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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 令和２年海津市議会第１回定例会を行います。 

 ただいまの出席議員は15名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議を開

きます。 

（午前９時００分）  

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（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３番 松岡唯史君、

４番 松田芳明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分以内といたし、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おいてお願いをいたします。 

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

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

◇ 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） では、いつものように一市民の目線から３つの質問をさせていただき

ます。 

 １つ目の質問、海津市誕生20周年記念事業について、質問相手は、市長、教育長です。 

 ２つ目、海津市の公共交通の今後について、質問相手は市長です。 

 ３つ目、市道の舗装補修について、質問相手は市長です。 

 では、質問内容に入ります。 

 １つ目の質問、2024年に誕生20周年を迎える海津市ですが、その記念事業について、次の

４点の説明を市長に求めます。 

 １．20周年記念事業を立案するに当たって、10周年記念事業の成否についての総括が必要

となります。行政サイドから、10周年記念事業の内容とそれらをどう評価したのか、説明し
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てください。 

 ２．現時点で20周年記念事業としてのプランがありましたら、その内容を説明してくださ

い。 

 ３．20周年記念事業では、ぜひ海津市を全国にＰＲするような、また20周年以降の海津市

にプラスになるような事業を展開してほしいと思います。 

 そこで、学術性の高い市史の編さんではなく、市民の活躍する姿を多く取り入れた写真を

中心にした「海津市20年のあゆみ」の発刊を記念事業の一つにすることはいかがでしょうか。 

 ４．20周年記念事業の一つとして、海津市が全国に誇る海津市歴史民俗資料館の常設展示

の一新を図り、海津市のＰＲに当ててはいかがでしょうか。 

 ２つ目の質問です。 

 2019年度に海津市地域公共交通会議が４回開かれ、今後７年間の海津市の公共交通が2020

年４月から動き出すことになります。 

 そこで、次の２点の説明を市長に求めます。 

 １．市民の皆さんに今後７年間で海津市の公共交通がどのように変わるのか、大きな変更

点について分かりやすく説明をお願いします。 

 ２．運転は不安だが、自動車免許返納後の恩恵があまりないので何とかならないかという

声を聞きますが、自動車免許返納者に対し、返納以降、生涯にわたり養老鉄道、コミュニテ

ィバス、デマンドバスの運賃半額サービスを実施してはいかがでしょうか。 

 ３つ目の質問です。 

 市内の道路の舗装補修はどのように進められているのかという問合せを市民の方から頂き

ました。 

 そこで、道路の舗装補修について、次の２点の説明を市長に求めます。 

 １．過去10年間（各年度ごと）の市道の舗装補修をした距離の推移はどうなっていますか。 

 ２．市道の舗装補修、とりわけ全面舗装補修について市の方針がありましたら、説明をお

願いします。 

 以上、３つの質問、よろしくお願いします。 

○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点目の海津市誕生20周年記念事業についての御質問

にお答えをいたします。 

 １つ目の10周年記念事業の評価につきましては、まず合併10周年記念事業で開催しました

各種事業等について御説明を申し上げます。 
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 平成26年度、市民と市が協働で事業を企画し、推進することを基本に、市内各種団体等の

代表者及び公募市民で構成する合併10周年記念事業実行委員会を設立し、平成26年度・平成

27年度の２年間にわたって記念事業を実施いたしました。 

 記念事業の概要につきましては、本市が主催した事業は、記念式典をはじめ７事業、その

他、合併記念市民公募事業として各種団体が主催した事業が14事業、冠事業として９事業を

実施いたしました。 

 本市が主催した事業では、平成26年度には、一般公募により、記念事業のキャッチフレー

ズ、ロゴマーク、本市のイメージの発信等を目的にマスコットキャラクターの愛称、市の魚

の名称等を決定いたしました。特にマスコットキャラクターである「かいづっち」は、本市

のマスコットキャラクターとして、子どもから大人まで幅広い年齢層のお客様に親しまれて

おります。 

 また、平成27年度には、11月８日に海津市合併10周年記念式典を開催、11月14・15日に市

民創作ミュージカルの本公演、先達顕彰事業として「ふるさと海津～歴史をつくった人々

～」の冊子作成等を行い、国際交流を通じた異文化との相互理解、国際感覚の向上を目的に、

市民を対象としたオランダ・ベルギー研修を実施しております。 

 中でも、市民創作ミュージカル「五色の糸と機織りの唄」は、本市の民話より田代池を題

材としたもので、多くの市民が出演し、来場者に大きな感動を与えるとともに、市民の文化

意識の高さを知ることができ、市内外からも高い評価を頂きました。こうした評価を受け、

平成29年度には「三川分流物語～デ・レーケと輪中人～」を上演し、令和２年度には、３作

目の創作ミュージカル「ハリヨと生きる～水面に煌めく命の唄～」の上演を予定しており、

本市の文化振興に少なからず影響を与えた事業であったと評価しております。 

 次に、合併記念市民公募事業として、当時の実行委員会において報告会が開催されており

ますが、改めて総体的に振り返ってみますと、それまでになし得なかった事業の企画と推進

を市民との協働で実施できたことが、市民参画・協働自治を進める仕組みづくりという施策

にのっとった自主的・自立的なまちづくりの実現に寄与できたと考えており、新しいまちづ

くりを進める上で大きな収穫があったと実感しております。 

 反省すべき点は、準備期間が短時間であったことが上げられ、20周年記念事業に対する取

組は、ある程度の準備期間をしっかり設け、事業内容等を検討してまいります。 

 ２つ目の20周年記念事業のプランにつきましては、本市誕生から間もなく15年を迎えます。

合併後は、旧町の枠を超え、多くの市民の方々の献身的な努力により、各種団体の統合や地

域間の協力の下、市としての一体感の醸成に努めてまいりました。 

 令和７年には合併20周年を迎え、記念事業を行うことは、市民とともに本市誕生の節目を

祝う重要なイベントだと考えておりますが、現時点におきましては、具体的なプランはなく、



－４２－ 

合併10周年記念事業で取り組んだ市民と市が協働で事業を企画し、推進することを基本に、

多くの事業を検討していきたいと考えております。 

 ３つ目の「海津市20周年のあゆみ」の発刊につきましては、合併以前の旧３町においても、

10年ごとの節目の年ごとに写真や年表などを数多く取り込んだ記念誌を作成しております。 

 合併20周年に向けて、平成27年から毎年発表しています「海津市重大ニュース」を基に、

海津市誕生から20周年となる令和７年に至るまでの海津市の歩みを、写真を中心とした、誰

もが読みやすいものとしてまとめていきたいと考えております。 

 発刊の方法につきましては、冊子とする、またはデジタルブックとし、パソコン等で閲覧

できる方法等、他市の事例も参考に検討してまいります。 

 ４つ目の歴史民俗資料館の常設展示の一新につきましては、歴史民俗資料館は、平成５年

に「輪中と低地の暮らし」「高須藩」を常設展示の主要なテーマとして開館し、本市誕生を

機に、平成19年度に「貝塚と古墳」を加えて常設展示の一部をリニューアルし、現在に至っ

ております。 

 本市の地形の特色の一つである輪中や、先人たちが様々な工夫を凝らし、努力を重ねて水

害を克服してきた治水の歴史と文化は、現在にも通じるものとして教科書などでも取り上げ

られ、全国の子どもたちが社会科の教材として本市について学んでいただいております。 

 また、現存する庭田貝塚と羽沢貝塚の２つの遺跡は、県内では本市にしかないものであり、

地域の歴史を考える上で欠かせない貴重な文化遺産であります。さらに、高須藩については、

幕末の高須四兄弟が小説の題材になるなど、歴史愛好家のみならず関心が高まっております。 

 そして、近隣の市町の類似の施設に比べ施設の規模の大きさや展示内容の豊富さなどに好

評を得て、延べ入館者は、約65万人を数えております。 

 歴史民俗資料館は、令和５年が開館30周年となることから、現在、常設展示のリニューア

ル計画の検討を進めるため、学識経験者や市民の代表、学校関係者などで構成するリニュー

アル検討員会において展示内容の見直しとともに、利用者の増加を図り、本市の歴史文化を

より広く発信できる施設とするため、在り方などについて検討していただいているところで

あります。 

 本市誕生20周年は、開館30周年の翌年に当たります。したがって、関連した事業の一環と

して位置づけることも視野に入れ、また施設は、開館から26年を経過していることから老朽

化が進んでいる状況にあるため、改修も含め、今後、協議・検討を進めてまいりたいと考え

ているところであります。 

 ２点目の海津の公共交通の今後についての御質問にお答えします。 

 １つ目の今後７年間の公共交通がどのように変わるのか、大きな変更点はにつきましては、

第２次海津市地域公共交通網形成計画では、「みんなでつくる、便利な公共交通網」を将来
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像として計画を実現するために、令和２年度、令和３年度の２か年で定時定路線バスの路線

再構築、デマンド交通の見直しを行ってまいります。 

 再編の方針としては、コミュニティバス運行につきましては、定時定路線バスは、市役所

及び海津温泉は乗換え拠点とし、拠点間連絡バスは、市役所から駒野駅、海津温泉から石津

駅及び美濃松山駅、都市間を結ぶ海津・羽島線に分割し、１時間に１本程度の運行を確保し

てまいります。 

 また、平田町内での名阪近鉄バスと定時定路線バスとの連結も検討してまいります。 

 今後、さらに乗車実態に関する調査を実施し、検討を進めてまいります。 

 デマンド交通につきましては、ゾーン制を軸にした運行形態への検討、運賃制度の改定を

行うことにより、デマンド交通の適正な見直しを図ってまいります。 

 また、計画期間中、交通結節点を充実させ、三重県、愛知県などの近隣市町との連携につ

いて検討するとともに、移動制約者の移動対応として新しい福祉的輸送サービスの構築や、

市民が積極的に望ましい交通手段を選択できるための環境整備を行い、住民主体の移動手段

の確保に努めてまいります。 

 ２つ目に、自動車免許返納者に対する運賃半額サービスにつきましては、現在、高齢者向

けの運賃割引制度といたしましては、定時定路線バスは、市内65歳以上で海津市発行の高齢

者身分証明書を提示された方が100円です。デマンド交通については、運転免許証自主返納

者で運転経歴証明書を提示された方が150円で乗車することができます。定時定路線バスと

デマンド交通である高齢者向けの優遇制度が異なっておりますので、今後、運賃制度を見直

す際には優遇制度についても見直していきたいと考えております。 

 なお、養老鉄道につきましては、沿線市町の兼ね合いもございますので、市独自の優遇制

度を打ち出していくのは難しいと考えています。 

 ３点目の市道の舗装補修についての御質問にお答えします。 

 １つ目の過去10年間の市道の舗装補修した距離の推移につきましては、歩道の全面補修、

もしくは部分補修といった施工面積、あるいは舗装を打ち換える施工厚さなど規模の違いが

ありますが、年度ごとに舗装補修工事の施工延長を合計しますと、平成22年度が5,171メー

トル、平成23年度が4,779メートル、平成24年度が5,021メートル、平成25年度が4,645メー

トル、平成26年度が2,376メートル、平成27年度が3,107メートル、平成28年度が3,525メー

トル、平成29年度が2,199メートル、平成30年度が3,248メートル、令和元年度では、見込み

で3,297メートルと推移しております。 

 ２つ目の市道舗装の補修方針につきましては、市道の実延長は約1,137キロメートルと大

変長く、舗装が劣化した箇所を全て補修するには膨大な事業費が必要となります。 

 補修の方針につきましては、市道を大別して２つに区分して対応しております。１つ目に
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は、市内を縦横断する広域農道や旧県道など、国道や県道の幹線道路網を補完する役目を果

たす主に２車線の幹線道路として、２つ目には、集落内、もしくは田園地帯内の道路など、

主に日常生活において買物に出かけるときなどに利用する生活道路として区分しており、そ

れぞれの道路に応じた舗装補修を実施しております。 

 幹線道路につきましては、担当課による市内４ルートに区分した定期パトロールを実施す

るとともに、業者委託により国土交通省が定める舗装点検要領に基づくひび割れなどの路面

状況を調査把握して、損傷度が大きい箇所を計画的に補修していくこととしております。損

傷度の度合いに応じ、舗装の表面を削って新しく舗装をかぶせる切削オーバーレイ工法や、

舗装を全く新しくする打ち換え工法などにより施工しております。 

 また、生活道路につきましては、市民の日常生活に密接に関わることから、幹線道路と同

様に道路パトロールを実施するとともに、自治会からの御要望や、市民から穴ぼこなどの緊

急通報を受けた場合、速やかに現場を確認し、部分的な応急補修を施工しております。 

 いずれにしましても、道路利用者が安全で安心して通行できる道路の確保を目指して、日

常の点検で舗装の損傷度を把握し、道路の利用形態や交通量に応じて必要な補修を計画的に

実施するメンテナンスサイクルが重要であると考えますので、御理解いただきますようお願

いをいたします。 

 以上、松田芳明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。 

〔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。 

 それでは、１つ目の質問から再質問をさせてください。 

 20周年記念行事について前向きな返答で、ありがとうございます。時間をかけてというこ

とですね、もうそろそろ取りかかっていただきたいなあということを思いました。 

 まず、１点目に質問しました10周年記念行事の総括についてなんですが、非常にいい活動

ということは述べられましたが、特に市民ミュージカル等、文化的なことはこれからも続け

ていってほしいなということを思いました。よろしくお願いします。 

 先ほどのところにあまり大きくは言われなかったんですが、総括すれば成功もあるし、失

敗もあるのが当然のことなんですが、一番あのときも思ったのは、オランダ・ベルギーの研

修ですね、あれについては、ちょうどあの当時、フランスとか、それからベルギーでテロ等

があって大丈夫かなあということを思っていたんですが、無事に帰国され、よかったなあと

は思うんですが、そういったことではなくて、先ほどのミュージカルのように後に残るよう

なものを残していただきたいということをお願いしました。 
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 そのうちの１点目の海津市の歩みということで非常に前向きな答弁、ありがとうございま

した。ぜひそういうものを作って、20年時にはこういうことがあったんだということを記録

として残してほしいなあということを思いました。 

 それに関してなんですが、ここに「海津市防災ハンドブック2018」というのがあるんです

が、これ市長、このぐらいの冊子を作るのに幾らぐらいかかったか御存じですか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） それは発行しておられる会社から無料で発行していると思っています。 

〔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。 

 全くそのとおりで、これは市民の方から幾らこれは金がかかったんだということで聞かれ

たんですが、いろんなところにコマーシャルのようなものも入ったりなんかして、これ無料

なんですね。これだけ立派なもので無料ということですから、財政的に厳しいということは

よく分かっていますので、その辺、いろんな手だてが考えられると思いますので、そういっ

たことを有効に資金を集められて、そして何とぞ「海津市20年のあゆみ」を発刊していただ

きたいと、よろしくお願いします。 

 それから、もう一つ提案させていただいた海津市歴史民俗資料館の件なんですが、御答弁

いただいた中にもありましたが、ちょうど20周年記念と重なるときに30周年を迎えるという

ことで、これもぜひとも成し遂げていただきたいなあということを思います。 

 市長は今回の議会の施政方針の中で、文化遺産の歴史的価値を高め、保存、継承を大前提

に後世に伝える貴重な文化財資源を活用しというようなことで、この文化財等に関して非常

に前向きな御意見を発せられましたが、ぜひこれを実現していただきたいというふうに思い

ます。 

 ちょっと残念なのは、今回の予算案で歴史民俗資料館管理費は、前年に比べまして1,248

万2,000円の減額となっています。この内容をお聞きしたときに、人件費、それから芸能等

でやるときのお金ということで1,000万以上の金額が減額されているんですが、この辺のこ

とを考えますと、ちょっと寂しい話がもう一つ続くんですが、先ほど社会科の授業に使われ

ているというようなことで、岐阜県はじめ滋賀県、それから京都府等からも多くの学校が見

学に来ているんですが、その数が残念ながら４年前に100を切りまして、そして今現在、90

弱の学校の来館となっているわけですが、この辺ちょっと教育長さんにお尋ねしたいんです

が、何とかこの辺、予算等の編成で次年度以降ちょっと増額していただいて、お願いしたい

と思います。というのは、この数が減ってきた原因の一つに、その来館した子どもたちにい

ろんな指導をしてもらえる学芸指導員のような役割を担った方がお一人で、社会見学等は大
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体秋とか、そういうときに決まっているわけで、そうすると、ある学校から電話があったと

きに、すみません、その日はいっぱいでというようなことでお断りになる場合もあるとお聞

きしているんですが、そういったことがないように、ちょっと予算のほうの配分という形、

それを次年度以降見直していただいて、もっともっとたくさんの学校に来ていただけるよう

な、そういう手だてはいかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの松田芳明議員からの御質問ですけれども、各近隣市町、

近隣県からの子どもたちの来館人数が減っているんじゃないかということで、その原因が指

導員の不足じゃないかというお話でございますけれども、現実は、今、学芸員１人、歴史民

俗資料館には配置させていただいております。そして、御存じかとも思いますけれども、も

う一人、嘱託職員として小・中学校の歴史の専門家であります校長先生を退職された先生が

歴代、ずうっと今も担当しておっていただいて、学芸員と嘱託の先生、お二人を中心としな

がら、小学校、中学校からの見学者に対しては館内の説明等をさせていただいております。 

 時々、その人数的な問題で日程変更とか、やむなくお願いする場合もあるというのは現状

でございます。 

〔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。ぜひ前向きに検討していただきたいと思いま

す。 

 じゃあ、２点目の公共交通の再質問に移ります。 

 先ほど市長の答弁に大きく４つの変更点があったんですが、特に４番目におっしゃった市

民との協働による新しい地域内でのそういった車での移動とか、そういうことで地域内でう

まいこと車を回せるようなことを検討していただきたいということを思うんですが、これは

時間的にはかなりかかると思うんですが、７年以内に実行していただきたいと。 

 それで、２番目の自動車免許返納後の恩恵についてなんですが、先ほど答弁がありました

ように、デマンドバスとコミュニティバスのその100円とか150円という金額のところではな

くて、65歳以上の返納者と、それから65歳以上の市のほうに届けられた高齢者という区分が

ありますので、その辺、先ほども市長の答弁にありましたが、何とか2020年度以内に見直し

を図っていただきたと思いますが、それはいかがでしょうか。 

○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） 今の返納者の割引制度の問題でございますが、ここの部分に

について2020年度という状況でございますが、ちょっとこの部分については、まずデマンド

交通の利用形態と、あと料金形態の見直しについては、早急に見直す必要があると考えてお
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りますので、その部分について協議をしていきたいと思っておりますが、その中でどういう

形式がいいのかということを検討してまいりたいと思っております。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） 先ほどの説明にありましたが、料金体系については2020年度、2021年

度中に新しい指針を出すという話でしたが、ということは、今、私がお願いしたことも2021

年度末にはできているということでよろしいですか。 

○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） そのとおりでございます。 

〔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） ぜひよろしくお願いします。一刻も早くお願いしたいなあと思います。 

 それと、この自主免許返納ということで市のほうが打ち出している４件というか、それが

あるんですが、その中にはコミュニティバス回数券5,000円分とか、養老鉄道１日フリーき

っぷ4,500円とか、４種類のセットがあるんですが、これを使い切ると、後はないというこ

とになってしまうんですが、私が思うのは、要するに海津市は、申し訳ないですが公共交通

網がそんなに張り巡らされておる地域と違いますので、やっぱり車がないと動けないという

ことがあります。やっぱりこの返納してもらおうと思うと、やはりその辺り、かなり優遇さ

れないとなかなか難しいと思うんですが、その辺はいかがですかね。 

○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） そのことも含めて、確かに使い切って終わりという状況でご

ざいますので、先ほど市長の答弁でもございましたし、今回の地域公共交通網形成計画の中

でもうたっております。先ほど議員がおっしゃられた住民主体の移動サービスという部分も

含めて、そういういわゆる交通弱者に対しての仕組みづくりを７年かけてつくっていくとい

う方針が今回の計画でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〔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） また、ぜひその辺、検討していただきたいということを思います。 

 最後になりますが、３つ目の道路舗装の件なんですが、なかなかお金のやりくりというか、

市の財政だけでは道路を新しく舗装し直すとか、そういうことは難しいと思いますが、先ほ

ど市長の答弁にありましたが、大体最近では年間3,000メートルぐらいの道路補修をされて

いるということなんですが、この辺りのお金の出どころですね、どのような財源を使って道



－４８－ 

路補修をされているか、お願いします。 

○議長（水谷武博君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 松田議員のこの財源でございますが、まず先ほど市長が答弁

いたしましたように、幹線道路につきましては長寿命化計画を立てておるということでござ

いまして、主に幹線道路につきましては道路ストック老朽化対策事業、いわゆる舗装長寿命

化計画といたしまして、これが合併特例債の対象となります。充当率95％ということで活用

しております。 

 また、それ以外の生活道路につきましては一般財源ということでございますが、道路占用

料、また法定外公共物の占用料を徴収しておりますので、これを充当し、限られた予算でご

ざいますので、先ほど職員でのパトロール等で、できることは職員でコスト縮減ということ

で実施いたしまして安全確保の効果に取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

〔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） 最後になりますが、先ほど答弁の中にもありましたが、かなり担当課

のほうで市内をパトロールしていただいて、穴が空いていたり何かしたときには、すぐに市

の職員で対応するというようなことで、私も２月25日でしたか、自分が通ってくる道路に穴

が空いていたんで連絡させていただいたら、もう午後にはきれになっていたということがあ

って、こういうことを先ほど自治会長さんはじめ一般の市民の方から連絡があったら、すぐ

に対応してもらうということで非常にありがたいと、私、個人的には思っているんです。 

 ただ、ちょっとある方にお話を聞いたときに、そういったことは市の職員ではなくて業者

と契約を結んでいて、連絡をしてやってもらったほうがトータルとしてはコスト的に安く済

むんではないかという意見も頂きましたが、その辺はどういうふうに考えてみえますか。 

○議長（水谷武博君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 松田議員の職員でパトロールしておるもの、これが業者にや

らせたほうがコスト的に安くなるんではないかといったお尋ねにお答えいたします。 

 平成17年度の３町合併時でございますが、市道1,137キロメートルに上る道路、これを安

全・安心して利用していただく、これにはどうしたらいいかということを建設課でいろいろ

検討いたしまして、結論から申しますと、コストをかけずにゼロ予算事業といたしまして、

職員でできることはしようということで、職員が実施いたしますのは、あくまで応急処置で

ございます。海津市のパトロールの実施要領を定めまして、毎週金曜日に市内を４路線に区

分いたしましてパトロールをし、それ以外に穴ぼこ等緊急通報があれば直ちに迅速にするの

を、原則、日日雇用で行ってきております。ただし、パトロールにつきましては、職員１名



－４９－ 

が同行いたしまして、穴を直すだけではなくて、カーブミラーやら、それから道路の反射鏡、

デリネーターが傾いていないか、そういった道路構造物についても職員が点検するという形

で、補助的に日日雇用を活用しています。 

 また、それ以外に全職員、約400名の職員がおりますので、他の部局にもお願いいたしま

して、通勤途中等で道路の異常、穴が空いておる、また側溝の蓋が割れておるといった形は、

建設課に直ちに通報するシステム、そういう形で取り組んでいるところでございますので、

よろしくお願いいたします。以上です。 

〔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。 

 本当によくやってもらっていると思いますので、ぜひこれからもそういった市民の要望に

すぐに応えていただくようにしていただきたいということを思います。 

 要望をもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで松田芳明君の質問を終わります。 

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

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

 伊藤久恵君。 

〔９番 伊藤久恵君 質問席へ〕 

○９番（伊藤久恵君） 議長のお許しを頂きましたので、質問させていただきます。 

 質問内容、１．子育て支援について。 

 ①昨年９月に一般質問をさせていただいた中で多胎児を子育て中の親や妊婦に対して、子

育て支援事業の中でネットワークによる育児相談や情報共有など多胎児のサポートはできな

いかの質問に、健康課より、多胎児のネットワークづくりとして令和２年度に設置予定の子

育て世代包括支援センターでの多胎児の集いの場を設けることを検討、そして関係機関の協

力を得ながらサポートしていける仕組みづくりを検討すると御答弁いただきました。 

 その結果、昨年12月３日には、海津市多胎の会「双子パパママおしゃべり会」の開催に至

りました。 

 そこで、質問です。 

 昨年の12月３日開催の多胎の会での参加状況や感想など、差し支えない範囲で教えてくだ

さい。 

 ②番、２月９日、厚生労働省より2020年度から多胎児に特化した国の支援事業として育児

サポーター派遣事業を始めると新聞等に掲載されました。サポーターの実施主体は市区町村
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で、費用は国が半分補助、来年度の予算として産前産後の支援に240億円を計上、その一部

を育児サポーター派遣事業に充てるものとあります。この事業について、これからの本市の

取組はどのようなものでしょうか、お尋ねします。 

 ③番目、子育て世代の方からの相談です。子育て中の親自身が市の実施している健（検）

診を受診するに当たって、小さい子どもがいて市の健（検）診を受けたくても健（検）診に

行きづらいと意見を頂きました。例えば、母親が健（検）診を受ける場合ですが、子どもを

前もって一時預かり保育に預ける手配をした上で子どもを預け、自分は医療機関で健（検）

診を受け、そしてまた子どもを迎えに行くことになります。一時預かり保育も有償ですし、

園と医療機関への手配や、その日の園と医療機関の行き来の煩わしさから健（検）診に行き

づらいのが現状です。 

 対策として、市のほうで医療機関を指定していただいて、子ども連れ健（検）診の可能な

日をつくっていただき、健（検）診を行う時間だけ子どもたちを預かっていただけないかと

いうことでした。他市町では既にそのような取組が行われており、健（検）診会場に母子室

を設け、子育て世代の健（検）診受診率を上げています。 

 ４月から始まる育児サポーター派遣事業の一つとして、親自身の健（検）診中の子ども一

時預かりを検討していただけないでしょうか。 

 ２．プログラミング教育について。 

 令和２年４月からの小学校の新学習指導要領の全面実施を見据え、学校現場において円滑

にプログラミング教育を進めるための準備がなされていることと思います。 

 そこで、お尋ねします。 

 ①プログラミング教育の目的と内容について教えてください。 

 ②番、働き方改革を言われている中での教員の仕事の負担増加はないのでしょうか。 

 ③番、政府の方針として「Society5.0」「ＧＩＧＡスクール構想」（将来構想）という言

葉を耳にしますが、それらについても分かりやすく教えてください。 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君の質問に対する市長、教育長の答弁を求めます。 

 最初に、市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 最初の御質問は私のほうから、後の御質問は教育長のほうから答弁を

させます。 

 １つ目の多胎の会の参加状況や感想につきましては、まず多胎の会「びーんず」について

御説明いたします。 

 多胎の会「びーんず」は、多胎児の妊婦や家庭を支援するため、集いの場、交流の場とし

て年に一、二回程度実施しておりましたが、対象者の減少から、平成23年から開催を休止し
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ておりました。 

 しかし、昨年12月３日に就学前までの平成25年度から令和元年度生まれ、15組、30名を対

象に開催したところ、双子と母、祖母、母のみの参加を含む10組、22名の方が参加され、多

胎育児ならではの妊娠・育児の悩みや苦しみなど、経験を交えて活発な意見交換がなされ、

和気あいあいとした雰囲気の中、楽しい時間を過ごしていただきました。 

 参加者からは、どんな内容でもよいので集まりたい、クリスマスなどシーズンイベントが

あるとよいなどの御意見を頂きましたので、次回は本年の６月頃に開催を計画しております。 

 ２つ目の育児サポーター派遣事業につきましては、まず現時点で分かっている範囲で育児

サポーター派遣事業につきまして御説明させていただきます。 

 この事業は、厚生労働省子ども家庭局の令和２年度予算概算要求の子どもを産み育てやす

い環境づくり、関連事業の項目の中で新規事業として予算要求されているもので、双子や三

つ子といった多胎児の妊婦、家庭を支援するため、交流会等の開催や相談支援の実施、また

多胎妊婦や多胎育児家庭の下へ育児等サポーターを派遣し、産前や産後における日常の育児

に関する介助等や相談支援を行うものであります。 

 多胎児家庭に特化した国の初めての支援策として新聞等で紹介されたところでありますが、

国から事業の詳細について具体的にまだ示されておりませんので、現時点ではお答えするこ

とができません。 

 しかし、本市におきましても、育児等の負担が大きく、孤立しやすい多胎児家庭への支援

は大変重要であると考えており、先ほど答弁申し上げましたとおり、多胎児の会「びーん

ず」の開催はもとより、保健師、助産師、栄養士による家庭訪問、健診、教室を通じて育児

サポートを行っております。 

 また、多胎児家庭に特化したサービスではありませんが、日常の育児に関する援助等につ

いては、ＮＰＯ法人まごの手クラブの子育て支援や、家事援助、外出援助といった有償サー

ビスの利用も可能となっております。 

 ３つ目の健診中の子どもの一時預かりを検討してはにつきましては、本市ではお子さん連

れで受けることができる検診としましては、平成30年度より市医師会病院の協力の下、外来

診療がない日曜日に乳がん検診を年１回実施し、お母さんが検査を受けている間は保育士が

お子さんの様子を見守っており、平成30年は41名が受診され、託児の利用者は２名、令和元

年度は43名が受診され、託児の利用は１名であり、令和２年度も実施を予定しております。 

 現在、本市が実施している各種健診事業は、ほとんどを医療機関に委託しており、医療機

関の御協力により受診時間や受診日を幅広く選択できる状況をつくっております。 

 議員仰せの子ども連れ検診の実施につきまして医師会病院と御相談申し上げたところ、託

児スペースの確保や、月に１回程度の子ども連れ検診日を設定することで子育て世代の方の



－５２－ 

受診を促すことにつながると考えるが、病院施設の使用制限、人員配置等により、子ども連

れ検診日を増やすことは非常に難しいとの回答を頂いております。 

 しかし、市民の皆様が一人でも多く受診しやすい環境を整えることが重要と考えており、

今後、さらに子育て世代の方も受診しやすい検診の実施に向けた検討を市医師会病院ととも

に協議してまいります。 

 また、議員仰せの一時預かりの件でありますが、小学校就学前の児童が家庭において保育

を受けることが一時的に困難となった場合に、認定こども園で一時的にお預かりするサービ

スであります。 

 保護者の就労形態の変化や、傷病・入院等による緊急時や、育児疲れ、その他の私的理由

により一時的に保育が必要となる場合に利用できるもので、子育て中の保護者を支援するた

めのサービスの一つであります。 

 この一時預かりを利用するには、事前に手続をしなければならない、有償である等、検診

時には利用しづらいというお声を頂いておりましたので、こども課と現在協議中であります

が、検診受診の場合に限り、公立の認定こども園３園において利用できる一時預かりの無料

利用券発行ができないか等、検討しております。このことにより利用負担の軽減を図るとと

もに、検診受診率の向上にもつなげていけるものと考えておりますので、御理解を頂きます

ようお願いをいたします。 

○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） 伊藤久恵議員の２点目のプログラミング教育についての御質問にお

答えいたします。 

 １つ目のプログラミング教育の目的と内容につきましては、３つのことが示されておりま

す。１つ目にはプログラミング的思考を育むこと、２つ目はプログラムの働きやよさ、情報

社会がコンピューターなどの情報技術によって支えられていることに気づくことができると

ともに、コンピューターなどを上手に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社会を築

いたりしようとする態度を育むこと。そして、３つ目には、各教科などの内容を指導する中

で実施する場合には、各教科等での学びをより確実なものとすることとなっております。 

 具体的には、プログラミング的思考とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、

どのような動きの組合せが必要であるかを考えたり、その組合せの工夫・改善を考えたりし

ながら論理的に考えていく力と有識者会議で説明されております。 

 また、内容につきましては、児童がおのずとプログラミング言語を覚えたり、プログラミ

ングの技術を習得したりすることも考えられますが、プログラミングの体験を通してその教

科の学びをより確実なものにすることを狙いとしております。例えば、算数科において正多
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角形について学習する際に、プログラミングによって正多角形を作図する学習活動に取り組

むことで正多角形の性質を確実に理解することを狙いとしています。 

 ２つ目の教員の仕事の負担増加につきましては、議員に御心配いただいておりますように、

教員の働き方改革は喫緊の課題であると考えております。 

 教育委員会としましても、プログラミング教育だけでなく、新学習指導要領の全面実施に

伴い、教員の負担感を増やさないようにするために教育委員会と学校の双方で準備を進めて

まいりました。 

 まず、プログラミング教育の狙いを正しく教員が理解できるように研修を進めてまいりま

した。昨年は、希望者や情報主任を対象とした研修を夏休みに２日間開催しております。 

 さらに、全職員が研修できるように、各学校にＩＣＴ講師を派遣いたしました。また、プ

ログラミングを体験し、プログラミングのよさに気づけるようにするために、全てのパソコ

ンに「Scratch」というソフトをインストールしており、先ほど紹介させていただきました

５年生の算数科の正多角形の学習内容において先行実施し、プログラミングのよさに気づけ

たと聞いております。 

 来年度も研修会を位置づけるように計画し、少しでも教員の負担感を増加させず、笑顔で

児童に接することができるように努めてまいりたいと考えております。 

 ３つ目の「Society5.0」「ＧＩＧＡスクール構想」につきましては、まずSociety5.0とは、

今まで人類が進化してきたことに伴い、社会も大きく変化してまいりました。狩猟中心の社

会のことを第１段階としてSociety1.0、次に農耕中心の社会のことをSociety2.0、次に人々

が人工的に物を造り出す工業が発達した社会をSociety3.0、その後、コンピューターが普及

し、インターネットでつながる情報社会はSociety4.0になります。 

 これからの社会は、さらに発展していきます。新たな社会はSociety5.0となり、あらゆる

情報が蓄積され、人工知能がそのビッグデータを解析し、様々なものやサービスを提供でき

るようになると言われています。 

 例えば、今まで人がカーナビで検索をして運転していましたが、センサーで様々な情報を

受け取り、自動走行車で自動運転が可能となること。また、人が情報を分析し、提案するの

ではなく、ＡＩが情報を分析し、人に提案するようになることなど、少しずつ実現していく

のではないかと思っております。 

 新しい社会で生き抜く子どもたちを育成するために環境を整えていく必要があります。 

 次に、児童・生徒向けの１人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し

ていくという構想がＧＩＧＡスクール構想であります。 

 教育委員会では、教師用、児童・生徒用のパソコンを更新したり、各校に電子黒板を配置

してデジタル教科書を活用できるようにしたりしております。さらに、中学校には、１クラ
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ス全員で活用できる台数のタブレットの整備が完了しております。 

 昨年12月に閣議決定されました令和元年度の補正予算案では、児童・生徒用１人１台端末

の購入費、また高速大容量の通信ネットワーク、いわゆるＷｉ－Ｆｉ環境を整えるための補

助金制度が創設されました。 

 教育委員会としましても、これを機に環境を整えられるように準備を進めているところで

あります。これからも社会を生き抜く力を育み、子どもたちの可能性を広げる場所である学

校が時代に取り残されないように積極的に取り組んでまいります。御理解を頂きますように

お願いいたします。 

 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） 御答弁ありがとうございました。 

 最初、子育て支援についてでございますけれども、①番ですが、多胎児のびーんずの会、

９月に議会でお願いして、すぐ12月にびーんずの会を開催していただきまして、本当にあり

がとうございました。参加した方にちょっとお聞きしましたら、本当に自分の悩んでいたも

のとか、そういうものが共感していただくということですごく心が和んで、心が安らいでよ

かったですということをお聞きしました。今後とも、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 次に②番目ですけれども、厚生労働省から、より特化した国の支援事業でございますけれ

ども、これは親の孤立を防止するためだと思うんですけれども、まだ内容が具体的に示され

ていないということですけれども、もし行政のほうとしてどんなようなサポートをしていこ

うかなということを考えていることがありましたら、お教えいただきたいと思いますが、ち

ょっと時期尚早ではございますが、よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部健康課長 髙木千春君。 

○健康福祉部健康課長（髙木千春君） 今、お話がありました育児サポーター事業、詳細につ

いてというのは説明がないので、具体的に今この時点で、ちょっと時点のことだけというの

は非常に難しいと考えております。 

 ただ、議員がおっしゃられた多胎の方の育児という負担というのが大変大きいのは十分認

識しております。こちらも国の多胎児に特化した事業ということですので、詳細が分かりま

したら、業者委託とか、いろんな手法を考えながら構築を前向きに検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔９番議員挙手〕 
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○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。 

 子育て支援であるとか、家事の支援であるとか、また外出の援助とか、いろいろあると思

うんですけれども、やっぱり人によってサポートの求めているものも違うかと思いますので、

多胎の会がまた６月ぐらいにあるということをさっきお聞きしたので、またそういうところ

でどういうことを要望されるかということをお聞きしていただけるとありがたいかなと思い

ます。よろしくお願いします。 

 次、③番目でございますけれども、親さんが子どもを連れての健康診断、これは多胎児の

親だけじゃないですけれども、医師会病院のほうと御相談いただいたということで、病院で

の対応が難しいということはちょっと理解できました。 

 今、健康課とこども課で協議、検討いただいたこと、もう一度説明していただけますでし

ょうか、すみません。 

○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） 今、こども課のほうでやっていただいております一時預かり

は、先ほど答弁がありましたように、有償であるとか、手続をしなければいけないというこ

とでなかなか使いづらいということで、今まで利用されてはいなかったんですけれども、検

診だけの場合に限って、市の認定こども園だけになりますけれども、無料利用券を発行して、

それを使っていただいて、お子さんを預けていただいて検診を受けていただくということを

今検討しております。以上でございます。 

〔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。 

 そういう子どもを持っている親といたしましては、本当にそういうふうに歩み寄ってくだ

さる、その姿勢、すごくうれしいことだと思います。 

 本当に子育て世代の親が受診しやすい体制というものの構築をお願いいたしたいと思いま

す。 

 もし、できれば、やはり医師会病院、日曜日にやってくださっている乳がん検診なんかは

患者さんもいらっしゃらないのでできますけど、気持ちは分かりますけれども、もしできれ

ば、やっぱり親があちこち走り回らなくてもいいというのが大事かなと思いますけど、本当

にいろいろ考えていただいたということを感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 子育てのことでもう一点、実は子ども連れのベビーカーを使用している方から、子どもの

車の乗り降りに広いスペースが必要なので、広いスペースのある障がい者用駐車場という、

パーキングパーミット制度で思いやり駐車場というのがございますけれども、そこを利用で
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きないかという相談がございました。 

 で、実はこれ海津市はすごいなと、またＰＲをしちゃうんですけど、実は昨年11月15日よ

りパーキングパーミット制度というのが始まりまして、ぎふ清流おもいやり駐車場というも

のなんですけれども、プラスワン区画というのが新設されたんです。そこのところは、妊婦

さんであるとか、障がいの心臓とか、いろんな病気を持っている方の駐車場なんですけれど

も、ただ、そのベビーカーを押している、そういう乳幼児を連れた人たちは、県のほうにお

聞きしましたら、そこには置けないということを聞いたんですね。そういうのを聞いてから、

じゃあ本市の公共の駐車場はどうなっているんだろうと思って、ちょっといろいろ見て回り

ました。そうしたら、海津市は、もう既にベビーカーの絵がついている、ロゴが入っている

駐車場がほとんどでございまして、例えばここの庁舎の駐車場であるとか、文化センターで

あるとか、資料館のほうとか、あと駒野の文化会館、あちらもそういうベビーカーも使用オ

ーケーですよというふうになっていたんですね。 

 そこで、市長さんに要望なんですけど、できれば県のほうとか国のほうへ行って、そうい

う妊婦とか乳幼児、３歳までなんですけど、連れのそういう駐車場もたくさん造ってほしい

ということをお願いしていただけたらということを要請して、この子育て支援のほうの質問

を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

 続きまして、プログラミング教育のほうでございます。 

 目新しい言葉が並んでいて、本当にプログラミングをするんかなということを思っていま

して、今回、教育長さんにお聞きしまして、よく分かりましたんですけれども、思考力を育

てるということを聞きました。 

 で、ＧＩＧＡスクール構想も、実はこれは先生に教えていただいたんですけど、どんなも

のなのかなと思っておりましたら、結局、情報があふれる、そういう社会の中で、これから

の子どもたちがそういうパソコン、タブレットを使ったりとか、そういうネットワークの社

会の中でどうやって子どもたちが成長していったらいいかということのためにこういう構想

が打ち出されたんだと思うんですけど、そこのところを少し、教育長、よろしくお願いしま

す。教えてください。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今の伊藤議員さんの御質問ですけれども、私どももこれからの情報

社会において子どもたちがどうあるべきかということを考えたときに、いわゆる情報機器に

使われる人間ではなくて、情報を適宜に選択しながら、やっぱり情報機器を駆使しながら自

らの課題を解決していく、そんな人間、大人に育ってほしいという、そんな願いがあるとい

うことを私は思っております。 

〔９番議員挙手〕 
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○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。 

 本当にこれからの複雑化する世の中で、この間もＡＩとか、そういう人工知能とかで、人

工知能もどんどん進化するということで、そういう人より、将棋をやっても人に勝ってしま

うとか、そういう人間がＡＩに負けていくような社会というのもこれから現れるのかなと。

それも急速に現れてくるということをお聞きしていまして、先ほど言いましたSociety5.0の

社会でも、例えばトヨタが開発しようとしている、あの静岡にですね、「ウーブン・シテ

ィ」ですか、ロボットとかＡＩを駆使した実験都市構想とかもございますけれども、岐阜県

なんかではまだですけれども、ローカル５Ｇのネットワークというので本当に超高速で、そ

れから低遅延というか、遅れないですぐにそのネットワークが遠隔で操作できるとか、あと

そういう時間差がなくなる。ですから、どういうことができてくるかというと、スマート農

業とかいって、遠くにいても、その場にいなくてもトラクターが動いているとか、例えば自

分たちの生活でいいますと、朝起きたら、自分のところに宅配がドローンで来て、荷物を受

け取ることができるとか、もう数限りない、利便性を追求して、人がいなくてもできるよう

な、さっきおっしゃった無人で車が動くとか、そんなようなことも可能になってくるわけで

すよね。 

 例えば、この間、ちょっと行かせていただいたんですけど、大垣市なんかでは電子市役所

として、ロボットなんかがＡＩを活用して行政サービスに当たっていますとか、新聞に載っ

ていたりとかですね。 

 また、郡上の川合小学校では、今、新型コロナウイルスで学校に子どもが行けないという

ことで、それは児童のサポートとして、ＰＴＡが教師の協力を得ながらオンライン教室を開

いて、強制ではないんですけどね、来たい人は来てくださいということでオンラインでみん

なとつながって、友達と会えないんだけれども、パソコンなんかでつながっているとか、そ

ういうこともできると。 

 それから、教育面なんかでいいますと、病弱児とか不登校児、どうしても学校へ行けない

子の遠隔授業なんかも可能になっていくんじゃないかとか、もうありとあらゆることがこの

数年で急速に変化してくる、便利な社会が出現してくると思うんですよね。 

 で、今おっしゃったＧＩＧＡスクール構想も、やっぱり国の施策として、教育長さんが今

おっしゃったように出てきていると思うんですが、ただ、情報機器に使われるんじゃなくて

ということを今教育長さんがおっしゃってくださったんですが、本当にそれを私もすごく思

っております。光が当たる分、闇の部分もあると思うんです。ですから、反面では、ＡＩが

出てきて全体のことを把握することができるという管理社会ができてくるんじゃないかなと

いうことを思います。 
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 そういうＡＩに監視された警察国家みたいなものは、隣の中国なんかでは、２年後には２

人に１台の監視カメラがつくということをお聞きしております。日本もだんだんそういうふ

うになっていくんかなと思うとちょっと恐ろしい気がいたしますけど、そういうこともあり

ますので、何を言いたいかといいますと、やはりこれからの教育の中に人としてのモラルと

か、人類の絶対幸福のためのそういう社会構築を教えるという場が教育の中で必要になって

くるんじゃないかなということを思うんですが、教育長さんとしては、今後の人のモラルと

か、そういうことについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの伊藤議員さんの御質問にお答えいたします。 

 物事には、今おっしゃられたように、必ず二面性があるというのを私自身も思っておりま

す。効率性、利便性が上がる反面、そのことで何か乏しくなる、また失われるものが必ずつ

いて回っているなあということをいろんな時々に感じております。 

 情報社会が進む中で、先ほどお話がありましたように、情報モラルの問題も他市町に劣ら

ず海津市でも、子どもたちの中では誹謗中傷事案とか、多くはありませんけれども、ある程

度の件数が上がってきつつあります。大きな懸念材料ともなっておりますが、あくまでも人

間性を喪失することなく、校長先生方には、海津市は「いのちをつなぐ教育」という基本教

育理念を大事にしながら、情報機器の便利さ等に振り回されることなく、ぜひ人間教育を推

進してほしいということを常々お願いしております。 

〔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。 

 教育長のお言葉にちょっと胸が熱くなりました。ありがとうございました。 

 ある先生にお聞きしたとき、利便性だけを追求するんじゃなくて、本当に実際に肌で触れ

たりとか、その匂いだとか、五感を介しての体験とか、そういう人間味というんですか、そ

ういう体験によるそういう知識とか、そういう考える力をつける人間形成が大切ということ

をおっしゃったことがありますけど、本当にそうだなと。失敗の中からいろんなものを獲得、

知恵を獲得するとか、そういう基本的な体験、そういうものの体験の上に構築されるべきプ

ログラミング教育なんじゃないかなということを考えました。 

 やはり何に価値を置くかというと、やはり多様する社会の中で人間が手作りでやった仕事

とか、そういうものを高く評価するとか、あとアイデアを出して新しく創り出したものを評

価するとか、その中に、例えば人に対する愛情を持って、人類に対する愛が籠もっているも

のを値打ちがあるものだと思うとか、そういう価値を見いだして、人間らしさをもっと重要

視していくという教育が必要なんではないかなと思うんです。 
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 教育長がおっしゃった主と従を間違えないように、あくまでも人間が主であって、従は人

工知能とかＡＩであるということ、そういうことを見極めてしっかり教育していただくとい

ことをお願いして、質問を終わります。今日は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。 

 ここで10時30分まで休憩いたします。 

（午前１０時１６分）  

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

○議長（水谷武博君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２９分）  

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

◇ 二ノ宮 一 貴 君 

○議長（水谷武博君） ２番 二ノ宮一貴君の質問を許可いたします。 

 二ノ宮一貴君。 

〔２番 二ノ宮一貴君 質問席へ〕 

○２番（二ノ宮一貴君） では、議長のお許しを頂きましたので、一般質問通告書に従って質

問させていただきます。 

 私の質問は１つです。子育て支援の充実について、質問相手は市長であります。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 １．子育て支援の充実について。 

 １点目の質問は、小児科専門医の重要性についてです。 

 平成29年第４回定例会において本市の小児科の現状について、次のように質問させていた

だきました。 

 小児科を標榜されてみえる医療機関は10か所あるが、小児科のみの医療機関、小児科を主

要科目とされてみえる医療機関がない。保護者からは、病院の待合で子どもが泣いたとき、

小児科受診以外の人が見えると、すごく気を使うなどの声もある。また、核家族化が進む現

在では、お子さんについての悩みを小児科専門医に相談される方も増えており、これから本

市に住むのを検討されてみえる方にとって小児科専門医の有無は重要な項目の一つになって

いると思われる。 

 このような小児科の現状について市の認識を伺いました。その質問に対しての答弁は、本

市には小児科を標榜する医療機関が10か所あるが、この医療小児科系診療所の数は、人口10

万人当たりの施設数にすると31.24となり、全国平均が17.91、岐阜県が28.15で、どちらの

数よりも上回っている。ただ、小児科のみを専門とする医療機関は、市内にないのが現状で

ある。小児科の専門医を希望される方は、地理的に近い大垣市や羽島市、愛知県、三重県の
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医療機関を御利用いただいている場合が多く見られる。 

 近年、全国において地域の医師不足が問題となっており、緊急医療や小児科、産科等を中

心に病院勤務医の不足が深刻化している。このような地域偏在、診療科偏在は、国・県、そ

して本市においても大きな問題であり、中・長期的に取り組んでいかなければならない課題

であると認識しているとのことでした。 

 また、医療機関の地域偏在、診療科偏在の改善策の一つである岐阜県医学生修学資金制度、

岐阜大学医学部地域枠に新設される地域医療コースへの参画の意向、休日・夜間のお子さん

の急病、けがの際に、家庭での対処方法や医療機関を受診すべきかどうかなど専門家に電話

で相談できるサービス、岐阜県小児救急電話相談（通称「＃8000」）の紹介もしていただき

ました。 

 ただ、中・長期的に取り組む課題とはいえ、小児科専門医を希望される方は、市外の医療

機関を受診されている状況は、現在も変わっていません。 

 確かにお子さんの急病、けがの際、日中はかかりつけ医へ、休日・夜間は＃8000などへ相

談はできます。しかし、小児科専門医の不在は、本市を移住・定住の候補地として検討され

てみえる方にとってマイナス要素になっていると考えられます。 

 そこで、お尋ねします。 

 １つ目、小児科専門医の重要性、またその確保のためには、国・県等の関係機関との連携

はもちろん、市独自の取組も必要だと考えますが、市の認識はどうですか。 

 ２つ目、岐阜県医学生修学資金制度や＃8000など、医師を目指す学生や子育て中の市民が

利用できる制度、サービスの周知はどのように行っているのか。 

 ３つ目、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない総合的な支援の提供のため、令和２年

度中に設置される子育て世代包括支援センターはどのような役割を担うのか。 

 ２点目は子宝祝金についてです。 

 本市では、お子さんの誕生を祝い、健やかな成長を願って、第３子以降のお子さんが生ま

れた際に、子宝祝金（出産祝金・入学祝金）が支給されます。 

 出産祝金は、第３子以降のお子さんを出産し、その後、その出生児が小学校へ入学するま

での間、引き続き居住する意思のあるとき、その出生児の保護者に支給されます。 

 入学祝金は、出産祝金の支給を受けて、引き続き本市に住んでいる児童が小学校に入学し、

かつ５月１日現在、在籍している児童の保護者に支給されます。 

 支給金額は、出産祝金が１人当たり10万円、入学祝金が１人当たり10万円です。ただし、

条例改正以前の平成24年４月２日から平成30年４月１日生まれのお子さんは、出産祝金が15

万円、入学祝金が５万円です。 

 ここで、本市の合計特殊出生率を「西濃地域の公衆衛生2018」の統計で見ると、平成25年
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1.20、平成26年1.13、平成27年1.07、平成28年1.12、そして平成29年0.9で、岐阜県42市町

村で唯一1.0を割り込んでいます。しかも、この５年間は、全て県内ワースト１位から３位

です。ちなみに、平成29年の合計特殊出生率は、全国1.43、岐阜県1.51です。 

 合計特殊出生率は、女性が出産可能な年齢を15歳から49歳までと規定し、その間に産む子

どもの数の平均を示すものですので、単純に2.0以下ですと、人口は自然減となる計算にな

ります。また、近年の人口減少により女性の総人口も年々減っていますので、たとえ合計特

殊出生率が同じ数値でも実際の出生数は減ってしまいます。 

 この事実からしても、もはや第３子以降が対象では不十分ではないでしょうか。第２子、

もっと言えば第１子を産み育てる手助けが必要ではないかと思います。 

 そこで、お尋ねします。 

 １つ目、子宝祝金制度の創設の経緯と第３子以降を対象にしている理由は。 

 ２つ目、本市の合計特殊出生率の現状から、対象を第２子以降にするなどの検討をしては

どうか。 

 ３点目は、移住・定住のための分譲地の提供についてです。 

 本市では、海津の暮らしサポートとして、移住・定住の促進を目指し、定住奨励金交付事

業、住まいる三世代同居・近居世帯定住支援事業、結婚新生活支援事業費補助金、定住促進

住宅の紹介などを行っています。 

 移住・定住を検討されている方にぜひ活用していただきたい制度ですので詳細を説明した

いのですが、時間の制限もありますので割愛させていただきます。市ホームページや担当課

で御確認ください。 

 さて、ある夫婦が本市内に家を建てて暮らしたいと考えたとします。どこに建てようか、

不動産屋、インターネット、お知り合い、あるいは実際に市内を回ったり、場所を探す手段

は人それぞれでしょう。 

 ただ、場所が見つかったとしても、いわゆる田舎まちに自分たちだけで入っていくのは結

構勇気が必要ではないでしょうか。なかなか大変な決断になります。 

 そうした課題の解決のための手段として、10軒前後の分譲地を確保してはどうでしょうか。

販売を35歳以下の夫婦、または子育て中の世代とし、人口減少と少子化対策に特化した募集

にするなどして、同世代の移住・定住が図られないでしょうか。あるいは、ハウスメーカー、

家電メーカー、家具メーカーやモデルハウスやモニター契約など企業とのタイアップ企画な

どで、より購入、建築しやすい魅力を増やすのもよいのではないでしょうか。 

 また、その候補地は、行政側からの一方的なアプローチだけでなく、子どもが減って寂し

いと感じていたり、若い世代に住んでもらいたいと願っている自治会や個人の方から提案し

てもらえる仕組みをつくってはどうでしょうか。 
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 そこで、お尋ねします。 

 １つ目、このように同世代の家族が数世帯まとまって住宅を建てていただけるような仕組

みづくりについてどのように考えますか。 

 ２つ目、急激な人口減少、少子化を食い止めるには、土地代は無料など思い切ったアイデ

アを打ち出してもよいのではないでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴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） 二ノ宮一貴議員の１点目の小児科専門医の重要性についての御質問に

お答えします。 

 １つ目の小児科専門医を確保するため、市独自の取組も必要と考えるが、市の認識はにつ

きましては、本市に小児科を専門とする医療機関がない現状につきましては、重要な問題で

あると認識しておりますが、市独自で取り組んでいくことは非常に困難であることや、地域

医療体制の観点からは、保健所、県単位での取組も必要と考えており、国・県に対し市長会

から提言事項として、小児科医の不足や、地域間、診療間の医師偏在の実態から、安心で質

の高い医療サービスの安定的な提供を実効あるものとするために、即効性のある施策及び十

分な財政措置を講じていただくよう提言するなど、地域医療の確保、地域医療提供体制の確

保並びに推進などを要望しているところであります。 

 ２つ目の岐阜県医学生修学資金制度や＃8000の周知につきましては、県医学生修学資金制

度は平成30年度から開始された事業で、募集受付の開始に合わせて市ホームページにて情報

提供を行っております。 

 また、子ども医療電話相談＃8000につきましても、市ホームページでの情報提供に加え、

母子健康手帳の交付時に事業の概要を御説明するとともに、乳児健診において問診票に＃

8000に関する設問を新たに追加するなど、周知・啓発に努めております。 

 さらに、救急医療や医療機関の情報をインターネットで検索できる「ぎふ救急ネット」の

紹介も併せて行っており、市民の方に分かりやすい情報提供に努めております。 

 ３つ目の子育て世代包括支援センターの役割につきましては、主に妊娠初期から３歳児を

対象に妊産婦や乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、必要な支援の調整や、保健・医

療・福祉・教育等の関係機関との連絡調整をすることで切れ目のない支援を行ってまいりま

す。 

 具体的には、母子健康手帳交付時には、全員の方に面談し、保健師等の専門職による妊

娠・出産・子育てに関する相談、また関係機関が把握している情報をセンターに集約させ、
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一元的に管理することにより、妊産婦や乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握してまいり

ます。 

 必要に応じて個別の支援プランを策定し、母子保健担当部署、子育て支援担当部署、福祉

担当部署と連携を取りながら、センターが調整役となり、必要な支援の調整や関係機関との

連携により包括的な支援を提供できるようにしてまいります。 

 ２点目の子宝祝金についての御質問にお答えします。 

 この事業は、海津市子宝祝金支給に関する条例及び同条例施行規則に基づき、本市の合併

当初から旧町の事務を引き継ぎ運用しております。 

 これまでに条例の目的である定住化の奨励に資するため、出産祝金を15万円から10万円に

する一方で、入学祝金を５万円から10万円に引き上げる条例改正を平成30年３月に行い、現

在に至っております。 

 １つ目の子宝祝金制度の創設の経緯、第３子以降を対象とした理由につきましては、制度

創設の記録では、平成13年10月１日に旧南濃町が施行、その半年後の平成14年４月１日に旧

海津町・平田町が同時に施行しております。当時は、合計特殊出生率が第二次世界大戦後初

めて1.3を下回った頃と重なることから、条例の目的である次代を担う若者の定住化の奨励

と、併せ後段の家庭における生活の安定と活力のある地域づくりや、市勢の繁栄等の文言か

ら、人口増となる第３子以降の誕生が当時の町勢繁栄と少子化対策に寄与する施策として創

設されたものと理解しております。 

 ２つ目の対象を第２子以降にしてはにつきましては、議員仰せのとおり、本市の合計特殊

出生率を引き上げる施策は、本市にお住まいの方が安心して産み育てられる環境を整えるこ

とが重要であることは認識しております。 

 これまでも子宝祝金制度を一部改正しながら、経済的支援策の一つとしても取り組んでま

いりましたが、昨年度を例に挙げてみますと、161人のゼロ歳児の中で子宝祝金制度のうち

出産祝金を支給させていただいた保護者の方は40件であります。本市の合計特殊出生率の現

状を目の当たりにし、限られた財源をいかに有効に活用するかを今後も継続して検討してい

く中で、今回から導入しました包括予算制度における事業の選択と集中の徹底を踏まえ、全

ての子育て中の方々への支援ができるような事業への移行も視野に検討していく必要がある

ものと考えております。 

 具体的には、さきにお答えしました子育て世代包括支援センターの創設もその一つで、子

育て支援に対する行政の関わりと、その施策について再構築を行っていきたいと考えており

ます。子育て世代の方々には、これまで以上のサービスを提供できるよう部署横断的に取り

組んでまいります。 

 ３点目の移住・定住のための分譲地の提供についての御質問にお答えします。 
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 議員仰せのとおり、同世代の家族が数世帯まとまって住宅を建てていただけるような分譲

地を確保することは、本市への転入を考える方にとって魅力的であると考えます。 

 本市が保有する市有地には居住に適した土地が数か所あり、まずはそれらの土地を売却す

ることに取り組んでまいりたいと考えております。また、今後の公共的施設の統廃合により

不用となる土地についても分譲地として売却することを検討してまいります。 

 これらの土地は、令和２年度より市有地売却の媒介制度を導入し、本市と媒介に関する協

定を締結した宅地建物取引事業者の方々に本市に代わって買主様に市有地をあっせんしてい

ただく制度で、１軒もしくは２軒建設が可能な土地の売却を進めるため準備をしております。 

 一方、議員仰せの10軒ほどの分譲を行うために本市が新たに個人や民間企業所有の土地を

購入し、土地を分譲するとなりますと、測量、農地転用、設計、造成工事、分筆など時間や

費用が必要となりますし、完売できるかどうか等のリスクが伴います。売却ができなかった

場合は、いたずらに市の財政に多大な負担をかけるおそれや、不動産関係の事業者への民業

圧迫となることも考えられます。そのために、基本的に不動産関係の事業者等に行っていた

だくことが適切であると考えております。今後、不動産関係の事業者等と相談して、どのよ

うな方法で本市が協力できるかを検討してまいります。 

 移住者にとって地域住民との人間関係が友好的でなければ幸せに暮らすことはできません。

市民の皆さんが移住者を歓迎し、共に地域コミュニティーを形成することが必要であります。

御提案のように、若い世代に住んでもらいたいと願っている自治会や個人の方から、宅地に

適しており、かつ売却が可能な土地について提案してもらえる仕組みは必要であります。来

年度から実施予定のタウンミーティング等により市民の皆様から御意見をお伺いしながら、

施策内容について検討してまいりたいと考えております。 

 なお、人口減少、少子化を食い止めるために土地代を無料とした施策につきましては、他

自治体の事例を研究・調査し、検討してまいります。近隣市町村では、揖斐川町で０円宅地

事業を実施していると承知しております。 

 土地代を無料にする施策についても民業圧迫のおそれがあることから、ひとまず市の保有

する居住に適した土地を媒介制度を活用し、売却を進めていくことが重要であると考えてお

りますので、御理解を頂きますようにお願いをいたします。 

 以上、二ノ宮一貴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。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） 答弁ありがとうございました。 

 この海津市にとって人口減少、それから少子化ですね、大変大きな問題ということで今回
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取り上げさせてもらっています。 

 では、順番に再質問をさせていただきます。 

 まず、小児科の専門医、あるいは小児科だけの医療機関がないという現状ですが、小児科

を標榜されてみえる医療機関は、市内に10か所あるんですが、やはり小児科を専門としてい

るお医者さんが見えるかどうかというのは、ここに住むということを検討されている親さん

にとって非常にウエートが大きいということは、皆さんも御理解されているのではないかと

思います。県や国の10万人当たりの施設数に換算しても、それよりは多いということですが、

それよりも一つ小児科があるかどうかということのほうが僕は大事なのではないのかなと思

っているところがあります。 

 それで、答弁の中に市独自の取組は非常に困難であるというようなことがありましたけれ

ども、市の独自といっても、まるきり自分たちだけで小児科のお医者さんを誘致するという

わけではなく、例えば開業する際に、その開業資金の一部を負担するような補助金とか、そ

れは診療科の偏在の解消や地域医療の維持に貢献したという名目で出したりすることも考え

られるとは思うんですが、そのような市独自の制度を創設するようなことは可能なのかどう

なのか、教えてください。 

○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。 

 全国的に小児科医が少ないという問題ですが、その理由などから、独自な施策というのは

非常に難しいというのはお答えしたところですけれども、小児科医がもし誘致できれば、非

常に大きな子育て支援になるのかなあということは私も思っているところでございまして、

先ほど御提案いただきました開業資金の補助、少し調べてみますと、幾つかのところで実際

にやってみえるところもありまして、金額にしますと100万単位から、もう少し大きい1,000

万円単位を補助するというような事業をしているところがあります。その辺、よく研究をさ

せていただいて、今後検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 金額に関しては、もちろんほかの施策もそうですが、どの金額が適切かというのはその地

域が置かれている状況もありますので分かりませんけれども、そういった制度があるかない

かというのも開業していただくときの資金を考えますと重要なのかと思いますので、ぜひ研

究していただいて検討していただければと思います。 

 それから、県の医学生修学資金制度ですね、少し県のホームページを見ますと、本市の中

で地域医療コースの設定がされているのは、海津市の中でも旧南濃町出身の学生ということ
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でありますけれども、その制度にもし該当するようなことがあれば、医学部は６年間あるん

ですが、約1,790万円の補助を受けられるということで、大変医学生にとっては大きい補助

かと思いますので、こういったものに市は参加しておりますので、十分にＰＲしていただい

て、できるだけ、もし目指す方が見えたら活用していただけるように情報発信をしていただ

きたいと思います。 

 今、小児科専門医がいないという現状で、＃8000やぎふ救急ネットということを親さんの

ほうに周知されてみえるということですが、実際利用された親さんなどから感想などをお聞

きになられたことはあるでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部健康課長 髙木千春君。 

○健康福祉部健康課長（髙木千春君） 実際に利用されたという方からお声を伺ったことは残

念ながらないんですが、今、乳児健診で問診票の中に＃8000を知っていますかという設問を

設けております。そちらの結果ですと、約７割ぐらいの方は知っているというふうに回答を

頂いております。 

 これまで乳児健診、10か月児健診という辺りで実際に使った方のお声を伺ったことはない

んですが、具体的に親さんのほうから質問を受けたというのも、本当にここ数年の間に１件

あったかないかというレベルです。 

 あと、同じぎふ救急ネット、＃8000、併せてこの数年の間に三、四件、親さんから直接的

に伺ったことがあるかないかという現状です。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 実際、周知されているのは事実ですし、問診票等でも項目にあるということですが、実際

そのように使われた親さんからの感想はあまりお聞きになられていないということで、制度

としてはあるんですが、実際、その有効活用されているかどうかというのは疑問になります。 

 一応県のほうでこの＃8000がどのくらい利用されているかという実績がホームページに掲

載されておりまして、昨年度は少し前年度より下がって１万6,000件強なんですが、その前、

平成29年、平成30年は１万8,000件を超えるような方が＃8000を利用されています。やっぱ

り県内でも小児科というか、子どもに関して夜間とかに不安に感じて相談されたいという方

は見えますし、もちろん日中でも見えると思いますので、ぜひそういうことも考えていただ

いて、この小児科専門医は、本当に僕は重要だと思っておりますので、柔軟に対応して、活

用できる制度等の創設、重々検討していただきたいと思います。 

 それから、子育て支援、子育て世代包括支援センターということが出ましたけれども、令

和２年度中に創設されるということで、こちらは今から始めることですので、最初はできる
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範囲からということになると思います。その中で最初は妊娠初期から３歳児が対象というこ

とでしたが、今後、その対象ですね、子育て世代というとまだまだ続くとは思うんですが、

どのような計画で対象を拡大するのを進めていく予定ですか。 

○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。 

 この子育て世代包括支援センターは、対象範囲は18歳までというふうになっております。

ただ、最初は、一番子育てに不安を持ってみえる３歳児までぐらいというふうに今考えてお

ります。まずは３歳ですが、順番に範囲を広げていって、その利用していただく親さんのニ

ーズなども聞きながら、順次、小学校、中学校というふうに広げていけたらなというふうに

考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） 18歳までということですので、また体制が整い次第、順次拡大して

いただいて、切れ目のないケアを進めていただきたいと思います。 

 小児科については、本当にまだまだいろんな質問をしたいわけですが、皆さん重要性も御

理解いただいておると思いますので、これからの取組も、また見守っていきたいと思います

ので、ぜひ小児科専門医の海津市への開業を望んでおります。 

 では、次に進みます。 

 子宝祝金についてです。 

 子宝祝金、出産祝金と入学祝金があるわけですが、出産祝金について過去の状況を確認し

ましたら、昨年度は161人中40件ということでしたが、遡って平成25年度は、生まれた215人

中46件、平成20年度は251人中48件の支給件数でした。この件数と見ると、生まれてくる子

どもさんは減っているんですが、３人目以降を産んでみえる世帯は減っていないということ

から、この制度は一定の成果は得られているのかなとは思うんですけれども、やはり総数が

減っている以上、少子化に歯止めがかかっていないという現状があります。 

 合計特殊出生率だけを見て、その数値に固執するわけではないですが、やっぱり一定の数

字的なデータが出ていますので、これを基にしてこれからの取組を進めていくわけですが、

こういった現状を踏まえますと、先ほどありました部署横断的に取り組んでいくということ

ですね。他部署との連携とか情報共有も重要だと考えますが、今後はそのような部分につい

てどのような取組への移行等を考えてみえますか。 

○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。 

 先ほど少しお答えいたしました子育て世代包括支援センターの設立によりまして、今でも
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関係部署は横断的に取り組んでおりますけれども、さらに健康課と、それからこども課と社

会福祉課と、さらに情報を共有できるような形にして、窓口もできれば一つで全てお答えで

きるような体制をつくっていきたいというふうに思っております。 

 ちょっと先ほどお子さんの生まれる数が減っているのに３人目の子が減らないという中に、

子宝祝金も一つあるかもしれませんが、その後の健診であるとか、相談であるとか、その辺

りの充実も評価していただいているのかなあというふうに思います。 

 それで、そういうことも併せてずうっと継続して支援できるような体制をつくっていきた

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。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 もちろん一時金だけではなく、日頃からというか、切れ目のないケアが定住につながって

いることは理解しておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

 また、何か施策を打つときには、やっぱり財源が必要になりますが、この少子化について、

よくも悪くも子どもが減っているということで児童手当の支給額も全体としては減少してい

ると思います。国や県からの補助もありますので、減少した分が全て財源となるわけではな

いと思いますから、その減った分も何か今後の施策のほうに回すことができるのであれば検

討していただきたいと思います。 

 では、３つ目の質問ですね、分譲地の提供について再質問させていただきたいと思います。 

 令和２年度から市有地を売却する際に媒介制度を活用してということがありましたけれど

も、今、検討してみえる土地等がありましたら、簡単でいいですので教えていただければと

思います。 

○議長（水谷武博君） 総務部総務課長 近藤康成君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（近藤康成君） 先ほど議員からの令和２

年度の予定があればということですけれども、宅地建物取引業者さんによる媒介を活用し、

市有地の売却を予定しております箇所につきましては、５か所、計画をさせていただいてお

ります。全てが住宅地域で、市長が答弁申し上げましたとおり、１軒もしくは２軒建設が可

能な土地を計画しております。 

 場所につきましては、海津町の古中島、平田町高田、蛇池、野寺、南濃町松山となります

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 
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 そのように具体的な市有地の検討があるということですので、売却に向けてそういう事業

者さんとの連携を取っていただいて、ぜひそれが実現するようにお願いしたいと思います。 

 それから、土地のこの提案に関しましては、自治会が若い世代がいないからということで

困ってみえるということもありますけれども、やはりそういった世代は、これからその地域

の担い手となる可能性が高いということもあります。また、耕作放棄地であったり、遊休地

であったり、そういった場所は、そのままにしておいても何もよいことはありません。そう

いった土地の有効活用にもつながるということで、このような土地の提案をしていただける

ような仕組みづくりをぜひしていただきたいと思います。 

 確かに市が購入して販売となりますと、市税の投入といいますか、売れ残ったときのリス

クもあります。別に僕が提案しているのは、買い取るを一つと思っているわけではなくて、

例えばそういう民民の売却、購入の手助けをするために、そういう土地の情報を市のホーム

ページで掲載したりとか、そういった財源をあまり必要としない取組もできるのではないか

と思っておりますので、そういったことも検討していただければと思います。 

 時間もありませんので、最後ですが、こうした子育て支援の充実は、少子化対策はもちろ

ん、移住・定住にもつながる大変重要な分野だと思っております。私の意見としては、子宝

祝金は第３子以降ですが、ほかの施策も含めて全ての子育て世帯を対象としたものがよいの

ではないかと思っております。そういったことも十分に御理解いただいているかと思います

けれども、そういった全ての皆さんに継続して利用していただけるようなサービス、または

定住促進につながるような効果的な施策、取組を今後期待いたしまして、私の一般質問とさ

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） これで二ノ宮一貴君の一般質問を終わります。 

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、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） 議長のお許しを頂きました。私は、行政改革（支所廃止問題）につい

てお尋ねします。質問相手は市長でございます。 

 令和２年海津市第１回定例会の冒頭で、市長から施政方針と議案に対する提案説明をお聞

きしました。 

 第２次総合計画で策定した５つの基本目標に沿ってと述べられました。 

 ５つの基本目標とは、１．誰もが健康で笑顔あふれるまちづくり、２．安全で快適な住み

よいまちづくり、３．個性と創造性を培うこころ豊かなまちづくり、４．自然と調和の取れ
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たにぎわいと活力のあるまちづくり、５．協働による自主的・自立的なまちづくりでありま

す。 

 そこで、お尋ねしますが、今、市が取り組まなければならない最大の課題は、財政改革、

少子高齢化に伴う人口減少問題ではないですか。 

 私は、あなたが述べられた施政方針をお聞きし、感じたことは、今、私たちが取り組まな

ければならない最大の課題に関した政策には程遠いものだと感じました。そして、相変わら

ず、財政の厳しさ、痛みを市民だけに押しつける政策の説明だと感じました。 

 行財政改革の一環と言われ、南濃町の３つの支所、平田町にある１つの支所の廃止問題、

これこそがまさしく行財政改革を旗印に、議会の議決事項にもかかわらず、市報かいづ２月

号での「４月から各支所は出張所になります」とのお知らせの掲載があり、そして市内４か

所での説明会では、大変厳しい意見を頂いたと聞いております。そして、頂いた御意見を踏

まえ、支所廃止の撤回、どたばた劇。 

 そこで、お尋ねしますが、なぜこんなことになったのか、責任は誰にあるのか、支所は廃

止しなければならないのか、ほかに思いつかないのか、行財政改革。 

 以上、３点についてお尋ねします。 

○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） 六鹿正規議員の行政改革について（支所廃止問題）の御質問にお答え

いたします。 

 議員の御質問にお答えする前に、今回の支所から出張所への移行の件に関し、あたかも出

張所になることが既決事項であるかのような表現を用いてお知らせしたことで、多くの市民

の皆様並びに議員各位に御心配と御迷惑をおかけしましたことに対して衷心よりおわびを申

し上げます。 

 １つ目のなぜこんなことになったのか、責任は誰にあるのかにつきましては、この件につ

きましては、令和元年12月13日の議会事務連絡会でも御説明いたしましたとおり、条例改正

が必要な事項でありますので、本定例会に議案を提出するために準備を進めておりました。 

 そのため、議会で議決を頂く前に、市民の皆様に対し、移行に至るまでの経緯、現在の状

況及び移行後の事務内容等の具体的な変更点について御理解を頂くための説明会を計画した

ものであります。 

 しかしながら、２月６日、７日の２日間、４会場で開催した説明会におきまして、予定事

項や決定事項のように表記したことに対する御指摘や御質問等に加え、市政全般にわたる御

意見も多数いただき、本件の事務手続に不手際があったことを認め、陳謝をいたしました。 
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 このことを踏まえまして、２月10日に、私以下、副市長、教育長、全部局長による政策調

整会議を開催し、検討した結果、当初予定しておりました新年度４月１日からの出張所業務

への移行は、再度検討、協議していくこととし、支所としての業務は継続していくことに決

定をいたしました。 

 また、市民の皆様に対しまして、改めて市報３月号等で支所業務継続に関するお知らせを

させていただいたところであります。 

 この件に関しましては、担当部長の責任において実施しておりますが、全ての責任は市長

である私にあります。 

 ２つ目の支所は廃止しなければならないのかにつきましては、平成27年１月の統合庁舎の

完成に伴う組織再編により、それまでの南濃・平田庁舎の総合窓口を廃止し、平田・下多

度・城山・石津の４支所で業務を取り扱ってまいりましたが、年々取扱実績件数は減少傾向

にあり、来庁者が少ない支所におきましては、１日に10人にも満たないのが現状であります。 

 このような状況でも取扱業務が多岐にわたるため、的確に対応できる経験値のある熟練し

た職員を数名配置する必要がありますが、しかし、職員数は合併当時のピーク時に比べまし

て４分の３となったものの、業務はむしろ増加傾向となっております。また、昨年４月より

働き方改革関連法が施行され、現在の職員数で市民サービスを維持するためには、コンパク

トな組織体制で行政運営を進めていくことが求められています。 

 そのため、今回の移行計画では、支所の業務実績から、御利用の多い取扱業務のみに特化

したサービス提供を目指して支所業務の見直しを図り、縮小することで市役所に人員と予算

を集中させ、市民の皆様からの多様なニーズにお応えすべく、本課の業務サービス向上を目

的としたものであり、支所の廃止を目的としたものではございません。 

 ３つ目は、ほかに思いつかないのか行財政改革につきましては、今回の結果を踏まえ、今

後は、現在の本市財政状況等、市政全般にわたって市民の皆様への説明責任を果たしながら、

令和２年度から令和７年度までの６年間を計画期間とする「市行財政改革大綱」に基づき、

優先順位を定めて行財政改革の推進に取り組んでまいりますので、御理解を頂きますようお

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） 今、市長のほうから、このどたばた劇についての陳謝がございました。

この問題については、私も市報を見ておりまして、あれ、おかしいなと、この文面の掲載は

おかしいなと思って執行部に尋ねたことがありました。これは議決事項じゃないのかと、こ
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れはそうですよと、これはおかしいと。 

 それから、各回の説明会での大変厳しい市民の皆様からのお怒り、ごもっともなお怒り、

御指摘を頂いたと伺っております。 

 市民環境の部長には大変罵声等々が浴びせられ、大変厳しい意見があったと聞いておりま

す。 

 そして、その後の全員協議会では、部長からの今回の説明があったのに、全協の席では、

市長、副市長から、何らその今回のどたばた劇に関しての説明もなし、これはどうなってお

るんだと私は思いました。 

 この責任についてお尋ねしますけれども、市長は責任は自分にあるというふうにおっしゃ

いました。その責任の取り方も私はお尋ねしますけれども、それよりも支所の廃止問題、出

張所にしなければならない、これ本当にそういうふうに感じるのであれば、なぜしないのか。

なぜ今回の撤回がいとも簡単になされたのか。これは、もう予定は決まっておるはずです。

行財政改革の中で決まっております。それが、なぜこんなにいとも簡単に変わられるのか、

その点をまずお尋ねしたい。 

○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） 行財政改革の一環で支所から出張所にという、このたび提案

をさせていただいく予定でおったところでございます。これにつきましては、行財政改革大

綱に基づいて進めていくという方針には変わりはございませんが、時期は、実は明記はされ

ておりません。この部分で市長が答弁でも御説明を申し上げたとおり、２月６日、７日に説

明をして、４月１日からという、いかにも時期的に拙速であったということは否めないとい

う部分がございました。この部分については、議員の御質問にもございますように、市民の

皆さんにサービスの低下を強いることについては、もっと丁寧に説明をしていくという必要

があるということを説明会をしていく中でひしひしと感じたところでございます。 

 その中で、様々な御意見を頂戴しました。高齢者の、いわゆる交通の問題であるとか、そ

れぞれ支所においてサービス提供の時間や曜日が違っていると、この部分のところに不合理

があるんじゃないかというような御意見、また支所の職員をもっと減らしてでも、いわゆる

教育をすれば少ない人数でもできるのではないかというような御意見等々も頂戴をしており

ます。 

 そうした中で、今回の定例会にこの議案を提出して議論をしていただく、ましてや仮にそ

こで議決をされても、後々皆様の御意見を頂戴していく中で禍根を残すようなことがあって

はいけないというようなことを判断し、先ほど市長が答弁しましたように、調整会議等々で

議論をした結果、一旦この部分については再度検討、協議をするというようなことで、今回

の定例会に提出するのを見送ったというような経緯でございますので、御理解賜りますよう
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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） 私がお尋ねしたいのは、部長も市長もこの海津市の財政改革、これを

しなければならないということが当然念頭にあると思う。今回の問題でも、本当に必要であ

れば、皆様からいろんな御意見を頂いても、その覚悟を持って、責任の取り方でこれはでき

ると思うんですよ。 

 私がいつも言うように、財政改革、これはただ痛みだけを市民に押しつけておる、このや

り方に皆さんが怒ってみえる、私、そう思うんですよ。 

 本当に予算がないのならば、いつも言うように、市長はじめ私どもも大幅減額をして、市

の財政は今これぐらい大変なんですよと、ですから、皆さん協力してくださいといってやれ

ば、皆様方、そうかと、じゃあ俺たちも知恵を絞ろうじゃないかと。財政の立て直しに対し

て、私は御協力が頂けると思うんですよ。これはいつまでたっても市民だけに痛みを押しつ

けておる、松永市政のやり方なんですよ。だから、市民は怒るんですよ、私はそう思います

よ。 

 これがね、面白いもんで、私も書類の整理をしておりました。平成29年の第１回定例会、

施政方針です。この中で、少子高齢化、人口減少への対応、市民への安全・安心の確保、さ

らには地域経済の活性化などなど行政課題が山積する中、私は、もう一度熟慮を重ねた結果、

海津市のさらなる発展のためにもう一度働かせていただきたいという思いから、さきの定例

会で４期目の出馬を決意したと書いてあります。そのときには、人口減少に歯止めをかけと

述べておられます。今回の施政方針の説明では、人口減少という言葉が私は見つかりません

でした。これはどちらでもいいんですか。 

 これ、合併して、なぜこの海津郡３町の合併を市民が望んだかというと、幸せになると思

ったんですよ。よりよくなると思ったんですよ。しかし、松永市政が始まってから、ずうっ

と右肩下がり、市民だけに痛みを押しつけるやり方、御自分は一切大幅減額はしない。今ま

で私が減額の要望をして、過去に１回だけ数％の減額があった。いつまでこの市民だけに痛

みを押しつけておる松永市政を続けるのか。市民は、もうそういった声が多いんですよ。 

 そういった中で、先ほどのように、本当に廃止したい。廃止しなければ財政的にも苦しい

んだというんであれば、今回、私が言うように、責任は市長があると。であれば、市長が市

民が納得するような責任の取り方をすれば、市民の皆さんは協力しますよ。そういった、あ

なた自身、市民の皆様に納得していただくような責任の取り方は考えられませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） １つは、先ほどもお話を申し上げましたように、あたかも決まったよ
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うな表現を使ったと、そのことに対して大変申し訳なく謝罪を申し上げる次第であります。 

 政策を推し進めていく過程の中で、これは事前に検討していくことも必要であろうと思い

ますし、そういった準備が不十分であったということでおわびを申し上げております。 

 今回、この議会で一般会計及び特別会計等々をお認めいただきましたら、この予算の御説

明と、そして市が持っております財政的な力、そういったものに関しましてもきちっと御説

明を申し上げて、そしてまた御指導を頂く、そういったことに対して努力をしてまいりたい、

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。 

〔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、市民の皆さんに財政の危機を分かっていただくのは簡単なんで

すよ。税収が落ちておる、大変なことだと。人口が減っておる。市長はじめ私どもが、やは

り大幅減額をすることですよ。そして、それが市民の皆さんに初めて、ああそこまで財政が

落ち込んでおるのかと。 

 これは私がいつも言うように、島根県の海士町の前山内町長は、町長に就任したと同時に、

この財政の立て直し、これに向けて自分の給料を５割カットされました。町長が５割カット

するのに議会が黙っておれん。議会もけんけんがくがくと議論した結果、４割カットした。

そして職員の皆さん、要は課長、幹部は、今まで私たちが歴代の町長に対していろんな政策、

いろんなことを提案してきた。その結果、今のこの財政状況が生まれたと、私どもにも責任

があるんじゃないかということで、幹部は３割カットを決められました。 

 そういったことを踏まえて、その海士町の町民は、そこまでなのか、今、そこまで町は大

変なのかと。じゃあ、俺たちも何かしようよ、自ら補助金の減額を申し出て、使用料の値上

げもお願いし、そして財政の立て直しに頑張ってきた。 

 ところが、私どものまちは、ただ痛みを市民だけに押しつけ、そういった厳しい財政状況

にもかかわらず、自ら給与、報酬の減額はほとんどない。 

 市長においては、いつぞや申されました、給与減額等々をしなくて済むように今頑張って

おると言われました。ということは、その財政の厳しさを、ただ市民だけに押しつけておれ

ば、私たちは給与をもらえるんだ、あなたの考えはそうなんですよ。違いますか。 

○議長（水谷武博君） 傍聴者の皆さんにお願いがございます。発言と拍手も傍聴規程によっ

てできませんので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 違います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 
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○10番（六鹿正規君） 申し訳ございません。今、ちょっと聞き取れなかったもんですから、

再度答弁をお願いします。 

○議長（水谷武博君） 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 違いますかとおっしゃいますので、違いますと御答弁しました。 

〔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） そうですか。しかし、給与減額、そうならないようなために、今、頑

張っておると。 

 じゃあ、あなたの頑張りはどこなんですか。市民に使用料、手数料、御負担いただく分は

値上げして、サービスは低下させる、これは何の目的があるんですか。 

 市長に対します、これは政策ですから。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今までも説明しておりますように、私自身は海津市の財政をいかに立

て直すか。その立て直す中でどういう手段があるのか、そしてどこまでそれは市民の皆様方

の御理解が頂けるのか、その中で努力をしていきたいということで今までやってまいりまし

た。いろいろ合併時のこともありますが、そういった気持ちで今まで市政を担ってきており

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） 過去の答弁を聞いても、市長はそういった答弁を繰り返すばかり。 

 私は、そこで、この行政改革、ほかに思いつかないのか、こういったことに対して私なり

に提言等々がございます。 

 合併する前の町政のように部を廃止して課のみにして、副市長もなくすことはできないの

か。 

 または、私どももあと約１年半の任期がございます。市長もあと１年ですかね。その任期

を残して辞職されて、この海津市を立て直していただく、立て直すことができる方に委ねる、

こういったことはできませんか。 

 あなたには議会を解散する解散権があるんです。もう一年松永市政が続けば、今以上に海

津市は衰退します。今回の一般質問でも、若い議員さんが子育ての問題、いろんな問題でい

い意見を述べておられます。そういった意見を、やはり反映させてくれるような新しい指導

者を選ぶ、選ぶ環境を整える、それがあなたの海津市に対する愛情ではないかと私は考えま

す。そういったことは全く考えにない、それとも早急に、今日、家へ帰ってからでも考える

か、お尋ねします。 
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○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 海津市の財政を立て直すために、いろんな手を今やっております。そ

れで、今年は特に新しい手法を講じました。その中でどういう結果になるのか、多分その中

で進んでいくでしょう。結果はいい方向に進んでいくと私は思っております。 

 したがいまして、六鹿議員のおっしゃるような気持ちは毛頭持ち合わせておりません。 

〔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） 私も海津市が大好きなんですよ、平田町から。私は、もともと愛知県

稲沢市の生まれでございます。縁があって、この平田町、今は海津市でございます。そこへ

転職してまいりました。そういった中で今の立場を頂くことができました。私は海津市が大

好きなんですよ。海津市に住む皆さんも大好きなんですよ。ですから、やはり海津市に住ん

でよかったという思いを持っていただきたい。あなたが言われるような誇りの持てる、私は

そういった思いがあるんですよ。しかし、このままでは誇りどころか危機感しか生まれてこ

ないんですよ。 

 あなた、やっている、やっていると言いながら、結局は市民だけに痛みを押しつけておる、

そうじゃないんですか。だから、市民の痛みを少しでも和らげるためにも、あなたは私ども

がこの財政の厳しい折、市民に御理解いただくために大幅減額はしませんか、そういった思

いはないのか、お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） その件に関しましては、前回の議会で答弁をしておりますので、同じ

答弁にさせていただきます。 

 海津市に対する思い、あるいは市民の皆様方の御提言、そういったものに関しましては、

施策の中で今取り入れて、例えば市民協働のまちづくり、そういったものとか、市民の皆様

方の御意見を聞く機会を設けております。 

 さらには、市民との対話室とか、そして私自身も今現在、いろんな自治会で市政の予算の

報告、あるいは主立った施策を説明させていただいております。 

 したがいまして、今の形で、今年度新たに試みた予算編成、これが非常に効果的になって

くるのではないかと期待をいたしております。 

 いろんな市町がこういった予算立てをしておりまして、こういった予算の中で調整基金を

増やしていこうと、そういった意欲ある御意見も頂いております。 

 そういった中で、今年一年進めさせていただき、市民の皆様方にも安心していただけるよ

うな、また形にしていきたい、このように考えているところであります。 

〔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） じゃあ、合併から昨年までの松永市政はどうだったんだと。この一年、

大失敗なんですよ。 

 今回、髙木部長をお迎えして、大変補助金等々のカットもございます。そういった中で海

津市の再建を目指して、今、髙木部長はじめ各部長の皆様、職員の皆様が一生懸命やってお

る、これは分かります。しかし、トップはあなたなんですよ。あなたに真の改革ができなけ

れば、幾ら職員が頑張っても駄目なんですよ。 

 だから、私が先ほど言いましたでしょう、平成29年度の施政方針、人口減少の問題、触れ

られた。今回、何も触れられていない、どこに危機感があるか。 

 だから、私は、もうあなたの下では、もう一年続けると、本当に駄目になるんですよ。だ

から、あなた自身が、それは物語っているでしょう。この合併してから、ずうっと松永市政

で人口は増えもしない、横ばいでもない。いろんな施策、いろんな施策じゃない、政策が間

違っておったんですよ。 

 私どもは委員会の研修でいろんなところへ行きます。それぞれの地域の皆さんは、海津市

はいいところですね。都会にも近い、いいところですねと言われます。 

 じゃあ、なぜそんないいところが人口が減り続けるのかと、あなたの政策が間違っている。 

 だから、私はこの財政の立て直し、急務なんですよ。急務ということは、これ合併してか

ら、いろんな補助金が出てきたと思うんですよね。合併前になかった補助金もあると思うん

ですよ。そういったものをなくすこと、これも一つの大きな財政改革なんですよ。例えば、

そんなことをいきなりやったって無理なんですよね、お叱りを受けるんですよ。なぜかとい

ったら、今まで補助金にどうしても甘えてきた、性格上。しかし、ここであなたは、私ども

が本当に財政改革をしなければならないんだということを皆さんに分かってもらうようなこ

とをすれば、市民の皆さんも納得されると思うんですよ。これ、一番早いんですよ。何年も

かかりませんよ。それをやったら、市民の皆さんに補助金のカットと補助金の減額等々に御

理解を頂けると私は思うんです。あなたはそう思いませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 市政を担うということは、何もそのことだけではないわけですね。そ

のことも大事なことなんですけれども、例えば今度また、先ほど二ノ宮議員から質問があり

ました子どもの包括制度とか、もうずうっとそういったことが来ます。例えば、子育てに関

しますと、うちは非常に優れた制度を持っております。かえってその包括制度にすることに

よって、その優れたところがなくなると、こういったようなことも考えられます。その制度

に合わせていかなくちゃいけない。 

 したがいまして、その都度、その都度、国、あるいは県に対応してきたわけであります。
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例えば、市になりましてから六鹿議員さんは何もやっておらんとおっしゃいますけれども、

例えば学校の耐震工事、空調、今回、子どものトイレの洋式化、そういったことをしっかり

やってきているわけでありまして、そのことがやはり子育ての人たちにとっても理解を頂け

るのではないかと、このように思っております。 

 そういったことをしながら事業は選択しなくてはいけませんので、その選択の中で皆様方

に御説明を申し上げながら今までやってまいりました。そのことがこの二、三年、少し財政

が今悪くなっておる、そのことをしっかりと立て直すために、今年、予算の立て方を変えさ

せていただきました。このことは皆様方に御理解を頂けると思っています。その中で、また

新しい要請に対して事業を進めていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〔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） それは当然、市長だからいろんなことを考える、当たり前なんですよ。

当たり前なんですよ。だけども、ここまで財政が落ち込んできた、市民に痛みをお願いする、

この状況は、このままでは変わらないんですよ。 

 だから、いろんな建設的な若い方の御意見も頂いた。それを反映させるのは、やはり予算

なんですよ。あなた、それは分かっていますか、予算なんですよ。それには市民の皆さんに

御理解を頂かなければならないことがたくさんあるんですよ。だから、私はそこを言うんで

すよ。 

 合併前になかったような補助金等々、これもひょっとしたらなくすことも考えないかん。

補助金の減額も、もっともっとやっていかないかん。それを御理解いただくには、まずあな

たが給与の大幅減額、そして皆様方に今こういった状況ですよということを分かっていただ

ければ、私は御理解が頂けると思うんですよ。 

 羽島の市長さん、どうですか、幾らか御存じですか。存じていますよね。あえてこの場で

は言いませんけれども、私どもより大きな市の市長さんが自ら減額を申し出て、退職金も要

らないという話ですよ。そこまであなたがするんであれば、市民の皆さんは納得されると思

うんですよ。自分の子も孫も、この海津市にいるんだ。この海津市を存続させなきゃならな

いんだ。新しい議員さんのいろんな提案にも応えていけばいいんだ。予算を生み出さないか

ん。これは、当然、企業誘致等々もされますけれども、まず市民の皆さんだけに今押しつけ

ておる痛みを、私たちがまず一番最初に感じなければ駄目なんですよ。あなたはその思いが

全くないんですよ。 

 私が、例えばあなたなら、大幅減額しますよ。その例を、私、あなたに示したでしょう、

島根県の海士町はこうですと。あなたは以前に、それはよいところへ研修に行ってきました
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ねと、その一言でしたよ。なぜよいところを参考にしないんですか。 

 私は、あそこへ３回行ってきました。３回行って、昨年の12月、町長も替わられました。

お話を聞いてきました。頑張ってみえました。 

 だから、私は、この財政難を、厳しい財政状況を市民の皆さんに本当に分かっていただく

ためにも、自らの給与、報酬、大幅な見直し、これはすべきだと考えます。 

 もうあなたに聞いたって、恐らくしますとは言われんと思います。しかし、報酬審議会が

たしか開催されましたね。その答申も、もう恐らく出たと思うんですよ。この場でどうこう

とは言いませんけれども、もし私があなたなら、報酬審議会から答申いただいた、その減額

プラス、さらに１割を減額する。あなた自身がそれをお願いするんです。こうさせてくださ

い。市民の皆さんだけに痛みを押しつけるわけにはまいりません。私はそれをあなたにお願

いをして、答弁は要りません、変わりませんから。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） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前１１時４９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５８分）  

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

○議長（水谷武博君） 続いて、３番 松岡唯史君の質問を許可いたします。 

 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 質問席へ〕 

○３番（松岡唯史君） 議長のお許しを頂きましたので、一般質問をさせていただきます。 

 １．行財政改革について、２．国民健康保険税について、いずれも質問相手は市長であり

ます。 

 １．行財政改革について。 

 今年１月21日の全員協議会におきまして、パブリックコメントを実施する旨の御報告があ

りました。海津市行財政改革大綱（案）によりますと、行財政改革は令和２年度から６年間

を計画期間とし、本市の財政状況が厳しいことから、最適な財政構造等への改革と最適な事

務事業への見直しを基本目標として取り組むものとされております。 

 また、取組内容としましては、歳入の確保とともに、事業の縮小・廃止や効率的な施設の

管理・運営、事務効率化による歳出の抑制としており、特に事務事業の見直しや公共的施設
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の見直し、外部委託の推進や公営企業等の健全経営に取り組んでいくとのことであります。 

 この行財政改革大綱（案）に基づいて、先日撤回されました支所業務の見直しをはじめ、

やすらぎ温泉の長期休業やひまわりの休館日変更などが提案されたと私は認識しております

が、こうした一連の提案は、市民サービスの低下を招くものであると考えます。 

 先日行われました支所業務の見直しに係る市民説明会に出席いたしましたが、出席されて

いたほかの市民からは、支所業務の見直しに関する批判の声が続出しておりました。また、

ほかの会場での説明会におきましても、市民の反応はおおむね同様だったと伺っております。 

 その後、支所業務の見直しは撤回されるに至ったわけでありますが、このことは議会の議

決や市民との対話もないまま、既に支所業務の見直しが決定したかのように回覧文書や市報

によりお知らせをするなど、進め方が拙速かつ一方的であったため、少なくない市民の方々

からの反感を招き、合意形成を困難にしたという象徴的な出来事だと思います。 

 そこで、行財政改革の基本的な考え方から、個別の事案についての方針などに関しまして、

次のとおり幾つか市長にお尋ねをいたします。 

 １．市民に対して行財政改革及び行財政改革に基づく各提案の必要性を説明し、市民と意

見交換をする場を設けるなど、時間をかけて決めなければならないのではないでしょうか。 

 ２．事業の縮小・廃止や効率的な施設の管理・運営、事務効率化により市民の方が大きな

影響を受けますが、行財政改革における歳出抑制に伴う市民サービスの低下についての御認

識をお尋ねします。 

 ２．国民健康保険税について。 

 国民健康保険については、平成30年第１回定例会におきまして一般質問をさせていただき

ました。 

 その後、平成30年度から岐阜県が財政運営の主体となる制度改正がありましたが、改正後

も本市には岐阜県が市町村ごとに算定、公表する標準保険料率等を参考に国民健康保険税率

等を決定することや、被保険者の事情に応じた賦課徴収を行う役割があると認識しておりま

す。 

 一方で、この制度改正に伴い、国から毎年約3,400億円（うち約1,700億円は平成30年度か

ら）の財政支援を全国の自治体にされているにもかかわらず、本市では、この２年間におい

て国民健康保険税率等を引き下げることもなく、平成27年度までは計上されていた法定外繰

入れ（財政支援分）が制度改正後も引き続き計上されておりません。 

 市内では約8,700人、世帯では約5,000世帯の方が国民健康保険に加入しておられ、高過ぎ

る国民健康保険税にかかる影響を多くの方が受けておられます。 

 そこで、次の点に関する御認識を市長にお尋ねします。 

 １．私は国民健康保険額（率）が高いと思いますが、御認識をお尋ねいたします。 



－８１－ 

 ２．均等割は支払い能力に関係なく人数に応じて掛けられていることから、各世帯に子ど

もが増えると、国民健康保険税は増えてしまいます。そこで、子育て支援や少子化対策の観

点から、子ども（15歳未満または18歳未満）に係る均等割の免除を検討していただけないで

しょうか。 

 ３．本市には国民健康保険税条例第25条による国民健康保険税の減免制度（天災・所得激

減・低所得等）があるものの、平成30年度における適用は１世帯のみだったと聞いておりま

す。 

 そこで、同制度に関する市民からの相談があるのか、また県内他市における同様の減免制

度に係る利用状況についてお尋ねをいたします。 

 さらに、市民にこの減免制度を積極的に周知して利用を勧めるべきだと私は考えますが、

御認識をお尋ねします。 

 ４．全国の自治体の中には生活再建型滞納整理といった取組をしている自治体があります。

具体的には、滞納者世帯の収支を確認して、税金滞納を完納した後も安定した生活ができ、

期限内に税金が納められるように、ファイナンシャル・プランナーの資格を持った職員が滞

納者を含む家族全体の収支状況を計画的にマネジメントするものであります。本市において

もこうした取組ができないでしょうか。 

○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点目の行財政改革についての御質問にお答えします。 

 まず、今回策定いたしました「海津市行財政改革大綱」について御説明させていただきま

す。 

 本市では、平成17年度に「海津市行政改革大綱」及び「海津市行政改革集中改革プラン」

を策定し、簡素で効率的な行政運営の確立を目指し、事務事業の見直しを進め、合理化・効

率化に努めるとともに、指定管理者制度の導入、職員の定員管理及び給与の適正化、団体運

営補助金交付基準の策定、公共的施設の見直し等を進めてまいりました。 

 平成26年度には、「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

策定し、本年度までこの計画に基づき、行政改革を進めてまいりました。 

 現在、人口減少や少子高齢社会の進展、景気回復の兆しを見せながらも足踏み状態の続く

経済情勢、被害想定の拡大が懸念される南海トラフ地震への備えなど、本市を取り巻く社会

環境や対応すべき行政課題は年々変化し、新たな行政需要は増え続けています。一方で、市

税をはじめとする自主財源の減少、社会保障関係経費をはじめとする義務的経費の増加によ

り、本市の財政状況は、より厳しい状況下に置かれるものと考えられます。 
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 また、喫緊に迫った財政調整基金が底をつき、予算が組めない事態を回避し、将来にわた

り持続可能な自立したまちづくりを進めるために、真に必要な行財政改革をより確実に実行

していくため、これまでの「行政改革大綱」を改め、財政面を強く意識した新たな「海津市

行財政改革大綱」を策定いたしました。 

 本市では、「海津市第２次総合計画」に基づくまちづくりが平成29年度からスタートして

おります。総合計画は、基本目標を実現するために展開する施策や、施策を実現するための

事務事業を定めた行財政運営の最も基本的な指針であり、行政改革は、最上位計画である総

合計画に描かれている将来像「水と緑と人がきらめく 輪でつながるまち 海津」を実現す

るための事務事業を効果的・効率的に実施するための有効な手段として位置づけております。 

 行財政改革大綱の策定に当たりましては、市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長

及び部長級職員で構成する市行政改革推進本部にて原案を協議し、大学教授のアドバイザー、

市民からの公募委員を含む行政改革推進審議会に諮問した後、パブリックコメントを令和２

年１月20日から２月18日まで実施いたしました結果、１人の方から３件の御意見を頂きまし

た。その御意見を反映し、再度市行政改革推進本部にて協議し、審議会からの答申をもって

策定といたしております。 

 １つ目の市民に対する意見交換の場につきましては、議員仰せのとおり、行政改革を大き

く進展させるためには市民の皆様の御理解と御協力が不可欠であると認識しております。 

 行財政改革大綱につきましては、今後の進むべき方向性について、１．最適な財政構造へ

の改革、２．最適な事務事業への見直しという基本的な目標について、諮問、答申の上、策

定させていただきました。 

 基本目標を踏まえた具体的な取組内容である財政再生プログラムについては、財政状況等

をタウンミーティングを実施し、市民の方々に丁寧に説明の上、検討してまいりたいと考え

ております。 

 ２つ目の市民サービスの低下につきましては、高齢化等に伴う扶助費等の義務的経費が増

大する中、市税や地方交付税の減少が見込まれるため、将来にわたり持続可能な行財政運営

を推進するためには、歳入規模に見合った歳出規模に予算をスリム化していく必要がありま

す。 

 合併後から続く各種施策等の縮小・廃止に伴い、市民サービスが低下することは大変心苦

しく思っておりますが、短期的な視点で現役世代だけを考えるのではなく、これから生まれ

てくる海津の子どもたち、将来世代にツケを回さないよう、中・長期的な視点を持って財政

運営をしていくことが重要であると考えております。 

 これは本市だけの問題ではございません。多くの自治体が少子高齢化が進展するとともに、

高度成長期に整備された公共施設の老朽化対策など、財政需要の増加が見込まれており、国
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では、公共施設等総合管理計画の策定を求め、長期的視点を持った更新、統廃合、長寿命化

を図るよう要請されております。 

 厳しい財政状況の中でも安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的に実施できるよう、

市民の方々に丁寧に御説明し、御理解を得ながら今後も行財政改革に取り組んでまいります。 

 松岡唯史議員の２点目の国民健康保険税についての御質問にお答えします。 

 １つ目の国民健康保険税額が高いと思うが、市の認識はにつきましては、議員仰せのとお

り、平成30年度実績における西濃圏域11市町の中では、医療給付費分、後期高齢者支援金分

及び介護納付金分を合わせた１人当たりの調定額が11市町中、２番目に高い数値となってお

ります。 

 これは、本市の被保険者１人当たりの所得金額が県下で上位にあることもその要因の一つ

であると考えられますが、国民健康保険税が他市町村と比較すると低くはないとの認識は持

っております。 

 しかしながら、議員も御存じのとおり、本市の国民健康保険特別会計は、基金を取り崩し

ながら一般会計からの法定外繰入れを頼りに運営してまいりましたが、平成21年度には基金

残高が僅か９万6,000円となり、危機的な状況にありました。本来、当会計は、保険税や

国・県補助金、保険給付費等交付金等の歳入で歳出との収支均衡を図る必要があるわけです

が、その後は、保険税率の上昇を抑えつつも一般会計からの法定外繰入れを行いながら運営

する中、平成30年度末には２億8,000万円の基金積立てができるまで回復いたしました。 

 議員仰せのとおり、国民健康保険は平成30年度に大きな制度改革があり、県が財政的な事

業主体となり、より安定した財政運営を目指すことになりました。平成30年度から始まった

県が事業主体となったことによる県への納付金は乱高下しており、なかなか安定しない中、

保険税率は見極めが難しいと言わざるを得ない状況であります。まずは資産割を段階的に減

らして、最終的には資産割をなくし、所得割、均等割、平等割の３方式にしたいと考えてお

ります。 

 ２つ目の子どもに係る均等割の免除を検討してはにつきましては、議員仰せのとおり、子

育て支援及び少子高齢化の観点から、子どもに係る均等割の免除は有効な手段であると考え

ます。県内でも、第３子以降について減免措置をされている市があることも承知いたしてお

ります。しかしながら、先ほど答弁申し上げましたとおり、まずは資産割をなくすことを優

先して行いたいと考えております。 

 ３つ目の国民健康保険税の減免制度につきましては、まず市民からの相談につきましては、

電話での問合せも含めて、年間、数件の相談を頂いております。 

 次に、県内他市における減免制度の利用状況につきましては、平成30年度実績では、山県

市、瑞穂市、飛騨市の３市がゼロ件、岐阜市98件、大垣市164件、高山市58件、多治見市10
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件、関市187件、中津川市133件、瑞浪市12件、羽島市54件、恵那市12件、美濃加茂市28件、

土岐市69件、各務原市35件、可児市127件、本巣市５件、郡上市３件、下呂市67件でありま

す。 

 本市におきましては、実績１件ではありますが、市民の皆様により一層の周知を図ってま

いります。 

 ４つ目の生活再建型滞納整理の取組につきましては、生活再建型滞納整理とは、徴収によ

って住民の生活破綻に追い込まず、滞納を解消すること、無資産で低所得の滞納者の生活再

建及び担税力回復を目的としております。 

 これまでの滞納整理では、納税緩和措置の処理をするところまでが徴収職員のテリトリー

とされてきましたが、今日では、不本意にも滞納となってしまった方について、その滞納の

原因となっている状況の抜本的な改善なくしては本当の意味での滞納解消にはならないので

はないかと考えております。 

 滞納となった原因については様々であり、必ずしも一様ではありませんので、単純にファ

イナンシャル・プランナー等につなげればよいというものではないと考えています。 

 最も肝腎なことは滞納となってしまった真の原因でありますので、第一義的には徴収職員

による滞納原因の的確な把握が不可欠だと考えています。 

 本市では、西濃県税事務所に職員１名を１年間派遣させて、生活再建型滞納整理等も含め

た徴収についてのノウハウやスキルを習得させております。 

 この経験を踏まえ、滞納者来庁時には詳細な生活状況を把握し、納付計画を立てておりま

す。また、住宅ローンやカードローン等の状況もお聞きし、場合によっては納付計画の見直

し等もさせていただいております。 

 なお、未納通知を送付しても反応がない滞納者には、臨戸し、生活実態をくまなくお聞き

して、資力に応じた計画的な納付につなげております。 

 また、生活困窮者につきましては、くらしサポートセンターと連携を取り、家計相談、就

労支援、債務整理等の自立に向けた生活支援も行っており、滞納の原因となっている状況の

抜本的な改善を目指し、個々の滞納者の救済と将来の滞納抑止を目指して取り組んでおりま

す。 

 議員仰せのとおり、ファイナンシャル・プランナーの導入も重要な課題であることは認識

しておりますが、現在行っております取組を充実して対応してまいりたいと考えております

ので、御理解を頂きますようにお願いをいたします。 

 以上、松岡唯史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。 

〔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） 御答弁ありがとうございました。 

 それでは、早速再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、行財政改革につきまして再質問をさせていただきたいと思います。 

 今の御答弁の中で財政再生プログラムというものが出てきましたけれども、その策定時に

はタウンミーティングをというような御答弁でありました。しかし、支所問題ですとか、や

すらぎ温泉の長期休業、ひまわりの休館日が毎週日曜日になること、そして南濃図書館閉館

といったことにつきましても、事前にそういう個別の事案についても市民との意見交換や市

民の要望を酌み取る努力をすべきではなかったんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 財政再生プログラムにつきまして

は、また今後、作成していく予定でございますけれども、今回、いろいろなやすらぎ、図書

館等、それぞれの担当部署のほうで、それぞれ利用者について御説明等を申し上げながら進

めておるというところでございます。 

〔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） ですので、私が言いたいのは、個別のその閉館とか休館日を増やすと

いうことについても、それぞれ個別の事例で市民の皆さんの御要望とか御意見を聞く必要が

あったんではないかということなんですけど、どうなんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 今の御質問ですけれども、先ほど

申し上げましたように、それぞれの施設のほうでアンケート等も取ったりとかして、例えば

やすらぎですと、アンケート等を取って、御意見を踏まえて、また実際の利用状況等、財政

的な面も踏まえて検討した結果で、またその決定したことについては、あらかじめ皆さんに

周知するようなことをやっておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔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） やすらぎ温泉の話が出ましたけど、アンケートを取ってとおっしゃい

ましたが、アンケートを取って、もうやめればいいというような話になったとは思えないん

ですが、ちょっとやすらぎ温泉のことについては後で質問したいと思います。 

 今の質問したことについてなんですけれども、どうしてこうした手順が必要だと私は考え

るかといいますと、今やられようとしていることは、間違いなく、先ほどの答弁にも少し出

ましたが、市民の方にとってサービスの低下になると、つながるからだというふうに思うか
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らであります。長期休業なり、休館日を増やしたり、閉館したりするのに、利用者をはじめ

市民に問いて、それで意見を聴取してよりよいものにしていく、そういった手続を踏むのが

当然だというふうに私は思うからであります。 

 午前中も支所問題のことについて市の御意見、謝罪もありましたけれども、改めてこの支

所問題に関しまして、どこが問題だったかということを簡単で結構ですので御答弁を頂けま

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） 先ほど六鹿議員の答弁でも申し上げたところでございますが、

まず１点は、市報でのお知らせの仕方、まずそこに一番大きな問題があったかと思います。

あともう一点は、先ほども申しましたが、やはり２月に説明会を実施して４月からという、

いかにも拙速であったという部分が２点目でございます。 

 あとは、業務を縮小するに当たっての後の利用者のフォローというものが、代替案みたい

なものが提示できなかったという部分が拙速であったというところの大きな問題点であった

というふうに認識をしております。 

〔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） ありがとうございます。 

 今の問題点についてなんですけれども、ほかの事例でも当てはまると思うんですよ。確か

に条例改正が必要かどうかとか、そういった点については違いはありますけれども、市民の

方からしたら、条例改正は要るのか要らないのかは、議決が必要かどうかというのは特に関

係ないといえば関係ないと思うんです。 

 今利用している施設がどうなるのか、閉館しちゃうのか、休館日が増えちゃうのか、利便

性が悪くなるのか、そういったことについては変わりはないと思うんです。それを財政が厳

しいから休業しますよとか休館しますよというのは、あまりにも一方的ではないかというふ

うに私は思います。ですので、もっと丁寧な行政をお願いしたいというふうに思います。 

 また、行財政改革として今からやろうとされていることについては、財政が厳しいから歳

出を削減する。その歳出を削減するために休業する、休館する、閉館する、そういった何か

切り捨てていくようなやり方のように私は見えるんですけれども、それはやや短絡的ではな

いかなというふうに思います。 

 確かに財政調整基金というのは減ってきていることは先ほど御答弁でもありましたし、公

債費があと数年でピークを迎えるということは私も認識しておりまして、財政が厳しいとい

うことはいろんなところで聞きますけれども、だからといって、毎年赤字の事業だからとい

って切っていくというのが果たして正しいやり方かというのは本当に疑問に思います。 
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 例えば、やすらぎ温泉、先ほど出ましたけれども、毎年1,600万円の赤字を出していると

聞いております。しかし、年間の入浴者数は２万7,000人以上なんです。ですので、ひまわ

りと比べると、約３倍の入浴者数なんです。ですけど、市外の人がやや多くて、入浴者のう

ち約６割が市外の方だというふうに聞いておるんですけれども、海津市が観光に力を入れて

いるということであれば、観光面でうまく活用する方法もあるのではないかと私は考えます。 

 また、ゆとりの森ですとかひまわりのような施設と同様に、やすらぎ温泉は福祉施設です

ので同じだとおっしゃるんであれば、お風呂としてやっていけば、毎年のコストも抑えて運

用できるのではないかというふうにも思います。 

 つまり何が言いたいかといいますと、この施設を生かしていこうという立場に立てば、い

ろんな知恵が出るのではないかというふうに思いますが、どのようにお考えになりますか。 

○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。 

 やすらぎの湯につきまして、まず長期休業というふうにさせていただきましたのは、先ほ

ど議員がおっしゃいます1,600万の毎年の赤字、それから市外の方の利用が約６割という理

由があって、ほかの利用方法については、例えば先ほどおっしゃいました、普通のお風呂で

やっていくこととか、それからいろいろ検討した中で、例えば普通の風呂でやっていくとい

うことについては、当然、温泉の保守料は、温泉として使う保守料が700万ほどかかってお

るわけですけれども、それがなくなるんですが、現在のお湯をまた水から沸かし直すという

ことになると、そちらの経費がかかるとか、それから今御利用いただいている方の多くが天

然温泉だから入っているという声も聞いております。その辺の減がちょっと想定できない分

もあったというのもありますし、あと、この老人福祉センターではありますけれども、観光

の面を打ち出して利用していただいたらどうかということなんですが、もともとできたいき

さつが、たくさんの人に入っていただくために大きな施設としてできていませんので、今の

人数がかなり飽和状態かなというふうに思っております。じゃあ、初めから採算が取れてい

ないのかということになるんですけれども、当初はそこまで採算を取ってやるということを

考えていなかったというふうに思われます。 

 で、説明については、議員がおっしゃるとおりだと思います。ただ、この利用が、今、長

期休業というふうにさせていただいておりますのは、旧平田庁舎周辺の利活用調査もしてお

りますし、将来の使い方が本当に見えていないという状況であったことも一つの理由でござ

いますが、その辺はおわびをさせていただきたいと思います。 

〔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） いろいろ御答弁いただきまして、水にすると沸かさなきゃいけないと
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かというふうにおっしゃられたんですけど、今のその温泉もたしか水温が低いはずでして、

そういう面からすると、果たして今の御答弁はどうなんだろうなというのはちょっと疑問に

思うんですが、時間もありませんので次に行かせていただきたいと思います。 

 私ごとなんですけれども、やすらぎ温泉が長期休業になると聞きまして、息子たちと一緒

にやすらぎ温泉に行ってきました。そんなに広くない浴室でしたけれども、いっぱいお客さ

んが見えて、常連さん同士なのか、話をされていたり、知らない私に声をかけてくださった

りして、本当に温かくていい雰囲気だったんです。こういう憩いの場であり、楽しみの場を

先ほどの御答弁にあったような財政面だけでなくしていくというのは本当に惜しいですし、

残念でなりません。今からでも長期休業について再考いただけたらなということを強く要望

いたします。 

 また、南濃図書館につきましても、仮に閉館するにしても、今後の利用方法をよく御検討

いただきまして、今よりも活気があって利便性のある学習図書の空間にしていただきますよ

う要望いたします。 

 続きまして、国民健康保険税についての再質問をさせていただきます。 

 西濃地域の他市町との比較がありましたが、私はそもそも国保そのものが税額の高い制度

だと思います。そういう意味からしますと、特に国に対してもっとお金を出してもらうよう

にしてもらわなくてはいけないわけでありまして、これまでも国に対して要望等をされてい

るとは思いますが、国庫負担割合の改善ですとか増額が必要です。 

 一方で、各自治体が国保税額を支払える額にするように努めることも同時に必要ではない

かというふうに思います。先ほど基金の積立ての話も出ましたけれども、来年度予算では約

7,000万円の基金の積立てをされます。また、以前はされていた法定外繰入れの財政支援分

はやりません。その上で、来年度の国保税率額は据置きにすると聞いております。もちろん、

各国保会計の維持も大事でありますけれども、市民にとって負担の大きい国保税の額を少し

でも減らすために考えてもらえないでしょうか。 

○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。 

 先ほどの市長の答弁にもありましたように、国保税額は決して安くないというふうに認識

はしております。ただ、先ほど議員がおっしゃいました国の3,400億円の支援の目的が、１

つは法定外繰入れをなくしていくということと、併せて税率を下げるというか、税を下げて

いくという目的があったと思うんですが、下げていくと同時に上げていかないという目的も

あって、１つは、できれば資産割をなくしていくというお話をさせていただきましたけれど

も、それはできるだけ早くやっていきたいんですが、国に納めた、県に納める納付金が非常

に年によって億単位で変わっているということもありますし、それから岐阜県の計算の仕方
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が医療費を反映させる税率の決め方になっていまして、今までは市民１人当たりの医療費が

県内でほぼ真ん中にあったんですけれども、平成30年度にかなり上位になってしまったとい

う現実があります。 

 それと、直近ですが、新型コロナウイルスの関係で、市には自営業者の方が、非常に多く

の方が国保に入ってみえますので、本当はすぐにでも資産割を減らしたいところではあった

んですが、これもなかなか、所得が大きく減る可能性もあるなということで、ちょっとその

辺を見極めながらやっていかなければいけないところで、非常にちょっと悩んでいるところ

であるということを御理解いただきたいと思います。 

〔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） で、資産割をということを御答弁いただいたわけなんですけれども、

先ほどの私の質問の中で子どもの均等割部分の質問もさせていただいたかと思います。全国

では、既にもう子どもの均等割部分を全額免除したり、一部減免したりしている自治体もあ

るんです。海津市では、子どもに係る均等割が年間で３万7,300円でありまして、この均等

割部分が免除されたら、子育て世代は本当にありがたいということは想像できますが、どの

くらいの予算でこの子どもの均等割を全額免除できるんでしょうか。 

○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。 

 18歳未満の均等割を全部免除しますと、通年で約2,000万で、初年度はそれにシステム改

修がおよそ300万前後ぐらいかかるかなというふうに計算しております。 

〔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） ありがとうございます。 

 18歳未満で2,000万ほど、プラスシステム改修費ということでして、15歳未満であればそ

れよりも少ないのかなというふうに思うわけですけれども、1,000万、2,000万という額であ

れば、来年度の基金の積立額が7,000万円ですので、考え方を変えれば可能ではないんでし

ょうかね。 

 まずは資産割ということを答弁の中で言われておりますけれども、子育て支援の面から考

えた場合、子どもの均等割を免除するということは有用であると思います。必要だというふ

うに思うんですが、再度要望いたしますが、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。 

 もう一つ、実は県の国保の運営方針というのがございまして、将来的な保険料水準の統一
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化というふうなものが示されております。この中で保険料を県内統一するを目指すというふ

うになっておりまして、子どもの均等割だけをうちだけがなくすというと、ちょっと今の段

階でやるのはなかなか難しいかなというふうに思います。統一されてから考えることはでき

るのか、ちょっとそこら辺はまだ考えていませんが、そんなことも理由の一つですのでお願

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） であれば、全国の自治体でやっているところもあるわけでして、その

自治体はどうなのという話になるかと思いますが、それはそれとしまして、子どもは収入が

ないわけでして、医療にかかるかどうかは関係なく、この保険税を支払わなければならない

わけであります。子どもが増えると、一方で家計は厳しくなります。少子化と言われている

中で少しでも子育て世帯に優しい政策を要望いたしまして、次の再質問をさせてもらいます。 

 ３点目に質問した条例減免なんですけれども、条例減免の周知を図るという点において、

具体的にどのようなことを考えてみえますか。 

○議長（水谷武博君） 総務部税務課長兼徴収対策室長 水谷守宏君。 

○総務部税務課長兼徴収対策室長（水谷守宏君） ほかの市町のホームページ等を見てみます

と載っていますので、当然、当市は記載しておりませんので、ホームページ等でＰＲしてい

きたいなとは、検討しております。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） ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に、生活再建型債務整理についてもちょっと伺いたかったんですが、時間がありませ

んので、御答弁を聞きますと、海津市でも取り組むような回収方法ではなくて、生活状況な

どを把握されながら丁寧な対応をされているというふうに感じました。ほかの自治体の取組

についてよく研究とか調査をしていただきまして、専門的な資格を持った方によるアドバイ

スですとか管理、整理をするような仕組みづくりを私は要望いたします。 

 そういったお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○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。 

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

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、12番 川瀬厚美君の質問を許可いたします。 

 川瀬厚美君。 

〔12番 川瀬厚美君 質問席へ〕 
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○12番（川瀬厚美君） 議長のお許しを得ましたので、２点の質問をしたいと思います。 

 １．支所は出張所にと公表、後、撤回はなぜ、この件は先ほどから度々質問があり、答弁

をされておりますけれども、私なりの質問をしたいと思います。２．尾張藩観光事業への参

加呼びかけはなかったのか。両方とも市長でございます。 

 質問内容、１．当市の人口が減少し、比例して財政は悪化、財政調整基金は数年で大きく

減少し、行財政改革は遅きに失する。財政の健全化は待ったなしであります。 

 私は、昨年、第４回定例会において、一般質問の中で公共施設の床面積縮小は具体的に何

年で何％を縮小する案はあるのかというふうにお尋ねをいたしました。人口増加時代に膨ら

んだ施設は、当然、人口減少が進めば維持することは困難となり、縮小は考えとしては理解

ができます。しかし、今回の南濃町の下多度、城山、石津及び平田の支所を出張所にしたい

との案は、12月13日の第４回定例会閉会後に事務連絡として説明を受けましたが、２月に住

民説明会を開くとのことであったので、話合いはそれからかの思いを持ちましたが、１月に

入り、回覧板で４月１日から実施と案内があり、２月の広報でも「４月１日から各支所は出

張所になります」と実行する記事が載せられたことから、議会で議決されたことかとの問い

が何人もの市民の方々から私の下に寄せられました。 

 支所を出張所に変更する条例の変更は、議会の議決を経るべきと思われますが、なぜ議決

を経る前に市長、副町長の決裁がされ、公表されたのか。 

 事前に説明を受けた私たち議員も自治連合会の理事も認めたとは思っていなく、市民の

方々からの激しい突き上げは針のむしろです。 

 ４月１日から実施するという断定した表現で公表されたことは、単にミスでは済まされま

せん。市の財政が厳しいからの見直しであると思いますが、昨年12月の定例会で私は、市長

が市民の前に出向き、財政が悪化した原因、経緯を真摯に示すべきと申し上げましたが、こ

のような唐突な手法は極めて残念です。今も市民の方々からお尋ねがあるので、市民の方々

に分かるよう市長の説明を求めます。 

 ②去る２月４日の中日新聞に「尾張藩観光 海外ＰＲ出陣じゃ」尾張藩連携事業推進協議

会が発足、結団式の記事が掲載されました。参加者は、尾張徳川家22代当主の徳川義崇氏や、

尾張藩を代表する城がある名古屋市の河村市長はじめ愛知県、岐阜県の当時の藩を支えた12

の市町村の首長が出席し、陣羽織を着て連携の決意を表す拇印を押したと載っておりました。 

 私は、平成30年第３回定例会において、歴史も大切な資源、高須藩は尾張徳川家の分家、

南濃の山々からは名古屋城の石垣にも多く使われた河戸石が今も随所に残る。名古屋市を中

心として、当時の石を産出した市町が経済協力を結び、人の動く仕組みをつくる名古屋城石

垣サミットの開催を提案してはどうかと一般質問をいたしました。 

 今回報道された尾張藩連携事業推進協議会発足に関する呼びかけは、当市にはあったのか、
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なかったのか、お尋ねします。メンバーの中に海津市は載っておりませんでした。お尋ねし

ます。 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 川瀬厚美議員の支所は出張所にと公表、後撤回はなぜの御質問にお答

えします。 

 六鹿議員の御質問の答弁と重複しますが、議員仰せのとおり、支所を出張所に変更するた

めには条例改正が必要な事項でありますので、本定例会に議案を提出するために準備を進め

ておりました。 

 そのため、議会で議決を頂く前に、市民の皆様に対し、移行に至るまでの経緯、現在の状

況及び移行後の事務内容等の具体的な変更点についてお知らせし、御意見をお聞きする場を

設けるべきであると考え、まず12月13日の議会事務連絡会で説明した後に、同月19日の自治

連合会理事会で理事の皆様にもその旨をお伝えし、支所を御利用いただいている地域住民の

皆様を対象とした説明会を計画し、実施したものであります。 

 ２月６日、７日の２日間、４会場で開催した説明会では、最初に参加者の皆様に対し、先

に、市報かいづ２月号等で支所から出張所への移行が予定事項であるにもかかわらず、４月

１日から実施するという断定的な表現を用いたことをおわび申し上げるとともに、本件が議

会の議決を要する案件であること、加えて提案前に皆様からの意見を聞くための説明会であ

ることをお伝えしましたが、予定事項を決定事項のように表記したことに対する御指摘や御

質問等に加え市政全般にわたる御意見を多数いただき、本件の事務手続に不手際があったこ

とを認め、陳謝いたしました。 

 このことを踏まえて、２月10日に私以下、副市長、教育長、全部局長による政策調整会議

を開催し、検討した結果、当初の予定しておりました新年度４月１日からの出張所業務への

移行は、再度検討協議していくこととし、支所としての業務を継続していくことに決定いた

しました。 

 また、市民の皆様に対しましては、改めて市報３月号等で支所業務継続に関するお知らせ

をさせていただいたところであります。 

 このような経緯に基づき、本件は本定例会への提案を見送りましたが、今後も本市の財政

状況等、情報公開に努め、説明責任を果たしながら行財政改革を推進してまいりたいと考え

ております。 

 ２点目の尾張藩観光事業への参加呼びかけはなかったのかの御質問にお答えします。 

 名古屋城は、東海地区でも屈指の歴史的シンボルであり、高須藩と尾張藩のつながりから
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も、その存在は大変意義深いものがあるのではないかと考えます。 

 また、市内から産出する河戸石は、名古屋城の石垣にも使われており、城郭研究の視点か

らも名古屋と海津のつながりは注目されております。 

 議員仰せのとおり、去る２月３日、名古屋城本丸御殿において尾張藩連携事業推進協議会

の結団式が行われ、令和２年４月に正式に同協議会が設立するとの報道がありました。 

 この協議会は、名古屋城築城の際、材料に木曽ヒノキが使用され、その運搬に木曽川が活

用されたことから、その流域の自治体に声がかかったと伺っております。県内３市、愛知県

内２市、長野県内７市町村のほか、ＪＲ東海、名古屋鉄道、中部国際空港、中日本高速道路

などが加わっており、中山道の旧宿場町や木曽ヒノキなど旧尾張藩を軸とした新たな観光資

源を創出し、外国人観光客誘致のための周遊ルートの形成を目的としています。 

 今後、協議会の活動内容によっては広域的な事業が展開されることも予想されますので、

その際には参加させていただけるようにＰＲ等を実施し、高須藩をはじめとする歴史文化遺

産を活用した事業や施策を推進し、地域活性化につながる方策を検討していきたいと考えま

すので、御理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上、川瀬厚美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。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 行政の方々は、まちは自分たちの手にかかっているというよい意味で

の自覚は大切であり、必要でありますが、そこに高慢であってはいけない、そういうふうに

思います。あくまで考える基準は、市民の方々にとってであると思います。 

 昨年、総務産業建設委員会で視察した静岡県の牧之原は、当時の市長の考えで、最初から

みんなで考える、みんなで決めるをモットーにしてみえて、いろんな施策をみんなで決める、

考えるでありまして、全国の首長会議からマニフェスト大賞を頂いたまちです。そして、当

時の石破茂地方創生担当大臣から、全国で最も澄んだまちというふうに絶賛されたまちであ

ります。 

 ですが、今回の４会場の説明会で出た、特に南濃町の３会場で出た強い不満の声は、日頃

の市民の方々との意思の疎通のなさ、不備がまともに表れたからではなかったかなと、そん

なことを思います。 

 石津校区の方々からは、自転車で通学する中学生の登下校が見られなくなって本当に寂し

いの声が時折聞かれます。 

 城山地区の方々からは、役場がなくなり、図書館もなくなり、支所が出張所になる、イメ

ージダウンが甚だしい、これは人は住まんだろうという憤りの声。 
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 下多度地区の方々からは、中学校がなくなり、住宅がなくなり、コミュニティバスが来な

くなり、開業医がいなくなり、納税はその人の都合のよいときに頼んで乗せてもらって本庁

まで行く。または、電車、バスを乗り継いで本庁まで行く、この不便さ。支所が出張所にな

り、さらなる市民サービスの低下なのかと。下多度はどうなるのかと、こんな嘆きの声が聞

こえます。都市計画とは何ぞや、まちづくりとは何ぞや、代替案を示してからやれよと、こ

んな声でした。 

 利用者が少ないから格下げ、座っておって利用者が少ないから格下げではなく、あまりに

もそれでは短絡的、どうしたら利用者を増やせるか、どうしたら地域の拠点にできるか、意

識改革が必要であると私は思います。 

 印刷機が壊れたから平田支所へ行け、南濃支所へ行けでは、あまりにもそんなことは論外

であるというふうに思います。 

 みかげの森で毎年開かれている夏祭り「しもたどフェスティバル」、８年ぐらい前ですか、

私は夜間パトロールの青パトのメンバー10人ぐらいとバーベキューをしたときに、下多度地

区は端っくれとか、何もないとか、愚痴ばっかり言っていないで自分たちで始めようやと、

彼らに１時間ぐらい話をしました。そして、当時の自治会長さんにも、来年、人が替わると

できない、ぜひ今年決心してくださいと、しっかり説得をし、また忙しいという友人にも説

得をし、そして５人で立ち上げました。抽せんのうちわが1,200枚要りました。そして、３

年間、私は実行委員をしておりましたけれども、今は全くタッチしておりませんけれども、

どうしたら利用してもらえるか、地域の役に立てるか考えていただきたい、こんなことも考

えます。 

 地域の資源を生かすこと、市としても大変お世話になっている氷砂糖の会社は、実は梅林

で取った梅を梅酒にし、全国のお客さんに配られています。その残った梅は、地元にどうぞ

と差し出されておりますが、私はそういった梅を梅酒、またはシロップを作り、そしてみん

なで販売して、その金を下多度地区の金にするとか、子どもたちを高めるために使うとか、

そういうお手伝いも私は支所の職員がすると、やっぱりこういう意識の改革があってもいい

かな、そんなことを思っております。 

 現在、私は、有志３人と海津市市民大学教養講座を文化会館の講習室で開いておりますけ

れども、毎回テーマが違うので、参加していただくメンバーは全部一緒ではありませんけれ

ども、受講料1,000円ずつ頂いておりますけれども、毎回、五、六十人の参加を頂いており

ます。 

 役所が持つノウハウで講座も開けるんではないかな、そんなことを思っております。例え

ば、消費税は海津市全体でこれぐらいの額が国に納められる。しかし、国からはこのように

還元がされ、市はこのように使っているとか、そして市民の皆さんの御意見をお聞きしたい、
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このような講座も開くことができるかなと、そんなことを思っております。 

 数年前、この市役所で各課１改善の運動がされておりました。文化センターで発表会があ

り、私はとてもよかったと思っております。優秀な職員の方々ばかりですので、役所の在り

方、支所有効利用、いい提案があると思います。官民挙げてまちづくりをしなくてはならな

いというふうに思っております。 

 職員の意識改革、市長、お願いできませんか、御意見をお聞きします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 職員も先生がおっしゃるように、いろんな意見を出しながら努力をし

てくれていると認識をいたしております。 

 ただ、この予算とか、あるいは自分たちで予算を積み上げるという方式になりますと、今

まで確保した予算は、そのままという形にどうしてもなる傾向にあります。そこのところを

変えていこうということで、今回、予算を控えたんですけれども、しかしながら、例えば去

年の夏祭りも、実は400万を200万に予算を減らさせていただきました。これは、400万円あ

りきじゃないと、アイデアをもって夏祭りをもしやっていただければ大変ありがたいなあと、

そういう思いで予算を削減させていただきました。職員のアイデアで、下流事務所の夜間照

明器、ああいったものを無料で借りて、そしてトラックで舞台を造る祭りでありましたけれ

ども、商工会の皆様方が花火をやっていただいたおかげで昨年よりも多いぐらいのお客さん

に来ていただいたということでございまして、物がありきではなくて、そこで、じゃあ自分

たちがどう考えてやっていくかということが大事であろうと思っています。 

 それと、海津市は夢づくり協働事業というのを今やっております。これは海津市が困った

事例に対してどのようなアイデアを頂けるか、あるいは海津市が抱えているちょっと困った

問題に対してどのような解決策を示していただけるか、そういった事業を御提案いただいて、

それを採択させていただいて、そして海津市をさらに市民の皆さん方の手で変えていただく、

そういった事業をやっております。これは、最高に市民の皆さん方に意見を出していただけ

ればありがたいなあと思っております。 

 そういったこととともに、市民の皆さんとともにまちづくりをやっていければよいなあと

思っています。 

 そういった中で、先ほど川瀬先生から職員の意識の問題だというお話がございました。こ

れも、今、相当意識が変わってきていると思います。と同時に、変わってもらわなくては困

るということでございまして、その意識の動機づけ、そういったことにさらに努力してまい

りたいと、このように思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 
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○12番（川瀬厚美君） 支所におられる方々は、利用者が少なければ時間があると思います。

余裕があると思います。ですから、支所の方々は、いかに、どのようにしたらこの支所の利

用価値が高まるか。そして、自分たちはどのようにしたらその地区で役に立てるか、こうい

う意識改革ですね。ただ、今は待っているだけと、こういうことだと思います。やっぱり役

所の方々の意識改革、これがないと私はまちづくりは進まないというふうに思っております。 

 ３年前に文教福祉委員会で視察に行きました佐賀県武雄市は、昨年も図書館に100万人が

入られたと言ってみえました。元の市長、樋渡啓祐さんが市長を辞められてから五、六年た

つと思うんですけれども、その当時から今も100万人。樋渡元の市長は、どうしたらこの役

所に、役所は、公共施設は必ず人が来るところ、いかにさらに人に来てもらうにはどうした

らいいかというふうに考えられていて、図書館、当然、今までは土・日が休みとか、あとは

９時か10時から始まりで５時終わりとか、しかし、365日無休、朝９時から夜９時までやら

れる。サラリーマンの方が帰り際にも図書館が利用できる。小さい子を連れた方も図書館を

利用できる部屋を用意した。そして市場をやる。その図書館でサッカーを最大の部屋で中継

をするとか、その前には東京から本屋を呼ぶ、スターバックスを呼ぶ、ありとあらゆる方策

で今も100万人来てみえるそうですね。あのど田舎ですよ。この平野と山と一緒ですよ。わ

ざわざあそこまで、内外の人たちでにぎわう。 

 ですから、私は、これだけ名古屋にも近い、条件がいっぱい整った。必ずや皆さんの知恵

があれば、私はもっともっと繁栄する方法はあると思います。そういった面を私は切に切に

お願いをしたいと思いますけど、市長さん、ぜひともその点、職員の方々にそういう指示命

令をしていただきたい、こんなことを思っていますけど、さらにもう一言お願いします。 

○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） 支所に人が来るようにですとか、いろんな大きな意味での公

共施設へ人を呼ぶというようなイメージかと存じますが、まず支所に利用者が増えるという、

増やすという努力といいますか、現実の話、窓口業務を増やすという、宣伝ということはな

かなかできかねるかと思うんですが、今後、ＩＣＴの普及や、いわゆるマイナンバーカード

等々で窓口業務は減少傾向にあるというのは否めないかと思います。ただ、今、議員がおっ

しゃられた、いわゆる地域コミュニティの活動拠点という部分のところでは、今後、様々な

形で、これは支所の問題ではないかもしれません。地域コミュニティを活性化するためにど

ういう形で施設を有効的に利用するのかというような部分になるかと思いますが、そうなり

ますと、このことも、今、懸案事項として問題意識を持って、昨年９月に自治基本条例をお

認めいただいたところでございますが、そういう中で地域コミュニティを醸成化させるため

にもそういった部分も検討、協議してまいりたいと、このように考えております。 

〔12番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 分かりました。 

 質問２の尾張藩連携事業推進協議会は、今のところ連絡はないということで、特にぜひ仲

間にということは、今はそういう気持ちは持ってみえないということですね、確認します。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 今回の協議会については、木曽ヒノキ、このグループで結成をされておるということであ

りまして、広域的に名古屋城全体で考えるんであれば、その石も含めてですよ、であればど

うですかということがあるんですけれども、今回の呼びかけについては木曽ヒノキの各関係

市町のほうの協議会ですので、今のところ、こちらから声をかけるということは考えており

ません。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 一昨年12月、大垣フォーラムホテルにちょっと友人に紹介を受けて行

きまして、そこに名古屋市長が講演に見えました。私は、最前列の中央に座り、河村市長の

考え、取組を聞き終わり、そして演台を降りられたときに、市長さん、ラブレターがありま

すよと手紙を渡しまして、後の懇親会の場でも私は海津市議会でも市にお願いをしておりま

すけれども、名古屋市さんでもお考え頂けませんか。石を出した市町が名古屋市を中心とし

てこういうつながりを持っていたんだと、ぜひお願いできませんかという話をしました。 

 後日、大垣フォーラムのセミナーを計画された方が私のうちに見えて、川瀬さん、あんた

の話を聞きたい、そして手紙を下さいと、私から直接名古屋市長に話に行きますといって話

に行ってくださいました。名古屋市長は、うんうんと聞いてくれたと。そして、多分秘書課

の方々だと思うんですけれども、できたら周りから話をしてもらうとありがたいと、こう言

ってみえますね、周り。当然、本巣とか、町には南知多町とか、西浦、蒲郡ですね、いろい

ろあると思うんですけれども。 

 ある団体でちょっと寄ったときに、本巣の総務課長と大垣でちょっと会ったときに、そん

な話をしたら、名古屋城の石を下につながることはとてもすばらしいことだなと、課長は言

われました。 

 それから、南知多町の議長も、南知多町の篠島には湯治湯、加藤清正があまりにも大きく

てよう動かさなかった石がある、そこで一晩寝たと。加藤清正の枕石と呼ばれる石が今もあ

るそうです。ですから、南知多町の議長に話しましたら、それはいいことだな、ぜひ議会や

町長にも話すと言ってみえた。 

 それから、蒲郡ですね。西浦温泉にも、西尾の海岸にも、海の中にも、この海津、山にあ
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る石が、あのような石がいっぱい残っておりますけれども、民間の方ですけれども、海津市

に何度もおいでになっている、県議とか、ぜひともと言ってみえました。 

 ですから、こういった話は、私一人で一議員が進められる話でありません。ですから、私

はぜひとも行政として、できたら私は進めて、そして海津の発展につなげたい、そんなこと

を思っております。 

 お互いに人が動く、ないものは借り合う、そして温泉に行く、海遊びに行く、歴史を学び

に行くとか、そういう人が動く仕組み、そしていろんな面で勉強ができると思います。そう

いったことを今後お願いできませんでしょうか、お願いします。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 確かに議員さんのおっしゃるとおりです。ただ、特別

史跡の名古屋城ですけれども、前回の答弁したときに担当官の話はさせていただきました。

ですが、皆さん御承知のとおり、名古屋城は天守があって天守台、つまり石垣があります。

この関係はすごく問題がありまして、世間の方は木造天守の復元だけを目にしております。

しかし、一番大切なのは、その天守を支える天守台です。これが今回クローズアップされて、

このことが原因で2022年末の完成が延びております。これは、逆に言うと、天守よりも石垣

がクローズアップされて、これからの活動に有意義かなと考えています。 

 ただ、この名古屋城に使った石ですけれども、議員さんは御存じですけれども、なかなか

市民の方は御存じないです。ですから、相当な期間がありますので、刻印石、関連遺跡、そ

れから石切り場も点在しておりますので、それを含めて市民の方に、刻印石が名古屋城にあ

るということを御存じでない方もたくさん見えます。ですから、まずは刻印石を知ってもら

う、こういう講座を資料館の中で考えたり、資料を使って刻印石はこういうものだというこ

とをお知らせしながら、そのチャンスをうかがうということで、まず下から盛り上がりを見

せるようなことをやって、その暁に本家本元の名古屋城の名古屋市のほうに連絡をし、呼び

かけていければいいかなあなどと考えておりますのでお願いします。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 名古屋城の建設においては延び延びとなっているということは、当然

承知しております。しかし、それはそれとして、やっぱり石の産地が、まず当然、その地元

の皆さんには、市民の方々の周知ということも当然あってしかるべきだと思いますけれども、

それはそれ、あとこの市町においても、私はできたら同時進行でできんかなと、そのように

思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） その同時にいけるのが一番いいんですけれども、私、
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考えるのには、この養老の山に20人藩士が入られたことを御存じでない方も見えます。石切

り場がどこにあるかも分からない方も見えます。で、文様が何を意味しているかということ

も御存じでない方が見えます。まずは並行で進めるのもいいんですけれども、基礎知識を深

める、これが教育委員会の役割かなと考えています。以上です。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） お隣の輪之内さんは、平田町である会社の、私はいつも新年会に呼ん

でいただくんですけれども、そのパートのおばさんが、輪之内はどんな小さなものでも一生

懸命探しておると言います。我が海津市は、これだけ資源も、いろんな歴史から景観から産

物からいっぱいありながら、小さいものどころか大きなものがありながら、そんな先延ばし

では、私はあまり納得ができませんね。やっぱり広く、早く、何とかできないかと、どうい

う方法があるかと、こういう工夫をしていただきたい。 

 先ほど六鹿議員が海津市を好きです、愛していますと言っていますけれども、本当にぜひ

とも海津市の名前を、ぜひとも早く出して繁栄につなげていきたい、そんなことを思ってい

ます。 

 まちの繁栄と皆さんの幸せを祈り、質問を終わります。以上です。 

○議長（水谷武博君） これで川瀬厚美君の一般質問を終わります。 

 ここで２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時１２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２時２９分）  

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

◇ 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） 議長のお許しを頂きましたので、私からは２点質問させていただき

ます。 

 １点目、幼児教育・保育の無償化について、質問相手、教育長、２点目、思いやり駐車場

について、質問相手、市長でございます。 

 １点目、幼児教育・保育の無償化について伺います。 

 昨年10月、公明党が2006年に発表した「少子社会トータルプラン」以来、その必要性を訴
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えてきた幼児教育・保育の無償化がスタートしました。 

 ３歳から５歳児は、原則として全世帯、ゼロ歳から２歳児は、住民税非課税世帯が対象で

す。これにより、幼稚園、認可保育所、認定こども園等に通う330万人の利用料が無償化さ

れました。障がいのある子どもたちが通う施設や認可外の保育施設なども公明党の主張が反

映され、無償化の対象となりました。 

 また、幼保無償化に伴い、保育料に含まれていた３歳から５歳までの給食の副食費（おか

ず代）は、実質徴収となりますが、生活保護世帯までであった免除対象を360万円未満の世

帯まで拡大することとなりました。 

 全国の公明党議員は、昨年11月11日から12月20日にかけて共通の調査票を持ち、関係する

当事者の皆様の声を聞くべく、幼保無償化に関する実態調査を行いました。 

 その結果、幼児教育・保育の施設を利用する保護者の皆様１万8,922名、施設を運営する

事業所の皆様8,502名、合わせて２万7,424名の方々から回答を頂くことができました。 

 今回の調査結果で利用者の65.2％が幼保無償化制度を「評価する」と回答され、「やや評

価する」22.5％と合わせると、その割合は約９割となりました。 

 また、利用者の経済的負担（保育料）に関しても、「負担が減った」と回答した人は

65.5％でした。 

 このことから、幼保無償化制度の目的の家庭の経済的負担の軽減を図る少子化対策に対し

ては高く評価されていると判断しています。 

 今後取り組むべき課題としては、幼児教育・保育の現場における質の向上と受皿整備であ

ることが明らかになりました。 

 利用者に対する幼児教育・保育に関し今後取り組んでほしい政策との質問では、第１位

「保育の質の向上」50.1％、第２位「ゼロ歳から２歳児の無償化の対象拡大」38.8％、第３

位「待機児童対策」、第４位「給食費の軽減」、第５位「障がいのある子どもの教育・保育

の充実」でした。 

 事業者が求める施設の安定的な経営を続ける上で期待する政策の回答では、第１位「人材

の育成・確保への支援」87.8％、第２位「事務負担の軽減」61.9％、第３位「運営費への補

助」、第４位「障がいのある子どもの教育・保育の充実」の４つが５割を超えています。 

 そこで、この調査を踏まえ伺います。 

 １．無償化により、１号認定（幼稚部）から２号認定（保育部）を希望する人が増えたか。

増えたとしたら、保育部の定員数を上回る園はなかったか。 

 ２．保育士の人材の育成・確保について、今後どのように取り組んでいくのか。 

 ３．職員の事務負担が増えたとの回答もあったが、そのようなことはなかったか。 

 ４．給食費等の便乗値上げをした事業所はなかったか。 
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 ２点目、思いやり駐車場について伺います。 

 思いやり駐車場、いわゆるパーキングパーミット制度についてお伺いします。 

 パーキングパーミット制度は、平成27年12月議会においても質問しましたので一部重複し

ますが、障がい者用駐車場を利用する際、対象者に利用許可証を交付することで適正利用を

図る制度のことです。 

 昨年の３月、国土交通省が障害者等用駐車区画の適正利用に向けた取組として、このパー

キングパーミット制度の事例集を示しました。ここには、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律に基づき、車椅子利用者に配慮した駐車施設の設置が義務づけられて

いることが述べられています。また、この制度により身体障がい者や妊産婦、けが人等の利

用対象者を定め、健常者による不正利用等により本当に必要とする人が困ることのないよう

にパーキングパーミット制度を導入している地方自治体の事例を参考に、これらの問題に対

する解決策の共有を図ることを目的として作成されています。 

 昨年の１月現在、パーキングパーミット制度は、全国37府県で導入されており、導入率は

78.7％となっています。名称も、「おもいやり駐車場」「ゆずりあい駐車場」「ひとにやさ

しい駐車場」等、多岐にわたっています。岐阜県も、昨年11月15日より「ぎふ清流おもいや

り駐車場」として運用が始まりました。 

 公明党岐阜県女性局では、多くの方から障がい者用駐車スペースの問題点の指摘を受け、

既に５年前より県知事に改善要求の要望書を提出してまいりました。ようやく昨年よりパー

キングパーミット制度が導入され、感慨ひとしおでございます。 

 さて、ぎふ清流おもいやり駐車場の利用証の交付対象者は、身体障がい者、知的障がい、

精神障がい、要介護高齢者、難病患者、妊産婦、けが人等であり、利用者は多岐にわたり、

管轄部署も広い範囲に分布していると思われますが、どのように交付対象者への周知を行っ

てみえるのか、お伺いします。 

 また、申請先は、岐阜県庁と西濃県事務所福祉課となっております。郵送による申請もで

きますが、返信用の切手140円がかかります。障がいがある方、高齢者の方にとっては大変

不便です。 

 そこで、海津市での利用証の交付ができないか、お伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長、教育長の答弁を求めます。 

 最初に、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２点目の思いやり駐車場についての御質問にお答え

します。 

 パーキングパーミット制度は、議員仰せのとおり、障がい者用駐車区画を利用する際に、
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利用できる対象者の範囲を設定し、障がい等級等の要件に該当する希望者に対し利用証を交

付する制度ですが、県では、ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度として、令和元年11月15

日から利用証の交付が始まりました。 

 さて、車椅子使用者用駐車区画は、バリアフリー法により整備が促進され、今では大規模

店舗や公共施設駐車場の多くに整備されている状況でありますが、障がいのない方が区画に

駐車することにより障がいのある方が区画に駐車できないといった問題があったことから、

この制度の導入により区画の適正利用につながることを期待するものであります。 

 ここで、現在のぎふ清流おもいやり駐車場に関する状況を御説明申し上げます。 

 利用証の交付状況について県に確認させていただきましたところ、令和２年１月末現在、

県内で2,144人、そのうち西濃県事務所では297人の方に交付されておりました。 

 １つ目の交付対象者への周知につきましては、ぎふ清流おもいやり駐車場の設置協力施設

は、県内では大規模店舗をはじめ医療施設や金融機関、県・県内市町村施設等で1,000を超

える施設に設置されております。 

 本市につきましても、医療機関、金融機関、県施設、本市施設として、海津総合福祉会館

「ひまわり」、南濃温泉「水晶の湯」、海津市斎苑「天昇苑」と美濃松山駅が登録されてお

り、市内11施設となっております。また、来月リニューアルオープン予定の海津温泉にもお

いやり駐車場を９区画整備し、現在、登録手続を進めているところであります。 

 このような状況の中、議員仰せの交付対象者への周知方法につきましては、事業主体であ

ります県の様々な広報媒体のほか、新聞広告による啓発、関係団体への制度説明をはじめ、

本市でも利用証の交付開始に合わせ、昨年の広報かいづ11月号に制度の紹介や、交付申請窓

口、駐車場の登録方法等について掲載させていただくとともに、関係団体に制度の周知を行

っております。ただし、議員仰せのとおり、対象者が障害者手帳所持者をはじめ要介護高齢

者、難病患者、妊産婦、けが人等と多岐にわたること、また難病患者やけが人等を要件とす

る対象者は、本市では把握できない状況にあり、全ての方々に周知する機会は限られており

ます。 

 今回の質問を受け、対象となる方を把握できる担当部署が連携し、制度の周知に向けて取

り組む必要性を感じておりますので、手帳交付時の窓口において、制度の紹介に併せ、希望

される方には利用証の申請方法等の説明を加えるなど配慮してまいりたいと思います。 

 ２つ目の海津市での利用証の交付ができないかにつきましては、先ほど申し上げましたと

おり、この制度の事業主体は県であります。現在のところ、県の機関で交付事務を行う旨伺

っておりますので、現時点では、本市が窓口となり、交付事務を担うことは難しいものと考

えておりますが、今後、市町村での交付について県から御相談がありましたら、その事務内

容が円滑に担えるかどうかを判断し、制度利用対象者の方々の負担軽減となるように検討し
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てまいりたいと考えておりますので、御理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上、浅井まゆみ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） 浅井まゆみ議員の１点目の幼児教育・保育の無償化についての御質

問にお答えいたします。 

 幼児教育・保育の無償化制度が昨年10月１日から始まり、半年が経過し、保護者、各公

立・私立認定こども園、行政もようやく落ち着いてきたところであります。 

 １つ目の無償化により１号認定（幼稚部）から２号認定（保育部）を希望する人が増えた

か、また保育部の定員数を上回る園はなかったか、このことにつきましては、公立・私立を

含めた市内の１号認定から２号認定へ９月以降認定区分の変更を行った児童の数は、22名で

あります。保護者の希望どおり、全員の受入れができております。 

 保育部の定員を上回って受入れを行った園につきましては、私立認定こども園で３園あり、

９名が定員を上回りました。いずれも同じ園での移動によるもので、全体定員枠の中には収

まっており、また３歳未満児の年度途中における入園枠も確保されておりましたので、特に

運営上の問題はありませんでした。 

 ２つ目の人材の育成・確保について今後の取組につきましては、人材の育成については、

平成22年度より市内公立・私立全12園による幼児教育・保育研究会を立ち上げ、岐阜大学教

育学部教授の御指導の下、市内の代表小学校３校の１年生の担任教諭にも参加していただき、

幼児教育・保育に関する事項についての調査及び研究に取り組んでおります。 

 この研究会では、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿の中から毎年テーマを決めて、

公開保育、公開授業を通して、園から小学校への好ましい接続を見据えた教育・保育に取り

組み、連携強化も図っており、今後も研究会を継続して進めてまいります。 

 また、市の保育協会では、市内全園の保育士が一堂に参加する研修会を年５回開催し、体

験を通した研修やグループワークなど、交流を通じて保育の質の向上に努めてみえます。こ

のことから、本市においては、全ての園において一定水準以上の幼児教育・保育を提供でき

る体制が整っておると考えています。 

 また、公立の認定こども園では、指導員を配置し、若手保育士などへの巡回支援事業を実

施しており、公開保育に係る指導や年齢別園内研修を随時実施するなど、保育教諭の質の向

上に努めております。 

 人材の確保につきましては、県が保育士・保育所支援センターを立ち上げ、保育士の人材

確保に特化した取組を実施していただいております。昨年、市内の園において、同センター

主催で「保育のしごと見学会」が開催され、保育士の資格を持ちながら保育士の仕事をして
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いない潜在保育士の方や、新たに保育士を目指す方々に参加していただいたところです。 

 また、県の社会福祉協議会では、保育士修学資金として学費を無利子で貸付け、保育士の

資格取得後、県内で勤務するなどの条件を満たせば全額返金免除となる制度や、保育士就職

支援金として無利子の貸付制度を実施されており、就職を目指す方への大きな支援となって

おります。 

 本紙では、市報、市のホームページ及び無料職業紹介所を通じて保育教諭を広く募集して

おりますが、保育教諭不足の現状は続いており、今後も県や関係機関と連携し、人材確保に

努めてまいります。 

 ３つ目の職員の事務負担が増えたとの回答もあったが、そのようなことはなかったかにつ

きましては、無償化制度により給食費の取扱いが大きく変わり、２号認定の園児のおかずや

おやつ代である副食費の徴収義務が増えております。 

 副食費は、これまで保育料に含めておりましたが、主食代と合わせて保護者の負担となり

ました。年収360万円未満相当世帯の全ての園児と第３子以降の園児につきましては、副食

費が免除され、主食代のみ保護者の負担となりました。無償化前までのように負担となる金

額が園児一律ではなく、個々に異なるため、徴収には細心の注意を払う必要が生じておりま

す。また、私立の園では月額での料金設定に対し、公立の園は１食当たりの料金設定となっ

たことにより計算が煩雑になっております。 

 さらに、副食費などは口座振替による徴収のため、該当者が３歳以上児全員となったこと

から、引き落とし金額などの確認作業の負担が増えたと報告を受けておりますので、園にお

ける事務の軽減、簡素化に向けて今後検討してまいります。 

 ４つ目の給食費などの便乗値上げをした事業所はなかったか、このことにつきましては、

公立の園も私立の園も無償化前から１号認定の給食費は、保育料とは別に保護者に御負担い

ただいておりました。１号認定にも２号認定にも同じ給食を提供しており、給食費に差をつ

けることはできないため、園ごとに１号認定の金額を基準に２号認定の給食費が設定されま

した。 

 無償化の開始時期に合わせて給食費の値上げを実施した認定こども園は、私立で１園ござ

いましたが、従来の給食費の設定がほかの園に比べて安価であったこと、また提供する給食

の食材料費に見合った額による見直しであるために便乗値上げには当たらないものと解釈し

ております。御理解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〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 
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○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 今回の幼児教育・保育無償化に対しまして、まずもって職員の皆様方には大変、保育士の

皆様にも御苦労をおかけいたしましたこと、大変ありがとうございました。 

 まず、幼児部から保育部へ変更された方々は22名ということで、希望どおり全員受入れが

でき、問題がなかったということでございました。 

 それから、保育士の人材育成について伺いますが、人材育成という部分では、市内12園で

の研究会や市保育協会での研修会等をし、保育の質の向上に努めていただいている。 

 公立の認定こども園では、指導員を配置して、若手の保育士さんへの支援を行ってみえる

ということですが、この指導員という方はどういう立場の方をお願いしているのでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 指導員ですけれども、平成23年度に認定こども園がス

タートしました。平成29年度まで幼児保育の質の向上のために、小学校を退職された校長先

生を指導員として配置をしております。 

 平成30年度からは市の認定こども園の園長経験者を１名、指導員として配置しまして、幼

児教育・保育研究会の運営を担っていただいて、さらに今年度からは若手の保育士の巡回支

援事業も担当していただいておる状況でございます。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す。 

 保育士さんの人材育成、向上という部分では、しっかりと取り組んでいただいているよう

でございますので、ありがとうございます。 

 次に、保育士の人材確保について伺います。 

 県の保育士・保育所支援センター主催の事業に潜在保育士の方に参加していただいたりと、

大変努力していただいているということですが、先ほど県の全額返済免除の修学資金制度と

いうものもあるということで御案内いただきましたが、県では31人がその制度を利用し、８

人が就職したということを伺っていますが、この制度を利用した学生さんは、市内にはおら

れますでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 海津市では、１人活用されていると聞いております。 

〔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。 

 毎月のように市報等で募集もしていただいているようですが、なかなか応募のほうが来な
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いようでございます。無償化で未満児の方も増えて、人材確保に深刻だということも伺って

おります。 

 それで、ちょっとここで中津川市の取組を御紹介させていただきます。 

 中津川市では、2017年度から市内の保育園などで働く意思のある学生への修学支援金の貸

付制度を新設されています。これまでに31人が利用し、既に８人の就職につながったという

ことでございます。新年度も利用者６人を採用されるということです。それから、今年度は

大学生を対象とした保育体験のアルバイト、高校生の保育体験バスツアーも実施されたとい

うことを伺いました。 

 こういった市独自での人材確保に向けた努力をしてみえるところもございますので、本市

においても、こういった助成制度とか、大学生、高校生に対する取組ということもやってい

ったらどうかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 保育士の人材確保については本当に苦慮しております。

処遇改善等をして、何とか保育士に就職していただいて、園児のためにと考えておりますけ

れども、なかなか本当に難しくございます。 

 この中で、今、答弁書でもお答えしましたけれども、当面は県の社会福祉協議会の制度の

ほうに乗って、人材確保といいますか、努めていきたいなと思います。 

 ただ、市独自でやることにつきましては、幾つかの課題があるかと思います。例えば、市

の独自で開設したときに、そのまま市のほうに本当に活躍の場を設けていただくかというこ

とで、個人取得でもありますので、その辺のところはいろいろ考えるところがあるのかなと

いうことも懸念しておるところでございます。 

 ただ、今のところは県の社会福祉協議会の学費の無利子貸付けのほうで何とかお世話にな

って、とにかく保育士の処遇改善等々、その辺に力を入れるといいますか、何とかいい職場

環境で保育士さんを迎えられるような環境づくりとか、そういう点で努力をして保育士の確

保に努めたいなと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

〔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した。 

 保育士の処遇改善に向けた取組ということで、少しずつ賃金のほうも値上げしていただい

ているようでございますので、よろしくお願いします。 

 県では、令和４年度から保育士等の給与加算の要件にキャリアアップ研修が位置づけられ

ることを踏まえ、昨年度からキャリアアップ研修を計画的に開催されています。保育団体が

開催する研修も給与加算の要件を満たす研修に指定し、受講機会を増やしているということ
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です。 

 それで、先ほどの答弁で市保育協会で年５回、研修会を行っているということでしたけれ

ども、この研修もこの給与加算の要件に値するのでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会こども課長 渡辺昌代君。 

○教育委員会事務局こども課長（渡辺昌代君） 私立の園へ市から支給します施設型給付費の

中には、処遇改善の加算があります。この加算には、園に所属する保育士の平均経験年数に

応じた加算率の設定のほか、保育士の資質向上のための研修を行うことを要件とした加算率

の設定がございます。 

 保育協会での研修は、保育の質の向上につながっているということから、加算の要件を満

たすことになりますので、そのため、私立の全９園は、加算の認定を受け、給与改善に取り

組んでおられます。 

 また、市では、この加算が保育士の給与改善のために適切に使われているかということを

毎年の実績報告とか監査におきまして確認をさせていただいております。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す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 次に職員の事務負担について伺いますが、給食費の取扱いの件に対しては大変負担が増え

たという御答弁でしたが、その辺はしっかりサポートしていただきたいと思いますが、この

ことに限らず保育士さんの事務負担というのは大変ということを伺いました。こういった事

務負担に対して、事務職員さんというのは職員の配置として行っていただいているのでしょ

うか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 認定こども園には事務職員の配置が求められておりま

すので、公立の認定こども園には、現在、日日雇用職員１名ずつ配置しております。 

 それで、私立につきましては、専任の事務員を配置しておるところもありますけれども、

兼務でもいいということなので、園長、副園長が兼務している園もあるということを聞いて

おります。 

 で、全て事務職員というのは配置をしておるということでございます。 

〔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） 今、園長、副園長が兼務しているところもあるということでしたが、

全ての園に事務職員さんを配置しているって、どちらですか。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 
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○教育委員会事務局長（伊藤一人君） すみません、説明が申し訳ございません。公立の認定

こども園は、私どもの管轄ですので、全て配置しております。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す。 

 次に、発達に障がいのあるお子さんが増えているということですね。いわゆるグレーゾー

ンのお子さんに対して、親さんとの認識にギャップがあるということもお伺いいたしました。

そこに対する加配をしてほしいという御意見も承りましたんですけれども、それに対しての

お考えをお聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会こども課長 渡辺昌代君。 

○教育委員会事務局こども課長（渡辺昌代君） 発達障がい児とかグレーゾーンの配慮が必要

な園児が増えてきているけれども、そこに保育士の加配ができないかという御質問でよろし

いでしょうか。 

 発達支援センター「くるみ」による各園への巡回指導等にこども課の職員も同行いたしま

して、園児の情報を共有しているところでございますので、そういったお子様が増えている

ということは十分承知をしております。 

 本市としましては、県単の事業であります療育支援体制強化事業費補助金というのを用意

しておりまして、障がい児や発達障がいが疑われる児童を受け入れて、担当保育士を加配し

ている私立の認定こども園に人件費を補助しております。そういった事業を設けております。 

 しかし、その要件がフルタイムの保育士を配置する必要があることから、来年度は利用し

たいというお話を受けておりますが、今年度は私立の園のほうでそういった補助金の利用は

ございませんが、先日の県議会の一般質問の中で保育士の配置の支援を充実するというよう

な記事もございました。それで、まず県の制度の内容を、中身を見させていただいてから、

市のほうの対応も検討していきたいと考えております。 

〔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。 

 最後に、無償化に対する財政支援について伺います。 

 予算委員会でも質問いたしましたが、確認の意味でお願いいたします。 

 昨年の12月議会で里雄議員の質問に対して、来年度以降、公立の保育料が入ってこなくな

る、それが約2,700万円という答弁がありました。それで、公立・私立併せて国・県から施

設型給付費負担金などの様々な交付金があると思いますが、歳入歳出プラス・マイナスどれ

くらいになるのか、お聞かせください。 
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○議長（水谷武博君） 教育委員会こども課長 渡辺昌代君。 

○教育委員会事務局こども課長（渡辺昌代君） 無償化によりまして市の予算はプラス・マイ

ナス、トータルでどのようになったかということにお答えさせていただきます。 

 令和２年度予算では、まず歳出のほうでは２つの要因がございます。まず、１つ目は、先

ほどもおっしゃられた私立の園への施設型給付費で、無償となりました３歳以上の保育料及

び免除となった給食費の副食費を保護者に代わって支給することになるために6,475万3,000

円のプラスになります。２つ目が、公立の園では保育部の給食は、今まで食糧費を給食セン

ターのほうに支払っておりましたので、副食費の免除を除きまして保護者負担になったため

に食糧費として337万9,000円のマイナスになります。トータルとしまして、歳出は6,137万

4,000円のプラスになります。 

 一方、歳入といたしましては３つの要因がございまして、１つ目は、公立３園の場合、幼

稚部の保育料と３歳以上児の保育料、保育部の保育料、合わせまして2,531万8,000円の収入

が入らずマイナスになります。２つ目に、公立の園の場合、保育部の園児のおやつ代を頂戴

いたしますが、保育部の主食代は歳入として入らないため、差し引きしまして56万5,000円

のマイナスになります。３つ目に、保育料は、もともと国の基準より今までの保育料が安く

設定して市が負担しておりましたので、その分も保育料の無償化によりまして、国２分の１、

県４分の１と入ってくることになりますので、私立の園へ無償化の保育料分と副食費免除分

を施設型給付費で負担することになることにより、国・県の負担金が合わせて9,581万4,000

円のプラスになります。トータルといたしまして、歳入は6,993万1,000円のプラスになりま

す。 

 歳入から歳出を引きまして、全体としまして855万7,000円のプラスとなり、無償化により

まして市に新たな負担はなく、財政負担のほうは軽くなったという現状でございます。この

財源によりまして、公立の園の会計年度任用職員の処遇改善と保育士の資質向上のために使

わせていただきたいと思っております。 

〔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。 

 無償化になって保育料が入ってこなくなるということで心配しておりましたが、トータル

的には855万プラスということで安心いたしました。処遇改善のほうに、よろしくお願いい

たします。 

 時間もありませんので、次の思いやり駐車場について、利用証は県が事業主体なので市の

発行は難しいということなんですが、どうして難しいのか、その理由をお聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部社会福祉課長 安立文浩君。 
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○健康福祉部社会福祉課長（安立文浩君） まずもって、県が許可団体というところがござい

まして、市町村が登録を受け付けますと、いわゆる二重登録の問題等が発生しまして、制度

導入の際に市町村と県のほうでいろいろ議論があったと聞いております。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。 

 県に対しても、各市町村において利用証の発行ができるよう強く要望していただきたいと

思います。 

 今後も、さらなる思いやりあふれるまちづくりを目指していただきますよう、よろしくお

願い申し上げまして、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。 

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

◇ 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） 議長の許可を頂きました。私から１点、第２次総合計画等、関係の計

画につきましてお尋ねをいたします。質問相手は市長でございます。 

 質問内容です。 

 「海津市第２次総合計画」は、本市のあるべき姿と進むべき方向を明らかにし、望ましい

将来のまちづくりを実現するため、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画であり、

まちづくりの最上位計画です。内容は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成されていま

す。 

 基本構想は、10年間を計画期間とし、目指すべき将来像及びそのための施策の大綱を定め

たもの、基本計画は、５年間を計画期間とし、大綱に基づき、基本となる施策とその目標を

定めたもの、実施計画は、３年間を計画期間とし、毎年度ローリング方式で見直す財政措置

を含めた各事業実施計画です。 

 新年度を迎えるに当たり、去る１月の議会全員協議会で令和２年度から３年間を期間とす

る「総合計画実施計画書」が示されました。また、同時に、令和２年度からの６年間を計画

期間とする「海津市行財政改革大綱」及び同年度から５年間を計画期間とする「第２期海津

市創生総合戦略」の素案がまとまり、ホームページ等で示されているところです。 

 これら各種計画につきまして、以下４点、お尋ねをいたします。 

 １点目です。 
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 本市では、海津市総合計画策定条例において基本構想のみを議会の議決要件としています。

総合計画が本市の最上位計画であることや、５年間の基本計画は、その施策とその目標を定

める重要な計画であることから、計画作成段階で議会での議論を経ることは極めて意義のあ

ることであり、基本構想に加えて基本計画を議決要件にすべきと考えます。 

 全国の地方自治体で議会改革が進む中、基本計画を議会の議決要件とする自治体も増えて

います。市長のお考えをお尋ねいたします。 

 ２点目です。 

 現総合計画の中で本市の目指すべき将来像として、「水と緑と人がきらめく 輪でつなが

るまち 海津」が掲げられていますが、市民の方から、将来像としてイメージしにくい、も

っと本市独自の具体的な表現ができないかという声があります。 

 移住・定住を促進し、人口減少に歯止めをかけるための３つの重点施策を踏まえて、目指

すべき将来像を具体的にお示しください。 

 ３つ目です。 

 海津市行財政改革大綱は、今年度までの行政改革大綱から改めたことからも市長の財政改

革への意気込みが感じられるところでございますが、新年度の予算編成に当たって、従来の

積み上げ方式から包括的予算制度を導入した理由及び決定に至った経過は、またその導入に

よるメリット・デメリットは。 

 ４つ目です。 

 創生総合戦略や行財政改革大綱などの内容は、本来は総合計画に内包されるべき事柄では

ないでしょうか。これらの総合計画と幅広く重複する計画は、ややもすると二重計画行政に

陥る危険性もあります。 

 創生総合戦略がスタートした当初は、別の計画として策定せざる得なかったことは理解で

きますが、将来的には、行財政改革は総合計画の中で、創生総合戦略は総合計画の一部とし

て、実質的に一つの計画として対応していくことが合理的と考えますが、市長のお考えをお

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） 伊藤誠議員の第２次総合計画等各種計画についての御質問にお答えし

ます。 

 １つ目の基本計画を議会の議決事項とすることにつきましては、総合計画は、議員仰せの

とおり、本市のあるべき姿と進むべき方向を明らかにし、望ましい将来のまちづくりを実現
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するため、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画であり、まちづくりの最上位計画

となります。 

 また、計画は３層構造となっており、基本構想は、長期的な展望に立ち、目指すべき将来

の市の姿及びそのための施策の大綱を定めるもので、2017年から2026年までの10年間を計画

期間としています。 

 基本計画は、基本構想で示す施策の大綱に基づき、その実現に向け、基本となる施策とそ

の目標を定めるもので、2017年から2021年までの５年間を計画期間としています。 

 実施計画は、基本計画で定めた施策に基づき、財政的措置も含めて計画し、実施する事業

を定める３年間を計画期間としており、毎年度ローリング方式で見直すとしております。 

 議員仰せのとおり、海津市総合計画策定条例では、基本構想の策定のみ、市総合計画審議

会への諮問の後、議会の議決を経るものとされております。かつては地方自治法により基本

構想を議会の議決を経て策定することが義務づけられておりましたが、平成23年度以降は法

的な策定義務がなくなり、自治体の独自の判断に委ねられることとなりました。 

 それに伴い、基本構想の計画期間を10年から市長の任期とする基本構想と基本計画の２層

構造とする基本構想だけでなく、基本計画も議会の議決事項とする等、自治体による違いが

生じてきております。 

 本市におきましては、平成23年の総務大臣通知で個々の市町村がその自主的な判断により、

引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であるとされたこと

から、新たに条例を策定し、従前のとおり、基本構想を議決事項といたしました。 

 コンサルティング会社の平成30年度の調査によりますと、アンケートに回答した368の一

般市町村のうち、30.4％が基本計画についても議会の議決を行っているとの結果が出ており、

いまだに過半数の市町村が基本計画を議決事項とはしていない現状にあります。 

 なお、多治見市議会では、基本計画の策定の段階から関与されているようであり、本市と

しましては、議会改革検討委員会等で議会として基本計画への関与の在り方について総意を

示していただければ、それに沿って条例の改正も含め検討してまいりたいと考えております。 

 ２つ目の目指すべき将来像につきましては、「水と緑と人がきらめく 輪でつながるまち

 海津」を定めており、将来像の実現のために、選択と集中により重点的・優先的に取り組

む施策として重点施策を設定しております。 

 重点施策の１として地域のにぎわいと活力の向上を定めており、企業誘致の促進等を進め

てまいります。重点施策の２として子育て環境の整備を定めており、子育て家庭の支援等に

取り組みます。重点施策の３として安心・安全な生活環境の整備を定め、地域防災力の強化

等に取り組みます。 

 本市の目指すべき将来像について分かりづらいとのことですが、「水と緑と人がきらめく
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 輪でつながるまち 海津」は、美しく潤いのある自然環境の中で安心して働き、将来を担

う子どもたちを育て、ずっと住み続けることができるまちの実現であると基本構想にも記載

しております。この目指すべき将来像の内容については、市民の皆様も同意していただける

のではないかと考えておりますが、それをどのように表現するかにつきましては、次期基本

構想の設定時に市民の皆様の御意見等を踏まえて、より分かりやすく共感をしていただける

ものに検討してまいります。 

 ３つ目の包括予算制度の導入理由及びそのメリット・デメリットにつきましては、議員仰

せのとおり、令和２年度予算編成より、これまでの積み上げ方式を改め、包括予算制度を導

入しております。包括予算制度では、一般財源をもとに部門別包括予算枠を設定し、その予

算枠の中で各部局長のマネジメントの下、予算を編成することとなります。 

 これまでの積み上げ方式では、どれだけの歳出があるかをまず決定し、足りない歳入につ

いては、どれだけの基金を取り崩すかという予算編成の流れになっておりましたが、包括予

算制度では、その流れを180度転換し、まずは歳入額を決定した上で、歳出額をそれぞれに

見合ったものとすることになります。まさに、「入るを量りていずるを制す」予算編成とな

ります。 

 本市の財政は、平成25年度以降、実質単年度収支赤字が常態化しており、厳しい状況が続

いております。財政調整基金は、平成30年度決算時点でおよそ11億6,500万円となっており、

令和元年度にも取り崩す見込みとなっております。このような財政状況の中、今後も市税や

地方交付税収入が減少していくことが予測されることから、歳入の規模に見合った、身の丈

に合った歳出の規模に市の財政をスリム化していくことが喫緊の課題となっており、包括予

算制度を導入いたしました。 

 導入の利点としては、１つ目、歳入規模に見合った予算枠を設定することで基金の取崩し

額を削減できること、２つ目、各部局長のマネジメントにより効果的な予算編成が可能とな

ることが上げられます。 

 一方で課題としては、予算枠の設定が大変難しいことが上げられます。来年度以降の予算

編成では、近隣市町村で既に数年前から包括予算制度を導入している自治体にヒアリングに

伺い、より適切な予算枠の設定方法について研究してまいります。 

 ４つ目の総合計画と創生総合戦略や行財政改革大綱が二重計画なのではにつきましては、

繰り返しになりますが、総合計画は本市のあるべき姿として進むべき方向を明らかにし、望

ましい将来のまちづくりを実現するため、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画で

あり、まちづくりの最上位計画となりますが、平成23年度以降は法的な策定義務がなくなり、

自治体の独自の判断に委ねられることとなりました。 

 一方で創生総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法により、国だけではなく地方自治体に
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ついても策定の努力義務が課せられておりますが、策定の目的については、海津市の交流人

口や関係人口を増加させ、ひいては海津市への移住・定住を促進していくこととしており、

地方創生推進交付金や企業版ふるさと納税制度という国の制度を利用するためには策定する

必要があります。 

 また、行財政改革大綱につきましては、法的な策定義務があるわけではありませんが、総

合計画の将来像を実現するための事務事業を効果的・効率的に実現するため、及び喫緊に迫

った財政調整基金が底をつき予算を組めない事態を回避し、将来にわたり持続可能な自立し

たまちづくりを進めるために、真に必要な行財政改革をより確実に実行するため策定するも

のであります。 

 このように、総合計画が最上位計画でり、創生総合戦略や行財政改革大綱とは、その法的

位置づけや目的が異なるものとなっていると承知しております。 

 一方で、議員仰せのとおり、重複する箇所がある点は否定できません。計画策定の際には、

それぞれの計画にそごがないよう一貫性のある計画を策定していきたいと考えておりますの

で、御理解を頂きますようにお願いをいたします。 

 以上、伊藤誠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。 

〔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。 

 最初の質問でちょっと思いが先行しまして、私の質問の趣旨が分かりづらかった部分があ

ったようでございますので、ちょっと反省をいたしております。 

 今回の質問のまず大前提にありますのは、総合計画がとにかく海津市の行財政の大変最上

位計画であり、最重要計画であるということがまず大前提でお伺いをしております。 

 第２次海津市の総合計画が平成29年から令和８年度までの10年間を計画期間とする最上位

計画であって、ちょうど私、たまたま平成29年当時は、その基本構想、平成29年から始まっ

ておりますから、基本構想の議決に私は参加をしておりますが、その年の９月に新しく議員

になられた方は、今後、ほぼ10年間、この総合計画の議決に関わることはないわけでござい

まして、市の最重要計画であるにもかかわらず、議決に一回も関わらない。今後、１年半以

降、また新しく議員になられる方も、任期中、一度もこれに関わることがないという、これ

は結果的にそういうことが起こり得るわけで、これはいかがなものかと。今後、ちょうど令

和４年度から新しい基本計画を策定するに当たり、これを少し改めて、新しい議員にも、今

後５年間の基本計画の議決、また審議に参加していただくべきだと、これはあくまで最上位

計画であるからこそ必要なことではないかという思いで質問させていただいております。 
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 市長のほうから議会改革の検討委員会というお話も頂きましたが、これは当然議会の問題

でもあることは重々承知をいたしておりますが、検討委員会のほうでも、当然今後、検討課

題にしていただくよう私からも提案しよう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。 

 それから、検討委員会に言及いただきましたので、今、議会改革検討委員会では、将来、

これから先の課題に向けて、一部の市民の方々に議会改革検討委員からアンケートをお願い

して、頂いております。その中でいろんな御意見も頂きました。その中で厳しい御意見も頂

いておる中で、議会と行政、ちょっとなれ合いになっているんじゃないかというような御指

摘も頂いておりますが、そうではないにしても、正すべきところは正すべきだろうというこ

とで、今回の質問の範囲で言いますと、ちょうど地方創生で今行っております、今度、来年

度からまた新しくなりますが、前回の地方創生総合戦略、今から４年半ぐらい前だと思いま

すが、私、議会の一般質問で、この場合は地方創生総合戦略推進懇談会の構成員の中に議員

が入っていないのはおかしいんじゃないかという質問をさせていただきました。これはなぜ

かというと、総合戦略の中には議員の代表が入っているのに、なぜ地方創生総合戦略の中に

入っていないんだという趣旨で質問させていただきましたが、そのときの答弁は、全国の市

議会議長会の報告で、この二元代表制の大原則から、市長の諮問機関である審議会に、やっ

ぱり議員が入るのは、これは適法ではないという判断の下に外したんだという答弁がござい

ました。私は、そのときはごもっともだなというふうに思いましたが、その考え方は今も納

得しておりますが、そうであるにもかかわらず、すぐその後に行われました総合計画の審議

会は、相変わらず議員が入ったまま行われたということで、この辺りは、市長、どのように

お考えでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 創生総合戦略のほうに市議会議員が入っていないのにもかかわらず、総合計画のほうには

入っていて、ちょっと一貫性がないのではないかというふうな御指摘だと思うんですけど、

先ほど議員のほうからも御指摘がありましたように、平成10年２月に全国市議会議長会が発

行しました「地方分権と市議会の活性化に関する調査研究報告書」において、議員が市長の

設置する審議会等に参加することの見直しを図るべきであるというふうになっていて、市と

しても、先ほど二元代表制、行政と立法を分けるというか、立場の違いをしっかりと明確に

するためにも入らないのが原則であると考えておりまして、なので創生総合戦略のほうに入

っていないというのは、まさにその原則にしっかりのっとっていると考えますが、総合計画

のほうに入ってしまっているというのは、ちょっと整理が漏れているのか、そちらのほうを

ちょっと正していくべきなのではないかというふうに考えております。 
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 ですが、多治見市のように、また違った形で策定に関わっている市町村もありますので、

どのように関わっていくべきかということに関しましては、また議会のほうで議論していた

だきまして、また総意を示していただきましたら、我々としても、またそれを踏まえて検討

していきたいと考えております。 

〔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す。 

 今おっしゃったように、当然これは議会の問題でもありますので、また検討材料にさせて

いただくことになるだろうというふうに思いますが、そのほかにも、私、あくまで個人的に

今感じておりますのは、審議会、いろいろこれに限らず七十幾つか、何か市の審議会があっ

たと思うんですが、当然、議会の議決を経た後の審議会と、この審議会の決定を下に議会に

上程するというタイプのものと２種類あると思うんです。ですから、議会の決定を経たもの

については、どんどん議員が入って検討しても、私は何ら問題はないんじゃないかなという

ふうなことは個人的には思っているんですが、これもいろいろまた今後検討させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、２つ目の質問ですが、「水と緑と人がきらめく 輪でつながるまち 海津」、

これは「輪」というのは、輪中の輪も関係しているんだというようなお話もございましたが、

この総合計画の中にもいろんな形で、市長の施政方針の中にも「水と緑」「目指すべき将来

像」という言葉が出てくるんですが、いろいろ市長、今、御説明いただいて、それとセット

にするので、ああ、こういうことかということが分かるんですが、どうしてもこの言葉と中

身が結びつかないという部分がございまして、いかにも、あまりにも、言葉はきれいですが、

表現が非常に曖昧で、これで例えば今のことをイメージできる方が何人いらっしゃるかとい

うと、ほとんどいらっしゃらないだろうと。 

 もっと言いにくいことを申しますと、これ、例えば自治体の中に川が流れていて、適度の

田舎であればどこでも通用してしまうような、私はそうだというふうに個人的には感じてお

ります。ただ、これも先ほど申しましたように、平成29年に、私、議決で賛成をした立場で

ございますので、あまり申し上げるべきことでもないんですが、市民の方がおっしゃりたい

のはその辺りではないだろうかというふうに思います。 

 スローガンがこうやって曖昧な表現をしてしまうと、将来、生まれる結果も曖昧な結果し

か出てこないというのが世の中の通説でございますので、ひとつスローガンは将来の目指す

ものを明確な形で表現できるものに、今後、こういう機会があればそういう形で設定してい

ただくと大変ありがたいなあと、市民の皆様にも分かりやすい基本構想になるんではないか

というふうに思いますので、よろしくお願いしますが、市長、いかがですか。 
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○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 策定していただいたときに、委員の皆様方がこの「水と緑」がいいん

だと、そういったことでこれを将来像ということでさせていただきました。 

 しかしながら、将来像も、これは10年タームですので、10年タームといいますのは、もう

今の時代は、大きく時代が変わるということですので、またその時点でのまちの将来像とい

うのが別個にできれば、またそれはそれでいいのではないかなあと思っております。 

 今日、伊藤先生から質問がありまして、ＡＩとか、そういったものが急速に発展してくれ

ば、今の世の中、二、三年でがらっと変わると。今の職業ががらっとなくなると、そういっ

たときに、何を残し、何を選択し、どのようにしていくかということが非常に大事であろう

と思っています。そのときに、海津市が持っている条件、それはいい面もありますでしょう

し、悪い面もあると思いますけれども、そういったものをしっかり大切にしていくと。そし

て、そのことが10年後、まちづくりの将来像となっていけばいいのかなと、このように考え

ています。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 市長のおっしゃること、よく分かりました。私も先ほど申しましたよ

うに議決で賛成をした立場でございますので、ただ、市民の皆様の思いというのを少し御理

解いただけたらなあというふうに、今後のためによろしくお願いします。 

 それでは、続きまして３つ目の質問に移らせていただきますが、包括的予算制度、これは

当然１年たてば、また何らかの形が見えてくるんだろうというふうに思いますが、これは一

種の全国的なブームみたいなところもございまして、導入自治体も増えているように伺って

おります。 

 それで、導入によるメリット・デメリットをお伺いしましたけれども、本市にとって、当

面、導入によって生じる課題というのがあると思うんですが、今、本市における導入によっ

て生じる最も大きな課題というのは何だというふうに認識していらっしゃいますでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 導入による課題なんですが、先ほど市長の答弁でも触れさせていただいたんですが、枠の

設定がかなり難しい、そこにこの制度というか、包括予算枠の予算設定の方法は、難しさは

ここに尽きると思います。本年度は、過去の予算額や、その執行率を基に各部門の一般財源

の歳出枠というものを策定したんですが、果たしてそれが適切なのかどうかというのは今後

もちょっと研究していかなければいけないので、近隣の市町村で既に導入して５年、６年と

たっているような市町村もございますので、ちょっとそういうところにヒアリングに行って、
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どのようにそういうふうな枠設定をしているのかということについて、さらに研究を深めて、

令和３年度予算編成でさらに適切な予算といいますか、そういう適切な枠設定ができるよう

にやっていければいいなと考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 今の答弁の中でも少し出てきましたが、予算を部門別に配分する、そ

の何を基にと、今、ちらっとお伺いしたような気もしますが、例えば予算が経常的なものと、

それから投資的なものといろいろある中で、何を数字的な根拠にして割り振りをなさったの

か、その辺り、もう一回、ちょっと分かりやすく説明いただけませんか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 過去の各部門の決算によって、予算額とその執行率を基に作成させていただきました。 

〔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。 

 初年度ということで、いろいろ試行錯誤という部分もあろうかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

 それから、市長の答弁の中で近隣市町で先行的に行っているところがあるのでヒアリング

をしてというお話がございました。それで、いろいろ成功例をお聞きになるんだろうという

ふうに、愛知県にもかなり優れたところがあるようでございますので、非常に大事なことだ

ろうというふうに思いますので、ぜひお願いしたいわけですが、それよりも大切なのは、非

常に多くのところが導入をしたけれども、失敗して、また元に戻したというところも自治体

の中には幾つかあるようで、そういう失敗例から学ぶということのほうが、もっと私は大事

じゃないかなというような、もっとという言い方は変ですけど、それも非常に大切なところ

で、成功例から見えないところが恐らく見えてくるんだろうなということで、大変失礼な言

い方ですけれども、失敗例から学ぶということも大事だと思いますが、その辺の近隣市町に

ヒアリングという部分でいかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 その失敗をしたというような市町村にヒアリングというのはなかなか難しいところはある

かもしれないんですが、先ほどちょっと申し上げましたように、この制度の難しさは、適切

な予算枠の設定をいかにするか。果たして過去の、我々は前回、過去の予算額や執行率を基

にやったんですが、それを実はどのようにして作成するのか、それこそ予算枠設定時点で最
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初に各部門から、今年度はどのような歳出が予想されるかということに関して、その予算要

求の前の段階であらかじめ分かっている予算、歳出が増えそうなものとか減りそうなものに

ついて、あらかじめ全てヒアリングというか、聞き出して、それを基に枠を設定する。その

努力して削減可能な部分で、そのあまりにも現実離れしたような枠になったら枠を守れない

ので、そういうふうなものをつくったりというような方法もあるかもしれないんですが、い

ずれにせよ、ヒアリングを基にやっていきたいと思います。 

 それから、あともう一点、あえてその難しさというか課題を上げるとすると、その枠より

もさらに余らせて予算編成をしたところに、来年度どのように、その努力というか、それに

報いるかというか、その各部門の努力に報いる、その次の年度の予算編成の際に報いるかと

いうか、その点に関しても各自治体によって差があるようですので、ちょっとその点も難し

い点だと思いますので、失敗した市町村とかは、そこら辺がなかなか難しかったのかなと推

測しておりますので、そこもちょっと検討してやっていきたいと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 では、最後の質問に移らせていただきます。 

 最後は総括的な形でちょっとお伺いはしましたが、これはいろいろ内容が重複する、市長

はそうじゃないんだというふうにおっしゃいましたけれども、この総合計画を見ると、移

住・定住を促進し、人口減少に歯止めをかけるためにはという大前提があるようですので、

これは地方創生総合戦略そのものかなというふうにも思ったりもするんですが、二重計画行

政に、私、なると言っても、なりやすいという、なりがちだということを申し上げたんで、

よろしくお願いします。 

 第２次総合計画の後半の基本計画が令和４年から令和８年度、そして行財政改革大綱の財

政再生プログラムが令和２年から令和７年度の６年間、これ微妙に、この５年とか６年とか、

そして令和８年とか、令和７年までとか、微妙に１年ずれているんですけど、これは何とか

総合計画の中にきちんとはめ込んで合わせていく努力というのは、これは必要じゃないかな

と、私、個人的には思うんですが、その辺りはどうなんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 まず、創生総合戦略につきましては、国のほうで策定時期を決められていますので、年数

等についても変えることはできませんし、２次の計画についても、年数が来たことによって

２次計画をつくっておりますので、そうせざるを得ないというところがありますし、あと行

財政改革大綱につきましても、前計画で動いてきておりますので、終わりを合わせていくと
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いうことは可能ですけれども、スタートにつきましては、前計画の終わった後からというス

タートにどうしてもなりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） こういう１年間のずれが二重行政になるんではないかという危険性を

はらんでいるということも申し上げたかったことの一つでございますので、本来、行財政改

革は、この総合計画の中の基本計画の５番の５項目めに効率的な行財政運営の推進というこ

とで、基本計画の33項目の中の一つにうたわれていますので、この辺りも、やっぱり総合計

画になるべく、これは先ほど法的に定められたものではないという答弁でございましたので、

何とか１年、６年ということなら７年にして何が問題があるんだというふうに、私、個人的

に思ってしまうんですが、何とかそういうことでやっていただいたほうが合理的であり、か

つ効果的であるのではないかなあというふうに感じますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、総合計画が３年ごとにローリング方式で実施計画がつくられるわけですが、来

年度からの３年の実施計画、これは１月に頂いております。令和２年から令和４年度、基本

計画の目標がいろいろ書かれておりまして、目標値の設定方針や事業の概要、それから目標

値などが書かれて設定されておりますが、平成30年度の海津市行政評価報告書、これも事前

に９月に頂いておりますが、恐らくこういったものを参考にして、根拠にして実施計画をつ

くられるんだろうなあというふうに想像するわけですが、行政評価報告書の中には、先ほど

の基本計画の33項目の中の課題、評価した後の先に向けての課題というのが各課ごとに明確

に表示されております。ところが、実施計画書になりますと、その課題は全て割愛されて、

こちらに表示されておりません。計画書に、ぜひこの課題というものを、ここで各課ごとの

課題というのが明確に表示されておりますので、この課題をセットにしていただくと、この

実施計画書というものが非常に生きたものに私はなってくるような気がする。課題が書いて

ないと、これは言葉は悪いんですけれども、ちょっとごまかしも利いてしまうという部分も

ありますので、やっぱりぜひ課題を明確にして、ビジュアル的に目に見える形で課題という

ものを表示していただくと、非常にこの実施計画書も価値あるものになるんではないかとい

うふうに感じておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 

○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） 総合計画におけます実施計画の評価につきましては、

先ほど議員がおっしゃられましたように、行政評価報告書のほうにまとめをさせていただい

ております。 

 行政評価報告書につきましては、行政改革推進本部会議、それから行政改革推進審議会の

ほうを経て、取りまとめをさせていただいております。その評価を基に次年度のこの実施計
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画を作成しているという流れになっておりますので、御理解を頂きたいと思いますけれども、

議員御指摘のとおり、なるべく分かりやすい実施計画にさせていただきたいと思っておりま

すので、内容については分かりやすくできるように検討させていただきたいと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） お尋ねしましたのは、課題を明確にしたらどうでしょうかということ

をお尋ねしましたので、もう一回お願いします。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 

○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） 実施計画の課題につきましては、行政評価報告書の

ほうに課題という形で載せてございますので。 

 で、実施計画のほうにも課題をということでございますね。それにつきましては、行政評

価報告書のほうの書き方と実施計画のほうの書き方と若干ずれがあるようでございますので、

その辺は、ちょっともう一度検討させていただいて、分かりやすく載せられるようにちょっ

と検討させていただきたいと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） すみません、よろしくお願いします。 

 とにかく評価で出た課題というものをこの計画書の中で明確にするということが大切だと

いうことを申し上げたいので、よろしくお願いします。 

 最後に、ちょっとお答えを頂ければありがたいんですが、地方創生総合戦略第２期へと準

備が今進んでいるところでございますが、第１期の主な成果というのはどんなものがあった

んでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 

○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） 創生総合戦略の中の評価につきましては、毎年行わ

せていただいて、審議会のほうで報告をさせていただいております。前回の創生総合戦略に

つきましては、今年度までの評価となっておりますので、その評価につきましては、来年度、

取りまとめをさせていただきたいと思っておりますけれども、平成30年現在での評価でいき

ますと、それぞれのＫＰＩを評価指標とさせていただいておりますので、27のうちの９が達

成事項となります。９つについて述べさせてもらう……、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） ありがとうございました。 

 時間が参りましたので、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



－１２２－ 

した。 

○議長（水谷武博君） 御協力ありがとうございます。 

 これで伊藤誠君の一般質問を終わります。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日の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17日予定されました一般質問は、４名について午前９時に再開しますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 皆さん、御苦労さまでした。 

（午後３時５０分）  
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