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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席議員は15名でございます。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５番 浅井まゆみ

君、６番 伊藤誠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、よろしくお願いをいた

します。 

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

◇ 里 雄 淳 意 君 

○議長（水谷武博君） 最初に、１番 里雄淳意君の質問を許可いたします。 

 里雄淳意君。 

〔１番 里雄淳意君 質問席へ〕 

○１番（里雄淳意君） それでは、議長の許可を頂きましたので、通告書のとおり質問させて

いただきます。 

 要旨、１．教育現場でのクラウドファンディングをどう考えるか、２．夏休みのラジオ体

操が廃止となっている現状について、質問相手は、市長、教育長です。 

 １．教育現場でのクラウドファンディングをどう考えるか。 

 お金がかかる事業を実現するため、インターネット上で資金を募るクラウドファンディン

グが教育界でも広まりつつあります。実際に公立学校でビオトープ（自然観察園）の改良や

タブレット端末の購入などが実現しています。 

 日本のクラウドファンディングは、専門のインターネットサイトを通して資金を募る方法
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が広まっています。実現させたい事業の概要と必要とする金額、期限を示し、期限までに必

要とする資金が集まったら事業を実行に移し、資金が集まらなかったら白紙に戻すという形

態が多く、その場合、銀行振込なら返金され、クレジットカード利用なら、実行が決まった

段階で決済される仕組みがよく使われています。 

 資金提供者への謝礼については、ビオトープを改良した小学校の場合、児童からのお礼状、

ビオトープの周辺に資金提供者の名前を掲示するといった内容で、この小学校の事業に限ら

ず、多くの場合、何らかの謝礼はあるそうです。 

 このような仕組みで、金融機関などからの資金借入れとは違い、提供された資金を返済す

る必要はなく、寄附金の受入れに近いというのがクラウドファンディングの特徴であります。 

 本市に限ったことではありませんが、様々な課題の中、教育現場に潤沢に財源を供給する

余裕もなくなってきており、新たに事業を創造するということが困難な状況であると言わざ

るを得ません。 

 そこで、新たな財源確保として、インターネット時代ならではの手法としてクラウドファ

ンディングの活用を考えてみてはどうかと思います。もちろん、クラウドファンディングを

実施することで教育の現場に負担がかかるようなことがあってはいけませんので、全ての学

校にクラウドファンディングの実施を強制するということではありません。本市として、ク

ラウドファンディングを実施しようとする学校への支援を考えていただけないでしょうか。 

 また、今後の海津の教育の方向を示すべく、「第２次海津市教育振興基本計画」が平成31

年度に策定され、「いのちをつなぐ教育」という基本理念の下、１．世代をつなぐ、２．地

域をつなぐ、３．心をつなぐという基本観点が定められています。クラウドファンディング

をきっかけとして、母校や地元のためにと地域が一体となり、事業の実現に向けて歩むこと

が基本理念に応えるための一助となる可能性もあると考えます。 

 さらに、クラウドファンディングは、児童・生徒の主体性やコミュニケーション力、プレ

ゼンテーション力の向上に資する取組としても期待できると考えます。 

 本市における小・中学校でのクラウドファンディングの活用をどのようにお考えになりま

すか。 

 ２．夏休みのラジオ体操が廃止となっている現状について。 

 昨年、私の地元で夏休み恒例のラジオ体操が実施されませんでした。私が子どもの頃から

ずうっと続いてきたラジオ体操が実施されなかったことに、何とも言えない寂しさを感じま

した。 

 早速、８月の議会全員協議会の折に、この現状についてどのようにお考えになっているの

かを教育長にお尋ねしたところ、夏休みのラジオ体操は、学校が推進するものではなく、保

護者や地域の有志によって運営されているものであって、少子化による子ども会の解散や共
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働き世帯の増加、勤務時間帯の多様化等々、様々な要因があって、やむを得ずこのような状

況になっているとの旨のお答えを頂きました。 

 お恥ずかしながら、私はラジオ体操が学校行事の一環であると勘違いしていました。学校

が推進するものでなければ、子ども会に代わって地域が主体となって実施する方法を考える

べきであろうと思うのですが、何か問題が起こったときに責任問題が問われるということが

ついてきます。この責任問題によって子どもたちの世界や可能性が矮小化しているように思

えてなりません。 

 私は、健康増進や正しい生活習慣づくりといった大人の理屈を子どもに押しつけようとは

思いません。ただ、早起きをして、夏の朝の匂いを感じながらラジオ体操に通う、学校に通

っているときには体感できない時間の体験が子どもたちが成長していく上で大切な原風景の

一つになるのであろうと思います。 

 ある方からお聞きした話ですが、約20年前、その当時、既にラジオ体操を廃止するような

話が出たときに、当時の子どもの担任の先生から、親にとっていいことではなく、子どもに

とっていいことを一番に考えてあげてくださいという言葉を聞き、ラジオ体操を継続したと

いうことをお聞きしました。 

 内閣府刊行の令和元年度「子ども・若者白書」では、文部科学省では、地域と学校が連

携・協働し、幅広い地域住民の参画による地域学校協働活動を推進しており、地域と学校が

連携・協働する体制の構築を重要視しております。大人にとって都合のいいことではなく、

子どもたちのことを一番に、それぞれの立場で一人ひとりがよく考えなければならないので

はないかと思います。 

 一方的な思いを述べましたが、地域と学校が連携・協働して子どもを育む環境づくりにつ

いてどのようにお考えになられますでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 里雄淳意議員の１点目の教育現場でのクラウドファンディングをど

う考えるかの御質問にお答えいたします。 

 議員仰せのとおり、クラウドファンディングは、特定のプロジェクトの資金調達をするた

めにインターネットを通じて小口の資金を集める方法で、全国、あるいは世界各国から支援

者を集めることができ、資金調達手段として有効であると認識しております。また、クラウ

ドファンディングを目標どおり成功させるためには、プロジェクトの社会的意義を明確に発

信することや、思わず応援したくなるようなエピソードやストーリーを紹介することが重要

であるとされております。 
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 教育現場におけるクラウドファンディングの活用につきましては、子どもたちの柔軟な意

見やアイデアを実現するための手段として、子どもたちが主体となり、クラウドファンディ

ングにチャレンジすることは、子どもたち自身がその目的や意義などを深く考え、実行する

こととなります。このことは、子どもたちが生きていくこれからの社会がこれまでにないス

ピードで国際化・情報化が進展し、多様な価値観が存在する社会となることが予測される中

で、議員仰せの「第２次海津市教育振興基本計画」の基本理念や学習指導要領にある知識の

質を高め、資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現になるものと考えており

ます。 

 また、学校においては、ＰＴＡや地域との関わりの中で資金確保が必要となる場合にクラ

ウドファンディングの取組を行うことは、資金面での課題を解決でき、その取組自体が学校

と地域との連携を強める効果も期待できます。 

 さらに、クラウドファンディングに関する広報活動を通じて地域への学校の露出が増加す

ることや、これらの活動に関わった地域住民などの関心が増すこととなるため、学校支援活

動の活性化や質の向上につながることなどが考えられます。 

 このようなことから、学校などが特定のプロジェクトの資金調達の一つの手段としてクラ

ウドファンディングを実施しようとする場合には、情報提供を含め支援に努めていきたいと

思っています。 

 また、近年、全国の自治体では、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して様々

な地域課題の解決を図っています。教育委員会におきましても、先進事例を参考にして、ク

ラウドファンディング型ふるさと納税の活用を市長部局と連携し、検討してまいります。 

 ２点目の夏休みのラジオ体操が廃止となっている現状についての御質問にお答えいたしま

す。 

 夏休みのラジオ体操の実施状況につきましては、子ども会活動の中で実施されている地域

や、子どもが少ないとのことで実施されていない地域など、実情によって様々であります。 

 ラジオ体操の取組は、健康増進のみならず、どの年齢層も参加しやすく、皆が一緒に活動

できる取組であり、地域でのつながりや連帯感が生まれ、非常に有益であると考えられます。

しかし、近年は、共働き家庭が増え、朝に活動することが難しくなってきている現状がある

ことも考えられます。 

 教育委員会では、子育て支援事業として、各地区の社会福祉協議会へ三世代交流の活動支

援を行っております。その中の取組として、今尾地区社会福祉協議会では、地域交流部会の

方々が主体となり、「みんなでラジオ体操」と銘打ち、毎年夏休みに１回ではありますが、

三世代でラジオ体操を行ってみえます。 

 このような世代間交流の行事は、参加された一人ひとりが顔見知りとなり、各家庭の親世
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代と地域の人たちが子育てについて気軽に話すことができるようになるなど、地域コミュニ

ティの醸成につながることとなります。他の地区においても、ラジオ体操を世代間交流の一

つとするなど、地域の実情に応じて幅広く子どもたちに関わっていただけるよう、家庭教育

推進協議会などの中で呼びかけていきたいと思っています。 

 また、学校におきましても、運動会で三世代交流種目を設けることや、伝統文化の継承、

農業体験、職業体験など、学校行事や体験活動などの折に、地域の方々から学んだり、触れ

合ったりする活動を行い、地域住民と関わりを持てるように取り組んでおります。 

 子どもを育む環境づくりは、議員仰せのとおり、子どもたちのことを一番に、それぞれの

立場で一人ひとりがよく考えることが必要であり、地域と学校が連携・協働し、子どもたち

の健やかな成長を地域全体で見守り、支えていくことが有効であると考えております。ぜひ

御理解と御指導、御協力を頂きますようお願いいたします。 

 以上、里雄淳意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。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 御答弁ありがとうございました。 

 １点目の質問についてでございますが、今回、この質問をさせていただきましたのは、差

し障りがあるといけませんので、どこの誰かということは申しませんが、ある先生のお話を

お聞きしまして、教育現場で備品を購入したり、そういう費用の面が減少してきておって、

なかなか厳しい状況ですという声をお聞きしたのが、まずきっかけでございます。 

 そこで、今議会の予算委員会でも質問させていただいたんですけれども、少し重複する面

もあるんですが、本市内の小・中学校の備品管理費及び教材管理費はどのように決められて

おるのか、教えてください。 

○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。 

 備品購入費につきましては、年度ごとにいろいろ状況が変わりますので、その都度、要望

をお聞きして予算計上をしておるのが現状でありますが、ここ10年前と５年前、それから

近々の３年の予算をちょっと御報告させていただきたいと思います。 

 まず、一般管理備品につきまして、小学校ですが、10年前、平成22年ですが250万円、５

年前の平成27年が1,493万8,000円、これはスクールバス等の購入がありまして高い数字を示

しております。平成30年度は575万4,000円、令和元年度が83万3,000円、令和２年度が159万

7,000円です。 

 それで、令和元年度から一般管理備品につきましては、均等分と生徒分ということで計上
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させていただいています。１校当たり７万5,000円、それから生徒１人当たり400円、これが

令和元年度の基本の数値でございます。それから令和２年度につきましては、１校当たり均

等割が７万7,000円、それから生徒分ですけれども、１人当たり450円ということで、少しア

ップして予算計上の基本をつくっております。 

 それから、教材備品につきましては、これも10年前ですが、小学校ですが415万2,000円、

それから５年前が364万6,000円、平成30年度が299万3,000円です。令和元年度が235万2,000

円、令和２年度が237万3,000円でございます。 

 小学校につきましても、令和元年度から均等割ということで、１校当たり12万ほど予算計

上の基本の数値として計上しております。 

 それから中学校につきましては、10年前が一般管理備品が300万円、それから平成27年で

すけれども、1,668万5,000円、これは生徒用の椅子等の入替えがございましたので高い数値

を示しております。それから、平成30年度が449万3,000円、令和元年度が50万2,000円、令

和２年度が243万5,000円で、令和元年度から中学校につきましても、１校当たり14万5,000

円の基本の数値で計上しておりまして、生徒１人当たり400円ということで計上しておりま

す。単価につきましては、年度ごとに若干上がるケースがありますが、基本ベースとしては

今申し上げた数値でございます。 

 それから、中学校の教材備品につきましては、10年前が949万9,000円、それから平成27年

度が417万9,000円、平成30年度が231万7,000円、令和元年度が189万6,000円、令和２年度が

196万6,000円です。 

 教材備品につきましても、令和元年度から均等割として１校当たり14万5,000円、生徒割

として１人400円という基本の金額で予算計上しております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） この10年間の推移をお聞かせいただきまして、確かに金額が減ってお

るというのは一目瞭然でありまして、先ほどの先生のお話も確かなことだったなあというこ

とを実感しておるわけでございますけれども、このような状況について現場の教員の方々は

どのようにお感じになられておるか、把握されておりますか。 

○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） 学校のほうからはたくさんの要望が上がってきます。

しかし、今まで見直してみますと、我慢してもいいかなという備品もございましたので、そ

の辺のところは先生方と話の中で優先順位をつけて備品を購入していく。なおかつ、大きい

ものについては、計画性を持って買い求めていくというふうなことで了解を取って予算計上

しております。以上です。 
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〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 私は予算額が減っておるということについていいとか悪いとかということは、言うつもり

はありません。財政が厳しい状況で、もちろん教育現場でも切り詰められるところがあれば

切り詰める必要があると思います。 

 そして、昨日、市長からお話しいただきました、本市は各学校の耐震工事や空調の整備、

トイレの洋式化、非常に教育に手厚く取り組んでいただいておることも理解しております。

ただ、幾ら教育現場であっても財政状況が厳しいんだという、こういうことをまず認識する

ことが必要であろうと私は思っておるわけであります。 

 そんな中、インターネット時代ならではの新たな財源確保の策としてクラウドファンディ

ングの活用を考えてみてはどうかという、こういう提案であります。 

 少し具体的に事例を紹介いたしますと、３校ほど紹介させていただきます。 

 これは１つ例は、長野県の上田市立西内小学校というところの取組であります。プロジェ

クトタイトルが「金管バンド保護者会の挑戦！ 夢に向かってがんばろう！ 全員バンドで

北海道演奏交流へ！」と、こういうプロジェクトタイトルでございますけれども、全校児童

32名の小さな学校でありますけれども、昨年、台風19号で15年連続出場しておった東海大会

に出場できなかった、断念されたということであります。子どもたちは非常に悔しがって、

悔し涙を流しておった。その子どもたちの姿を見て、保護者の方が北海道で行われる「2020

全国小学校管楽器合奏フェスティバル北海道大会」に送り出したいということでクラウドフ

ァンディングに取り組まれた。目標額100万円で、大幅に超える支援総額148万円が集まりま

した。97人の方に御支援いただいたそうでございます。 

 それから、２点目でありますけれども、横浜市立大岡小学校５年１組の挑戦、地元横浜の

職人さんの最高技術で大岡小５年１組の子どもたちが世界に一つのオリジナルバンダナを作

ると。このプロジェクトのきっかけは、この学校のＯＢであります内藤さんという方が横浜

の伝統の横浜捺染という、布に染色する技法のことでございますけれども、これが横浜伝統

の横浜捺染というものでありますが、その横浜捺染でスカーフやバンダナを作っておるとい

うことを子どもたちが知りまして、内藤さんのお話を伺ったと。ところが、近年商品が売れ

なくなっており、また職人の高齢化で貴重な伝統文化が消えかかっていることを子どもたち

は知りました。この話を聞いた子どもたちが何とか力になりたい。自分たちの力で地場産業

の灯をもう一度復活させたいという、こういう思いを抱きクラウドファンディングに取り組

んだ。そこで、目標額60万、集まった金額は64万4,000円で、96名の支援者によって達成さ

れたということであります。 
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 それから最後、３点目でありますが、大阪府の八尾市立曙川小学校の挑戦「あきらめなけ

れば、夢は叶う！」、小学校の池に蛍を呼ぼう、これは通告書で紹介させていただいた学校

でありますけれども、職員が一生懸命ビオトープを造られた。そういう環境教育を続ける中、

曙川小学校に蛍を呼びたいと児童が言うようになった。ところが、さすがに蛍は来るわけな

いだろうという声も上がったんですが、そこで諦めなければ夢はかなうんだという、こうい

うことを子どもたちに伝えたいということでクラウドファンディングに取り組まれた。目標

額15万円、集まった金額は28万9,000円という、こういう成功事例がございます。これを聞

いただけでも非常にわくわくするし、楽しさが伝わってくるわけです。蛍を呼ぼうというの

は非常に夢があるわけであります。 

 例えば、本市であれば大江小学校の創作狂言、こちらは薩摩義士の宝暦治水と千本松原の

歴史を学んで木曽三川の環境保全を訴える狂言であります。ふるさとの歴史を学び、自然を

大切にする心を受け継ぐ伝統が大江小学校では培われておると。 

 ところが、近年、こちらも経費がかかるということで、なかなか継続していくことが難し

いということもお聞きしております。こういう取組にもクラウドファンディングを活用して

みてはどうかということも思うわけであります。 

 それから、今回の施政方針の12ページに文化の振興について述べられております。文化の

振興では、文化団体が行う音楽や芸術活動の支援、質の高い文化に触れ合う機会の提供、市

民参加による生きがいと共生を目指し、市民創作ミュージカルの本公演など、生きがいを感

じる心を育むとともに、地域資源を生かした地域文化の醸成を図ってまいりますとあります。 

 私は、ここ数年、何回か市民ミュージカルを拝見させていただいたんですが、市民ミュー

ジカルということを聞いて、勝手に私の中で想像しておったのが、学芸会レベルのものなの

かなと想像しておったんですが、正直びっくりしました。海津市で行われておるということ

を忘れてしまうような想像を超えるもので、非常に感動するすばらしい取組だったと思いま

すし、ぜひこの取組を続けていっていただきたいなと、こう思うわけでありますが、今回の

予算委員会でもこの予算計上がされておりまして、773万円という決して小さな金額ではな

い金額が計上されております。しかし、私は、この金額には非常に価値があると思っており

ます。現在は補助金が出ておるそうでありますが、補助金がなくなった際にも、ぜひ続けて

いくためにもクラウドファンディングの活用なんかも有効であろうと、そのように思います

し、もう一つ、来年から１人１台端末と、タブレットが配布されるということであります。

こちらも、もちろん補助金はあると思うんですが、全額ではなかろうかと、そのように思い

ます。そうすると、市内の子どもたちに十分な環境を整えてあげるためにも、そういうクラ

ウドファンディングで支援していくという、こういう方法も一つ考えられる、いろんな可能

性があると思うんですが、その辺についてどのようにお考えになられますでしょうか。 
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○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。 

 大変ありがたい御意見かなあというふうに感じております。厳しい財政事情ではあります

が、次代を担う子どもたちの学習環境、あるいは市民の文化振興につきましては、教育予算

というものは担保するべきであると思います。しかし、限られた予算でありますので、いろ

んな資金調達の方法があると考えております。今おっしゃられましたように、特色ある学校

運営をする中で、地域と一体になって事業を進める中で、やっぱり地域の賛同を得るという

ことは非常に大切なことだと思っています。資金調達はもとより、皆様方の協力を頂くとい

うようなこともありまして、クラウドファンディングということも視野に入れて進めていき

たいと思っています。 

 ただ、やみくもにクラウドファンディングということでは、学校の教員も人事異動等で替

わります。そのときばったりの事業では、これはまずいかな。やっぱりその学校が目指す方

向を聞きながら、クラウドファンディングの支援をし、学校、校長会のほうで話を進めてい

きたいなと思っています。 

 さらに、市民創作ミュージカル、あるいはかいづっち合唱団等、今、市民が総出でいろい

ろ文化を創り上げてくれています。これについても教育予算として担保はしたいですが、な

かなか難しい局面が出てくると思います。その折には、やはりクラウドファンディングとい

う活用もしながら、ぜひとも新しい文化を子どもたちから大人の方、全てに関して支援をし

ながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 地元の小学校とか、地元のためならということで、やっぱり卒業生や

地元の人、力も入りますし、協力もしてくださるんではないかと思います、やり方次第では

ですね。ぜひ御検討いただけたらと思います。 

 それで、実際、クラウドファンディングを導入する際、具体的にいろんな諸問題が出てく

ると思うんですが、答弁の中で、学校等が特定のプロジェクトの資金調達の一つの手段とし

てクラウドファンディングを実施しようとする場合には、情報提供を含め支援に努めてまい

りますと、こうお答えいただいたんですけれども、具体的にどのように情報提供や支援をお

考えになられておるのか。 

 私なりには一つ調べさせていただいたのは、日本教育新聞社というところが、今、「クラ

ウドファンディングに挑戦しませんか？」という企画をやっておる、これが非常に使いやす

そうだなということは見ておったんですけれども、もしそういうことを調べておられたらお

答えください。 
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○議長（水谷武博君） 教育委員会教育総務課長 大橋隆幸君。 

○教育委員会事務局教育総務課長（大橋隆幸君） 今、議員が仰せの日本教育新聞社につきま

しては、この新聞社の紙上、あるいはホームページで学校応援プロジェクトとしてクラウド

ファンディングの企画のほか、学校を応援することを目的とした日本教育新聞社の社会貢献

活動として行われておるということで、新たにクラウドファンディングにチャレンジしたい

学校、課題を抱えて困っている学校を応援していくということでやられておるということを

承知しております。 

 この学校応援プロジェクトが応援したクラウドファンディングでございますが、2020年３

月現在、11のチャレンジが成功し、100％の成功率というふうに紹介されております。 

 このようなことを教育委員会としましては、校長会等を含め情報提供、あるいは実際にク

ラウドファンディングをやりたいよということになれば、その支援のほうをしていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 私も個人的にメールで問い合わせたんですけれども、ただというわけにはいかないみたい

で、やっぱり寄附金の中から報酬を支払うということがありますので、少しそういうお金の

面も出てきますので、ただ、これは寄附金の中からということでございますので、その辺も

十分研究・検討していただいて、ぜひクラウドファンディングの活用を私は積極的に考えて

いただきたいと。 

 いろんな目的があると思います。僕は、クラウドファンディングを第一義に持ってくるこ

とによって地域のつながりもできるし、子どもたちの教育にもつながると、そのように思っ

ておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、２点目のラジオ体操の件でございますが、こちらは特に子ども会が解散してラ

ジオ体操が実施されていないと。子ども会のこの状況というのは把握されておりますでしょ

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） ラジオ体操ですけれども、手元でちょっと調べました。

子ども会ですが、今、児童がいなくて休会している単位子ども会もあります。市内に116あ

る単位子ども会、このうちラジオ体操を実施しております単位子ども会は64ありまして、パ

ーセンテージでいいますと55.2％がラジオ体操を実施しておるという状況。 

 それから、旧町では、海津地区は50.8％、それから平田地区が76.7％、それから南濃地区

が40.7％という状況でございます。以上です。 
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〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 半分以上のところでラジオ体操をやられておって、私の地元だけ特に

廃止になっているという、非常に寂しいなと思うわけでありますけれども、３月に市報と一

緒に子ども会の育成連絡協議会の広報紙を配っていただいたんですけれども、これを見ます

と、非常に活発に活動されておる場所を紹介されておるわけでありますけれども、これは非

常にやっておるところとやっていないところで差がついてしまうなということを感じたんで

すけれども、この辺についてはどのように思われますか。 

○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） 子ども会活動につきましては、そこの子ども会だより

等々に掲載してありますとおり、各地区でそれぞれ育成会の方がリーダーシップを執って、

子どもたちとコミュニケーションを図っておることは聞いておりますが、ただ、子ども会の

実情を聞きますと、やっぱりその今の紙面に載るための活動というか、そういうこともお聞

きしております。中には、すばらしい活動をしながら、その冊子を見ていただいて、情報共

有を図って子ども会活動の活性化を図っているという狙いがあるんですけれども、子ども会

についても、今、子どもが減っているということで休会している会もありますし、諸事情が

あって、やむなしで休会している会もあると聞いております。やっている活動については、

教育委員会としてはこれから支援をしていきたいということでありますが、任意団体につき

ましては、ピラミッド型の組織形態になっておると思います。今まで私どもの認識として、

会の本部の事業について認識を持っておりましたので、そのパフォーマンスとか、そういう

行事についてかなり評価をしておりました。しかし、これからは、その各地区で活躍をして

みえる、活動してみえる子ども会にもっと目を配りながら、お金の面とか活動の面の支援を

していけるようにすれば、子ども会の活性化につながり、また今言われるラジオ体操とか、

いろんな活動が地域で活発にできるんじゃないかなあなどと考えております。以上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 今回、私、この質問をするときに、連れ合いに相談したんです、どうやろうかと。そうし

たら、連れ合いからやめとけと。もうみんな嫌がっておるんだから要らんこと言うなと、こ

のように言われたんですけれども、これが僕は問題だと思うんです。みんなが嫌がっておる

と、これ老人会も同じ問題だと思います。うちの地元でも、２年ほど前、老人会がなくなり

ました。役員をやるのが嫌と、市の会議に出ていくのが大変やとか、もう面倒やと、こうい

うことでやめたいと。会員数が少ないということもあります。子ども会の解散も同じですし、
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この間、自治会のある会議に出ておりましたら、自治会もこれからそうなっていくよと、こ

んな話をされておりました。私は、何が何でもラジオ体操をしなきゃならないということを

言うつもりはないんです。ただ、これは枝葉でありまして、大事な幹、根のところがどんど

ん崩れていってしまう、大事な部分がですね。人と人とのつながりであったり、地域と地域

のつながり、最近うちの近所のお年寄りも、歩いておる子どもがどこの子か分からんとおっ

しゃいます。こんなことは、私が子どもの頃はなかったです。あんたはどこどこの子やなと、

こういう声をかけたわけでありまして、この状況は決していいとは思いません。確かに地域

の問題かもしれませんが、この地域社会で子どもを育てるということをぜひ教育委員会のほ

うでも力を入れて取り組んでいただく。ラジオ体操を強制するんでなくて、推奨するなり、

いろいろ形で地域とのつながりを考えていただけないでしょうか。一言お願いいたします。 

○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） 子ども会につきましても、いろんな所管の団体をたく

さん抱えておりますけれども、やっぱり原点に戻って地域で根差して活動してみえる方を支

援していくという形をとっていく。組織は、大きい組織ではありますけれども、一番その組

織を支えるのは、今言われるとおり、根元に見える方です。その方が、ただ本部で発表する

とか、そういうことじゃなくて、本当に子どもたちのためにとか、その会の持っておる目的

があると思います。その辺をもう一度役員を通じて見直していただいて、活動が活性化する

ように教育委員会としても呼びかけていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 ひとつ本当に子どもたちのことを考えていくことが、それぞれ行政とか、市民とか、そう

いうことでなくて、みんなでそういうことを考えていくということが非常に大事だと思いま

す。 

 今回、コロナの対策で大変なときに本当にお時間を割いていただいて、御丁寧に答弁を頂

きましたことに感謝申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（水谷武博君） これで里雄淳意君の質問を終わります。 

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

◇ 藤 田 敏 彦 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、11番 藤田敏彦君の質問を許可いたします。 

 藤田敏彦君。 
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〔11番 藤田敏彦君 質問席へ〕 

○11番（藤田敏彦君） 議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私は２点、１つ目、高須輪中土地改良区用排水機維持管理費負担金について、２つ目、令

和２年度予算案と産業振興について、市長、それから副市長であります。 

 質問内容、①高須輪中土地改良区用排水機維持管理費負担金について、以前の海津市の予

算書を見たところ、平成25年までは5,100万円であったと思いますが、国からの補助金でし

た。以後は市が負担をして、4,100万円が毎年計上してある。高須輪中の基金は、約33億円

ある。平成27年３月25日には、約33億円を国債として管理保管していたが、平成27年３月に

は、理事会（14名）で３回の会議で15億円を売却し、日本高速道路保有債務返済機構債券に

買い換えたとのこと。１週間後に総代（50名）で定例総会が開催され、総会終了後に報告と

して発表された。 

 契約書の確認を申し出ても、そんなものはありませんとの回答で、総会が終了したその後、

当時の事務局長にお尋ねしても、局長には何一つ相談もなく進めているので全く知らないと

のこと。その事務局長は、平成27年３月に退職をされた。 

 その後、確認をするのに理事長と事務局長に聞いても、そんなものはありません、契約書

はない、今はペーパーレス化の時代だから契約書はない。 

 名古屋の会社にはあるが、ここにはない。金庫に入っているが、今日は開けられない。去

年は、賦課金１反当たり3,500円を、組合員に詳しい説明もなく2,000円値上げをして5,500

円になった。こんないいかげんな答弁しかできないのか。 

 令和２年度、市として高須土地改良区へ4,100万円という多額の負担金を出す予定をして

いるが、高須土地改良区から財務等の詳細報告はあるのか。市から総会に最低２名ぐらいは

出席して、まともな総会ができるように指導すべきである。 

 令和２年度の予算カットは物すごいものである。市の財政の落ち込みに歯止めがかけられ

ない現状である。この4,100万円も大幅にカットして、教育、住民サービスに回してはどう

か。 

 ②令和２年度の予算案と産業振興について質問をします。答弁は、市長と副市長でありま

す。 

 前回の令和元年海津市議会第４回定例会で質問いたしました産業振興について、前回に引

き続き、再度質問をいたします。 

 2019年３月発行の海津市財政研究会発表「海津市の財政構造と課題」のまとめ、１．企業

立地に関する税収の低さと、それに伴う固定資産税のうち償却資産が少ない。２．脆弱な経

済構造、大企業の収益低下と農業・観光業の落ち込みによる低迷。３．財政抑制による施策

関連支出（民生費）の積極的な財政支出が見られない。４．公共施設の再編（体育館等）が
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進まない。統廃合・再編が進まない公共施設。５．大規模な繰り出し（年間約10億7,000万

円）を行っても、なお厳しい下水道特別会計。 

 以上のような指摘がなされておりました。これを読みますと、域内需要の減少と生産労働

人口の減少による地域経済の衰退が本市の財政状況の悪化を招いていると書かれています。

市税収入の減少を見ると、当然の指摘であると思います。人口減による地方交付税の減額も

大きく、このままでは財政面において危機的な結果を招きます。 

 直面している財政悪化は深刻であり、重大な問題にもかかわらず、市長の反応があまりに

も遅い。市の幹部職員、我々市議会議員にも責任が問われます。今こそ市の幹部職員と市議

会議員は、厳しく、財政悪化を「自らの責任と自覚」をし、強く認識すべきであります。 

 市の財政は、危機的状況と言わざるを得ません。市の財政悪化を先送りし、放置した市長

の方針のなさには看過できないものがあります。この状況から脱却するには、単に次年度か

ら始まる包括的緊縮予算を組むだけの対策療法ではどうにもなりません。市長は、財政悪化

の原因をどれだけ深く捉えているのか、甚だ疑問であります。 

 危機的状況を脱するには、人口減を食い止め、企業誘致を行い、安定的な若者の雇用確保

と財政の収支改善を図るための重点政策の実施が絶対必要であります。 

 それには産業振興を図り、若者が地元に定着して働いてもらい、市税の増収を図り、活気

のある市へと変貌しなければなりません。このままでは、市債の残高330億円は、増えるこ

とはあっても減ることへの見通しは全く見えてきません。 

 市長は、就任以来15年間にわたり農業振興を全てにおいて優先させ、その夢に酔いしれた

結果が現在の財政状況である。その結果、近隣市町に比べ著しい人口減と財政悪化を招いた

のである。 

 元衆議院議員で財務大臣であった塩じいこと故塩川正十郎氏は、国の一般会計と特別会計

を比較し、「母屋でおかゆを食べておるのに、離れではすき焼きを食っておる」と比喩し、

分かりやすいと世論の支持を得られました。この表現がぴったり当てはまるのが海津市と高

須輪中土地改良区の関係ではありませんか。 

 高須輪中には農林水産省の予算が十分につき、海津市は緊縮予算を組まざるを得ず、先行

きが見えない大変な危機的状況となってしまいました。市長の農業振興優先のなれの果ての

結果が、現在の海津市財政悪化の現状が示していると言われても仕方がありません。 

 市長には、首長として市の繁栄に導く戦略がない。市の衰退に歯止めをかけることが全く

できていない。商工業振興策を怠り、大幅な人口減を招いた市長の無為無策ぶりを多くの市

民は本当に嘆いております。そして怒っています。こうした一般市民の声が聞こえています

か。いま一度、指摘したことを真摯に受け止めていただき、市長は責任と自覚を持って、財

政の危機的状況を各学区に赴き、市民に語りかけ、丁寧に説明するのが急務であり、市長の
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役割であり、責任であります。市議会議員は、先導に立って広く市民の声を聞き、財政悪化

を市民とともに乗り切れるよう新たな道を開かなければなりません。 

 それには、市長が先導を切り、リーダーシップを発揮され、駒野工業団地の企業誘致活動

に力を入れるとともに、新たな工業団地を計画し、優良企業を誘致すれば、安心して働ける

職場が確保され、若者が定住してくれます。そうなれば、児童数が減りつつある小学校の統

廃合も避けられます。特に東江・大江・西江・吉里・下多度各小学校の児童数は、100人以

下であり、現在の出生数を勘案すると、今後も減り続ける傾向にあります。特にこれらの学

区には産業振興を図り、地域振興をしなければ、ますます経済の衰退を招き、児童数の減少

は確実です。 

 このような現状を打破するためには、地域の産業振興の種まきを図り、正社員の生産労働

者の市民が本市に在住して、稼げる、もうかるを実現すれば、おのずと民間活力により、市

は税増収という恩恵を受けることになり、財政力が持ち直してくれます。何としてでも地元

に働く場所を提供しなければ、若者は学校の卒業と同時に、親と祖父母を残し、地元から逃

避し、離れてしまいます。そして、悲しいかな、住宅取得期になると他所に住居を構え、二

度と地元へ戻ってきません。このような現実を見ると、あまりにも寂しい感じがします。 

 以上の質問に関し、市長の次年度予算に対して財政研究会が指摘された財政事項５点の改

革に対する、それぞれの具体的な施策の答弁を求めます。 

 また、本市の将来に期待を描ける起死回生の目玉事業はありますか。実現可能な具体策を

上げてください。緊縮財政予算編成だけでは、市民はやる気も湧かず、惨たんたる気持ちに

なり、未来に対し希望が全く持てません。そして、希望を持てず、同様に考えている若手の

市職員が数多くいるのが現状であります。本市の明るい将来が予測できる政策予算案の答弁

を求めるとともに、駒野工業団地の企業誘致の進捗状況と、産業振興を図る新たな工業団地

の計画立案の実施見通しに対する具体的な答弁を求めます。 

 そして、その上で市長の財政再建策と産業振興政策に対する不退転の決意のほどを、いま

一度、腹を据えてお聞かせください。 

 また、副市長には、市長と違う視点から、御自身の考えられる税収増に結びつく施策の方

向性と内容、そして予算の内訳の答弁を求めます。以上です。 

○議長（水谷武博君） 傍聴者の皆様に申し上げます。御静粛に願いたいと思います。発言、

拍手は禁止されておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、藤田敏彦君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 藤田敏彦議員の１点目の高須輪中土地改良区用排水機維持管理費負担
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金についての御質問にお答えします。 

 初めに、土地改良区について概要を御説明申し上げます。 

 本市には、海津・平田地区で排水受益面積約2,984ヘクタールを有する高須輪中土地改良

区と、南濃地区で排水受益面積合計約587ヘクタールを有する九つの土地改良区があります。 

 議員仰せの高須輪中土地改良区は、高須輪中と呼ばれる低湿地帯に位置し、古くから洪水

との闘いがあり、早くから排水施設の整備が進められ、国営かんがい排水事業を基幹に各種

土地改良事業がなされ、平成13年度に事業完成いたしました。 

 このことによりまして、７ブロックの排水系統、８排水機場と国交省所管の高須輪中排水

機場で合計９機場、ポンプ台数32台により、長良川、揖斐川及び大江川に排水されておりま

す。 

 本市の令和元年度の一般会計予算では、排水機維持管理等に係る経費への補助金として、

高須輪中土地改良区へは4,100万円、南濃地区の土地改良区等には897万5,000円を計上して

おります。 

 議員仰せのとおり、高須輪中土地改良区に平成11年度から平成25年度までの15年間、木曽

三川水源地域対策基金からの交付金を充当し、毎年5,100万円を負担金として補助しており

ました。 

 平成26年度からの高須輪中土地改良区用排水機維持管理費負担金につきましては、高須輪

中土地改良区から本市及び本市議会宛てに要望書の提出を受け、協議、検討を行い、一般家

庭雑排水、雨水及び非農地を含む排水経費については応分の負担が必要であるとの見解から、

要望書に基づき、排水機の運転管理費を主体とした補助とすることとし、年間4,100万円を

平成26年度から令和５年度までの10年間、排水機維持管理費負担金として交付することで合

意書を締結しております。 

 また、用排水機維持管理費負担金に対する高須輪中土地改良区の財務状況につきましては、

毎年、決算書により高須輪中土地改良区より説明を受けております。 

 今後の高須輪中土地改良区や南濃地区の土地改良区等への用排水機維持管理費負担金につ

きましては、本市の財政状況を勘案することはもちろんでありますが、近年多発するゲリラ

豪雨のような異常気象などの自然災害に対する災害防止や、市民の安全・安心な生活を確保

する観点からも慎重に議論していく必要があると考えております。 

 ２点目の令和２年度予算案と産業振興についての御質問にお答えします。 

 １つ目の財政研究会が指摘した財政事項５点の改革に対する具体的な施策につきましては、

まず議員仰せの海津市財政研究会は、平成29年度から平成30年度にかけて、岐阜経済大学、

現在は岐阜協立大学の学生が主体となり、本市職員が共同で財政について研究を行ったもの

で、平成31年３月に「海津市の財政構造の特徴と課題」として報告書をまとめました。その
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中で、本市の財政構造の特徴と課題を類似団体と比較し、６点上げており、議員御指摘の５

点について、それぞれ順にお答えさせていただきます。 

 １つ、企業立地に関する税収の低さと、それに伴う固定資産税のうち償却資産が少ないこ

とにつきましては、償却資産、すなわち産業に資する建屋と設備につきましては、整備しや

すい環境を整えることが重要と考えます。 

 合併以来、市内の在来企業が生産施設の拡張や移転を進めた事例は、当市の企業立地上の

優遇施策を活用したケースに絞っても５件の事例があります。 

 また、平成30年度から市内企業の設備導入を促進するため、先端設備に限り固定資産税が

軽減される生産性向上特別措置が始まっております。令和２年度までの期間限定の制度であ

りますが、本年２月末までの申請件数は47件、設備取得額の総額約14億8,000万円の申請案

件が認定されております。 

 これからも本市の工業振興策につきましては、常に動向を注視し、条件が整えば県補助金

の同時活用も視野に入れ、適切な時期に支援の手を差し伸べていきたいと思っております。 

 ２番目、脆弱な経済構造、大企業の収益低下と農業・観光業の落ち込みによる低迷につき

ましては、本報告書は、2007年の世界的金融危機、いわゆるリーマンショックを念頭に記載

されております。国内の大企業は、本来、業務のほかに投機による利回りを目指すところも

多く、リーマンショック時には大きな影響を受けました。事情は当市も同様でありまして、

法人市民税の動向が2007年から10年の間に42％も減少しています。 

 これに対して中小企業は、相対的には直接的な影響を受けたところが少なく、リーマンシ

ョック以降も高水準で推移しております。 

 ここ数年来は、市内の主要企業が大変元気であるとの印象を抱いております。例えば、東

証への上場、工場用地の拡大、大幅な増築計画が立てられ、業績の向上に伴う設備投資など、

活況を呈していると言ってもよく、一部では、これらの動向に地元の若者の雇用が追いつか

ないという声さえ聞こえるほどであります。 

 この動きを止めないよう、これからも企業のきめ細かいニーズに対応してまいります。 

 市財政研究会では、農業算出額の推移及び販売農家数の推移を基に低迷傾向にあると分析

されています。 

 農業算出額や販売農家数の減少につきましては、農業情勢が大きく変化し、集落営農の法

人化、農業担い手への農地集積や農地中間管理機構事業の活用など、国が推進する農業政策

の影響が大きいと考えております。 

 最近の農業振興策として、国や県では、新規就農者の積極的な育成や、農業者の高齢化や

後継者不足による労働力を確保するため、先端技術の現場への導入・実証によるスマート農

業を推進しています。 
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 また、大規模な農業法人等では、確立された土地利用型農業を核として、高収益作物への

転換や、生産から販売まで一貫して行うことで農業所得向上を目指し、競争力の強化を図っ

ていきたいと考えています。 

 本市の農業振興策につきましては、国や県補助事業を活用しながら、優良農地の多い本市

ならではの地域特性を生かした農業施策を進めていきたいと考えております。 

 また、観光では、2009年から2016年までの間に観光入り込み客数が減少傾向にあることを

もって観光産業が低迷していると分析されています。 

 その後、2017年から2018年にかけての入り込み客数に注目しますと、僅かながら回復傾向

を見せており、長期低落傾向に歯止めはかけられたものと認識しております。 

 特に千代保稲荷神社への入り込み数は、2018年には170万人を超えるなど、ここ十数年で

最高の数値となっております。 

 本市は、平成28年度から３年にわたって地方創生推進交付事業を実施しており、この波及

効果が少しずつ発揮され始めたこともあるのではないかと考えております。 

 これからも入り込み客数の変遷に常に注目し、各種ＰＲ活動に邁進してまいります。 

 ３つ目の財政抑制による施策関連支出（民生費）の積極的な財政支出が見られないにつき

ましては、財政の面から見ますと、民生費については類似団体と比較して低い状況にあり、

良好と考えられます。一方で、民生費に関する独自施策が少ない可能性があるとも考えられ

ます。今後も、財政状況を踏まえつつ、住民ニーズを把握しながら福祉関係の施策に取り組

んでまいります。 

 ４つ目の公共施設の再編（体育館等）が進まない、統廃合・再編が進まない公共施設につ

きましては、まず体育館等の体育施設に関しましては、本議会に海津市体育施設条例の一部

を改正する条例を議案提出しておりますとおり、平田高田体育館ほか４施設を次年度から廃

止することとしておりますし、城跡住宅の解体工事費を予算計上しております。 

 他の公共施設につきましては、次年度中に策定予定の公共施設個別施設管理計画に基づき

取り組んでまいります。 

 ５番目の大規模な繰り出し（年間約10億7,000万円）を行っても、なお厳しい下水道特別

会計につきましては、汚水処理施設整備構想により、今後、下水道処理区域及び事業の見直

しを図ることとし、次年度では、汚水処理施設共同整備事業及び施設の統廃合に関する予算

を計上し、施設の有効利用を図ることで経費削減に向けて取り組みます。また、普及活動の

促進により下水道使用料収入の増加を図ります。 

 ２つ目の起死回生の目玉事業につきましては、一つの事業で本市を活性化させることはで

きませんので、部署横断的な取組で元気なまちづくりを進めてまいりますが、次年度は、新

規事業として姉妹都市交流50周年記念事業、企業誘致事業、防災行政無線Ｗｅｂ配信システ
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ム導入事業、新規就農者経営安定支援事業、ＡＩ会議録及びＲＰＡ試行導入事業などを盛り

込んでおります。 

 なお、今朝の新聞で東海環状西回りが2026年の目途で完成をしていただけるという大変大

きなビッグニュースが飛び込んでまいりました。大いに期待したいと思います。 

 ３つ目の駒野工業団地の企業誘致の進捗状況につきましては、開発工事が正式に再開され

た平成30年度から現在までの間に、不動産開発会社や進出を意図する企業並びに県企業誘致

課を通じた照会は、計30件ございました。具体的な進出計画へと話が盛り上がったケースは、

残念ながらありませんでしたが、同団地の規模は、現在整備中の公共工業団地の中では中部

地方最大級であり、そのスケールメリットを生かした営業活動を続けてまいります。 

 また、さらに強力に誘致活動を展開する起爆剤とするため、駒野工業団地に興味を持って

いただける企業を広範囲で掘り起こせるよう、新年度予算において企業アンケート調査経費

を計上いたしました。 

 次に、新たな工業団地の計画立案の実現見通しについては、現在の法律では、農用地に工

場等を建てることはほとんど不可能と言えるほどハードルが高くなっています。 

 しかし、その反面、広大な農地は、大規模な施設整備が比較的容易にできるという点で非

常に有利であります。したがいまして、例えば農業の活性化に寄与するような大規模農産物

生産農場などであれば、県や国の農政部局に転用を働きかけるための有効な計画になるので

はないかと考えます。 

 また、当市では、南濃町津屋地区におきまして、東海環状自動車道西回りの建設に合わせ

てスマートインターチェンジの整備を進めておりますが、そこを中心に、将来は工場や店舗

の輪が広がっていくことを強く期待するものであります。その実現に向け、適切な手法を研

究してまいります。 

 なお、その過程で新たに導入すべき産業種別と適地を見つけ出す一助になるよう、新年度

予算に新規工業適地可能性調査の委託費を計上しております。 

 公共投資の手法で工業団地を確保する事業は、10年来整備を進めてまいりました駒野工業

団地でひとまず区切りを迎えます。しかしながら、議員御存じのとおり、当市には土地開発

公社がありませんので、同団地が完売した折には、改めて岐阜県土地開発公社と連携し、新

規適地の整備に向け、協議・検討に入りたいと考えております。 

 その際は、さきの業務の調査結果が功を奏するものと期待をします。調査は、適宜継続し、

その結果を有効活用することで、県公社はもとより、民間の大手開発業者の皆さん方にもそ

の気になっていただけるよう、積極的かつ戦略的にアプローチしていかなくてはいけないと

考えております。 

 ４つ目の財政再建策と産業振興施策につきましては、財政再建策では、本年度策定いたし
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ました海津市行財政改革大綱に基づき、着実に推進してまいります。 

 産業振興施策では、深刻な人口の長期減少傾向の中、様々な施策を組み合わせながら歯止

めをかけていくことが重要で、これまでも諸所の対策を打ち出してはおりますが、さらに施

策の立案は欠かせません。雇用の拡大、地域のにぎわいの創出、子育て環境の充実、安心・

安全の確保といった諸施策について、全庁横断的に取り組む必要があります。 

 その中でも若者が就職できるような職場環境を整えることは、人口減少に歯止めをかける

ための有効な方策と考えます。したがいまして、企業誘致が非常に重要であることは論をま

ちません。 

 ただし、本市は、やはり農業こそが主産業なのであり、農業及び商工業の均衡ある発展を

目指さなくてはなりません。仮に近隣市町でそれが進んでいるとすれば、それはそれなりの

地の利があってのことでありまして、本市は、あくまで山や川など市の中にあるものを大切

に守りながら勝負をしていきたいと考えております。 

 海津市に住んでよかった、ずっと住んでいきたい、そう思えるようなまちを目標にして、

これからも不断の努力をもって人口減少対策と財政改革に取り組んでまいります。それらの

取組が実を結び、当市の産業構造に少なからぬ変革をもたらし、若者がまちにあふれ、豊か

で活気あるまちになればと、そんな夢を描いておりますので、御理解を頂きますようお願い

をいたします。 

 以上、藤田敏彦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） 続きまして、副市長 福田政春君の答弁を求めます。 

 副市長 福田政春君。 

〔副市長 福田政春君 登壇〕 

○副市長（福田政春君） 藤田議員の御質問にお答えします。 

 市長と違う視点からとのことでございますが、施策の方向性等については、市長の答弁、

予算の内訳につきましても、市長が施政方針で述べておりますとおりでございます。 

 なお、新年度予算は、財務省より髙木地方創生・行財政改革担当部長を迎え、初めての包

括予算方式により予算編成を行い、実質、合併後２番目に低い水準として、元気な海津市を

再構築するための再生スタート予算と位置づけ、財政健全化に向けて取り組むこととしてお

ります。 

 市長が目指しますまちづくり実現のために議員各位と連携を図りながら、市民協働により

事業を進めてまいりますので、御理解、御協力を頂きますようお願いを申し上げます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔11番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） ちょっと時間がなくなってきましたので端的にですが、まず市長に答

弁いただきました高須輪中でございますが、これは非常に今回の予算の中でも大きなもので

ありますから、私はこのある総代のそういういろんな話を聞いて、それをきちっと紙に書い

て、それが事実であるということで、それで質問をさせてもらったわけでありますが、土地

改良区と海津市とは管轄が違うから、いろんなことを言えるか、ちょっと分かりませんが、

長年そういう同じ人が事務局長とか理事長とか、そういうのをやっておりますと、全国でも

いろんな事件が起こっておりますように、なれ合いになってしまって、最近はそういう、さ

っきも言いましたがペーパーレスの時代であるから、コンピューター、パソコンによってど

ういうふうにでも操作されてしまうと。これは女性職員でも信用しておったら、もう何十億

か、十数億か、それを何年間にわたって、そういうことがあるわけですね。だから、やはり

これだけ大きなお金を市も出しておるわけですから、そういうところも私の意見としまして

は、土地改良も行きました。総合的なあれを言いますと、やはりそういう大きな総代会なん

かには一人、二人は、傍聴でも結構ですからね、やはりおかしいと思ったときには、またそ

の幹部の方とお話をしていただくと、そういう姿勢でやっていただけたら市民も納得だと、

そういうふうに思います。 

 それから、２番目でございますが、企業誘致で西回りの東海環状がというお話が出ました。

駒野工業団地も同じですが、やはり看板が今頃立っておると、だからそれは非常に、私はこ

の前の会議でそういうことも言いましたが、やはり目まぐるしい発展を遂げておるいなべな

んかは、国道も県道も市道もばんばん看板が立っておると。そうすると、一部上場の優良企

業がどんどん来る。258号線、本市では国道は一本しかないわけですから、そこにはいろん

な企業の立派な要人が通っていくわけですから、やはりそれは大いに宣伝になると思います

が、今頃看板を立てておるというのは、非常に私は残念に思います。 

 時間もなくなってまいりましたが、ほとんど質問で私は言いましたが、市長が言われまし

たスマートインターのことですが、スマートインターができるからといって、乗り降りが便

利だというよりも、そのスマートインターの周りの耕作放棄地とか、いろんなそういう田ん

ぼ・畑、そういうところをいろいろ調べて、もう今から先手を打たなきゃ駄目だと思います。

インターができてから道路、これでは遅いわけですから、今から宣伝をして、そういう工場

誘致につながる、税収増を図る先手を打たなきゃあ後手後手に回ると思いますので、そうい

うところのお考えを最後に一言お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほど答弁させていただきました。その中で答弁しているはずですけ

れども、聞いてはいただけなかったでしょうか。 
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 昨年から岐阜県とタイアップして、あの辺りにどういう可能性がある、その調査を今やっ

ています。2026年に完成ということでございますので、その前までに、今、議員がおっしゃ

るように、早め早めに場所を選定して進めていきたいと、このように思っています。 

○議長（水谷武博君） 藤田議員、持ち時間が終了しておりますので、これで藤田敏彦君の一

般質問を終わります。 

 ここで10時35分まで休憩をいたします。 

（午前１０時２１分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３４分）  

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（水谷武博君） ７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） では、議長の許可を頂きましたので、私からは本日は２点質問させて

いただきます。 

 １点目、海津市の財政状況について、２点目、ＳＩＭ2030の採用について、いずれも市長

に伺います。 

 まず最初に、海津市の財政状況について伺います。 

 最近、海津市の財政は大丈夫なのか、夕張市のようになってしまうのではないかと危惧す

る市民の声を聞きます。確かに市長は議会答弁においてもしばしば財政が厳しいとおっしゃ

いますが、財政が厳しいというのはどういう状況なのでしょうか。ただ単にお金がないとい

うわけではなく、新たな投資的経費、自由に使えるお金がどのくらいあるのかが問題なのだ

と思います。 

 財政構造の弾力性を示すのが経常収支比率です。経常収支比率は、これまで70から80％が

望ましく、90％以上は弾力性を欠くと言われてきましたが、平成29年度の地方公共団体全体

の経常収支比率は93.5％となっています。10年以上連続で90％を上回っており、硬直的地方

財政の状況が続いていることが分かります。海津市においても平成26年度から90％を超えて

おり、平成30年度は93.9％となっています。これは、一般財源のほとんどが経常的な経費に

費やされるため使途の自由度がほとんどなく、硬直した財政構造になっていることを表して

いると考えますが、市長の認識はどうでしょうか。 

 次に、財政調整基金についてお尋ねします。 
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 財政調整基金は、自治体が財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すことで

財源を調整し、計画的な財政運営を行うための貯金とされていますが、最近の海津市ではほ

ぼ毎年、実質収支が赤字にならないようにやりくりするために取り崩している状態です。平

成25年度には標準財政規模の18.51％であったものが、平成29年度には12.61％まで減少して

います。一般的に財政調整基金は、市町村の場合、標準財政規模の10から20％が適正と言わ

れていますが、実際には首長の考え方によってかなり幅があります。市長が適正と考えるの

は何％程度でしょうか。また、そうするための方策はありますか。 

 海津市にとって、財政再建・財政健全化は喫緊の課題です。そのためには市民に丁寧に説

明をして理解・協力を得ることが必要不可欠だと考えますが、市長の考えはいかがでしょう

か。 

 ２点目、ＳＩＭ2030の採用について。 

 社会環境の変化や市民ニーズに対応して新しい政策に取り組まなければならないとき、財

源を確保するための最も有効な手段は義務的経費以外の経常的経費の削減、今やっているこ

との見直しと言われています。お金がないという課題を解決するには、新しいことをやるた

めに今やっていることを見直すこと、つまり新しい政策決定と過去の政策決定がトレードオ

フの関係になっていることを、市民も職員も理解する必要があるということです。そして、

それを分かりやすく体験できるのがＳＩＭ2030です。 

 ＳＩＭ2030は、とある仮想自治体を舞台に2030年までに起こる様々な課題に対し、６人で

１つのチーム（仮想自治体の部長級職員）を組み、当該自治体のありたい姿を考え、制限時

間の中でチーム内での対話に基づく政策選択を行い、判断を積み重ねていく対話型自治体経

営シミュレーションゲームです。財政の仕事に実際に従事しなければなかなか体感すること

ができないことを、短時間のゲームで疑似体験することを通じて自治体職員が備えるべき

様々な能力開発に活用できることから、職員研修の素材として極めて汎用性が高く、有用で

あると評価されており、全国各地の自治体で職員研修プログラムとして活用されています。

本市においても、ＳＩＭ2030を採用する考えはありませんか。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 橋本武夫議員の１点目の海津市の財政状況についての御質問にお答え

します。 

 １つ目の経常収支比率につきましては、海津市の平成30年度の経常収支比率は93.9％にな

っております。経常収支比率は、毎年度経常的に収入される市税や普通交付税を中心とする



－１５０－ 

一般財源が、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経常的経費にどの

程度充当されているかを示す指標であります。 

 議員仰せのとおり、経常収支比率が93.9％となっていることは、財政構造の弾力性が低下

しており、社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくことが難しくなっていることを

示していると考えられます。 

 経常収支比率の改善のためには、経常的経費の削減への努力はもちろん重要ですが、経常

的経費については削減が困難であることを踏まえますと、市税をはじめとした一般財源収入

の増加を図ることについて、積極的に取り組んでいく必要があると認識をしております。 

 ２つ目の財政調整基金につきましては、議員仰せのとおり、財政調整基金の標準財政規模

に占める割合及び財政調整基金の残高がともに低下している現況にあります。平成25年度に

は105億8,684万5,000円の標準財政規模に対して、その18.51％の19億6,012万7,000円の財政

調整基金残高、平成30年度には、102億4,503万8,000円の標準財政規模に対して、11.36％の

11億6,463万7,000円の財政調整基金残高となっております。これは市税収入が低下する中、

扶助費をはじめとした義務的経費が増加していることが要因であると考えております。 

 議員仰せの財政調整基金残高の適正規模につきましては、統一的な見解があるわけではあ

りませんが、総務省が平成29年11月に市町村に対して行った調査によりますと、376件の市

町村からの回答のうち、標準財政規模の５％超10％以下が望ましいと答えた市町村が最も多

く39.1％、次いで10％から20％以下が望ましいと答えた市町村が37.8％となっております。 

 本市といたしましても、標準財政規模の10％に相当する10億円程度の財政調整基金の規模

を保つことが望ましいと考えております。 

 災害等の急な歳出に備えるためにも、財政調整基金を取り崩さないことを目指して、今後

も財政運営に取り組んでまいります。 

 ３つ目の市民への丁寧な財政状況の説明につきましては、従来より、市報や市のホームペ

ージ等を活用して市民の皆様に周知をしているところでありますが、さらに積極的に市民の

皆様に説明する必要性を感じているところであります。 

 来年度から実施予定のタウンミーティングを活用し、市民の皆様により分かりやすく、財

政状況等について説明してまいりたいと考えております。 

 ２点目のＳＩＭ2030の採用についての御質問にお答えいたします。 

 ＳＩＭ2030は、熊本県職員により平成26年に作成された2030年問題を体感する対話型自治

体経営シミュレーションゲームで、全国で各地方版が作成されるなど、自治体職員に対する

政策形成研修や出張財政出前講座という形で、各地で利用されているものです。 

 少子高齢化、価値観やライフスタイルの多様化など、社会情勢を取り巻く環境の変化が進

む中、産業の振興、安全・安心なまちづくりなど、行政に対する市民のニーズが多様化して
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おります。 

 また、地方分権の進展に伴い、自治体自らの意思決定の下、自らの責任において、主体的

に地方自治を行うことが求められております。 

 このような状況の中、議員仰せのとおり、新しい政策経営能力を持ち、主体的に行動でき

る人材育成を目的としたＳＩＭ2030を活用することにより、対話に基づく自治体経営シミュ

レーションをし、幹部職員として互いに刺激し合うことで、政策課題の発見・提起、新しい

政策の企画・立案、実施や評価、見直しが主体的に実行できる能力開発に有効である研修と

考えております。 

 職員研修を通じて職員の質の向上を図ることは当然のことながら、職員は自分自身のスキ

ルアップこそが市民サービスの向上につながることを認識する必要があります。 

 また、常に目標達成志向とコストを意識することにより、職務の本質を見極め、無駄なく

効果を上げることができるものと考えますので、ＳＩＭ2030も職員の能力開発の一つとして

創意工夫しながら職務遂行できるよう、今後も調査・研究をしてまいりますので、御理解い

ただきますようにお願いをいたします。 

 以上、橋本武夫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。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 御答弁、ありがとうございました。 

 昨日から一般質問におきまして、数多くの議員が財政運営について質問しております。そ

れだけ海津市の財政を心配している、また市民の関心が高いということの表れなのかなあと

思うんですけれども、私の個人的な考え方で言うと、海津市だけが全国の中でとりわけ財政

が厳しいというわけではなく、よく私も海津市が夕張みたいになってしまうんかと言われる

と、もしも海津市が夕張になるようなことになれば、全国の３分の１ぐらいの市は夕張にな

っちゃいますよという認識をしておるんですが、いろんな指標から判断して、大体こんな感

じの認識でよろしいでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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。 

 議員のような認識で間違いはないとは考えております。すぐに夕張市のように破綻すると

いうふうなこととは思ってはおりません。 

 ただ、海津市の財政状況を見ますと、実質単年度収支というふうな収支がございまして、

それこそかなりちょっと、地方財政というのはかなり複雑なんですけれども、平成30年度決

算を見ると一般会計歳入決算額155億4,646万1,000円、一般会計歳出決算額148億4,756万
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1,000円ということで、単純に見ると収支がプラスのように見えるんですが、これには繰越

金や基金の繰入れというものが入っておりますので、毎年の収入、毎年の市税収入や毎年の

交付税収入で、毎年の歳出、扶助費とかがどれだけ賄われているかというか、ちゃんとそれ

の毎年入ってくるもので毎年出ていくものがちゃんと賄われているのかというのを見るのが

実質単年度収支なんですが、それが平成25年度以降、基本的には赤字というふうな状況が続

いておりまして、こちらが財政的に非常によくないなあという状況であります。 

 実は、ちょっと説明が長くなって大変恐縮なんですが、実質単年度収支が赤字の自治体と

いうのは、近年、少子高齢化が進んで扶助費が増大したり歳入が減少したりということで、

あまりそれが赤字になっている市町村というのは、特に珍しいものではないといいますか、

間々あることではあります。ですが、海津市は財政調整基金の残高が少し、少しというか少

ないということなので、そういうような赤字の自治体は結構あるんですが、そこは財政調整

基金が多分40億積んであったりだとか、50億近く積んであったりだとかということなので、

実質単年度収支の赤字がある程度続いても何年かは耐え切れる、10年以上耐え切れるという

ふうな条件あるんですが、ちょっと海津市には財政調整基金が議員の質問の中にもあったん

ですが、ちょっとその額が少ないということなので、その赤字に耐えられる年数がちょっと

少ないというのがありますので、そこはちょっと憂慮しなければならないとは思っています。 

 ですが、繰り返しになりますが、すぐに夕張市のようになるとは市としても認識はしてお

りません。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 夕張みたいになっちゃうということを聞いておきながらこういうこと

を言うのも変なんですが、あまりそういうことを言われるので私もちょっと調べ直してみま

したが、夕張市がああいうふうになった原因というのは、夕張市の報告書によると財政状況

が悪化する中で一時借入金を用いた会計間での年度をまたがる貸付け、償還という不適切、

あるいは不透明な会計処理を行い、赤字決算を先送りしてきたことにより実質的な赤字が膨

大な額となったと。 

 平成18年度には観光事業会計や病院事業会計などを廃止し、累積債務の清算などを行った

結果、実質収支赤字が約353億円となったというふうに言われております。 

 この規模は、最も大きいときで標準財政規模の実に８倍、800％の数字になっております。

これが不適切な会計の処理の仕方によってなったものであって、普通のまちであれば不適切

な会計をするということは考えられないわけで、不適切な会計の処理の仕方を前提とした夕

張市になっちゃうよという言い方は、多分行政の方は言われないと思うんですけれども、一

般の方がそういうふうに誤った認識で使われるということは正していただかないといけない
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なという意味で、先ほどの部長の説明でも納得はしていただけるのかなというふうには感じ

ております。 

 ただ、先ほど１点、市長の答弁の中で、改善させるために経常的経費の削減は難しいので

収入増を目指すというお答えを頂きました。ただ、これ非常に難しいといいますか、私の認

識で言うと、自由に使える一般財源がそんなに簡単に増えるものではないのかなというふう

に思っております。もし仮に税収が上がったというようなことがあったとしても、その増収

額がほとんど新しい政策に使える財源になるかというと決してそんなこともなくて、国から

地方交付税という一般の財源を交付されていますのでそちらが減って、あまり独自の税収が

あったとしても、トータルで考えるとそれほど一気にそれがそのまま市の財政を豊かにする

ことに使えるのかというと、それほどでもないのかなというふうに認識をしておりますがど

うなんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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。 

 確かに市税が増えましても、基準財政収入額もそれに伴って上がってしまえば交付税がそ

の分減額とはなるんですが、それはでも全額減額されるわけではございませんので、留保財

源というものがございますので、例えば市税の収入が１億円増えればそれで交付税が１億円

そのまま丸々減収されるというわけではございませんので、収入の増にはつながるんではな

いかなあと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 ただ、財政を健全にするためには入ってくるのを増やすのか、出ていくのを減らすのかど

ちらかの方法だと思うんですが、ある研修で大学の先生に聞きましたら、財政の健全化なん

て簡単だよと言われました。何にもしなきゃいいんだと。つまり、入ってくるのというか、

税金で納めてもらって何も事業をやらなければすぐによくなりますよと。 

 これはジョークですがという説明があった上でのお話だったんですけれども、全くのジョ

ークというよりも、やはり出ていくものを少しでも減らしていく工夫というものをしていか

ないと健全な財政となることは難しいのかなあというふうに思っておりますが、先ほど市長

も言われていましたように、公債費であるとか扶助費であるとか人件費であるとかといった

義務的な経費はなかなか減らすことは難しいというふうには承知をしておりますけれども、

それ以外の経常的経費であれば自治体の判断でやるとか縮小するとかというふうに、それま

での事業に充てていた経費を新しい政策のための財源にすることができるというふうに考え

ておりますがいかがでしょうか。 
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○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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。 

 議員おっしゃるとおり、歳入を増加させるか、歳出を削減するかという２点に財政再建は

尽きると思うんですが、歳出の削減はやはり市民サービスの低下につながってしまうことが

間々ありますので、市長からの答弁の中にもありましたが、タウンミーティングのような場

を活用して、今私が先ほど説明したような財政の状況というのを、なるべく分かりやすく市

民の方々に説明して、海津市の状況は近隣の市町村とかと比べてどのような状況にあるのか

ということを分かりやすく説明して、少しでも御理解を得たいなと考えているところです。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） それまでされてきたサービス等を見直すということは、市民にとって

なかなか受け入れ難いという場合も多々あることであるというふうには思っております。 

 ただ、あるものを縮小、廃止するということは、何でそれをするかということの説明が大

事だと思うんですね。新しいことをするための財源が必要なので、それと似たようなこの事

業はもう要りませんよねとか、これは縮小しても大丈夫でしょうかというようなことをしっ

かりと説明する。つまり、スクラップ・アンド・ビルドではなくて、要らないものをとにか

く削って何かの財源にするというのではなくて、これをするために、ビルドするためにこれ

を削りますよという順番にしないと、なかなか市民の方の御理解は得られにくいのかなとい

うふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今、橋本先生がＳＩＭ2030で新しい政策決定と過去の政策決定がトレ

ードオフの関係になっていると、そういうお話を頂いている。 

 このことはやっぱり必要だろうと思います。しかしながら、今御指摘がありましたように、

その際にはやはりそうならざるを得ない状況下にあるということの説明がやっぱり必要であ

ろうと、このように考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） いろんなことを市民に説明していっていただかないといけないのかな

というふうには思っております。 

 また、それとともに、財務省のほうから何年かごとに各自治体にヒアリングが行われてい

るというふうに聞いております、本市においても平成30年度分の財務状況の調査を本年度さ

れたと聞いております。その報告書が市長のお手元には届けられておるということでござい

ますけれども、私も請求をして頂きました。 
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 これは、財政悪化に対する事前の警鐘と、財政健全化に向けたアドバイスの役割を担うも

のであるということでありますけれども、こういったものが今のところ海津市のホームペー

ジでは見ることはできません。ただ、平成28年度の公共団体の財務状況把握等の結果につい

ての調査によると、平成17年４月末までに267団体の診断表の公表が確認されましたという

ことで、全国においてまだ多数派ではないですけれども、順番にこういった情報も開示され

ているのかなあと。 

 ただ、私ども確認しましたけれども、この公表している団体というのはあまり財政状況の

悪くないところが公表していなくて、割とうち大丈夫ですよというのを自慢げに公表してい

るというところが多いようなんですけれども、いい情報も悪い情報も全てオープンにして市

民の方に御理解を頂くということが大事でありますので、この財政状況把握の結果概要等、

ホームページに上げていただきたい。 

 また、これ見たんですけれどもなかなか難しいので、これもちょっと解説等をつけていた

だきながら、普通の市民がページを見ても分かるような、そういった工夫をしていただいた

上で情報公開をしていただけたらなあと思いますが。 

○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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。 

 こちらの財務状況把握に関しては、もともとはホームページで公表するというふうな予定

になっております。 

 確かにこの指標が総務省が、夕張市とかが引っかかったのが総務省が作っている基準なん

ですけど、こちらの財務局の財務状況把握というのはまた違った指標を用いて確認しており

ますので、財務省というのが資金の、これもなかなか難しいんですが、地方公共団体が借金

をしているわけですが、それの借金の貸手が市中の銀行というのもあるんですが財務省から

借りてもおりまして、財務省財務局は資金の貸手でありますのでちゃんと資金繰りが大丈夫

なのか、イメージとしては資金繰りの面をチェックするのがこの財務状況把握結果というか、

財務省の検査になります。 

 そういうふうな制度の趣旨といいますか、総務省の指標とのまた違いもあって非常に複雑

で分かりづらいんですが、その点についてもなるべく分かりやすく表示できるように努めて

まいります。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 財政調整基金についてもう少し伺います。 

 先ほど市長の説明にもありましたように、10％程度というのが普通、一般的になったとい
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うことは私にも分かりますけれども、財政調整基金の使い道として大規模災害などの不測の

事態に活用することができるという役割もあると思っております。 

 飛騨市においては、財政調整基金63億円余りを積んでおります。これは、この算出の基準

というのが大規模災害発災時の初期対応に、被災者１人当たり40万から50万円の支援費用が

必要と言われていると。国などの支援があったとしても、その２分の１程度は確保しておく

べきで、飛騨市の人口が２万4,000人程度でそれに25万円を掛けると60億になるという意味

で63億円余りの財政調整基金を積んでおられます。 

 この額がどれほどかと言うと、標準財政規模の57.8％にもなるという、非常にたくさんの

基金を積んでおられますが、これほど多く積むと逆に今税金を納めている方たち、いわゆる

現役世代の方たちへのサービスがおろそかになり過ぎるのではないかなと。やはり10％程度

というのが多くの市町村で言われているとおりなので、あくまでも公式があって出している

数字ではないと思うんですけれども、いろんな市民サービス等々と照らし合わせながらの財

政調整基金の規模というのは10％程度でいいということでよろしいんでしょうかね。 

○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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。 

 橋本議員御指摘のとおり、確かに基金をそれだけ多く積もうと思えば現在のサービスへの

支出が低下するおそれもありますので、そこはちょっとバランスを見てどれだけ積んでいく

か、何年かけてどれだけ積んでいくかということをしっかりと考えていかねばならないのか

なと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） なるべく海津市がふさわしいと思っておられる額を下回らないように、

工夫をしていただきたいものだなあというふうに思っております。 

 当然財政再建は大事なことだと思うんですけれども、もう一回確認をしたいんですが、行

財政改革をすることは何なんだろうか。私はあくまでも行財政改革することが目的なのでは

なくて、行財政改革を行うことによってより豊かな海津市、幸せなまちづくりをしていくと

いうことのために行財政改革を行うのであって、行財政改革をすることが主目的ではないと

いうふうに思っておりますが、どうでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部行財政担当部長 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） 橋本議員御指摘のとおり、行財政改

革は別に目的ではなくて手段であると思います。 

 ただ、財政、余裕があるんであればというか、歳入が豊富であればそれこそもっとたくさ

ん使っていって、もっとたくさん投資をしていってということを、それはもちろんしてはい
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きたいんですが、あまりにも放漫な財政を続けていってしまうと将来の、海津市の未来の子

どもたちといいますか、そちらに多くツケを残すことになってしまいます。なので、我々現

役世代といいますか、それは将来のことも考えて本年度だけを考えるわけではなくて、将来

の子どもたちの未来のことも考えて財政を運営していって、持続可能で豊かな海津市を目指

していくというふうに考えていく必要があるのかなと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 財政再建のためには議会も取り組むことが必要であるというふうに思

っております。議会改革検討委員会では、来年４月に予定される市長選挙と９月に予定され

る市議会議員選挙を同日に行うよう、市議会の自主解散というものを提案させていただきま

した。 

 この場合、市長選挙と市議会選挙を同時に行った場合、経費の削減額、そういったものは

御提示いただけますでしょうか。 

○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） 同日選挙を行った場合の

削減額について御説明をさせていただきます。 

 昨年４月の統一地方選挙で同日選挙を行った自治体へ視察に行ってまいりました。そこの

際に、本市でも同日選挙を想定した場合の経費について算出した数字でございますけれども、

800万から900万円ほど削減ができる結果ができたということで記憶しております。よろしく

お願いいたします。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 今の海津市にとって、この800万から900万、非常に貴重な財源になろうかと思います。 

 過日の全協では、自主解散に賛成する議員10人、反対する議員５人ということで、自主解

散の合意は得られませんでした。自主解散をするためには、４分の３以上の議員が出席して、

その出席議員のうち５分の４以上の者が賛成をすれば議会が解散できるという、非常に高い

ハードルではあるんですけれども、ここまでの一般質問の流れ等を見ておりましても、今後

合意できる可能性があるというふうに思っております。 

 そこで、私は令和３年第１回定例会、３月議会において議員提案で議会の自主解散という

ものを提案したいというふうに思っておりますので、改めてここで御提案と言いましょうか、

意見の表明というふうにさせていただきます。 

 さて、ＳＩＭ2030についてなんですけれども、先ほど市長の御答弁にもありましたように
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熊本の職員さんたちのチームがもともと開発したゲームではありますけれども、これも御答

弁にありましたように各地で各地方版も作られるほど人気になっているということでござい

ます。 

 特に私がこの提案をしたい一番の理由というのは、今年度から導入された包括的予算制度、

これ各部局に予算枠を振り分けてということは、その部局が自主的に判断をしてマネジメン

トをしていく必要があるわけですよね。申し訳ないんですけれども、それができるかどうか

がこの包括的予算制度の枠組みを続けていくことができるかどうかの瀬戸際といいますか、

大きな要因の一つだと思います。それまであまり財政に関わってこなかったような職員の方

もたくさんおられると思います。 

 これも大学の先生のお話ですけれども、財政課に５年いてやっと分かり始めて、一人前に

なるには10年ぐらいかかるのかなあというほど非常に難しいものではございますけれども、

あまりそういった今までの予算の立て方でいくと、そういうことに詳しくなくてもできてし

まうみたいなところはあったと思うんですが、今後は財政的な能力、マネジメントする能力

というのも必要になってくると思うんです。それを手っ取り早くというとあれですけれども、

ゲームの中で楽しみながらやっていくことができるこのＳＩＭ2030は、非常にこれから海津

市がやっていこうとしていることに対しても力を発揮してくれるのではないかなあというふ

うに思って提案をさせていただきました。 

 今回は職員向けという話もしましたけれども、山形の酒田市などでは職員だけではなくて

職員と住民の話合いにも使い、総合計画を立てるときの市民との話合いの中でも活用してい

きながら、どんなまちをつくっていったらいいのかというものを職員と住民が一緒に考えな

がらやっていったというようなことも聞いております。そういった意味でも、非常に有効な

シミュレーションゲームだと思いますので、ぜひとも採用をお願いしたいと思います。一度

御答弁をお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部次長兼秘書広報課長 伊藤理恵君。 

○総務部次長兼秘書広報課長（伊藤理恵君） お答えさせていただきます。 

 まず職員研修につきましては、毎年職員研修計画によって実施をいたしております。その

中に、目指すべき職員像といたしまして政策形成能力及び保護能力を持ち、主体的に行動で

きる職員ということで位置づけております。 

 まさしくこの御提案いただきましたＳＩＭ2030につきましては、政策形成能力のスキルア

ップに適しておると考えておりますので、今後につきましては先進市、自治体を検討してい

きながら研究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。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 
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○７番（橋本武夫君） ぜひとも採用をお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ど

うもありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで橋本武夫君の質問を終わります。 

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

◇ 飯 田   洋 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、８番 飯田洋君の質問を許可いたします。 

 飯田洋君。 

〔８番 飯田洋君 質問席へ〕 

○８番（飯田 洋君） 議長の許可を得まして、質問をさせていただきます。 

 平田リバーサイドプラザは、河川公園として、水と親しむ広場として、ゆったりとした川

の流れを見ながら、また心地よい風を受けながら、これまでも親子で楽しめる公園として、

一度に何面も取れるサッカー大会の会場として、平たんで走りよく周囲を回るサイクリング

コースやランニングコースとして利用し親しまれています。 

 現在、公園の東側では、広大で平たんな敷地が整備されていますが、現在の公園と一体と

なす区画になるのでしょうか。新年度の利用計画では、さらに指定管理者と提携し集客イベ

ントを開催し利用促進を図るとされていますが、この工事区画とも関連しての具体的な計画

がありましたらお示しください。 

 なお、これまでの利用の中で、お尋ねしたい事項があります。 

 まず第１点は駐車場の利用位置ですが、堤防直下ののり先が利用されています。この場所

は堤防上から不測の落下物が予想され、駐車しないよう注意書きがありますが、サッカー等

プレーの手前になるため、終始車の往来がある通路をはさんでの駐車がなされています。別

途駐車場スペースを設ける必要があると思います。 

 ２点目は河川公園の出入口ですが、現在は道の駅クレール平田の前がメインで利用されて

いますが、催事の開始前や終了時は非常に混雑します。北部には２か所、勝賀地内を入れま

すと３か所の主に進入をメインとした坂路があります。堤防道路部分とつながる箇所をもう

少し広くし、出入口としてできるよう改良し、利用のＰＲをしてはと思います。 

 次に、119番通報についてお尋ねをいたします。 

 管内では、昨年末以来、交通事故で２件のドクターヘリによる負傷者搬送がありました。

緊急搬送の下、命を取り止められたと聞いております。通常、交通事故の場合、救急車で最

寄りの病院へ搬送し、早急に手当てを施されますが、負傷者の容体や最寄りの病院の状況に

よっては、遠方の病院への搬送が必要になってきます。 

 事故に遭い、あるいは事故現場に遭遇し119番通報する人は、初めての人が多いと思いま

す。ドクターヘリの要請または応答してもらえる基準もあると思いますが、飛来してもらえ
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る判断基準となる最初の通報の仕方、内容、消防署通信指令室とのやり取りも極めて重要で

あると思います。後続の車の場合や発見者の場合は、比較的冷静に現場の状況を通報できる

と思います。その場合にも、消防署通信指令室の現場の状況の詳細把握のための電話でのリ

ードが重要かと思います。こういった場面での、通報者が危篤な状況にある事故かもしれな

いことを見逃さない、通報時の大切なことはどのようなことがありますか、お尋ねします。 

 また、今後のためにも機会あるごとにお知らせの機会を設けられたらと思います。 

 以上、お尋ねをいたします。 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 飯田洋議員の１点目の平田リバーサイドプラザの利用促進についての

御質問にお答えします。 

 平田リバーサイドプラザは、議員も御存じのとおり、自然的環境の整備を図り、健康で文

化的な都市生活の確保を目的に、都市緑地として平成17年３月に国土交通省より河川敷の占

用許可を得て開園いたしました。公園面積27.7ヘクタールと広大な敷地には、イベント広場

をはじめ多目的広場や自然の森、サイクルコース、周回管理道路を完備しております。 

 開園時より、この施設を利用し、サッカー、サイクリング、インラインスケートや親子で

楽しむことができるおもしろ自転車、自然の森の散策など子どもから高齢者まで幅広い年代

に親しまれ、健康増進にもつながっております。 

 さて、議員仰せの公園東側の河川敷地整備区間と、平田リバーサイドプラザとの一体とな

す具体的な計画はあるのかにつきましては、現在国土交通省木曽川上流河川事務所において

長良川勝賀河道掘削工事を実施していただいております。 

 この工事は、国の防災・減災、国土強靭化のため３か年の緊急対策事業として、大雨等に

よる河道を阻害する堆積した土砂及び雑木を取り除き、洪水事前防災対策として実施されて

おります。 

 これまで、一昨年より南濃大橋付近から上流に向け工事が進められておりますが、土砂や

雑木の搬出作業道路として公園内２か所を横断するため一部のエリアの利用を制限し、サイ

クリングなどの利用については関係者との調整を行い安全の確保を図っております。 

 現在、昨年までの工事区間において、雑木が除去され対岸まで望むことができるようにな

り、議員仰せのとおり川の流れも楽しめるなど水辺の景観も向上いたしました。 

 １つ目の駐車場の利用位置につきましては、公園内の駐車場スペースとして南側に169台

と北側に70台、合わせて239台の駐車スペースを完備しております。 

 議員仰せのエリアは、堤防のり尻より５メートル間を堤防保安区域として、工事車両が通
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れるよう占用区域外の場所では利用者には駐車しないよう注意喚起をしておりますが、守ら

れない方がいるため、現在はロープで囲むなどの対策を施し駐車ができないようになってお

ります。 

 次に、駐車スペースを別途確保してはにつきましては、公園の利用状況等により駐車スペ

ースが不足した場合には、東側管理道路を臨時の駐車スペースとして利用する等、柔軟に対

応することで現段階では新たに駐車スペースを設けることは必要がないと考えております。 

 ２つ目の河川公園の出入口の改良につきましては、平田リバーサイドプラザの出入口は南

側の道の駅クレール平田側となっております。議員仰せのとおり、北側には３か所の坂路が

ありますが、国、県、公安委員会との協議により、イベント開催時など混雑が予想される際

に限り、北側坂路２か所を岐阜方面出口に限定して、混雑解消の臨時対策として、河川管理

坂路の使用許可を受けており、現段階では出入口の改良は必要がないと考えております。 

 今後も、安全で安心して御利用いただけるように、公園施設を適切に維持管理するととも

に、水や緑と触れ合える公園としての魅力をより一層充実強化してまいります。 

 ２点目の119通報についての御質問にお答えします。 

 岐阜県ドクターヘリは、県において平成23年２月９日より、救急搬送時間の短縮による救

急患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的に運行を開始しております。 

 ドクターヘリは、現在、岐阜大学医学部附属病院を基地に置き、救急医療の専門医が搭乗

し現場から医療機関に搬送するまでの間、傷病者に救命医療を行います。運行時間は午前８

時30分から日没までとなっておりますが、天候による視界の悪い場合や雨天時には運航中止

もございますが、本市におきましては、昨年はキャンセルも含め17回ドクターヘリの要請を

行っております。 

 １つ目のドクターヘリ要請判断基準につきましては、県から委託を受けた岐阜大学医学部

附属病院高度救命救急センターが事業主体で岐阜県ドクターヘリ運用要領を作成し、その中

に要請判断基準が定められております。 

 要請判断基準の１つは現場救急隊による要請があった場合、２つ目には地域の医療機関か

ら要請があった場合、３つ目には119番通報からのキーワードにより、総合的に判断して要

請が必要と判断した場合があります。 

 その要請判断のキーワードは、通報時に重症度が高く、緊急処置、緊急搬送が最も必要と

思われる事案で、１つ目が外傷、例えば自動車事故、閉じ込められているとか、横転してい

るとか、車外放出があるとか。それからバイク事故です。高スピードでの事故、自転車・歩

行者、自動車にはね飛ばされた。墜落・転落、３階以上の高さから転落。窒息事故、生き埋

めになっている。その他の事故、列車、バス、航空機などの多数傷病者発生で、トリアージ

を要する爆発、落雷など。傷害事件、撃たれた、刺されたと、こういった外傷。 
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 それから２つ目が呼吸循環障害、胸痛、背部痛、呼吸困難。 

 ３つ目が、心肺停止、人が倒れている、人が倒れた、呼びかけても反応がないとか意識、

呼吸がない、脈が触れない、けいれんしていると。 

 以上のキーワードに適合しましたら要請することとなっておりますが、本消防本部では、

現在救急指令の場合はドクターヘリ要請を実施し、一秒でも早く現場に医師を投入し負傷者

の容体を軽減できるように努めております。 

 ただし、ドクヘリ要請をしても他の事案で出動中の場合や救急隊・消防隊が現場に到着し、

状況によってはキャンセルするときもあります。例えば軽症で意識がはっきりしているとき

とかそういうときは、キャンセルするときもあります。 

 ２つ目の通報時の大切なことにつきましては、119番通報時において通信指令員がドクヘ

リ要請基準及び要請キーワードを見落とさないために、通報者をまずは落ち着かせ、冷静に

誘導し、場所、意識の有無、けが人の人数等の正確な情報を聴取し、情報を整理して緊急度

と病態に応じた出動指令を行う必要があります。そのために、指令員には高度な知識と判断

力を習得させるための教育を行っております。 

 今後も、助かる命が助かるよう連携の強化を図ってまいりますので、御理解、御協力を頂

きますようお願いをいたします。 

 以上、飯田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。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君。 

○８番（飯田 洋君） ありがとうございます。 

 ただいま河川の東側で工事が行われておりますけれども、これにつきましては防災、さら

に強靭な防災工事ということでお聞きしました。さらに見晴らしの良い、広い空間が得られ

ることで喜ばしいことと思います。 

 そこで、今の駐車場の利用につきましては、この頃、私も現場を見に行きましたんですけ

れども、この頃、さらに太いロープで規制がされております。ただ、今やはりイベントが行

われましたときには公園の北側にあります、現在はどっちかといいますと進入、下りが主な

坂であまり利用がないと思います。今の北部坂路につきましては、イベントのときには岐阜

方面への通路として利用するようにということでいろいろな取決めがあると思いました。で

きれば今のままですとやはり少し利用がしにくいと思いますので、現状、堤防道路から坂に

進入、下る場合は非常に容易ですけれども、坂を上り切り堤防道路に進入する場合には、取

付け部分で車が旋回し、堤防道路に直角に面した状態になれる広さがないと左右の見通しが

悪く危険が伴います。構造上、法規制の面からクリアしなければならない面があると思いま
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すけれども、今後さらなる利用、また南進も考えますと安全面での手当てが必要ではないか

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから公園の利用でございますけれども、堤防河川敷は国交省の所管でありまして、特

に治水、防災上の面からも厳しい規制、管理所もあって私たちの暮らしの安全が守られてい

ることは承知しております。そういった上で、また親水という言葉の下に水や川に触れる親

しみを浮かべる公園整備が広がっています。そういった中で昨今は、この河川敷を利用して

グラウンドゴルフが盛んになっております。子どもから年配者まで手軽にプレーが楽しめる

ことから、３世代交流大会も広く行われております。 

 本市でも南濃町には専用コートがありますが、ちなみにコートのない平田町の場合ですと、

地元の広場や野球場のグラウンドに即席にスタートマット、ホールポストをセットしてプレ

ーをしております。 

 昨年、西濃管内の大会がこの海津町内の河川敷で行われましたんですが、やはり一般の草

を刈り込んでの表面ではボールの転がりが違いますし、何よりもマーカーを見失う面が非常

に多くて、参加された選手には不評でございました。できれば整備されたグラウンドが欲し

いとの愛好者の声もあります。しかし、公園と指定された区間の中の占用といいますか、特

定利用のグラウンドとなると河川法との関連から今、この一般公衆の多様な利用を前提とし

た河川許可の趣旨に反するとして、設置は非常に規制がかかるとの声は聞きました。 

 しかし、近くを見てみますと、お隣の羽島市さんでは桑原町東方の長良川沿い、下中町の

木曽川沿いに専用のグラウンドゴルフ場がございます。法規制をクリアして設置されたもの

と思います。指定管理者に管理を委託し、無料でプレーができております。 

 以前、この平田リバーサイドプラザ内でも、平成二十四、五年当時でしたんですけれども、

公園の北部の一角でプレーをしていましたが、やはり現状の草では刈り込みを行っても思わ

しくないので、いつしか利用しなくなった過去がございます。できれば現在の多目的広場の

一角を芝生に改良し、愛好者の御要望にお応えする方法は取れないでしょうか。ちょっとこ

の点をお尋ねしたいと思います。 

○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） 飯田議員御質問の平田リバーサイドプラザ施設内にグラウン

ドゴルフの練習ができるスペースが確保できないかという御質問に答弁させていただきます。 

 このグラウンドゴルフの利用につきましては、平成24年でございますが、私が都市計画課

でこの施設の担当をしておりましたのでよく記憶しておりますが、当時グラウンドゴルフ協

会の平田支部長様から、日常は各自治会で練習をしておりますが、平田支部全域で毎月第２、

第３の木曜日に合同で練習をしたいということで、地元にありますこの施設でぜひともプレ

ーし、健康増進につなげたい旨の御相談を受けました。 
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 先ほど議員も仰せられたように、占用条件等、また補助金で造ったということもございま

して、この起伏のあるグラウンドゴルフというものは、設置はこれはできないということで、

南濃にございます羽根谷だんだん公園沿いの右岸、左岸にございますので、右岸は有料でご

ざいますが、そういうところでも予約してお願いしたいことも申しておりましたが、ぜひこ

の地元にあるところでもしたいという強い御相談を受けました。 

 したがいまして、平たんではありますが、球を強く打ってこういった練習は皆さんでプレ

ーできることということで、あと高齢者でございますので当然木陰がとれる大きい木が立っ

ておるとか、トイレ、また駐車場が近い場所ということが最も安全で御使用していただける

というふうに思いまして、指定管理者とも相談し、また支部長様立会いの下、数名の役員さ

んもお見えになりましたが、一番北側の花壇の東側の集会管理棟との間、そこをスペースと

して、多目的広場の場外ですので優先的に使っていただけるようにということです。 

 ただし、多目的広場、イベント広場のような野芝ではありませんので、中には自生してお

りますタンポポやらクローバー等もございますので、できるだけ常用の草刈り機で、使用時

期の春と秋ということでございましたので、併せて刈り込むといった形で、現在までそこを

利用していただいておるような現状でございます。 

 しかしながら、やっぱりこの気候変動、また温暖化等で雑草の伸びる速度が速いというこ

とも承っておりますので、議員仰せのこの地域利用者の声を反映するべく、あくまで平たん

ではありますが多目的広場の野芝の一角、コートを30メーターから50メートルということで

ございますので、１面分をできるだけ芝を刈り取ることでこういった３世代にも御利用でき

るようなグラウンドゴルフの練習ができますよう、現時点では指定管理者と協議するという

ことで進めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君。 

○８番（飯田 洋君） ありがとうございます。 

 ぜひひとつ、地元の愛好者の要望に応えていただき御答弁いただきましてありがとうござ

います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、119番通報の関係。 

 今非常に、やはり通報者を落ち着かせる、それとドクターヘリ、いろんな救急車を要請す

る場合の傷病者の重症度、そういったキーワードをお答えいただきましたんですけれども、

この新年度の計画の中で、119番通報は外国人からの通報に対応できるよう相互通訳通話が

できるようになります。時代に即した手段であると思います。 

 そこで、余計この電話での会話がますます重要になっていきます。会話の中から見えない

ものを見つける、例えば警察ですと職務質問といいますか、こういったものは講習会、さら
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には競技会等もあるように聞きます。 

 消防ではこういった、先ほど言いましたように、電話の先、見えないところからこういっ

た傷病者の情報を得るというのは非常に高度な技術といいますか、会話の技術が必要だと思

いますんですけれども、消防機関のほうではこういった、特に119番通報者は医療的専門知

識がございません。そうした人を対象に電話を通じて見えない状況の中で相手からできるだ

けけが等の状況を把握し、救急隊員に到着前から知らせることにつながる高度な技術を身に

つける講習会、そういったものがあるのでしょうか。この点をお答えいただけますか。 

○議長（水谷武博君） 消防長 伊藤定巳君。 

○消防長（伊藤定巳君） 先ほどの通信指令員の技術を上げるための講習会等があるかという

質問にお答えします。 

 県の消防長会が主催しまして、救急隊員の技術発表会というものと通信指令員の口頭指導

発表会というのが隔年で実施されておりますので、その発表会に課題がありますので、それ

について各消防本部でふだんからシミュレーション訓練等を積んで実施させて、隊員の技術

向上に努めているところであります。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君。 

○８番（飯田 洋君） ひとつ今後ともよろしくお願いをいたします。 

 それから、中にはこの通報の関係で、聴覚あるいは音声、言語等の機能障がいのある方か

らの通報も考えられます。状況によっては、自宅からそういう災害等を見つけてファクスで

通報ということも考えられます。 

 この海津消防署の場合では、ファクスでの通報というのは対応できるんでしょうか。 

 海津の場合はちょっと離れていますけれども、例えば118番通報というのもあるんですけ

れども、こういう障がいの方からのファクスでの通報の場合にはどのような対応になるのか、

お尋ねをします。 

○議長（水谷武博君） 消防長 伊藤定巳君。 

○消防長（伊藤定巳君） ファクスによる119番通報についてお答えします。 

 ファクス119通報につきましては、聴覚または音声機能等に障がいをお持ちの方が音声に

よる救急通報ができない場合に通報する手段として、2004年頃から携帯電話の普及によりま

して携帯電話などによるＥメールによる通報を受信できるように全国的に導入が進められた

経緯があります。 

 そのときに携帯電話をお持ちでない方がファクスで通報できないかということで、あらか

じめ各消防本部に登録をして専用の機器が指令室に必要なんですけれども、そこのファクス

番号に登録された方がファクスによる通報ができるような形をその当時取りました。県下で
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その当時ファクス119というのを登録された消防本部は、５本部です。５本部がその専用機

器を導入されたと。 

 残念ながら海津市の場合は、福祉部局と連携してそのような障がいをお持ちの方に通報さ

れる場合にどのような手段を取られるかということで調べていただいたときに、メールにて

通報されるということで２件の登録を頂いているのが現状でございます。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君。 

○８番（飯田 洋君） 今メールという言葉が出たんですけれども、一部の市ではスマートフ

ォンやタブレットからの通報も考えられます。また、最近は映像とか写真、より現場の状況

が分かりやすいですので、最近はいろんな通信手段があり利用されていますが、とっさの場

合、つい使い慣れた方法、手元にある機械を取ってしまう場合があると思います。 

 最近はいろんな面で、一般から通報された写真や映像がテレビ等で利用、放映されていま

す。名古屋市の場合では、インターネットを通じて音声を用いることなく119番通報ができ

るシステムが始まっています。いたずら等の防止のために、もちろん事前登録制と聞いてお

ります。時代の要請から、今お答えがありましたように、本市も早急なこの対応が迫られる

と思います。 

 本市の場合、写真や映像、こういったものの受け取りというのは、過去に例はないと思う

んですけれども、これも将来的な話で現在今ファクスのお話がありましたんですけれども、

メールやタブレットというのは一般市民の方に非常に行き渡っておりますけれども、写真や

映像の受信というのは、現在では、この海津市のほうではまだ受付はできないような状況な

んでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 消防長 伊藤定巳君。 

○消防長（伊藤定巳君） 先ほど御質問の写真であるとか映像の受信、もしくはそのようなＳ

ＮＳを使っての通報ができるかという御質問にお答えします。 

 現在、国のほうではＳＮＳを使ったネット119による通信システムの導入を推奨されてお

ります。県下でも幾つかの消防本部が今年度中に導入の予定ではありますが、現状メール

119等の登録をしていただいている方に、スマホ等への交換をされて今後ネット119を使われ

るような状況になるかというような話もお聞きしまして、そのような動きがないということ

で、海津市のほうでは、今後近隣市町の導入状況を注視しながら導入を考えているような状

況でございます。 

 先ほど議員の言われた写真であるとか映像につきましては、インスタグラムであるとかツ

イッターにハッシュタグをつけて大規模災害時に通報されたような状況を、各消防本部が大

規模災害時はそういうツイッターなりを注視して通報と捉えて出動されていたような、前年
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度の７月豪雨であるとかそのようなときに、そういうような事案があったように聞いてはお

りますが、残念ながら海津市では写真であるとか映像を受け付けるというか、通報もしくは

情報として入手することは、今はできないような状況でございます。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 飯田洋君。 

○８番（飯田 洋君） 非常にいろんな通報あるいは反対に受信ということですけれども、本

市の場合、事前に登録すれば現在防災情報のほうは受信ができるということでございます。 

 緊急通報、命に関わることですが意外と知らないといいますか、そしていつ自分がそうい

う目に遭うかもしれないと思います。そういった意味で、今119番通報、普通の電話通報、

あるいはファクシミリ、将来的には消防署間の広域連携の面から、映像とか写真等の送付も

必要になってくるかと思います。 

 できましたら、ただいまの質問でお答えいただきました対応できる通信手段、機会あるご

とにぜひともひとつ、一般市民の方にＰＲされますことをお願いいたしまして、私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで飯田洋君の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、一般質問を終結いたします。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 次回は３月19日午前９時に再開しますので、よろしくお願いをいたします。 

 皆様、御苦労さまでございました。 

（午前１１時４９分）  
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