょっと私の質問とかみ合っていない部分がありました

ので、ちょっと次に移りますが、先ほど部長がおっしゃった、前にもどこかで出てきたと思

うんですが、その補助に対する条件が今整っていないというか、後づけの今の機能に関して

は、まだ基準が定められていないというようなことがありまして、私もいろいろ調べた結果、

その辺は非常に感じました。 

 今、後づけの装置というのは大きく２つのタイプがあるようでございまして、１つは超音

波センサーによって感知してガソリンの供給を絶つもの、もう一つは、アクセルの踏み込む

速度とか踏み込みぐあいによって、その急激な踏み込みによって燃料の供給を絶つ、それに

よって急発進を防ぐという２つのタイプがありまして、前者が価格６万円ぐらい、後者が価
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格３万円前後というふうに私は認識をしておりますが、それぞれにやっぱり弱点がありまし

て、センサーが相手の物体によってはうまく反応しないもの、あるいは直角ではなくて斜め

になっているものについては反応しにくいとか、材質によっては反応しにくいとか、それか

らバンパーなんかから超音波を発するんですから、ちょっとバンパーをこすったりすると、

その機能が失われてしまうとか、やっぱりいろいろな弱点もあるようです。それから、もう

一つのタイプのものは、これは民間のホンダ自動車がやっているものですけど、前者はトヨ

タとダイハツだけが今採用しているもの、それから後者は一般の民間の販売会社がやってい

るものなんですが、踏み間違いですから、その本人のアクセルを踏む動作を記憶して、それ

に対するものでブレーキを、だから急発進を防ぐものですから、高速道路で急発進しようと

思ったときにうまくいかないというような欠点もあるので、それは実際にはオン・オフを切

りかえて対応するということなんですけど、しかし高齢者がそれをきちっと対応、状況に応

じてそのオン・オフを対応できるのかどうかという非常に難しい問題もまだまだ、多分基準

が定められていないとおっしゃったのはそういう部分だろうというふうに私は認識している

んですが、あるいはまた県の補助も近い将来出るであろうということでございますので、対

応をまたよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、最後にちょっと一つ、今後の高齢者の事故防止ということで、恐らく今後の対

応が進むんではないかと、今はまだほとんど実施されていないんですが、警察との連携によ

りまして、今、自動車免許の書きかえのときに認知症の予備群みたいな可能性のある方とい

うのは、恐らく警察、これは県警のほうである程度情報は持つことになるんですが、それを

自治体のほうへ情報発信をしていただいて、自治体のほうでサポート体制をつくるというよ

うなことが、今、神奈川県なんかでは広域でやられているということで、今、この地域です

と、市単独では恐らく無理だろうと思いますので、今、西濃圏域、広域の業務を進めていた

だいている中で、何らかの形でこういったことも提案していただくことも今後必要になって

くるのかなというようなことも考えておりますので、ひとつ情報提供としてお話をさせてい

ただきました。 

 ちょっと松田議員と重複を避けさせていただきましたので、このような形でちょっと方向

がずれたかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。 

 これで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（水谷武博君） これで伊藤誠君の一般質問を終わります。 

 ここで２時35分まで休憩いたします。 

（午後２時１８分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後２時３４分）  

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（水谷武博君） 10番 六鹿正規君の質問を許可いたします。 

 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○10番（六鹿正規君） 議長のお許しをいただきました。一般質問を行います。 

 まず、第１点は財政改革、これは市長にお願いいたします。 

 ２点目、旧平田庁舎跡地について、これも市長にお願いいたします。 

 あと１年足らずで人口が合併時から約7,000人減少することが予想されます。今、さらな

る財政改革が必要だと考え、お尋ねします。 

 まず、7,000人の減少をどう考えるのか、どう思われるのか、お聞かせください。 

 私は、さらなる財政改革が必要と考えるが、市長はどのように考えておられるか、お聞か

せください。 

 そして、改革が必要と考えるなら、どのような思い、考えで進めていくのか、お聞かせく

ださい。 

 そして、３県の境都市海津、なぜ過疎化がとまらないと思われるのか、お聞かせください。 

 次に、旧平田庁舎跡地についてお尋ねします。 

 現在は、地中の埋設物（コンクリートパイル）を排出するために掘り起こしたため、地盤

が落ちつくため置いてありますが、将来の利用計画はあるのか、お聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 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点目の財政改革についての御質問にお答えします。 

 国勢調査によると、合併当時の2005年では３万9,453人、2015年では３万5,026人となって

おり、10年で4,427人の減少となっております。また、来年2020年は国勢調査が実施されま

すが、さらに減少することが見込まれます。 

 人口減少問題は、国の最重要課題であり、本市においても、当然、人口減少対策は、重点

的に取り組んでいかなければならない課題であります。 

 第２次総合計画でも移住・定住を促進し、人口減少に歯どめをかけるためには、雇用の拡

大、にぎわいの創出、子育て環境の充実、安全・安心の確保が不可欠であり、藤田議員の答

弁にありましたように、３つの重点施策を掲げ、さまざまな施策に取り組んでおります。 

 平成27年度に策定した市創生総合戦略でも、基本目標に交流人口の増加や定住人口の増加
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等を掲げ、全庁的に取り組みを進めてまいりました。今年度、第２期創生総合戦略を策定す

る年であり、現在、策定作業を進めておりますが、交流人口の増加から関係人口の増加へ、

関係人口の増加から移住人口の増加へ、移住人口の増加から定住促進へとつなげる施策の取

り組みを計画してまいりたいと考えております。 

 １つ目の人口減少をどう考えているかにつきましては、人口減少による影響は、民間事業

者の撤退による生活関連サービス（小売・飲食・娯楽・医療機関）の減少により生活に必要

な商品やサービスを入手することが困難になるなど、日々の生活が不便になるおそれがあり

ます。 

 また、税収減による行政サービス水準の低下により、公共施設や道路、橋、上下水道とい

ったインフラの統廃合、老朽化問題の深刻化、地域公共交通の撤退・縮小により、交通弱者

等への影響の増大といった問題が考えられます。 

 加えて、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地の増加により、景観や治安の悪化、家

屋の倒壊や火災発生といった防災上の問題の発生や、地域の魅力の低下、地域コミュニティ

の機能低下により、自治会や消防団といった住民組織の担い手が不足することにより共助機

能が低下し、地域の歴史や伝統文化の継承、祭りなどが継続困難になるおそれもあるなど、

さまざまな影響が人口減少に伴い発生することを懸念しており、深刻な問題であると思って

おります。 

 ２つ目の財政改革の必要性、どのような考えで進めるのかにつきましては、現在、市の財

政状況は厳しい状況にあります。これは歳出面におきましては、市としても精力的に歳出の

削減を進めているところでございますが、高齢化による医療・福祉費、下水道を初めとした

社会基盤であるインフラの維持管理等への新たな財政需要が増大していることによります。 

 また、歳入面におきましては、人口減少等による市税収入の減少や、合併算定がえによる

普通地方交付税収入の減少による影響が大きく、結果として、予算編成のためには合併特例

債等の市債や財政調整基金等の基金繰り入れによる歳入に頼らざるを得ない状況となってお

ります。 

 今後も、公債費、扶助費の増大、市税の減少、地方交付税の合併算定がえによる特例措置

が完全になくなること等が予想されることから、今後も適切な行財政運営を行っていくこと

が重要であり、歳入の低下に見合った歳出とし、適正規模内での財政運用に努めてまいりま

す。 

 これまで行政改革大綱及び集中改革プランにより、事務事業等のＰＤＣＡ（計画、実施、

評価、改善）により取り組みを進めてまいりましたが、より無駄なく、効率的かつ計画的な

実行が急務となります。今年度の第３次行政改革大綱と集中改革プランが計画期間を終える

ことになりますので、次期大綱につきましては、人口減少による税収減はもちろんのこと、
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現在の厳しい財政状況から、行財政改革の視点で大綱づくりが必要であると考えており、行

政改革大綱を行財政改革推進大綱に、集中改革プランを行財政推進計画として策定していく

予定をしております。主として歳入の増加と歳出の削減について集中的に取り組む必要がご

ざいますので、職員の意識向上、目的意識を十分に持って取り組んでまいります。 

 また、歳出を大きく圧迫する公共施設等の維持管理につきましても、合併以来、重複サー

ビスになっていた施設の廃止、もしくは機能転用を早急に進める必要があり、その計画をお

示しし、市民の皆様にも御理解をいただくことが必要となりますので、次年度、公共施設等

個別施設計画を策定する予定であります。 

 ３つ目の３県の境界都市である海津市がなぜ過疎化が進んでいるのかにつきましては、海

津市人口ビジョンによると、職業上及び結婚・離婚・縁組を理由とした社会動態が多く、年

齢別に見ると、男女ともに20歳前後の転出が著しく、最近では、特に25歳前後の女性の転出

が大きくなっております。この年齢層は合計特殊出生率の向上に貢献する年齢層であること

から、こうした若者の定住を促進する対策が課題と考えております。 

 ２点目の旧平田庁舎跡地についての御質問にお答えします。 

 現在、内閣府の補助事業採択を受け、旧平田庁舎跡地のほか、周辺の公共施設も含めた旧

平田庁舎跡地周辺公共施設等民間利活用可能性調査を実施しているところでございます。 

 対象としている施設等につきましては、旧平田庁舎跡地、やすらぎ会館、生涯学習センタ

ー、ふるさと会館、平田体育館、平田テニスコート、平田グラウンドとしており、これらの

施設等を民間資金の活用により運営、またはリノベーション、または機能転用できないか、

企業に対しサウンディング等を行い、今後、施設の利活用方針を決定するために行っている

調査でございます。 

 調査業務内容につきましては、対象施設の利用状況等の把握と民間移行への課題の整理、

民間への利活用事業の可能性調査、公共施設等運営事業等の導入可能性検討、基本方針の策

定などであり、８月から９月にかけて施設利用者に対するアンケート調査を実施しておりま

す。 

 先日、12月２日に開催されました国土交通省が主催するＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォーム

（中部ブロック）サウンディングに参加し、旧平田庁舎周辺の公共施設について興味を持っ

ていただいている企業に対し、当該施設の概要説明や利活用の可能性について情報交換、意

見集約を事業者３社に対し行ってまいりました。 

 今後は、このサウンディング結果に基づき、利活用方針を定めていく予定をしております。 

 当然ながら、サウンディングにおいて当市の施設に関心のある企業があった場合は、当市

の利活用方針を踏まえ、売却するのか、賃貸借するのか、運営受託なのか、そういった具体

的な内容もその後協議していくこととなり、場合によってはプロポーザルによる公募も検討
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してまいります。 

 なお、その折には議会に対しましても御説明させていただきますので、御理解をいただき

ますようお願いいたします。 

 以上、六鹿正規議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 市長には原稿を長々と読んでいただきました。私は、その財政改革を

やっています、市民の皆さんに御理解をいただく、これが財政改革なのか。市民の皆さんに

御協力をいただく、市民の皆さんからアイデアをいただく、これが財政改革なんですよ。今

までは、物の値上げ、利用料の値上げ、サービスの低下、予算がないから、これがあなた方

の言いわけだったんですよ。 

 私は、かねてから市長の給料の減額、また議会の給料の減額についても話してまいりまし

た。今、市民の皆さんにさらなる痛みの押しつけ、これで、じゃあ私どもは、間もなく期末

手当もいただきます。私どもだけ満額いただいて、市民の皆さんに理解してくれ、理解して

くれ、理解しているんですよ、これが財政改革ですか。 

 財政改革というのは、まずみずから身を切り、財政状況を皆さんに御理解をいただいて、

この海津市がさらなる立て直し、財政不足から抜け出すにはどんな方法があるか、御理解じ

ゃない、いろんな御提案をいただく、これが財政改革なんですよ。あなたは根本から間違っ

ていますよ。御自分でそう思いませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 私も市民の皆さん方の御意見を聞きながら、いろんな形で御提案をさ

せていただいておると思っておりますので、間違っているとは思っておりません。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 一軒の家で所得が減れば、当然、子どもたちにもそれなりのしわ寄せ

が行くでしょう。しかし、子どもたちにしわ寄せを行かせる前に、まずお父さんが自分の小

遣いを減らすのは、これは当たり前でしょう、違いますか。 

 だから、私は以前、島根県の海士町へ行ってきました。市長にお話をしました。まず、町

長みずからが５割給料をカットした。そして、議会は４割カットした。職員が、私たちは過

去の町長に仕えてきて、いろんな起案をした。その結果が、人口2,400人ぐらいの島が約100

億の借金ができた。新しい町長だけにその責任を負わせていいのかと、職員がみずから、職

員の幹部、俺たちにも大きな責任があるはずだ、俺たちも何とかしようという思いで課長ク
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ラスが３割カットを申し出ました。そんな町だからこそ、約100億あった借金が半分近くも

返されたそうです。 

 そして、町民の皆さんが、私たちは補助金をもらってゲートボールをやって遊んでおれん、

補助金を返そうと。コミュニティバスを利用してみえる方、コミュニティバスにも補助金が

入っておるんだよと、値上げしてもらおうと。町民みずからがどうしたらいいのか、どうし

たら財政の立て直しに協力ができるのか、みんな考えるんですよ。 

 ところが、私どものまちはどうですか。トップがまず、自分の報酬は報酬審議会に委ねて

ある、給料は働いたことに対する対価だと言われました。 

 じゃあ、そこでお尋ねします。 

 あなたが市長に当選してから、このまちは、毎年毎年人口が減り続けました。じゃあ、お

隣の町はどうですか。10年間で約40人減っただけです。首長として、私どもはどちらが立派

かと、どちらが働いておるかと、当然、私どもは判断しなくちゃいけない。 

 働いたことに対する対価と言われるんだから、あなた、市長としてのその給料に対して満

足か、不満足か、当たり前の対価だと思ってみえるのか、お答えください。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 合併時、給料が80万ということでお決めをいただきました。そして、

それを５％減らすということで審議会の中で行っていただきました。現在、その給料をいた

だいているわけですけれども、私は、自分が現在、いろんなところでの仕事をしている中で、

ありがたい給料をいただけるなと、このように思っております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） そうなんですよ。今、御自分で、働いている中で高い給料をもらって

いるなあと、そうだと思いますよ、何せ結果が出ていないんだから。 

 それなのに、何か今回また財政改革をやる、市民の皆さんに御理解を。だから、そこで私

が言うんですよ、御理解じゃない、御協力ですよ。市民の皆さんがこの財政改革、いろんな

ものの値上げに対して、市民サービスに対しての落ち込み、低下に対して理解するには、ま

さしくあなたが、まず自分の給料、たくさんもらっているな、それをまず見直すのが前提な

んですよ。そして、当然議会も考える。 

 隣の町は、企業誘致をたくさん頑張っていますよ。私どもはどうなんですか。税収が落ち

込んだ。企業誘致をする場所がない。 

 先日、講演会を聞きましたね、南極大陸へ行った。ノーの言いわけ、まさしくあなたはノ

ーの言いわけしか考えていないんですよ。イエスの工夫をしなくちゃだめなんですよ。そし

て、皆さんに、そうかと、役所もみんな頑張っておるんだと、じゃあ私らも、例えば道路に
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へこみがあったって、これは事故になるようなへこみじゃない、辛抱しようよ。自分たちで

何かしようよ。草刈り、見通しが悪ければ人に頼む。頼めば全部お金だ、自分たちでやろう

よ。知恵を出すんですよ。今のままでは、いろんな前向きに考える市民の皆さんも、誰ひと

り知恵は出さないんですよ。それはあなたが原因なんですよ。私どもにも原因があります。 

 まず、行政改革、本気でやるんであれば、私は前、公用車を買うときに、市長車を買うと

きにも反対しましたね、マークＸがあるでしょうと。だけど、あなたは、あれは副市長の車

だと言われました。私はそれから情報を開示して、6,000円払いましたよ。マークＸは、副

市長は年間20回しか使っていないんですよ。あなたが、ただ市内はマークＸ、市外はクラウ

ンと使い分けておっただけ、あなたにそう言ったら、済みませんと言われた。そんなことで

行政改革はできないんですよ。 

 あなたの本気度が全く伝わってこないんですよ。あなたが本当に行政改革をやるというな

らば、いま一度お尋ねします。報酬審議会に頼らず、みずからの報酬を思い切って減額はし

ませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 海津市、財政が厳しいということを今申し上げておりますが、その財

政の厳しさがこの先どうなるか、そのことを考えながら、できるだけそうならんように、今、

懸命の努力をしているところでございまして、そのことを御理解願いたいと、このように思

います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 先ほどから言うように、御理解じゃないんですよ。市民の皆さんは、

例えば商工会もそう、先ほど藤田議員が言われましたスポーツのほう、２割カットが予想さ

れる。 

 じゃあ、私どもは何割カットするんですか、この財政状況で。市民だけに痛みを押しつけ

て、俺は知らないよと。あなたも議会も痛みは市民だけに押しつければいいんだと、そうい

った考えなんですか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 決してそういうことではなくて、市民の皆さん方にどういう形で市の

お金が回っているか、そういうことを御理解いただきながら進めてまいりたいと、このよう

に考えているところであります。 

 それから、例えば元気なまちづくりをやろうというのは海津市の中でも相当数、今、起き

ておりますので、そのことも御理解をいただきたい、このように思います。 

〔10番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 市長、あなたは自分の給料を下げるのは嫌ですか。 

 私は、このまま毎年毎年、市民の皆さんに痛みを押しつけるならば、押しつけるかわりに、

まずみずからの給料も、私があなたなら大幅減額します。 

 先ほど言われました、５％前回減額した。あの減額も、私が市長に、どうですか、減額し

ませんかと再三言いました。そして、報酬審議会に言われました。その５％減額の提案をい

ただきました。私は反対しました。大勢の議員は、５％減額で賛成でした。なぜならば、

５％は大幅減額にはならない。だから、私はあなたに報酬を下げなさいと、給料を下げなさ

いと言ったんだけれども、下げ幅が小さいと私は反対しました。 

 あれから何年たちますか。毎年毎年、行政改革だ、予算がない、予算がない、その一点張

りで市民の皆さんに痛みを押しつけてきただけの松永市政でしょう、これは。もうそろそろ

御自分が身を切り、市民の皆さんに御協力をいただく。辛抱じゃない、御理解じゃない。財

政改革に対して御協力をいただく、そういった市政に変えるときではないかと私は思います

けれども、どう思われますか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 一度六鹿議員に庁舎を１階から４階まで、どういう仕事体制にしてき

たか、あるいは今、どういう形でいろいろ合併後の建物、あるいはそのものを変えてきたか、

それをぜひ見ていただきたい。合併時にないものもたくさんございます。どうぞ自分の目で

見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 私はそんなことを聞いていないんですよ。財政改革、市民だけに痛み

を押しつける改革は、もうやめるときではないんですかと、それをあなたにお話をしておる

んですよ。庁舎内を見て歩け、見て歩いてどうなんですか。 

 じゃあ、１つお尋ねしますよ。これは通告から外れますけれども、あなたにお聞きしたい。

玄関の灰皿をなくしましたね。市民の皆さんが役所へ来ても、禁煙だから吸えない。じゃあ、

市長初め職員さんは、３階のベランダで吸っていますね、なぜですか。玄関だけが禁煙にし

て、あそこを撤去したんであれば、あなた方ばっかじゃない、市民の皆さんにも喫煙場所を

提供するといった思いはありますか。もし、あるならば、喫煙場所と矢印を打っていったら

どうですか。 

 あなたは御自分がたばこを吸うからなくしたくないんですよ。それ一つとったって、市民

の皆さんには、灰皿は置きませんよ、ここでは吸えませんよ、私はベランダで吸います。そ

れをあなたはやってきておるんですよ。これは余分なことですけれども、そういったことも
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お話ししなくちゃだめになるんですよ。市民だけにいろんなことを押しつけておる。 

 あなた、もう目を覚ましましょうや。 

○議長（水谷武博君） 六鹿議員に申し上げます。 

 質問通告とはまた違いますし、今……。 

○10番（六鹿正規君） ここから、今、戻しますから。 

○議長（水谷武博君） 答弁を求めることじゃないんで。 

○10番（六鹿正規君） さっき市長が１階から３階歩けと言われたもんで、ちょっと待ってく

ださいよと。 

○議長（水谷武博君） はい、戻してください。 

○10番（六鹿正規君） はい。ですから、もう市民だけに痛みを押しつけることはやめましょ

う。 

 報酬審議会は、間もなく開かれるんですか、もう開いたのかな。 

○議長（水谷武博君） 秘書広報課長 伊藤理恵君。 

○総務部次長兼秘書広報課長（伊藤理恵君） お答えします。 

 11月29日に第１回目を開催いたしました。以上です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） そこで、結論がもう出たんですか。 

○議長（水谷武博君） 秘書広報課長 伊藤理恵君。 

○総務部次長兼秘書広報課長（伊藤理恵君） お答えします。 

 今、会議録を調製中ですので詳細にはお答えできませんが、第１回目は委員の皆さんの御

意見を聞いたということで終わりました。以上です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 恐らくそこで出っ放しになったのか、ひょっとしたら若干の減額が言

われたのか、それとも、いや、従来のままでいいというふうになったのか、私はわかりませ

んけれども、何回も言うんですよ、もう市民だけに痛みを押しつけるのもやめなくちゃだめ

ですよ。何回も言いますよ。 

 私、12月の何日かな、期末手当、約60万もらうんですよ。市長は、もっともらうはずなん

ですよ。それで、なぜ市民の皆さんだけに、値上げするよ、サービス低下するよ、カットす

るよ、そんなことがよくあなたは言えますね。私なら絶対そんなこと言いませんよ。 

 だから、あなたの市政のやり方は、隣の町に比べて何だったろうなあ、全く無策としか言

いようがない。その結果がこうなったんですよ。 
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 ですから、さらなる財政改革をするんであれば、もう一回ここで、私たちも含め、市長、

身を切りましょうや。身を切って財政改革に取り組もうじゃありませんか、お答えいただき

ます。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今、財政が非常に厳しいといいますのは、いろんなことを勘案して厳

しいという判断をしております。 

 しかしながら、例えば職員の給料カット、あるいは議員さんの給料カット、我々の給料カ

ット、そこまでするところまでは来ていない、そのならないために、今、努力をしていると

いうことであります。 

 実は福井市におきましても、８号線で大雪が降りました。財政調整基金が追いつかなくて、

市長さん初め幹部の皆さん方の給料の削減がありました。そこまでいかないように今努力を

しているということでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 皆さん、聞かれましたか。私たちの給料を下げなくてもいいように、

今、頑張っておるんだと。そのかわり、市民の皆さんには痛みをどんどん押しつける。私た

ちは給料を下げなくてもいいように頑張っておるんだと、そのかわり市民の皆さんには痛み

を押しつけるんだと、まさしくあなたが今おっしゃったとおりなんですよ。 

 まず、皆さんに協力してもらうことが、これは最大の財政改革なんですよ。あなたと長い

ことここの問題について話をしましたけれども、これはまた、なかなか私の考えがわかって

いただけなければ、また後日、同じ問題で質問させていただきます。 

 ただ、このケーブルテレビの放送を見ていただいて、わかった人はわかっていただけるの

かなあと。ああ、議員さんは12月に60万円も期末手当をもらうのかと。じゃあ、12月の議員

の報酬と合わせたら、80万円超えるお金を議員さんはもらうのか。じゃあ、市長はどうなん

だ。それで、俺たちに財政改革、予算がない、こんなまちかと、わかっていただいたと思い

ます。この問題は、私は、市長がみずから大幅減額を口にするまで問い続けますのでお願い

いたします。 

 ２つ目、平田庁舎跡地について、これは民営も考えるというふうに言われました、いろん

なことを考えて。 

 私は、平田庁舎の東館は残すべきだと思う、私は提案もしました。しかし、残念ながら、

解体費用が合併特例債で借りられるうちに壊すんだという答弁で壊されました。私どもは、

これから観光云々、また今、自転車（バイシクル）で海津市内を走ってみえる方も見えます。

当然、ああいったものは簡易宿泊所として残すべきだったんですよ。東館は立派なものでし



－９６－ 

た。何の工夫もないままに、壊せる金が借りられるうちに壊すんだと、これも全く失敗です

よ。利用を全く考えていない。 

 それともう一点、民営も考えると。民営を考えるといったって、あの体育館もつくってか

ら何十年たちましたか。ふるさと会館も、もう何十年もたつんですよ。それを今さら民営化

する。民営化するなら、きれいにして借りてもらうのか、あのまんまでは、もう借りていた

だけんでしょう。そう簡単に民営化なんて、民間にお願いするのは口にしてはだめですよ、

どう思いますか。 

○議長（水谷武博君） 地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 旧平田庁舎跡地につきましては、現在、サウンディングをまさに実施しているところでし

て、コンサルティング会社とともに利活用の可能性について探っている状況ですので、議員

がおっしゃるとおり、民営化といいますか、民間への売却で、土地の売却であったりとか、

そういうものも可能性の一つではあるんですが、まずは民営化ありきではなくて、とりあえ

ず、あの施設についてどのような利活用の方法があるのかということに関して、ちょっと民

間の方々からアイデアを募っているというような状況です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） あの地域は、例えば以前にもあそこで企業誘致ができないかと、先ほ

ど聞かれました。私は、体育館も古い、体育館も壊せばいい、最悪の場合。テニスコートも

壊せばいいんだと。農協さんにも御理解いただいて、ほかへ、市のほうのこっちのほうにい

ざっていただくか、そういうことを考えて、あの地域のあのエリアの企業誘致はできないだ

ろうかと。それこそ羽島インター、安八が近い。それこそ、今度また海津市のスマートイン

ターにも近い。だから、市長に委ねるんじゃない、まず私たちで考えましょうや。私たちで

考えて、それこそ民間の方にも御協力いただいて、どうやって使うのか。こうやって使うに

はどんな障害があるのか、まず方針を決めなきゃだめなんですよ。絶えず他力本願、他力本

願、私たちは何のためにいるんですか。職員、議会、市長、執行部で、こういうふうに使お

うと思うんだけれども、可能か不可能か。先ほども言いました、ノーだと言うための言いわ

けじゃない、イエスにするための知恵を出しましょうや。私はそんなことを提案します。 

 この問題も、まだまだ先が長いだろうと思います。今回は、主に財政改革について市長の

お気持ちを十二分に、私だけじゃない、議員の方も、市民の方も、またこのケーブルテレビ

をごらんの方々が海津市長のお考えを聞かれたと、そういうふうに私は思っています。まだ

まだこれは先の長い問題でございます。また、改めて質問しますので、よろしくお願いいた

します。今回はこれで終わります。 
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○議長（水谷武博君） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） 一般質問の初日の最後でございますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 議長の許可を得て、２点質問させていただきます。 

 私の質問内容は、１．自家用有償旅客運送について、２．高須四兄弟を大河ドラマに、い

ずれも市長に質問させていただきます。 

 では、入らせていただきます。 

 自家用有償旅客運送について。 

 現在の海津市では、車が使えるかどうかで暮らしぶりは大きく変わります。車が使えなく

なったときの移動、外出の方法をどうするかは高齢者にとって大きな不安材料になっていま

す。市民の生活交通を確保し、全ての市民に健康で文化的な最低限度の生活を営むために必

要な移動を保障することは市の責務であると考えますが、市長の考えはいかがでしょうか。 

 安心で魅力的な地域をつくるためにも誰でも乗れる公共交通は必要ですが、市による今以

上の財政負担は難しいと思われ、それだけに地域が支える仕組みが必要であると思います。

自家用車を地域の車として活用し、二種免許保有の運転手を必ずしも必要としない自家用有

償旅客運送もその一つです。 

 兵庫県養父市では、2018年５月より地域限定で自家用有償旅客運送を市民以外にも開放し、

観光客でも利用可能としています。「やぶくる」と名づけられたこの制度は、地域自治組織

と、市役所のみならず交通事業者や観光関連団体が連携してＮＰＯを設立し、登録ドライバ

ーがマイカーを使って利用者の移動を支えています。 

 京都府京丹後市で実施されている自家用有償旅客運送ささえ合い交通は、配車サービスア

プリ「ウーバー」のシステムを利用してサービスを提供しています。ウーバーの利用は、コ

ストやマンパワーの抑制、インバウンド対策にメリットがあり、持続可能な運行実現に大き

く寄与しているとされています。 

 超高齢社会を迎え、ラストワンマイルをカバーするため、きめ細やかな地域内交通のニー

ズは高まっていますが、従来型の公共交通だけでは対応が困難なことが予想されます。自家

用有償旅客運送を実施するには、地域が考え、行動することが必要ですが、同時に、市がこ

うした取り組みを支えることも大切だと考えます。自家用有償旅客運送に対する市長の考え
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を伺います。 

 ２つ目、高須四兄弟を大河ドラマに。 

 映画やアニメを中心にコンテンツを活用した地域づくりが注目を集めています。中でもＮ

ＨＫの大河ドラマは注目度が高く、全国各地で誘致活動が盛んに行われています。大河ドラ

マの誘致は、地域の知名度向上や観光客増加等の経済波及効果に加え、市民が地元の歴史や

先人たちの生き方、考え方等に関心を持つことでふるさとに対する愛着と誇りを高め、また

歴史を生かしたまちづくりにつなげる活動です。ただ、競争相手は多く、すぐに誘致できる

わけではありません。例えば、来年の大河ドラマは、明智光秀が主人公の「麒麟がくる」で

すが、光秀に加え、細川幽斎、細川忠興、細川ガラシャのゆかりの地である京都府亀岡市、

福知山市など８市町、兵庫県の２市、福井県の１市で構成する光秀を主人公にした大河ドラ

マの誘致推進協議会を2011年に立ち上げ、活動８年目でようやく目的を果たしています。 

 大河ドラマの主人公選定等における視点として、主人公には少なくとも、１．50回分のエ

ピソード、２．主人公が我々に訴えかけるメッセージ性、テーマ性、３．全国的な知名度、

４．国内複数カ所での活躍の４つの条件を満たすことが必要であると言われています。加え

て、主人公は功績のみでなく、その人物の喜怒哀楽、恋愛についても描くことや、史実を追

いかけるだけでなく、視聴者にどう感動を与えるかの観点に立ち、例えば家族愛や友人との

きずな、ライバルといった主人公を取り巻く人間関係等も必要とされます。さらに、視聴率

を高めるためには視聴者目線、特に女性の支持が重要とされています。 

 かなり高いハードルに見えますが、９月22日に開催された高須藩三万石講演会の講師で高

須四兄弟を描いた「葵の残葉」の作者、奥山景布子氏によれば、高須四兄弟の物語は、これ

らの条件をクリアできるそうです。奥山氏は、講演で高須四兄弟を大河ドラマにと熱く語ら

れました。 

 高須四兄弟ゆかりの地である新宿区、名古屋市、会津若松市、桑名市、北海道八雲町など

と協力して大河ドラマの誘致を行うことを目的とした協議会を立ち上げて活動してはどうで

しょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 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点目の自家用有償旅客運送についての御質問にお答

えいたします。 

 １つ目の市民の生活交通を確保し、全ての市民に健康で文化的な最低限度の生活を営むた

めに必要な移動を保障することは市の責務であると言えますが、市長の考えはにつきまして
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は、議員仰せのとおり、日本国憲法第25条で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保

障しと規定されています。 

 公共交通を初めとする移動手段を確保することは、地方自治体にとって重要な責務の一つ

であり、その役割を担う必要があると考えております。 

 議員御存じのとおり、市第２次総合計画における重点施策として交通ネットワークの強化

を掲げており、利便性の高い公共交通の改善・整備をしていくため、現在、市地域公共交通

網形成計画の策定作業に着手し、過日、住民意見交換会や市民アンケートを実施し、浅井議

員の御質問でも答弁しましたように、さまざまな御意見をいただいたところであります。 

 こうした貴重な御意見や御要望及び運行・利用状況を踏まえ、令和２年度から令和８年度

までの市地域公共交通網形成計画の策定に取り組んでおります。 

 また、今後の公共交通のあり方としましては、利用者の状況、利用目的、地域の実情に応

じた移動手段の選択肢が広がるよう、高齢者対策、福祉、観光など適切な役割分担のもと、

持続可能な移動手段を確保していくことが重要であると考えております。 

 ２つ目の自家用有償旅客運送につきましては、自家用有償旅客運送は、乗合バスやタクシ

ー等事業者による十分な輸送サービスが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保

されていない場合に限り、生活交通の確保の観点から行政やＮＰＯ法人等が運行主体となっ

て自家用自動車を用いた有償運送を認める制度で、過疎地域等においては制度を有効に活用

し、それぞれの地域特性に応じた斬新な取り組みを行われております。 

 本市においてこの取り組みを行うことは、地域の交通や移動制約者の輸送が確保されてお

りますので、現時点では実施することはできません。 

 自家用有償旅客運送の実施について御説明申し上げますと、地域公共交通会議等を経て、

道路運送法の登録、必要な安全上の措置が講じられた上で、市町村が主体となって行う市町

村運営有償運送とＮＰＯ法人等が運行主体となって行う公共交通空白地有償運送及び福祉有

償運送があります。 

 市町村運営有償運送には、交通空白輸送と市町村福祉輸送の２種類があります。 

 交通空白輸送は、市町村がみずから保有する車両を使用して運行、もしくは事業者と運行

協定を結んで運行を行うことになります。 

 また、市町村福祉輸送は、身体障害者手帳の交付を受けている方、要介護認定を受けてい

る方、要支援認定を受けている方、その他障がいを有する方におきまして、会員登録の方を

対象に、外出支援のために市町村みずからが行うドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもので

あります。ＮＰＯ法人等も、市町村運営有償運送と同様のサービスの提供が行えます。 

 議員仰せの先進事例につきましては、市町村が運行主体となる市町村運営有償運送ではな

く、ＮＰＯ法人等が運行主体となって行う公共交通空白地有償運送、福祉有償運送の活用事
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例であると推察されます。 

 自家用有償旅客運送制度の検討プロセスでは、乗合バス・タクシーの活用を検討するため、

まずはバス・タクシー事業者に地域の移動ニーズに対応した交通の導入について提案を求め

ることとされており、また旅客自動車運送事業等の衰退とならないよう、地域の実情に応じ

た適切な役割分担が必要となり、民間事業者の撤退防止等に配慮が必要となります。 

 また、配車アプリを利用してのサービス提供につきましても、移動を必要としている対象

者及び年齢層に沿ったものなのか等を検討してまいります。 

 浅井議員の御質問でも答弁しましたように、石津・下多度地区社協が実施されている高齢

者送迎サービスを市内全域に展開していただくための呼び水として、令和２年度かいづ夢づ

くり協働事業の行政提案型として、「高齢者等移送サービス活動の振興」をテーマとして実

施団体の募集を行うよう準備を進めており、本市として実施団体に対し、移送サービスの運

営に必要な支援を検討してまいります。 

 ２点目の高須四兄弟を大河ドラマにの御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、近年、映画、テレビドラマ及びアニメなどのコンテンツを活用した地

域づくりが注目を集めております。 

 大河ドラマの放送は、過去の例からもドラマの舞台となりました地域に大きな経済効果を

もたらしておりまして、観光面だけではなく、地域経済の幅広い分野で非常に大きなプラス

効果が期待できます。そうしたことから、大河ドラマの誘致活動を地域活性化施策の一つと

位置づける動きが顕著となり、地域の民間有志、企業や自治体などが主体となって地域内外

へのアピールが繰り広げられております。 

 また、地域にゆかりの深い人物がメディアなどに取り上げられることは、市民初め関係者

にとって大変誇らしいことであり、次世代につながる郷土愛を育むためにも有効なことと考

えております。 

 江戸時代、高須に本拠地を置き、市域の４割近くを治めていた高須藩松平家出身の高須四

兄弟は、幕末の日本の変革期にそれぞれ重要な役割を果たしており、近年、特に業績に対す

る評価や認知度が高まってきております。 

 一例として、平成24年の大河ドラマ「八重の桜」において、高須四兄弟の一人、会津藩主

松平容保が大きく扱われ、その出身藩である高須藩への関心も広がり、平成26年には、高須

藩の江戸上屋敷があった東京都新宿区の新宿歴史博物館で特別展「高須四兄弟展」も開催さ

れております。 

 議員仰せのとおり、大河ドラマの題材となるには複数の要件が必要となりますが、「葵の

残葉」の著者であります奥山景布子氏によれば、高須四兄弟は大河ドラマになり得ると言明

されており、奥山氏の協力を得ながら前向きに検討してまいります。 
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 今後は、国や県などの観光政策と協調を図りながら広域的な連携を進めるとともに、地元

である商工会を初め、金融機関や観光協会、市民団体など関係者にも働きかけ、郷土愛の醸

成や地域間交流を促進するとともに、本市の自然や歴史文化などを全国的に広く発信し、文

化振興、観光振興、地域経済の活性化にもつなげるべく、大河ドラマの誘致に向け検討して

まいりますので、御理解、御協力をいただきますようお願いいたします。 

 以上、橋本武夫議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 まず最初に、自家用有償旅客運送の質問について再質問させていただきます。 

 公共交通については午前中にも浅井議員が質問されまして、なるべく重複しないようにと

いうふうに思いまして自家用有償旅客運送についてお聞きしたんですけれども、要は市民が

誰でも移動できる、行きたいところへ行ける、そのための足をどうやって確保していくのか

というのが非常に重要な問題だと思います。多くの方が乗ってお出かけしたくなる、お出か

けができるという暮らしの足づくりというのが今後の高齢化社会では重要なものになってく

るというふうに思っておりますが、現状、海津市の公共交通がどうなのかというと、非常に

市民の方から使いにくいだのというふうな評判しか聞きません。 

 デマンドも利用された方が３％というように、なかなか市民の足とは言いがたい状況です。

特にデマンドについては予約がとりにくいだけでなく、予約の仕方がわからないであるとか、

予約をするのが面倒であるとか、どうせ予約がとれないからとかという、もう潜在的に諦め

てしまっている、利用したい方々というのは相当数に上ると思います。ただ、それらの人た

ちを全部市の財政を使ってカバーするのも、またこれは不可能なことだなというふうに思っ

ております。 

 今、計画がつくられている最中ですけれども、この地域の足をどうやって守っていくのか

ということを市側だけに任せるだけではなくて、住民が、市民がその地域のことを地域です

る、自分たちの足をどうしていくのかということを自分事として考える、そういった姿勢の

ほうが、より公共交通を守っていく、その移動の環境を整えるためには重要じゃないかと思

っております。私の考えについてどのように考えられますか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今、橋本議員の市民が地域のことは地域のこととして考える

という御意見については、まさに浅井議員の御質問でもお答えしましたように、私どもとし

ては非常にありがたいことだと思っておりますし、当然、公共交通としての使命、役割は、
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行政として果たしていかなければいけないという考えでおります。 

 現在も路線バスが３路線、あとはデマンド、その路線バスが通っていないところ、いわゆ

る交通空白地を埋めるためにデマンド交通が創設されているところでございますが、議員仰

せのとおり、使い勝手が悪い、予約しづらい、諦めておるというような現状をまずは解決を、

どこかで解消していくべきだというふうに私どもとしては考えております。 

 そして、先ほど市長の答弁で申しましたとおり、かいづ夢づくり協働事業等で、今、橋本

議員が仰せの市民協働で活動できるような体制づくりを支援していくというような一つのき

っかけづくりをしてまいりたいということで、今月号の広報にも載せさせていただきました

し、ただ、この自家用有償運送という話になりますと、道路運送法の規定によってなかなか

難しい、今、現状は公共交通空白地はない状態ですので、それは現状はできないかというふ

うに思いますが、ただ、まずはこれはバスやタクシー事業者と協力をしながら、やれること

はやっていきたいなというふうには思っております。 

 そういう形で、市としては市長が答弁で申しましたとおり、地域の皆様と協力しながら、

行政が何ができるのか、支援体制を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 そういったことを決めていくのは公共交通会議の場であろうと思うんですけれども、例え

ばその公共交通会議に公共交通を使って出席されるんだろうか、まずそこから私は疑問なん

ですが、現状はわかりますでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 公共交通会議でございますが、交通会議のメンバーは、それ

ぞれの事業者や一般公募の市民の方も入っております。一般公募の市民の方が今３名入って

おりますが、その方は、毎回、バスを利用して会議に出席をされております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ということは、公募の３名以外の方は公共交通を使ってみえないのか

なというふうにも解釈できますが、要はそういう計画を決める会議において、そのメンバー

がどういう人なのか。それは法律で決まっていますから、そういった方々を選んでおられる

んでしょうけれども、それだけだと、要は法律をクリアするためのセレモニーといいますか、

そんな感じだけになってしまってはいけないと思うんです。中身のある会議にしていただく

ためには、やっぱり実際に公共交通を使っている方が今どうなのか、そういった意見がしっ
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かり集約できる。３名が多いのか少ないのかもわかりませんけれども、肝心なことは、公共

交通のバスが走っているのは会議室じゃなくて道路の上を走っているんですよ。各地域を走

っているんですよ。各地域の実情を見た上でどういうふうにしていくのかということを決め

ることが一番大切だと思うんですが、どうですか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） まさにおっしゃるとおりでございまして、当然、この計画を

つくる上において、先ほど浅井議員の御質問にも答弁させていただきましたとおり、市民ア

ンケートももちろんそうですが、当然利用されておる方、バスに乗車をしたりとか、電車に

乗ってアンケート調査、聞き取りの調査をさせていただいて、そちらの方のニーズもあわせ

て計画に反映をさせていきたいというふうに考えておりますので、御承知おきをいただきた

いと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 質問の中でも先進的な事例として養父市や、それから京丹後市の例を

出させていただきました。養父市は国家戦略特区に指定されている市で、この通称「やぶく

る」と言われるものだけでなく、山間地の農業についての特区でございますのでさまざまな

事例がありますけれども、要はこの養父市のやぶくるの例でいくと、タクシー事業者の営業

範囲でないまちを指定して、その運行の範囲としている。その限られた旧町の中で運行して

いるというバスでございます。 

 また、京丹後市の公共交通の施策というのは、ここで上げたささえ合い交通だけではなく

て、当然鉄道もあるし、民間のバスもあるんですが、その民間のバスの上限を200円にして、

下げたことによって高校生たちの定期利用がふえたとか、あるいはＥＶの乗り合わせのタク

シーで空白を変えていくとか、もしくはささえ合いであるとか、デマンドのバス路線もやっ

ているということで、それぞれ各地域の実情に応じた対策、どんなのがいいのかなというこ

とを真剣に考えられた結果、そういったいろいろな地域公共交通に対する手法、手段という

ものが選ばれてきているのではないかなと。 

 海津市においても、当然、各地域ごとに抱える課題はいろいろですから、その地域につい

てどんな体制がいいのかということを、やはりそこに合った対策をとる、そのためにみんな

でやらなければいけないのかな。 

 先ほど部長もそんなようなお考えでしたけれども、交通政策基本法の第６条にも連携によ

る施策の推進は重要であるというふうに出ております。第６条は、交通に関する施策の推進

は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施策相互間の連携及びこれと

関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業その他交通に関する事業
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を行う者（以下「交通関連事業者」という）、交通施設の管理を行う者、住民その他の関係

者が連携し、及び協働しつつ行われなければならない、このように、その交通にかかわる全

ての人、事業者だけではなく、市、国はもちろん、そこに住む地域の住民もしっかり関係し

ていかなければいけないというふうにされております。当然、法律ですので守っていくとい

うのは当然のことだろうと思うんですけれども、これが果たしてちゃんとできるのかどうか

ということですね。その辺はいかがですか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） まさに議員仰せのとおりでございます。単に交通だけを考え

るのではなくて、まちづくり全体を考えていきながら、その中での交通の位置づけをどうす

るのか、さまざまな分野と協働してやらなければいけない。そうでなければ、市民の皆さん、

また観光の皆さんに満足していただけるようなものではないというふうに考えておりますが、

すぐにできるということは申し上げることはできませんが、今回の計画は、令和２年度から

令和８年度までの中でどの段階で何をやっていくのかという計画でございます。ですから、

できるところは速やかにやっていきますし、できないところは、じゃあ段階を経て、どの段

階でどういうことをやっていくのかということを計画に落とし込めるような工夫をしてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 先ほどの説明ですと、現状、運送法の規定でできなようなこともあるということなんです

けれども、運送法の規定が厳しいのであれば、それを変えていく。地域の特殊性等を提案す

れば提案募集方式で手を上げて、うちのほうではこの形態は困りますから変えていただけま

せんかというようなことまでは可能なんじゃないかなと私は思っておりますが、提案はでき

ないものなんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 提案ができないということではないと思いますが、まずその

ためには行政が主体となって自家用有償運送をやるという、現段階では考え方はございませ

ん。そのためにはＮＰＯ法人等々の、いわゆる市民の皆さんの意識を醸成して、そういった

機運を盛り上げていく。そのためにも、今回、募集いたしました夢づくり協働事業等々で市

民意識の醸成を図ってまいるのがまず先決ではないかと考えますので、よろしくお願いいた

します。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 
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○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。そのように、では、よろしくお願いをいた

します。 

 どちらにいたしましても、市民の移動、出かけることが可能な、いつでもできるというま

ちづくりをしていただきたい。それがひいては海津市の発展にもつながるというふうになっ

ていくと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたい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。 

 次に、高須四兄弟を大河ドラマにしていただきたいということなんですけれども、ここに

いらっしゃる方々の多くが９月22日の奥山先生の講演をお聞きになられたと思います。お聞

きになられた方は御存じかと思うんですけれども、先生によると、その50回分のエピソード

もしっかりあると。正直言って、私、「葵の残葉」を昨年度には読んでいるんですけれども、

先生の話を聞くまで、これはちょっと大河ドラマまでは無理なんじゃないかなと。要は女性

が出てきませんので、なかなか大河には厳しいのかなと思っておりましたが、先生によりま

すと、その周りの女性たちもいっぱい書くことができると。実際、最近先生は、いろいろそ

の奥さんのことについても書かれた文書を発表されておりますので、本当にできそうだなと

いうふうに思っております。 

 この奥山先生以前に、もっと前に高須四兄弟を大河ドラマにというふうにおっしゃられた

のが徳川美術館の原史彦先生です。先生も何年か前の海津市の歴史講演会で、四兄弟を大河

ドラマにしたい。その冒頭のシーンは、明治17年に四兄弟で撮った写真で始まるんだという

ようなことをおっしゃられました。非常にインパクトのある写真ですので、私もそうだな、

非常にいいオープニングになるかなと思っておりました。 

 くしくも、この葵の残葉のスタートのシーンも、その写真撮影のシーンから始まります。

そういった意味では、やっぱりあの四兄弟というのは非常にインパクトのある人物たちだっ

たんだなあと。幕末の時代において、御三家の当主でありながら、いち早く幕府を倒す側に

ついた長男、そしてその間に三男、四男は幕府の側につき、その間でちょっと困る次男とい

うような、ドラマとしても非常におもしろい内容であろうと思います。 

 実際、奥山先生と原先生の２人が対談をされるというイベントが昨年、徳川美術館で行わ

れたときには、100人の定員の募集に対して180人以上の方が最終的に参加されたというよう

に、ここ海津市以外でも非常に興味を持っておられる方が多いようです。そのときに先生が

ツイッターで「♯高須四兄弟を大河ドラマに」というふうに訴えてほしいと言われたところ、

ツイッターを検索するといろいろ出てくるんですね。非常に多くの方がこの高須四兄弟につ

いて興味を持っておられる。意外に海津市民よりも、全国には非常に興味を持っておられる

方が多いそうです。 

 当然、四兄弟、全国各地へ養子に行かれて、そこで藩主となられたわけで、当然各位置で
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は注目を集めている人物であろうと思いますし、こういった活動がしっかりできれば、各年、

各町との連携とかも深まると思います。また、来年の「麒麟がくる」の誘致推進協議会、岐

阜県も明智光秀に関連するので非常に頑張ったのかなと思ったら、意外にそうでもなくて、

さっき言いましたように、京都のほうで一生懸命やっておられて、麒麟がくるに決まりまし

たと言った途端に、何か岐阜県でもそれに対応する組織をつくったような印象を受けます。

そういったことですと、いかにも取ってつけたようなといいますか、大河ドラマのためだけ

の活動みたいで、よくある大河後に失敗するレガシーの残らないやり方なのかなというふう

に思います。 

 例えば、福井県でも同じように取り組んでおられるようでございます。福井県の例でいく

と、明治、幕末に活躍した由利公正という方がいらっしゃるそうですが、その方を中心に福

井県であった幕末の状況を描いていこうという活動をされているところ、平成27年から始ま

ったそうですが、もう平成28年には、その方に関連する番組が教育テレビでもつくられると。

また、関連する歴史漫画も書かれる、雑誌にもいろいろ登場するという、大河ドラマになら

なくても、その活動をするだけで既にいろいろな広がりを見せる。また、その公の活動に関

連していろんな企業が自主的にＰＲ活動を始めてくれる。さまざまなその活動をすることに

よる効果が得られるということです。 

 高須四兄弟を大河ドラマにしようというときに、まず海津市が手を上げなくてどこがやる

んだろうかというか、逆に海津市が手を上げる、やりましょうという前に、例えば名古屋市

がうちの殿様なんだからやりましょうよと言われた場合、ちょっと恥ずかしいかなというふ

うに思います。みずから高須藩の領地として、海津市がみずから手を上げることが大事なん

じゃないかなというふうに思っておりますが、どうですか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 奥山先生の講演、橋本先生と御一緒にお聞きしまして一番うれしかっ

たことは、小説を書くと明言をされました。大河ドラマにしようという御発言がありまして、

大変うれしく存じました。 

 私、県会議員のころに薩摩義士を大河ドラマにという運動をしました。26万人の署名をい

ただきましたが、何せ最初から最後まで悲しい悲しいの物語では大河ドラマにはならないと。

そのときに、「その時歴史が動いた」で放送していただきました。ＮＨＫのラジオ、12時過

ぎの番組で、２日間で薩摩義士の放送をやってくれました。 

 それ以来、大河ドラマの材料になるのは何があるんだろうかと考えてまいりましたけれど

も、高須四兄弟は、もともと上屋敷が新宿区四谷の荒木町にありました。そこの方々も高須

四兄弟でまちおこしをしたいというお話でした。その中で一番懸念があったのは、要するに

本になっていない、小説になっていない。それを今度脚本化していくと、そういったことが
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大事でありまして、この奥山景布子さんが書いていただけるということであれば、それと並

行して一生懸命海津市もやっていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 確かに女性の出番は少ないんですけど、最近の大河ドラマは非常に幅広い対応をしており

ますので、その辺のところはうまくできるのではないかなあと思っております。御指摘のと

おり、これも努力してまいりた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。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 大河ドラマで取り上げていただくということは、順番的なものもある

かと思うんですけれども、2018年、「西郷どん」でした。鹿児島が舞台というと、その前は

「篤姫」です。篤姫は2008年、ちょうど10年、2016年は「真田丸」でした。長野県が舞台と

いうことでいくと、「風林火山」が2007年でした。ちょうど10年ぐらいすると順番が回って

くるのかなと。そういった意味で「麒麟がくる」が岐阜県だとするならば、ちょうど今から

始めて10年後ぐらいに順番が回ってくると、時間の経過というか、ＮＨＫにとってもいい順

番なのかなというふうに思います。 

 運動を始めてすぐに来るというものではないということは、これまでのその招致運動とい

うことから見ても当然ですので、早目にスタートさせていただく。そのために前向きに考え

ていくという答弁をいただきましたので、前向きに検討するということは、相当検討してい

ただけて実施していただけるものと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ちょっと時間がありますので宣伝をさせてください。 

 これが奥山景布子さんの「葵の残葉」なんですけれども、ちょうどきょう、12月５日にこ

の本が文庫本になります。文春文庫から880円で出るんですが、文庫本になったときに、こ

この葵の御紋が文庫本の葵の御紋は、高須松平家の御紋になるそうです。表紙をネットで見

ましたら、本当にそうなっていました。それについては、当市の職員の助言もあったという

ふうに伺っております。まだ読んでいらっしゃらない方は、ぜひとも読んでいただくと、絶

対この作品で大河ドラマを呼びたいなというふうに思っていただけると思いますので。決し

て私は、奥山さんの回し者でも、出版社の回し者でもないんですけれども、御一読をしてい

ただくと、より一層その気持ちになっていただけるなあと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで橋本武夫君の質問を終わります。 

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

   ◎散会の宣告 
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○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日予定された一般質問は終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 なお、明６日予定された一般質問４名については、午前９時に再開いたしますので、よろ

しくお願いをいたします。御苦労さまでございました。 

（午後３時５３分）  
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