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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席人数は15名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。 

（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てお願いをいたします。 

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

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

◇ 松 田 芳 明 君 

○議長（水谷武博君） まず最初に、４番 松田芳明君の質問を許可いたします。 

 松田芳明君。 

〔４番 松田芳明君 質問席へ〕 

○４番（松田芳明君） おはようございます。 

 それでは、いつものように一市民の目線から３つの質問をします。 

 １つ目の質問は海津市の防災対策と被災対応について、質問相手は市長です。 

 ２つ目の質問は「第２期海津市子ども・子育て支援事業計画」について、質問相手は、市

長、教育長です。 

 ３つ目の質問はＣＯＶＩＤ－19感染拡大中の学校行事と避難所開設時の校舎開放について、

質問相手は教育長です。 

 では、質問内容に入ります。 

 １つ目の質問、７月に議員全員が岐阜大学の村岡先生から防災についての講義を受けまし

た。その際、日本で防災というと防災対策と被災対応がごちゃごちゃになっていると指摘を
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受けました。それを踏まえて、海津市の防災について、市長に次の４点の説明を求めます。 

 １．海津市の防災対策と被災対応について、基本的な考え方を説明してください。 

 ２．被災対応として、日頃から訓練していないことはできないと村岡先生がおっしゃって

いましたが、私も同感です。 

 そこで、１年前に一般質問で取り上げ、市内全小・中学校で避難所開設訓練を実施しては

どうかと提案した件ですが、避難所開設訓練の実施状況に進展はありましたか。 

 ３．被災対応として、避難所には最低限の備蓄資機材が必要ですが、現在のＣＯＶＩＤ－

19の感染が広がっている中で備蓄資機材の見直しをされましたか、その具体的な内容を説明

してください。 

 ４．都道府県別で、岐阜県内の自治体では災害ごみ処理計画が100％策定されていると発

表されています。当然、海津市も策定済みのはずですが、その内容を簡潔に説明してくださ

い。 

 ２つ目の質問です。 

 海津市の子育て支援事業は、他市町町と比較してもかなり充実していると私は思っていま

す。 

 そこで、今年３月に冊子として配布された「第２期海津市子ども・子育て支援事業計画」

について、次の３点の説明を市長、教育長に求めます。 

 １．今年度中に設置すると明記してある子育て世代包括支援センターの具体（設置場所、

従事者等）について説明をお願いします。 

 ２．保育教諭の資質向上等の取組に出てくる「10の姿」とは、具体的にどのようなもので

すか。それが策定された経緯から説明をお願いします。 

 ３．事業計画の８ページの子ども人口の推計値を見ると、子どもの数が減少する中で現在

の市内12こども園体制では、こども園の数が多過ぎるといった問題がこの先出てくると考え

られます。市として、５年後、10年後を見据え、どのように対応していく計画ですか。 

 ３つ目の質問です。 

 ＣＯＶＩＤ－19感染拡大中の学校行事と避難所開設時の校舎開放について教育長の説明を

求めます。 

 １．残念ながらＣＯＶＩＤ－19の現在の感染状況下では、子どもたちが昨年度までと同様

の学校生活を送ることはできません。そこで、今年度の小・中学校の学校行事はどのように

実施されるのか、説明をお願いします。 

 ２．１つ目の質問で市長に説明を求めた防災問題に関連して、万が一の場合、避難所とな

る小学校の校舎開放について、学校サイドとしてどのように対応する計画か、説明をお願い

します。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君の質問に対する市長、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） 松田芳明議員の１点目の海津市の防災対策と被災対応についての御質

問にお答えします。 

 １つ目の防災対策と被災対応についての基本的な考え方につきましては、防災対策とは、

災害に備える事前対策であり、市民の皆様に対し、自分と家族の命は自分で守ること、近所

や地域の方々と助け合うことの自助・共助意識の醸成を図る普及啓発活動に努めているとこ

ろです。また、本市が取り組む公助については、防災体制の確立に努めるとともに、市民、

事業者、自主防災組織、ボランティア等にその責務や役割を認識していただき、お互いに助

け合い、協働して災害に対処できる防災協働社会の形成の推進に努めております。 

 事前対策の在り方は、正しく恐れ、正しく備えることにあり、ハザードマップの確認、家

具の固定及び耐震補強等、各自が事前にできる対策を講じていただくよう一層周知してまい

ります。 

 次に、被災対応とは、災害後の復旧を行う事後対応であり、発災後は、本市として災害の

規模を大局的に把握し、市民の生命を第一に考え、被災者支援に全庁を挙げて早期の復旧に

努めます。市民の皆様には、災害が発生してから最低でも３日間は御自分や御家族の命を自

分たちで守る行動を、また近くの人たちで助け合う取組を地域が一丸となって適切な行動を

取っていただく必要があると考えています。 

 なお、本市では、地域防災計画により、市民の生命・身体及び財産を災害から保護するこ

とを目的に、事前対策として災害予防、事後対応として災害応急対策及び災害復旧等を定め

ており、災害対策に万全を期するべく努力を重ねております。 

 ２つ目の避難所開設訓練の実施状況の進展につきましては、主に地区社協役員の方を中心

に、平成28年度から海西小学校区が、平成30年度から高須小学校区がそれぞれ毎年実施して

おられますが、今年度はコロナの影響で行われておりません。令和元年度には、下多度小学

校区、大江小学校区で、また西江小学校では、５・６年生及び教師の方々で訓練をされまし

た。今年度は城山小学校区で訓練される予定ですが、コロナの影響もあり、実施できるかど

うか憂慮しているところであります。他の小学校区につきましては、３密を避けるようお願

いしている中ではございますが、各種団体を通じて可能な範囲で実施していただけるよう調

整させていただきます。 

 ３つ目の避難所備蓄資機材の見直しにつきましては、第２回定例会でお認めいただきまし

た新型コロナウイルス感染症対策用にゴム手袋、アルコール消毒液などに加え、今定例会に
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て提案させていただいておりますのは、ゴム手袋145箱、アルコール消毒液957リットル、非

接触式電子温度計29個、フェースシールド580枚、ワンタッチパーティション50個に加え、

お体が不自由な方のために段ボールベッド100セット、段ボールパーティション100ブースを

配備したいと考えております。 

 また、市報７月号において「新型コロナウイルス感染症対策による避難所の運営に関する

お願い」を掲載し、避難準備として、マスク、消毒液、体温計、ビニール手袋などの衛生用

品を非常持ち出し品に加えていただくこと、避難所以外の避難として、親戚や友人の家等も

避難先として検討いただくことをお願いし、併せて「健康チェックリスト」を折り込みさせ

ていただいております。コロナ禍での避難所運営については、避難所運営ガイドライン「新

型コロナウイルス感染症対策」に沿った避難所運営をしてまいりますので、市民の皆様の御

理解、御協力をお願いいたします。 

 ４つ目の災害ごみ処理計画の内容につきましては、本市では平成21年３月に災害廃棄物処

理計画を策定し、その後、東日本大震災における災害廃棄物処理の経験を踏まえ、国におい

て平成26年３月に地方公共団体の災害廃棄物対策の指針となる「災害廃棄物対策指針」が提

示され、平成29年９月に「岐阜県災害廃棄物処理計画」の改定に伴い、平成30年３月に市災

害廃棄物処理計画を再度策定しました。 

 その内容としましては、県の災害廃棄物処理計画を踏まえ、国の災害廃棄物対策指針等を

参考として、復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するために、

災害廃棄物対策を実施する際に参考となる必要事項を取りまとめたものであり、本計画の対

象とする災害は、県が示された南海トラフ巨大地震、養老－桑名－四日市断層帯地震等の５

つの地震と、県が作成した浸水想定区域図に示された本市における被害想定に基づく水害で

あります。 

 また、災害廃棄物処理の概要として、廃棄物処理の流れ、スケジュール、発生量の推計か

ら、一時的に保管・集約する仮置場候補地の選定、中間処理、再資源化及び最終処分等につ

いて、適正かつ円滑・迅速に処理するために必要な事項を計画に盛り込んでおります。 

 ２点目の第２期海津市子ども・子育て支援事業計画についての御質問にお答えします。 

 １つ目の子育て世代包括支援センターの具体につきましては、今年３月に策定しました

「第２期海津市子ども・子育て支援事業計画」の施策の一つとして、令和２年度中に子育て

世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な支援を

提供するとしております。 

 現在、要支援児童や保護が必要な事例については、こども課、健康課、社会福祉課など関

係課で連携して支援を行っておりますが、予防的な視点を中心とした全ての妊産婦、子育て

世帯の方に柔軟に対応できるシステムとして、子育て世代包括支援センターを11月をめどに
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開設する準備を進めております。 

 本市の体制としましては、地域子育て支援拠点であるこども課の「子育て支援センターか

いづ」と、母子健康手帳交付の妊娠期から専門性を生かした母子保健に関する相談支援に応

じている健康課の２か所を拠点として、安心して子育てができるように支援を実施してまい

ります。 

 なお、子育て支援センターかいづは、現在のところ、子育て支援コーディネーターの配置

が困難であるため、当面の間は健康課に相談窓口を設置する予定であります。 

 相談支援に当たる専門スタッフについては、保健師、管理栄養士に加え、本市の特徴とし

て、妊娠・出産期の産前産後のマネジメントに専任助産師が当たる予定で、現在、準備を進

めております。専任助産師を配置することで妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない子育

て支援の充実を図ってまいります。 

 また、子育て支援センターかいづにこの専任助産師が出張相談として出向くことで、子育

て支援センターにおいても情報提供や助言に加え、産後のマネジメントも行える体制を整え

てまいりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、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） 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） 松田芳明議員の２点目の「第２期海津市子ども・子育て支援事業計

画」についての御質問にお答えいたします。 

 ２つ目の保育教諭の資質向上等の取組にあります「10の姿」につきましては、議員御存じ

のとおり、平成30年４月より「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要

領」及び「幼稚園教育要領」が大幅に改定され、施行されました。 

 この３つの指針・要領に、新たに幼児教育で育みたい資質・能力として、知識・技能の基

礎、思考力・判断力・表現力等の基礎、学びに向かう力と人間性など、この３つの柱が明確

に示され、これを受けて幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿が示されました。 

 具体的に10の姿は、１．健康な心と体、２．自立心、３．協同性、４．道徳性・規範意識

の芽生え、５．社会生活との関わり、６．思考力の芽生え、７．自然との関わり、８．量・

図形・文字等への関心・感覚、９．言葉による伝え合い、最後10ですが、豊かな感性と表現

に分類されております。 

 保育教諭は、遊びを通して子どもに寄り添い、子どもの気持ちを読み取って、子どもの主

体性を促します。子ども一人ひとりの個性を大切にして、小学校へのスムーズな接続を目指

して、10の姿が育まれる指導方法を学んでいく必要があります。 

 現在も市内公立・私立全園が参加して、市の幼児教育・保育研究会や保育協会主催の研修
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を年間10回程度実施しておりますが、今後も継続して、さらなる保育教諭のスキルアップを

図ることが重要と考えて計画に盛り込んだものです。 

 ３つ目の、現在、市内12園の体制ではこども園の数が多過ぎるのではないかといった問題

につきましては、現在、本市の年間出生数は約130人であり、向こう５年間に同じような数

で推移した場合、極端な例ではありますが、仮に産後２か月で全員が市内の認定こども園に

入園したとしても、１施設当たりおよそ65名、各年齢では10名ほどの就園数となります。今

後、さらに少子化が進行することも予想されますので、適正な配置を検討していく必要があ

ります。 

 また、公立認定こども園は、昭和40年代後半から昭和50年代前半に建設された施設が大半

を占め、老朽化が進んでおり、建て替えや大規模改修の計画の策定する時期が迫っておりま

す。 

 これらの課題を踏まえ、平成30年度より、子ども・子育て会議の場で本市における現状及

び課題について説明させていただいております。 

 今後、認定こども園の適正配置を具現化していくため、就学前の教育・保育のニーズの把

握に努め、有識者や保護者の皆様の御意見をお伺いしながら、公立園の統廃合や民営化も視

野に入れた認定こども園の適正配置について検討してまいります。 

 ３点目のＣＯＶＩＤ－19感染拡大防止対策中の学校行事と避難所開設時の校舎開放につい

ての御質問にお答えいたします。 

 １つ目の今年度の小・中学校の学校行事はどのように実施されるのか、この点ににつきま

しては、各校の学校行事は、その教育的意義や児童・生徒の心情を踏まえ、中止ではなく、

延期したり、形を変えたりして実施することを考えております。 

 例えば、小学校の運動会ですが、土曜日終日の開催を取りやめ、平日や土曜授業日に時間

を半日などに短縮して実施する予定です。既に高須小学校は、７月15日水曜日に時間を短縮

して実施いたしました。吉里小、東江小、今尾小、海西小、石津小、城山小、下多度小学校

の７校は、９月中旬から11月上旬の平日授業日に、大江小学校と西江小学校の２校は、10月

の土曜授業日に、中学校でも時期を10月中旬から11月上旬開催にずらして、内容を縮小し、

平日授業日での実施を予定しております。 

 保護者、来賓等の参加につきましては、原則なしとしておりますが、学校によりましては、

保護者の一部や学校評議員が参加する予定のところがあります。 

 修学旅行につきましては、中学校では、行き先を東京方面から近県や県内に変更するとと

もに、宿泊なしの日帰りの計画に変更し、実施する予定です。小学校は、京都・奈良方面で

すが、日程の延期（12月実施）や、行き先の変更、日帰りとする等の対応を検討してまいり

ます。 
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 また、小学校５年生、中学校２年生などの宿泊研修は、現段階では、13校全てが日帰りで

の研修に変更し、活動内容を検討しております。 

 このほかにも様々な学校行事がありましたが、感染拡大の状況が日々移り変わる中で、児

童・生徒の安全を第一に考え、児童・生徒の思いや保護者の考えも酌みながら、各学校で実

施の有無を含め、よりよい方向を検討するなど、適切な対応に努めてまいります。 

 ２つ目の万が一の場合、避難所となる小学校の校舎開放について学校サイドとしてどのよ

うに対応する計画かにつきましては、市内の全ての小・中学校が避難所に指定されており、

被災時には、新型コロナウイルスへの対応として、これまでの避難所のほかに全ての小学校

を避難所として開設することになりました。 

 災害発生時には、災害発生状況にもよりますが、まず体育館を開放いたします。その後、

新型コロナウイルスの対応、避難する住民の人数等を考慮し、市長部局と危機管理担当課と

連携し、必要に応じ教室等を開放する考えでおります。しかし、学校は、どの場所でも全て

開放できるわけではなく、職員室等のように開放が難しい場所があることも御理解いただけ

ればと思います。 

 そこで、避難所開設がスムーズに行えるよう、これまでに市長部局と担当課で全ての小・

中学校を訪問し、学校の管理職と避難所として開放できる学校施設や教室の確認、住民の方

の出入り等について打合せを行ってまいりました。 

 今後、各学校では、地震、洪水、土砂災害など様々な状況を踏まえながら、学校施設の避

難所としての校舎開放の在り方について、これまでの計画を見直しながら、コロナ対策等を

含めた施設開放について、さらに検討を行ってまいります。 

 学校は、児童・生徒の学習の場であり、児童・生徒の学習の機会を保障しつつも、災害時

には住民の安全を確保する場にもなります。 

 災害の状況に応じた、より効果的な避難所開設時の校舎開放について、今後も学校と市長

部局と連携を取りながら検討してまいりますので、御理解いただければと思います。 

 以上、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） どうもありがとうございました。 

 それでは、順に再質問させていただきます。 

 まず初めに、防災対策と被災対応についての中で市長のほうから説明がありましたが、こ

こに市報かいづの７月号、先ほど市長の説明で出ました新型コロナウイルス感染症対策によ

る避難所の運営に関するお願いの中に、２番としまして避難所への避難と、その中に自宅で
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居住が継続できる場合は自宅待機を検討してください。それから、２番目に避難所以外の避

難として親戚や友人の家等ということが書いてあります。先ほども一番最後に教育長さんの

ほうからは、やっぱり感染症対策で避難所が手狭になるというようなことがこれから課題だ

ということで検討していくという話もありましたが、私も全く同感で、避難所に殺到した場

合、そこで対応できないと。ちょうど今、台風10号が来ているということでちらっとテレビ

のニュースなんかを見ると、この避難所はもう満員ですみたいなことが貼り紙がしてあると

ころがありました。こういうことは海津市でも起こる可能性があると思うんですが、そうい

った場合、もっと市長さんが先ほどおっしゃったように自助というか、自分でまず自分の命

を守るということで、避難所へ来ることだけが対応ではないということをこういった市報で

もっともっとアピールしていただきたいと、まず自分で守ってくださいと。 

 ある程度のところまでだったら市で対応できるんだけど、それ以上のことは市ではもう十

分対応できないということをはっきりおっしゃったほうがいいと思います。こんなことを言

うと、「おまえ責任持たへんのか」というような反論も来るかと思いますが、できることと

できないことがあると思いますので、できないことはできないと、その辺ははっきりして自

分で守ってくださいということを強調するような、そういう啓蒙活動をしていただきたいと

いうことを思います。 

 これは岐阜新聞の昨日のものなんですが、中日新聞ではもう数日前に掲載されたと聞いて

いるんですが、「震度５強を想定 初動対応訓練 海津市職員」ということで記事がありま

した。ざっくり内容を読みますと、前回は2012年度に実施したと。職員にはあらかじめ通知

をせず、そして職員224人を対象に実施し、マグニチュード8.5の巨大地震が発生したという

ことでメールで携帯電話に送り、そしてどのくらい出てこられるかというようなことで多分

訓練をされたと思いますが、その中で私は非常にこれは優秀だなあと思ったのは、発生から

１時間半で82.6％の職員が集合できたと。松永市長のコメントとして、「緊急時でも新型コ

ロナウイルス対応として集まることができるよう備えよと呼びかけた」と書いてあるんです

が、この82.6％の集合の出来というか、これを市長はどのように評価されているか。ちょっ

と通告とは関係ないんですが、こういった防災に関連するものですのでお答え願えたらと思

いますが、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） 災害は突然やってくるということで、事前に周知しないで集合訓練を

しました。そのときに、これはウイークデーにやりましたので、私はもう少し集まるかなと

期待をしておりました。しかしながら、今、松田議員さんからおっしゃっていただいたよう

に、一生懸命皆さん駆けつけてくれたのでよかったかなと思っています。それと同時に、避

難所の開設訓練も併せてやりました。その中で多少そごが生じることもありましたので、質
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問の中でもありましたけれども、訓練していなければ実際になったときに対応することがで

きないということであろうと思いますので、これからそういった点をしっかりしていきたい

と、このように思っております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） 今、市長のほうから82.6％でも低いんじゃないかということですが、

私は70％ぐらいかなあということを思ったので、非常に職員の方は優秀じゃないかと、一生

懸命頑張られたと思います。ぜひ、あまり頻繁にも難しいと思いますが、たまにはこういっ

たこともお願いしたいと。 

 私が避難所開設訓練をということを申しましたのは、こうやって職員さんが駆けつけても

らえる場合は、これはほとんど問題ないと思うんです。問題は、例えば私、ちょっと知り合

いが神戸の震災のときにあちらの消防のほうに勤務していた関係で話を聞くと、まずすぐに

出動しないかんということで家から車で出ようとしたら、道路が波打っていて車ではできな

いと。ということは、自転車でということで自転車を出してきて、そしてそこから走ったと。

そうしたら３時間半、その職場までかかったということを聞いていたんです。 

 そうすると、海津市でも地震の場合、道路状況が現状であるはずがないと。それから、南

濃町のあたりは木もありますので、そういった木が道路に倒れてくるというような場合があ

って、全員が全員現場に駆けつけようという意思はあっても物理的にできないということが

出てくると思うんです。そういった場合には、やはりその各地域の方の力で避難所を開設す

るということが絶対必要になってくると思うんです。 

 ですから、先ほどの答弁で、今年はＣＯＶＩＤ－19の感染拡大で予定していたところもで

きていないという話だったんですが、１年後、市長さんがお見えになるかどうかちょっと分

かりませんが、１年後にこういった質問をさせていただいたときにも、８割近くは終わって

いるとか、そういう答弁を期待したいというふうに要望させていただきます。よろしくお願

いします。 

 それでは、災害ごみの問題に入らせていただきます。 

 先ほど市長さんの答弁にありましたが、岐阜県では、本市でも20年ぐらい前から災害ごみ

についての、そういった廃棄物等についての計画はあったということでした。海津市でも先

ほど説明がありましたが、平成30年３月に策定されており、その24ページに仮置場候補地と

いうことで南濃町２か所、海津町１か所、平田町２か所の、これは候補地なので名前は言い

ませんが、そういったところが計画されていると。だから、ここに集まったものを持ってき

てということなんですが、私がこの質問をしようとしたのは、例えばこの災害ごみを市で処

理しようとした場合、何十億円というようなお金がかかると聞いています。そういった場合、
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当然国が責任を持ってくれるんだけど、あるところから聞いた情報では、こういう候補地を

設定していて、そこのごみは国が面倒を見ると、だけど、ほかのところに集めたものについ

ては、国は面倒を見ないというような話を聞いたんです。そうすると、それを市の持ち出し

にすると、市の財政状況から見て何億円ものその処理費を持つということは難しいと思うん

ですが、この辺、処理費用についてお聞きしたいんですが、今、私が言ったようなことは単

なるデマ情報なのか、それとも正しい情報なのか、ちょっとその辺について答弁をお願いし

たいんですが、よろしくお願いします。 

○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） まず、災害ごみ、いわゆる災害廃棄物の処理費用でございま

すが、災害等廃棄物処理事業費補助金という国庫補助がございます。こちらにつきましては、

国が２分の１、残りの２分の１の80％を特別交付税で措置されると、いわゆる90％が国費の

財政負担があると。 

 激甚災害に指定されますと、それがさらに増えまして、95.7％が国の財政支援を受けるこ

とができるというところでございます。 

 今仰せの、いわゆる計画にないところからのごみの処理ということでございますが、当然、

岐阜県は災害廃棄物処理計画、全ての市町村が策定をしておりますが、全国的に全ての市町

村が策定しているわけではありませんので、必ずしもその計画のところから持っていくごみ

をどうのこうのということではなく、あくまで災害廃棄物の補助金については、もちろん仮

置場を設置したところからの処理でございますが、そちらの処理の経費については国庫補助

で対応できると。仮置場じゃないところから持っていくとまずいですけれども、仮置場にあ

るものを処理するという部分については、この補助の対象になる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。 

〔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） ということは、仮置場に置いたものの補助は、100％ではないけど、

90％以上は国が補填してくれるということなので、それじゃあ普通のところから仮置場まで

持っていくのは市民の皆さんの御尽力というか、持っていってくださいということを言って

持ってきてもらうということですか。その辺、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） 原則、御自身の出た災害ごみについては、個人でその仮置場

へ運んでいただくということになります。 

 道路とか、そういうところのものについては、当然、道路管理者が仮置場まで運びますが、

個人の廃棄物については、それぞれ個人の方が仮置場までお運びをいただくということでご
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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） 今年、線状降水帯による集中豪雨で下呂のほうなんかの例をお聞きし

たんですが、ああいったところのごみの処理はどんなふうになったか、分かる範囲でいいの

でお答え願えますかね。 

○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） 私も直接その現場へ行っているわけではございませんが、私

どもの職員が派遣で行っております。ただ、廃棄物の処理については、それぞれの方が、や

はり業者に頼まれる方もありますし、ボランティアが持ち込まれる方、当然、仮置場を設置

というのは災害が発生した何日か後でございますので、その時点で仮置場にそれぞれのとこ

ろから搬入をされてくると。それを、一時仮置きは混合ですが、できるだけそこで分別、仕

分をできるような形で職員を配置して、仮置場の中でも分別をするというような体制を取っ

ておられたというふうに聞いております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ちょっと市長にもお願いしていくんですが、ごみの処理に多大な費用

がかかるという話がありますので、その辺り、なるべく市が負担する金額が少なくなるよう

に善処していただくように計画の段階からよろしくお願いしたいと、要望で終わりますが、

よろしくお願いします。 

 ２つ目の質問です。 

 海津市の子ども・子育て支援の事業は、非常に進んでいるということを思いました。 

 先ほど市長さんの説明、それから教育長さんの説明の中にもいろいろあったんですが、た

だ１点、「10の姿」の中で気になるのは、数日前にユニセフの子どもの幸福度調査で日本の

子どもは38か国中37位という、幸福度ということなんですが、これが直接10の姿と関係があ

るかと言われれば、全部が全部関係があるとは思わないんですが、やはり拘束とか、○○ス

タンダードとか、そういった何かちょっと締めつけのようなことというのは学校で自由に過

ごす子どもを精神的に束縛するような面がありますので、この辺だけちょっと考慮願って、

そして進めていただきたいということを思いました。よろしくお願いします。 

 それから３つ目、最後なんですが、避難所開設に学校開放について、今年の３月に、先ほ

ど教育長さんの説明がありましたが、学校教育課の職員と総務課の職員合同で全学校を回っ

たという話がありました。 

 それで、この件について、これからいろいろ考えていくという教育長さんの答弁があった
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んですが、やはり先ほど市長さんが言われたように、いつ災害が起こるか分からないので、

なるべく早くということを思うんです。できたら、年度内には、この学校はここまでは開放

できるとか、そういうめどをつけていただきたいということを思うんですが、これについて

はどうでしょうか、教育長さん。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） おおむね全ての学校がそれぞれの学校で、うちの学校ではどこまで

開放できるかとか、ここだけはちょっと開放は難しいというようなところは、もう危機管理

担当課のほうに連絡も入っていると私は思っております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ということは、今の話で、この学校はここまでというようなことで、

これからは避難所開設の訓練等も行われるということと考えてよろしいですか。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 実施につきましては、学校や教育委員会が主催で実施するものでは

ないので、危機管理担当課のほうの計画にのっとって、学校等は施設の開放協力等、また支

援等をする予定だと思います。 

〔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） ３年前ですかね、海西小学校で初めて訓練が行われたときは、学校長

さんが月に二、三回の夜の７時頃からの会合にほとんど出席してみえました。その辺、校長

先生の熱意の差もあるかもしれないんですが、やはり地区の人にここまではうちの学校は開

放できるというようなことを示していただいて、そしてそこの下に、いろいろ今のような開

設の訓練をされるというのが適正かと思いますので、また御配慮のほうをよろしくお願いし

ます。 

 それでは、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） 議長のお許しを得ましたので、私からは２点質問させていただきます。 

 １．子ども・子育て総合窓口の設置について、２．海津市の橋梁の直接点検を行う職員の
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配置と育成について、質問相手、市長、教育長でございます。 

 質問内容、１．子ども・子育て総合窓口の設置について。 

 この質問については、昨年９月、一般質問をしました。市長に対しても他の議員と一緒に

要望書を提出した内容でございます。 

 妊娠から子育てまで切れ目なく、行政や地域社会全体で包括的に子育てを支援する体制の

構築が必要と言われています。 

 現在、本市においては子ども・子育ての支援として、健康課、社会福祉課、こども課と役

割分担がなされ、細分化され、子どもへのきめ細やかな対応がなされております。 

 しかし、市民にとっては、今抱えている子どもの問題や疑問など、どこに相談に行けばよ

いのか分かりづらいこともあります。これまで子育て世代包括支援センターを整備し、子ど

ものことなら子ども・子育て総合窓口へ行けば大丈夫と、市民が気軽に安心して相談できる

総合窓口の新設をお願いしてまいりました。 

 そこで、質問いたします。 

 ①８月全協において海津市子育て世代包括支援センター設置についての説明がありました

が、具体的に何が変わるのでしょうか。 

 ②子育て世代包括支援センターの開設に当たって、他の市町村と比べて海津市独自のＰＲ

できることはありますか。 

 ③子育て世代包括支援センターの将来的ビジョンについてどのようにお考えでしょうか、

伺います。 

 ２．海津市の橋梁の直接点検を行う職員の配置と育成について。 

 令和２年７月に説明された「海津市の財政状況について」において、海津市独自の財政悪

化理由の一つに橋梁関係の経費の増大が上げられています。平成26年から平成30年の５年間

で点検に1.9億円、補修に3.2億円の費用がかかったとのこと。1,844橋という橋梁数は、岐

阜市に次いで県下第２位と大変多く、その維持管理に多額の費用がかかったことは理解でき

ました。 

 この５年間で補修はおおむね完了していることから、今後は費用の減少が見込まれ、点検

についても、令和元年度から研修を受けた職員による直接点検を年間約300橋実施して、経

費の縮減に取り組んでいるとお聞きしました。 

 そこで、質問です。 

 ①平成26年から平成30年までの橋梁点検、補修にかかった経費の内訳と職員点検による効

果（削減費用）について分かりやすく説明してください。 

 ②実際に点検を行う職員の配置はどうなっているのでしょうか。 

 ③今後の若手技術職員の育成について、どのように考えているのか。 
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 以上、３点についてお尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵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） 伊藤久恵議員の１点目の子ども・子育て総合窓口の設置についての御

質問にお答えします。 

 松田芳明議員の御質問でも答弁しましたように、子育て世代包括支援センターを11月をめ

どに開設の準備を進めており、妊娠期から子育て期まで切れ目なく、予防的な視点で全ての

妊産婦や子育て家族が安心して相談できる総合窓口を開設し、個別ニーズを継続的・包括的

に把握した上で情報提供や相談支援を行い、必要なサービスを円滑に利用できるよう、きめ

細かな対応をしてまいります。 

 １つ目の子育て世代包括支援センターの設立で具体的に何が変わるかにつきましては、当

面の間は、健康課において妊娠期からの母子保健に関する相談窓口を設置する予定でありま

す。「子育て支援センターかいづ」につきましては、子育て支援員の認定を受けた保育士を

配置し、子育ての相談支援を行える体制を整える準備を進めております。この２か所を拠点

として切れ目のない支援を行えるよう、常に情報提供しながら連携を強化し、継続的・包括

的に支援を行っていくこととします。 

 具体的には、妊娠期から子育て期の支援を受けるために、必要なときに必要なサービスが

受けられるよう、全ての子に個別の支援プランを作成して情報を提供し、悩みや子育ての相

談に応じて情報を共有し、連携しながら円滑にサービスが受けられるよう支援してまいりま

す。 

 ２つ目の海津市独自のＰＲできることにつきましては、本市の特徴として、妊娠・出産期

の産前産後のマネジメントを行う専任の助産師さんを新たに配置いたします。 

 現在は母子健康手帳交付時から、保健師、管理栄養士などの専門スタッフが妊娠・出産・

子育てに関する相談に応じておりますが、ここに助産師が加わることで安心して妊娠中や産

後の心と体の相談、母乳相談など、産前産後のサポート事業を充実してまいります。 

 さらに、居宅訪問が必要な事例では、アウトリーチで助産師さんをはじめとする多職種で

時間をかけながら包括的なケアを行ってまいります。 

 また、専任の助産師が子育て支援センターかいづへ出張相談として出向くことで、気軽に

母乳相談やベビーマッサージなどの指導を受けることができ、保育士と協働で産後ケアや子

育てに関する相談ができる体制を整えてまいります。 

 ３つ目の将来的ビジョンについてどのように考えるかにつきましては、「子どもが主人

公」という考えの下、次代を担う子どもたちが健やかにたくましく育ち、子どもの笑顔があ
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ふれる社会のために地域社会全体で子育てを支援する体制が必要と考えます。 

 産前産後の育児不安や鬱状態が子どもの虐待の誘因になるとの指摘を踏まえ、特定妊婦等

を対象とした支援を行うため、子育て世代包括支援センターと医療機関や福祉関係機関等と

適切に情報共有しながら、協働で一体的な継続的支援を実施してまいります。 

 また、令和４年をめどに、虐待予防やハイリスクの手厚い支援を必要とする方に対し、重

層的な連携を強化をするための子ども家庭総合支援拠点の整備を予定しております。 

 対象となる子どもとその家庭及び妊産婦等に、より専門的な相談対応や訪問等による継続

的ソーシャルワーク業務を行うための必要な体制整備を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の海津市の橋梁の直接点検を行う職員の配置と育成についての御質問にお答えしま

す。 

 議員仰せのとおり、本市が管理する道路橋は、令和２年３月31日現在で1,844橋あり、橋

梁数は岐阜市に次いで２番目に多いのが現状であります。 

 今後、供用開始後の年数から高齢化橋梁が増大していくため、従来の事後的な修繕及び架

け替えから、予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図る必要があります。 

 また、平成26年度に施行された道路法の一部を改正する法律及び道路法施行規則の一部を

改正する省令により、２メートル以上の全ての橋梁に関し、５年ごとの近接目視による点検

が義務づけられたことに伴い、本市では、平成26年度に「海津市道橋梁維持管理計画」を策

定しました。 

 この計画に基づき、橋梁の長寿命化と維持管理費のコスト削減を図るとともに、地域の道

路網の安全性、信頼性の確保に努めているところであります。 

 １つ目の平成26年から平成30年までの橋梁点検、補修にかかった経費の内訳と職員点検に

よる効果（削減費用）につきましては、橋梁点検の委託費は、平成26年度が129万円で点検

数は27橋、平成27年度が3,872万円で点検数は300橋、平成28年度が7,580万円で点検数は733

橋、平成29年度が5,006万円で点検数は526橋、平成30年度が2,706万円で点検数は259橋とな

っております。 

 また、補修にかかった費用は、平成26年度が2,018万円、平成27年度が4,955万円、平成28

年度が7,706万円、平成29年度が6,388万円、平成30年度が１億1,470万円で、５年間で11橋

を補修いたしました。 

 なお、橋梁点検につきましては、平成26年度から平成30年度までの５年間で２メートル以

上の全ての橋梁点検（１巡目）を終えております。１巡目に要した点検費用の総額は１億

9,293万円で、点検が２巡目となる令和元年度から令和５年度については、前回の点検結果

を基に、橋長が短く、健全度の高い橋梁約1,500橋を研修を受けた職員が直接橋梁点検を行

うことで、約１億1,400万円の委託料削減を見込んでおります。 
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 ２つ目の実際に点検を行う職員の配置はどうなっているかにつきましては、今年度の点検

を行う職員の配置は、道路等の点検や補修などメンテナンスに関する高度な技術を有する人

材を養成するために設けられたメンテナンスエキスパート（ＭＥ）の資格を有した職員が１

名と、道路橋の定期点検に関する必要な知識及び技能を修得することを目的に、国土交通省

中部地方整備局が実施する「道路構造物管理実務者研修」を受講した職員５名を班長とし、

他の職員４名を含め10名で、１班２人体制の５班により点検を実施することとしております。 

 ３つ目の今後の若手技術職員の育成についてどのように考えているのかにつきましては、

技術職員の育成については、各種技術研修会への積極的な参加はもちろん、ＭＥを取得した

職員等の指導による直接点検の実務経験を積むことで知識、技術力の向上を図ってまいりま

す。 

 また、人事異動により新たな職員が配属された際には、適切な時期に各種技術研修を受講

させ、橋梁点検に関する知識向上を図り、地域の道路網の安全・安心を確保するよう努めて

まいりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、伊藤久恵議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 まず、１点目でございますが、松田議員とちょっと重複するところもございますが、先ほ

どの答弁にありました子ども家庭総合支援拠点というところですが、これは担当課はどこに

なりますでしょうか。 

○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） 社会福祉課の担当になると思います。 

〔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。 

 今言いました子ども家庭総合支援拠点でございますが、令和４年度中に整備しなければな

らないとのことでありますけれども、子育て世代包括支援センターの窓口が先ほど言われま

した健康課、子育て支援センターかいづ、これはこども課ですね。そして、子ども家庭総合

支援拠点は社会福祉課となるわけです。関連した業務が３つの窓口になるということになり

ますけれども、例えば１つの部署に集約するとか、もう少し分かりやすい体制にしていくこ

とは考えられませんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 
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○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 議員がおっしゃるように、一人のお子さんを継続して見守っていくということには、一つ

の部署で関わっていくというのが理想であるというふうに思いますけれども、３つの窓口、

それぞれ専門的な業務もありますので、それで組織が大きくなったりですとか複雑になった

りするということも考えられるかなと。 

 今、部署間の連携は取れているというふうに思っていますけれども、今のところ、現在の

組織の中で連携を取っていこうかなというふうに思っていますが、実は子育て世代包括支援

センターの設立については、かつて浅井議員さんからも大分前に一般質問で御提案いただい

ていましたので、時間がかかった分、より時代に合った信頼されるセンターということで考

えていきたいと思っています。 

 組織のその集約とか改編なんかについては、併せて今後慎重に考えていきたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。 

〔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。 

 今、政府のほうでも話題になっておりますけれども、縦割りの制度を見直して、よろしく

お願いしたいと思います。 

 では、次ですけれども、11月に健康課に開設される予定の子育て世代包括支援センターで

ございますけれども、お母さんが困ったときに気楽に立ち寄っていただけることが本当に大

切だと思います。全国的には、子ども・子育てに困ったときは、本当にどこにも言えずに大

きな事件につながっていくこともありますし、今現在ですと、コロナ不況といいますか、悩

みをたくさん抱えていらっしゃる方も多いかなと思いますので、困り事が増えていきます。

まずはお母さんがちょっとした相談でも立ち寄りやすい雰囲気づくりをお願いしたいですし、

加えてその窓口に、分かりやすい、親しみやすい窓口の名前をつけていただけたらと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 確かに立ち寄りやすい雰囲気づくりというのは大切だと思い

ます。今回の議会の補正予算にも、若干そういう雰囲気づくりのための備品等も上げさせて

いただいておりますし、名前については、ちょっと今後の検討材料とさせていただきたいと

思いますのでお願いします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） では、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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 続きまして、第２点のほうでございますが、橋梁に関してでございます。 

 我が海津市民の生活にとって橋梁の維持管理は、死活的問題であります。私からは、今後

も永続的に橋梁維持を行える行政としての体制を整えるべき等の観点から質問させていただ

きます。 

 橋梁の維持管理の観点からですが、建設課の職員の使命とは何だと考えられますか。 

○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） 伊藤久恵議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 橋梁の維持管理の観点から建設課の職員の使命といったことでございますが、道路管理者

といたしまして、平成24年12月２日に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故を

受け、道路施設の特に橋梁の維持管理に対する重要性を再認識したところでございます。 

 また、この事故を踏まえまして、平成26年に施行された道路法の一部を改正する法律及び

道路施行規則の一部を改正する省令により、２メートル以上の全ての橋梁に対し、５年ごと

の近接目視による点検が義務づけられましたことは先ほど市長から答弁申し上げたとおりで

すが、平成26年度から平成30年度までの５年間で1,844橋、全て点検を終え、昨年の令和元

年から本年度、２巡目に入ったところでございます。 

 建設課職員の使命といたしましては、令和２年２月２日に制定されました市民と市議会と、

そして市と、この３者が連携・協力してまちづくりに取り組む「海津市自治基本条例」の第

７条において規定されている職員の責務といたしまして、第１項で、まずは職員は市民全体

の奉仕者であるということを自覚し、法令等を遵守し、公正かつ効率的に職務を遂行すると。 

 そして、第２項で職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努めますと規定してお

りますので、橋梁の維持管理の観点におきましては、橋梁の長寿命化と維持管理費のコスト

削減を図るとともに、地域の道路網の安全性、信頼性の確保に努めることが建設課職員の使

命、責務ということであると考えております。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。 

 的確にお答えをいただき、ありがとうございました。 

 唐突な質問をいたしましたが、建設課の職員というのは、工事を発注した後の管理である

とか、監督であるとか、その一作業員であってはならないと思うんです。資格も取りながら、

見識も高めて、さらに経験を積んでいかねばならない技術職だと思うんですが、経費削減の

ためといって外の業務を作業員としてやっていたら、本来の仕事は果たせるのかなあと思っ

て、ちょっと質問をさせていただきました。 

 では、現在の点検体制ですが、先ほど御説明いただきました。５班に分かれてですか、２
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人１組になって点検していただいているということです。年間300橋を５班でやるというこ

とで、１班がそれこそ50から60の橋を点検しているということになっていますけれども、人

員はそれで確保されているんでしょうか。いっぱいいっぱいではないかなということを感じ

るんですが、いかがでしょうか。 

○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） 伊藤久恵議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、有資格者が何人で実際に点検しているかということでございますが、令和

２年度におきましては、ＭＥ（メンテナンスエキスパート）の資格を持った職員１名と、そ

して中部地方整備局のほうの研修受講者５名ということで６名、先ほど議員が仰せのとおり、

２人で１班、５班ということで、そのうち６名ございますので、１人が加わりまして、班長

といたしまして、ほかの４名と合わせて10名で５班で点検をしております。 

 それから、年間300橋もの橋梁点検をする者に十分な人員は確保されているかといったこ

とでございますが、５班体制ですので、１班当たり60橋、非出水期の10月から３月の半年間、

その期間に点検を行うということで、橋梁の大きさや橋梁までの移動時間で様々ですが、昨

年度にも実際に点検を行っておりまして、そこで実際にどのくらいかかったかといったデー

タも取りましたが、平均しますと、１班、一日集中しまして10橋程度の点検が可能でありま

した。 

 なお、点検は、外で実際に点検をしてまいります。通常外業と言うんですけれども、それ

と庁舎内で点検結果を、あと書類等ですね、橋梁台帳に転記する内業ということがございま

すが、２人１組で互いに通常の仕事の調整を図りまして点検業務を行っておりますので、特

に支障はないというふうに思っております。 

 なお、橋梁点検では、単に橋梁点検をするだけではなくして、橋梁の劣化を促進させる原

因である排水管が詰まってしまっておると。橋の排水が詰まってしまって水が常たびってさ

びを助長するとか、それとか土砂がたまっておると、撤去も併せまして起こしますし、それ

から職員で毎週金曜日、道路パトロール等をしておりますが、特に橋梁の段差ですね。取付

け舗装でございますが、そういったところでどんどんとやると、橋梁に振動等でそういった

損傷の助長になるということがございますので、そういったところは道路で段差を解消する

工事もしながら橋梁の長寿命化を図っているということでございますので、特に５班体制で

通常の仕事の職務に支障がないというように考えておりますので、御理解のほどお願いいた

します。以上です。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 
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 予算のほうなんですけれども、職員が点検しているということで削減されているというこ

となんですけど、見ますと、削減しても、なお年間1,500万円程度の費用点検が上がってい

るんですけれども、それはなぜでしょうか。 

○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） 議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど答弁でも説明させていただきましたが、約1,840橋、平成26年度から平成30年度ま

での５年間で１億9,293万円かかったということで、本年度から５年間、1,500橋につきまし

ては、職員が直接点検を行うということで、令和元年度から今年度、２巡目の点検に入って

おりますので、実際にそこから推測しますと、今後、５年間で8,000万円の費用で済むとい

うふうに考えております。 

 この点検費用、なおかつ５年間で8,000万円がかかるのはなぜかという御質問でございま

すが、職員では点検が困難である橋梁があるため、これらを業者に委託いたします。例えば、

岐阜県橋梁点検マニュアルにおいて詳細点検が必要とされる橋長15メーター以上の橋が98橋

ございますので、これらに付随するもの。また、先ほど申しましたが、５年間で点検したこ

とにつきましては、その点検結果で健全度ⅠからⅣまでございまして、Ⅰにつきましては健

全ということで構造物の機能に支障が生じていない状態、それを主に1,500橋を職員で点検

をしております。 

 それから、レベルⅡということになりますと予防保全段階ということで、構造物の機能に

支障はないが、予防保全の観点から多少の経過観察をするところがあるといった形。 

 レベルⅢになりますと、早期に措置を講ずるべきということで、次の５年後の点検までの

間に補修等の工事をするといった形になっております。 

 Ⅳになりますと、これは点検で一つもありませんでしたが、早急に緊急に措置を要する。

車両については通行止めを通知して、通行止めにするといった形です。 

 ５年間で当市にはレベルⅣはありませんでしたが、レベルⅢと15メーター以上の98橋、こ

れにつきまして専門の業者によって委託するといった形で、どうしても8,000万円について

は予算がかかるといったこととなります。 

 しかしながら、この8,000万円につきましても、社会資本整備総合交付金の55％の補助を

いただきますので、これを活用して、この8,000万円の55％相当、交付金を活用して実施す

るということになりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） はい、分かりました。 

 来年度の見通しも併せてお聞きしたいと思いますが、今言われた、その上で費用対効果の
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観点も踏まえて、建設課は、職員による点検は今後も推進すべきだと考えるか否かをお聞き

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） 伊藤久恵議員の質問にお答えさせていただきます。 

 今後も職員での点検を推進すべきかということでございますが、職員が直接点検すること

により点検費用のコスト縮減というのはもちろんでございますが、自ら現場で点検を実施し、

経験を積むといったこと。それから、先ほど言いましたＭＥ資格者、そして研修を受けた者、

これら等が協同で点検をすることで知識と技術力を、自分の技術力向上に資することができ

ると思っておりますし、さらには、初めての者も研修を受けて実施を１年目はなるわけでご

ざいますが、行く行くその職員が次世代の担い手といった形で技術を伝承していくというこ

とで、そういった効果を考えておりますし、海津市内の橋梁一つ取りましても、全てを熟知

するといった形にもなりますので、今後も職員による橋梁点検、直接点検を実施してまいり

たいと、それに伴いまして、各種研修事業は積極的に参加していきたいと思っておりますの

で、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 そういう職員による点検の妥当性をお聞きいたしましたけれども、そういうふうに職員に

よる点検を推奨するという方向であるならば、やはり資格のある方をもっと増やしていかな

ければいけないのではないかなと思います。 

 聞くところによりますと、先ほど言われましたＭＥの資格ですけれども、今、１名しかい

らっしゃらないということで、以前は３名いらしたんだけど、人事異動でほかへ行かれたと

聞きました。やはりほかの課に行かれれば、その方も戦力として使えませんし、そういう次

なる人たちを育成していかなきゃいけないのかなって思うんですね。先ほどもおっしゃいま

したけれども、そういう人材を育成していくというのに技術職である建設課の職員たちは、

やはり経験が必要ということを今も部長がおっしゃいましたが、土木工学は経験工学とも言

うそうで、例えば石原部長とか課長さんたちのように熟練した人材を育てていくというには

相当な研さんが必要ではないかなと思うんですけれども、一般的に考えてどのような経験が

必要で、何年ぐらいそういうふうになるためにはかかるのかということをちょっと教えてい

ただけたらと思います。 

○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） 伊藤久恵議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 この人材でございますが、議員仰せのとおり、何年たてば一人前になるかといったような
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ことにつきましては、明確にはお答えはできないんですけれども、先ほどから説明しており

ますように、この資格ですね。この橋梁点検につきまして、必ず資格が要るというものは規

定されておりません。しかしながら、こういったマニュアルに基づきまして、こういった橋

梁点検に対する技能を有する者とか、補修工事の経験を有する者とか、そういった技能が必

要となりますので、先ほど言いましたように中部地方整備局のほうで研修がございますが、

そこでそういったコース、カリキュラムがございますので、そういったところで研修を受け

させるという形になります。 

 初めて異動で替わってきた職員等に対しましても、適正な時期、その時点に研修を受けさ

せていきたいというふうにも考えておりますし、先ほどから、当然、職員は異動もございま

すが、ＭＥにつきましては、１名は異動いたしましたが、１名は残るといった形。全部で、

現在、ＭＥと職員で６名体制ということを先ほど申しましたが、庁舎内には９名、こういっ

た研修を受けた者がございますので、そういった中は人事担当の秘書広報課のほうで把握し

ておりますし、それから秘書広報課の人事職員係のほうからも各種研修の案内、そういった

形も各課長のほうに参りますので、職務に支障のない範囲で積極的にそれらの研修も受けて

向上を図っているという形で、人事部局とも連携して、こういった資格を持っておる者、も

しくは研修を受けた者については報告をしておりますので、そういった中で適正に管理をし

ていきたいというふうに思っております。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。 

 では、人事責任者にお聞きします。 

 今おっしゃったようなその人材、今後の人材配置及び人材育成計画はどのように考えてい

らっしゃるのか、お聞きします。 

○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。 

 市のほうでは職員研修計画というのを作成しておりまして、職層に応じて、職位に応じて

求められる知識、それから技能等を体験的に習得する基本研修や、職場内での研修により必

要な知識・技能の習得、また各所管においても、先ほど説明がありましたように、職務上必

要な知識や技能の習得のための研修に各所属職員を派遣するなどして育成を図っておるとこ

ろです。 

 また、人事異動に関しましては、職員調べによりまして職員の適性や異動規模の状況を把

握した上で、各部課長からの人事意向調査により、各部局の職員に対する育成方針等を確認

した上で総合的に人事異動をさせていただいておるというふうに考えております。 
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〔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。 

 人事のほうの気持ちも分かります。オールラウンドな人材をつくりたい、ゼネラリストと

いうのも必要ですし、また、でも専門性の高い、そのスペシャリストという人材も要ります

ので、職員、人は宝ですので、ぜひその一人ひとりに光を当てていただきまして、人を生か

すといってやっていただきたいなと思っております。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで伊藤久恵君の一般質問を終わります。 

 ここで10時35分まで休憩いたします。 

（午前１０時２２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）  

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（水谷武博君） 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） それでは、議長の許可を得ましたので、２点質問させていただきま

す。 

 １点目、地域共生社会の実現に向けた取組について、２点目、新しい生活様式に向けた取

組について、いずれも市長にお伺いいたします。 

 １点目、地域共生社会の実現に向けた取組について。 

 少子高齢化、人口減少が進む中、家族や雇用形態の多様化と地域社会の結びつきの希薄化

が同時に進行しています。 

 そのような中、80代の親が50代の中高年のひきこもりの子どもを養う8050問題、介護と子

育てを同時に担うダブルケア、またごみ屋敷、虐待、孤独死など、新たな課題が表面化して

きています。 

 こうした課題は、従来の介護、障がい、子育てなど、制度・分野ごとでは対応するのが難

しく、必死に時間をつくって相談に行っても、たらい回しにされた揚げ句、何も解決できな

いという事態が発生しているのではないでしょうか。 

 こうした状況を放置していては、いつまでたっても地域共生社会の実現も、全ての世代が
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安心できる全世代型社会保障も実現することはできません。そのため、平成29年の社会福祉

法改正により、制度ごとではなく、課題を抱えている本人や家族を丸ごと包括的に支援する

体制の整備が市区町村の努力義務とされました。 

 平成29年の改正法の附則において、法律の公布後３年（令和２年）をめどとして、市町村

による包括的支援体制を全国に整備するための方策について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨が規定されており、これを受け、さき

の国会では、次の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が新たに創設され

ることとなりました。 

 １つ目は、「包括的な相談支援」です。 

 福祉の窓口は、高齢者、障がい者、子どもといった分野別に分かれていることが多いので

すが、どんな相談も最初の窓口で丸ごと受け止めます。例えば、高齢者の窓口に介護の相談

に来た親が息子のひきこもりのことも相談してきたら、そこで65歳以上の人しか支援できな

いといって断ることなく受け止め、必要な支援につなぐ、相談を断らない、たらい回しにし

ないということです。そして、福祉の分野にとどまらず、住まいや雇用、医療、教育など、

他の分野の支援機関とも連携して家族全体が抱える課題を解決していきます。 

 ただ、ひきこもりが長期化しているような場合は、具体的な課題がすぐに見えないため、

すぐに支援につながれないことも多々あります。そうした場合も伴走型で本人と同じ目線に

立って、本人に寄り添いながらつながりを持ち続け、課題を一つ一つ解きほぐし、粘り強く

支援につなげていくことも期待されています。 

 ２つ目は、地域につなぎ戻していくための「参加の支援」です。 

 仕事をしたり、地域活動に参加したり、本人に合った場を探して、そこで役割を見いだせ

るよう支援します。例えば、障害者手帳を持っていないひきこもりの方が働きたい希望があ

っても、いきなり一般就労は難しいため、地域の就労支援施設で障がいのある方々と一緒に

農作業をしたりするといった支援も想定されています。すなわち、本人のニーズと地域資源

をうまく有効利用して社会とのつながりを回復することが参加支援です。 

 そして、３つ目が「地域づくりに向けた支援」です。 

 子ども食堂や運動教室など、住民自らの意思で行う多様な活動や居場所を増やしていきま

す。そのために、地域づくりに関心を持つ住民やＮＰＯ、農業や観光など福祉以外の分野の

方々とも日常的に顔の見えるネットワークをつくっていくことが想定されています。 

 この３つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を実施することによって制度の縦

割りを打破し、制度に人を合わせるのではなく、困り事を抱えている本人と家族を中心とし

た支援へと福祉の大転換を図ることが期待されており、これこそ私たち公明党が長年推進し

てきた「断らない相談支援」であって、誰も置き去りにしない社会を実現する基盤となる事
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業だと確信しています。 

 また、今回のコロナ禍であって、改めて人とのつながりが重要だと再認識されています。

まさにこの事業は、人と人とのつながりを再構築する事業であり、今、まさに取り組むこと

が求められているのではないでしょうか。 

 既にこれまで250を超える自治体でモデル事業が行われ、来年度からこの事業を実施する

市区町村に国の交付金を支給する新たな制度が本格的にスタートします。 

 来年４月からスタートする重層的支援体制整備事業について本市としても積極的に取り組

んでいくことが必要と考えますが、どう取り組むお考えか、市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

 ２点目、新しい生活様式に向けた取組について。 

 内閣府では、「新しい生活様式」の実現等に向けて、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、地域で取り組むことが期待される政策分野を「地域未来構想20」

として発表いたしました。 

 これらの20の政策分野の取組を推進するためには、１．それぞれの分野に関心のある自治

体、２．各分野の課題解決に向けたスキルを有する専門家（民間企業等を含む）、３．関連

施策を所管する府省庁の連携が重要であると考え、今般、上記３者のマッチングを支援する

「地域未来構想20オープンラボ」を開設いたしました。 

 「地域未来構想20」の中では、コロナ禍だからこそできる事業、ピンチをチャンスに変え

る施策が紹介されています。 

 「地域未来構想20オープンラボ」への登録は、７月31日で一旦締め切られ、この時点で全

国での登録自治体は175と聞いています。９月30日まで追加登録が可能となりましたが、登

録を検討しているのか。検討していなければ、その理由をお聞かせください。 

 また、地方創生臨時交付金の活用方法についても併せて伺います。 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 浅井まゆみ議員の１点目の地域共生社会の実現に向けた取組について

の御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、地域共生社会の実現に向けての取組は、平成29年に成立した地域包括

ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により社会福祉法の一部が

改正され、地域福祉推進の理念の実現のために市町村が包括的な支援体制づくりに努めるよ

う規定されました。 

 このことにより、「我が事・丸ごと」の地域づくりが取り上げられ、その強化に向けた取
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組として、地域においては育児、介護、障がい、貧困、さらには育児と介護に同時に直面す

る家庭、いわゆるダブルケアなど、家庭内の複合化・複雑化した課題を個々の家庭の問題と

してではなく地域課題として捉え、これらの課題を「我が事」として、地域で暮らす皆さん

で支え合う仕組みづくりを促すとともに、行政としては複合的な課題であっても縦割りでは

なく、「丸ごと」受け止める機能を持った一元的な窓口にて対応することが地域共生社会の

実現に必要であるとされました。 

 本市におきましては、この「我が事・丸ごと」の考え方を平成30年３月に策定しました

「第３期地域福祉計画」の基本理念に位置づけ、現在に至るまで市社会福祉協議会と連携し、

市民の方と共に福祉関係者等が協力して地域で支え合い、行政が公的な福祉サービスを提供

することで、住み慣れた地域の中で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現に向け

取り組んでおります。 

 重層的支援体制整備事業について本市としても積極的に取り組んでいくことが必要と考え

るが、どう取り組むのかにつきましては、この事業は市町村の手上げ方式による任意事業で

あり、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構

築の支援の一環として位置づけられ、国の交付金の対象となるには、包括的な相談支援、参

加支援、地域づくりに向けた支援の３つの支援を一体的に実施することが求められており、

先進自治体のモデル事業を研究するなど、本市が取り組むべき支援内容を検討してまいりま

す。 

 具体的には、まず「包括的な相談支援」は、本市も高齢者、障がい者、児童などの分野別

の窓口となっておりますが、その弊害がないように職員間の連携に努め、市民の方の複合的

な相談にも部署を超えて対応させていただいております。 

 一例を挙げますと、生活相談では、介護・育児・困窮・就労等、家庭における課題が複雑

に絡み合っているケースが見受けられますが、くらしサポートセンターを窓口として課題を

整理し、関係部署や市社会福祉協議会につなぐなど、現時点におきましても包括的な相談支

援に努めております。 

 今後も、継続して一体的相談支援の提供に努めてまいります。 

 次に、「参加支援」は、要支援者のニーズと地域資源のマッチングが支援の中心となりま

すが、本市には実績のない分野でありますので、今後、先進事例の研究に努めてまいります。 

 また、「地域づくりに向けた支援」は、介護・障がい・子育て・生活困窮等生活課題があ

る世帯のある地域に居場所や交流の場を生み出すコーディネート機能が必要となりますが、

地域づくりは市社会福祉協議会が得意とする分野でもありますので、本市においてはどのよ

うな支援や機能が必要か、関係機関と協議をしてまいります。 

 今後、本市にとってどのような体制をつくっていくことが地域共生社会の実現につながる
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のか、国・県の動向や先進市町の状況も見ながら関係部署で検討を重ね、順次取り組んでま

いります。 

 ２点目の新しい生活様式に向けた取組についての御質問にお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症への地

方における様々な対応、取組を全力で支援するため、地域の実情に応じて家賃支援を含む事

業継続や雇用維持等への対応を後押しするとともに、新しい生活様式等への対応を図る観点

から、国の補正予算において拡充されました。 

 議員仰せの「地域未来構想20」は、拡充された地方創生臨時交付金の新しい生活様式等へ

の対応分として、地域の社会経済構造そのものを将来の感染リスクに対しても強靭なものへ

と改革することを推進する観点から掲げられたもので、特に社会的な環境整備、新たな暮ら

しのスタイルの確立、新たな付加価値を生み出す消費・投資の推進に対する取組に対して期

待されています。 

 「地域未来構想20オープンラボ」への登録を検討しているかにつきましては、現在、本市

はこのオープンラボには登録をしておりませんが、民間企業等の各分野の課題解決に向けた

スキルを有する専門家からの御提案は、コロナ禍後の市政運営にも参考になるものと考えら

れますので、調査・研究してまいります。 

 次に、地方創生臨時交付金の活用方法につきましては、第２回定例会にて補正予算をお認

めいただきましたが、新型コロナウイルス感染症対策の市独自事業として、児童手当受給世

帯に対する臨時特別給付金に上乗せするかいづっこ笑顔の給付金事業、横出し分として子育

て推進給付金事業、市内飲食店のテイクアウト及びデリバリー促進事業、市民全員に買物券

を配布する新型コロナウイルス経済支援事業などを実施しており、本定例会におきましても、

特別定額給付金の対象外であった新生児に対する新生児特別定額給付金事業、新型コロナウ

イルス経済支援事業の第２弾として、買物券の追加配布、インフルエンザ臨時助成事業、新

型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援給付金事業などを追加し、感染症対

策として、市役所、公共施設、認定こども園及び小・中学校では、顔認証ＡＩカメラ、非接

触型体温計、飛沫防止パーティション、消毒液等の感染防止対策用品を購入するなどして、

引き続き新型コロナウイルス感染症に対応した事業に取り組んでまいります。 

 また、国・県補助事業等の地方負担分にも地方創生臨時交付金を活用しており、主なもの

といたしましては、ＧＩＧＡスクール環境施設等整備事業、緊急雇用安定化支援事業、今尾

留守家庭児童教室改修事業等でございます。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症の発生状況や社会情勢等を踏まえつつ、「地域未来構

想20」に掲げる他自治体の事例なども参考にしつつ、地域の実情に応じた取組を検討してま

いりますので、御理解いただきますようお願いをいたします。 
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 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。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 重層的支援体制整備事業を実施するに当たり、まずどの部署が市役所の中で中心的な役割

を担うのか。恐らく本市においては、先ほども答弁がありましたが、くらしサポートセンタ

ーということで想定していますが、こうした議論をまずやらないといけないと思いますが、

市役所内の関係各部署の連携体制、すなわち庁内連携体制が何よりも重要であります。 

 こうした議論は、役所の職員間だけではなかなかまとまらないと思いますが、これを機に

既存の会議や計画などの整備なども行うとなるとなおさらだということです。こうしたこと

は、まさしく市長のリーダーシップが必要ではないでしょうか。そのため、市長に実施とそ

の体制整備の号令を市役所全体にかけてもらうことが大切です。 

 この事業のモデルとなる豊中市では、この８月１日、市長のリーダーシップで介護、障が

い、生活困窮、子育て支援、生活保護、人権、住宅、教育委員会など多機関連携体制を構築

するためのプロジェクトチームを立ち上げ、事業の実施に向け準備していくこととなったと

お伺いいたしました。 

 本市においても市長のリーダーシップでこの事業に積極的に取り組み、コロナ禍において

も誰一人置き去りにしないという姿勢を示していくべきであると考えますが、市長の御見解

をお伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） この御質問だけでなくて、従来から海津市は２階のフロアにくらしサ

ポートセンター、総務課、そして就職の案内、これは何も縦割りではなくて、お互いにすぐ

連携が取れるような体制づくりをしております。その中で今御指摘がありましたように、さ

らにこれは広げるわけでありますので、御指摘のようにしっかり務めていきたい、このよう

に思っております。 

〔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す。 

 しっかり連携体制は取れていると思いますが、今回の事業、地域支援とか、また参加支援

とか、連携体制が必要になってくると思いますが、この際、組織の再編を思い切って考える

べきではないかと思いますが、改めて市長の御見解をお伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 
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○市長（松永清彦君） 大変いい御指摘をいただいておりますが、今、市役所も市役所の職員

を減らせと、市民の皆様、あるいは市会議員の先生方からも御意見をいただいております。

そして、専門職も育てなくちゃいけないということであります。 

 したがいまして、この一つの事例があったときに、そこへさっと集まれるように、先ほど

子育てのほうでもありましたが、その人にカルテを作る。それに関連するものは全てそこへ

すっと集まれる、そういうシステムが私は海津市ではベターではないかと、このように考え

ています。 

 ですから、みんながざっと考えるのではなくて、すぐそういった症例が、例えばサポート

センターで相談があった場合に、じゃあどことどこと、専門家の人がすぐ集まってその人に

対する対応ができると、そういったことを進めていくのがいいのではないかなあと私は考え

ています。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 次に、この新たな事業の成否を左右するのは支援を担う人材だと思うんです。人材の育成、

確保、専門性の向上、処遇改善を図り、支援者を孤立させない取組が必要だと思いますが、

本市としてどう取り組んでいくお考えか、また本市の現状と認識についてお伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 人材というのは本当に大切だなというふうに思っています。市役所には、社会福祉士、保

健師、精神保健福祉士、保育士など有資格者がいますし、一番連携を取るべき市の社会福祉

協議会の社会福祉士ですとか精神保健福祉士もお見えになりますので、まずはこれらの人を

中心に知恵を出し合って、連携を取って、どういう支援に取り組んでいくのかということが

大事かなというふうに思います。また、そのほかの職員の育成も必要かと思います。 

 そこで、どうしても今の人材で足りないとか、こういう資格のある人がいいとか、そうい

う話がまた個別の相談の中で出てくれば、またそれはそのときに考える、そのときと言って

は駄目かもしれませんが、考えていくべきかなというふうに思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。 

 先ほども伊藤議員のほうから質問がありました、今回、11月から始まる子育て世代包括支

援センターですが、この子育て世代包括支援センターについては、その必要性を一般質問で

も訴えさせていただきましたが、これはこの事業に関連して設置されるのか、お伺いいたし
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ます。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） 今回立ち上げる予定の子育て世代包括支援センターですが、

これは今の重層的支援体制整備よりも前に話が出ていましたので、これを特に意識していた

わけではありませんけれども、今後、包括的な相談支援という意味では、これもその一部と

いうふうに将来的にはなるのかなあというふうに考えております。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） それから、先ほどのモデル事業ですね、250あるということでした

けれども、県内ではこのモデル事業に参加されている自治体はあるのか、お尋ねいたします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 令和２年度から新たに大垣市、美濃加茂市、岐阜市が取り組んでみえまして、関市さんが

もう３年目にな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） ありがとうございました。 

 私たち公明党は、来年度予算において重層的支援体制整備事業を実施することに当たり、

来年度予算の骨格を示す「経済財政運営と改革の基本方針2020」、いわゆる骨太の方針にお

いて地域共生社会に向けた包括的な支援体制の構築という文言を明記させ、必要な予算を確

実に確保することを強く要望しております。 

 本市においても、この新たな事業を実施するに当たって必要な事業費を確保すべきと考え

ます。重層的支援体制整備事業交付金は、相談支援、参加支援、地域づくり支援の３つ全て

を実施する必要がありますので、よろしくお願いいたします。 

 モデル事業に取り組んでいる自治体を参考にしながら事業を実施する中で、本市にとって

適切な体制は何か、よく議論しながら工夫して、プロセスを大事にして事業体制を組み立て

ていただきたいと思います。市民の誰一人置き去りにしない事業展開をよろしくお願いいた

します。 

 次に、新しい生活様式に向けた取組について伺います。 

 第１次補正予算、第２次補正予算等、それぞれ活用事例をしっかり確認していただきなが

ら、海津市独自のコロナ対応の事業をより効果の高いものから選別して９月補正予算として

計上されたと思います。 

 初めに、今議会に提出された地方創生臨時交付金４億円の活用の中で第２弾となります
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「かいづっち買物券」、それから児童福祉施設等従事者応援給付金についての詳細をお伺い

いたします。 

○議長（水谷武博君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） お答えします。 

 この新型コロナウイルス感染症は、非常に幅広い事業者に影響がございました。特に飲食

の方には非常に、外出自粛であったり休業要請ということで大きな打撃を受けております。

そういったことで、経済支援といたしまして、市民１人当たり3,000円分の商品券を８月上

旬から配布させていただきました。 

 現在、まだ期間中でございます。１月31日までの事業支援となっておりますが、現在まで

に232の事業者から加盟の要望を頂きました。８月末現在の数字でございますが、87店舗か

ら申請がございまして、飲食で44店舗、一般で43店舗、延べで128店舗から換金の申請を頂

いております。約1,900万円を超える換金を行っております。出足は大変好調であって、好

評いただいているのかなあと思っております。 

 ただ、新型コロナウイルス感染症は、新しい生活スタイルを取り入れて長期に闘っていく

必要があると思いますので、海津市といたしましても継続して支援していく必要があるとい

う判断から、第２弾、またお一人3,000円の商品券を本議会の補正予算に計上させていただ

きました。 

 予定といたしましては、お認めいただけましたら、11月半ばから配布をいたしまして、12

月から使っていただけるよう進めていきたいと思っております。以上です。 

○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） 応援給付金について御説明いたします。 

 この給付金につきましては、非常事態宣言発令時、４月10日以降に児童福祉施設でお勤め

された方に慰労と、それから今後、お勤め願う支えになるようにということで５万円の商品

券を給付する事業であります。 

 具体的に申しますと、市内の公立こども園３園、私立９園、それから認可外の託児所が医

師会病院にありますけれども、この事業所と留守家庭児童教室10教室、それから市が直営で

行っております子育て支援センターの従事者につきまして、非常事態発令日から30日以上勤

務をされて、なおかつ申請時に引き続き勤務をしていただく方に対して給付をするものであ

ります。 

 事業所ごとに受付をしまして、この議会におきまして、350人ほど対象者がおると思いま

すが、その分も含めて補正予算でお認め願えればこの事業を行う予定でおりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 
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○健康福祉部長（近藤敏弘君） 健康福祉部のほうでございますが、児童手当の受給世帯に国

の給付金に上乗せして、高校１年生の世代まで１万円を上乗せしております。 

 そのほかに、実際お金が要るのは高校生も同じように要る、それ以上に要るというお話を

お聞きしましたので、横出し分ということで高校２年生、３年生の年齢の方に上乗せといい

ますか、１万円の給付をしております。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。 

 かいづっち買物券に関しましては、大変市民の方から好評をいただいておりますので、第

２弾をやっていただけるということで大変ありがたく思っております。 

 また、こども園、それからいろんな留守家庭教室へお勤めの方などにも慰労金として５万

ということでありますが、国のほうでは医療従事者や介護従事者などの方には20万の慰労金

が給付されることになっておりますので、こういった事業は大変すばらしいと思いますので、

ぜひまたよろしくお願いいたします。 

 少しちょっと関連してお伺いしたいんですけれども、介護従事者の方の慰労金ですね。介

護の従事者の方が受け取っていないということがあるということで、責任者の方が申請して

いないという現状があるようですが、全国的に、海津市ではそのようなことがないのか、分

かっていれば教えていただきたいんですが。 

○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） 市の施設では、今回の補正予算に、はつらつ、松風苑、それ

から在宅介護支援センターの職員分については計上させていただいておりますので、落ちて

いないというふうに思っております。 

〔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。 

 今回の「地域未来構想20オープンラボ」への登録は、今のところ検討していないというこ

とですが、この２次補正分は、新型コロナで影響を受けた家庭、企業などへの支援や、感染

拡大に備えた医療体制の整備、また地域経済の活性化などに幅広く使えるようになりました。 

 例えば、独り親家庭の方とか単身高齢者の方などへ子ども食堂とかデイケアなど、直接集

まって支え合う活動が難しい中、オンラインによる見守りやＳＮＳを使った相談事業なども

有効ではないかと思いますが、こういった事業などは考えられなかったのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 
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○健康福祉部長（近藤敏弘君） 健康福祉部の中では、健康課であるとか高齢介護課のほうが

特に電話相談であるとか訪問による相談を行っておるわけですけれども、すみません、ちょ

っとそういったＳＮＳを使った相談とかのニーズを把握していませんし、要望も特に聞いて

いないんですけれども、ほかのところでは高齢者の見守りにそういうものを使っているとい

う事例もあるかのように聞いていますので、そこの運用の中で問題点とか多分あると思いま

す。ちょっと考えたこともあるんですけど、高齢者はなかなか、本当にタブレットとかを使

えるのかなとか、そういう問題もあると思いますので、ちょっと実態を調べて、また研究し

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

〔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。 

 今回、市内にもＷｉ－Ｆｉ環境を整えていただくという補正もございますし、しっかりオ

ンライン体制ということで相談支援等も行っていただけたらなというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 今後、このオープンラボは９月末までが登録可能となっておりますので、ぜひ参加してい

ただいて、民間企業の各分野の専門家からいろんな知恵をいただいてコロナ禍の諸施策の参

考にしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（水谷武博君） これで浅井まゆみ君の一般質問を終わります。 

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、３番 松岡唯史君の質問を許可いたします。 

 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 質問席へ〕 

○３番（松岡唯史君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきたい

思います。 

 要旨１．海津市の財政状況と海津市財政再生対策について、質問相手、市長。 

 要旨２．非核平和都市宣言に伴う非核平和事業への取組について、質問相手、市長、教育

長。 

 要旨３．新型コロナウイルス感染症対策について、質問相手、市長、教育長でございます。 

 １．海津市の財政状況と海津市財政再生対策について。 

 今年６月16日、本市の財政状況悪化に伴い、令和７年度決算時に財政調整基金残高10億円

を堅持することを目指すこととした「海津市財政再生対策」が公表されました。また、７月
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には「海津市の財政状況」をテーマとしたタウンミーティングが３地区で開催され、各地区

30から40人ほどの方が参加されました。 

 私は、６月16日の事務連絡会並びに７月16日の平田地区のタウンミーティングにおいて、

海津市の財政状況についてや海津市財政再生対策の説明を受けました。これまでの執行部の

説明やタウンミーティングでの意見交換を踏まえ、財政状況や財政再生対策に関してお尋ね

をします。 

 ①いまだに事業完了していない駒野工業団地開発事業やスマートインターチェンジ整備事

業は、２事業の市債合計額が今後の予定額も含めて2.5億円弱であります。人口減少、少子

高齢化が進み、財政が悪化する中で緊縮財政を強いられる本市におきまして、不要不急の事

業ではなかったのでしょうか。 

 ②「海津市の財政状況についてのタウンミーティング実施概要」によりますと、職員数を

減らすことについて言及された意見がありましたが、職員数の削減に関する市長の御認識や

方針についてお尋ねをします。 

 ③海津市財政再生対策における公共的施設の見直しの中で統廃合の検討も上げられており

ます。私は、公共的施設の統廃合を検討する際には、市民の皆さんとの対話により丁寧に合

意形成を図るべきだと考えますが、市長の御認識をお尋ねします。 

 ２．非核平和都市宣言に伴う非核平和事業への取組について。 

 今年は広島と長崎に人類初の原爆が投下されてから、そして戦後75年の節目の年でありま

す。また、海津市合併15周年ということもあり、昨年第４回定例会におきまして「非核平和

都市宣言に関する決議」を受け、今年６月30日から７月29日まで「非核平和都市宣言」（草

案）に対する意見募集をされるなど、海津市では同宣言の準備が進められていると認識をし

ております。 

 私は、「非核平和都市宣言」が少しでも早く制定されることを願うとともに、同宣言を力

として、海津市での非核平和のための事業の推進を図っていただくことを要望いたします。 

 そこで、戦争の悲惨さを後世に伝えることの大切さ、そして私たち市民一人ひとりの努力

によって平和を大切に守り育てていかなければならないという思いから、次の非核平和事業

を要望します。 

 ①親子での平和読書会や非核平和に関する映画会、後援会（被爆体験者の講演など）の開

催。 

 ②原爆パネル展や戦争平和資料展の開催。 

 ③本市図書館や各小・中学校における非核平和図書コーナーの開設。 

 ④原爆が投下された８月６日８時15分頃と９日11時２分頃、終戦の日である８月15日12時

頃に、防災行政無線により平和祈念の黙祷を市民の皆さんにお願いをすること。 
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 ３．新型コロナウイルス感染症対策について。 

 コロナ禍におきまして、暮らしや経営の厳しい市民や事業者の方がお見えになります。ま

た、新型コロナの影響が長期化するに伴い、今後厳しくなる方が増えることも考えられます。 

 そこで、第２回定例会でも要望いたしました、既存の制度でカバーできない事業者の方へ

の給付金の検討を再度要望いたします。現在、持続化給付金の要件として50％以上の売上げ

減少が求められておりますが、30％、40％の売上げ減少でも経営はかなり厳しいと推測され

ることから、ほかの自治体でも実施されているような市独自の基準による給付金制度を早急

につくっていただけないでしょうか。あわせて、持続化給付金を受給された市内事業者の方

からは、１回だけの支給ではもたないという声も聞いております。市独自の対応や国への要

望をぜひお願いします。 

 また、西濃地域でも新型コロナ対策として水道料金や給食費の免除をする自治体があると

聞いております。生活の苦しい方にとっては免除型の支援も必要だと考えますが、市長の御

認識をお尋ねします。 

○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点目の海津市の財政状況と海津市財政再生対策につ

いての御質問にお答えします。 

 本年６月16日に市財政再生対策を公表させていただきました。持続的な市政運営のため、

市長就任以来、市債残高を削減してまいりましたが、近年、実質単年度収支の赤字が続いて

おり、財政調整基金という本市の貯金に相当するものの取崩しで歳入不足を補うことが続い

ております。今後も社会保障費等により歳出が増大する中、人口減少等による歳入の減少が

予測されます。 

 このままでは、早晩、財政調整基金が枯渇し、予算編成が難しくなることが予想されるた

め、財政がさらに悪化する前に先手の対策を打って財政を持続可能としていくために、行財

政改革によって令和７年度決算時に財政調整基金残高10億円を堅持することを目指すと財政

再生対策に記載させていただきました。 

 そして、市財政再生対策の公表に伴い、市民の皆様に市の財政状況について適切に理解を

していただくために、本年７月に地域ごとにタウンミーティングを開催したところでありま

す。 

 １つ目の駒野工業団地開発事業やスマートインターチェンジ整備事業は不要不急の事業で

はないかにつきましては、人口減少や少子高齢化が進む今こそ企業を誘致し、市の財政を支

える現役世代の移住・定住人口を増加させることが大変重要であり、至急に必要な事業であ
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ると考えております。 

 工業団地の造成やスマートインターチェンジの整備により、より本市がビジネスのしやす

い環境となると考えております。 

 スマートインターチェンジでは、最初から本体工事と計画することにより、市の負担は入

り口の道路整備のみとなり、経費を抑えることができております。 

 また、これらの事業は、本市にとって大変有利な合併特例債という地方債を用いておりま

す。合併特例債は、充当率が95％で、その元利償還金の70％について後年度において普通交

付税の基準財政需要額に算入されております。 

 ２つ目の職員数の削減につきましては、タウンミーティングでも御説明いたしました資料

の中にも、近隣市町村よりも人口１人当たりの職員数が多い旨を記載させていただいており

ます。 

 一方で、その資料の中にもありますとおり、本市と人口規模や産業構造が近い類似団体と

の比較では、本市が人口１万人当たり職員数95.24人に対し、類似団体では100.63人と、類

似団体平均を下回っております。 

 加えて本市の職員数は、合併時572人で、本年４月１日現在では418人となっており、平成

29年に策定した「第４次海津市職員適正化計画」の令和４年４月１日現在の目標職員数であ

る464人を大きく上回っております。 

 職員数の削減は、事務事業の見直しや指定管理者制度活用等、また退職者数に対し新規採

用を抑制してきたことによるものであります。 

 本市は、近隣市町村では実施していない事業や施設を運営し、幅広いサービスを提供して

いるため、結果として職員数が多くなっているのではないかと考えております。 

 今後におきましても、少子化等による生産労働人口の減少や、それに伴う歳入の減少を想

定しながら、市民サービスの水準の維持・向上を図られるよう、職員数の適正化に向けて検

討してまいります。 

 ３つ目の公共的施設の統廃合について、市民の皆さんとの対話により丁寧に合意形成を図

るべきではないかにつきましては、議員仰せのとおり、市民の皆様の御負担をお願いする事

項については、本年７月に初めて実施いたしましたタウンミーティングを今後も活用するこ

で市民の皆様と積極的に対話を行っていきたいと考えています。 

 ２点目と３点目は教育長にもというお話がありましたが、私が代表して御答弁させていた

だきます。 

 ２点目の非核平和都市宣言に伴う非核平和事業への取組についての御質問にお答えします。 

 非核平和都市宣言につきましては、昨年の第４回定例会におきまして非核平和都市宣言の

制定を求める決議を頂き、その決議の重みと趣旨を尊重し、宣言原案を取りまとめ、本定例
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会に提案させていただいたところ、適切な御議決を賜り、９月４日に「非核平和都市」を宣

言させていただきました。ここに改めてお礼を申し上げます。 

 議員仰せのとおり、今年は戦後75年、また本市にとりましても合併して15周年という節目

の年であります。 

 本市では、毎年「戦没者追悼式」を挙行し、戦禍に倒れた962柱の英霊に対して心より哀

悼の意を表し、また御遺族の皆様のこれまでの御労苦に対して深甚なる敬意を表し、あの悲

しい歴史を二度と繰り返すことのないよう、恒久平和のために市民の皆様方と共に力を合わ

せて歩んでいくことをお誓い申し上げておりますが、「非核平和都市宣言」にも、全世界か

ら核兵器をなくし、市民の皆様が安心して暮らせる社会になることを願い、そして市民の皆

様とともに行動することをお誓いする旨、うたわせていただいております。 

 議員仰せの戦争の悲惨さを後世に伝えることの大切さや、市民の皆様一人ひとりの努力に

よって平和を大切に守り育てていかなければならないという思いを述べられておりますが、

私も同じ思いであり、本市主催の「戦没者追悼式」をはじめ、市内各地で開催していただい

ております平和祈念事業への支援等につきましては、今後もできる限り継続するとともに、

各地区遺族会主催の慰霊の式典にもお伺いし、哀悼の誠をささげてまいりたいと考えており

ます。 

 しかしながら、本年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、例年各地区で開催されており

ます戦没者の追悼式典等は、中止、もしくは規模縮小での開催となり、毎年10月上旬に挙行

しております戦没者追悼式につきましても、過日、遺族会役員の方々と協議の末、出席され

る御遺族の年齢等を考慮して中止といたしました。 

 １つ目の親子での平和読書会や非核平和に関する映画会、講演会の開催につきましては、

コロナ禍の中で企画することは厳しいものと判断せざるを得ません。 

 ２つ目の原爆パネル展や戦争平和資料展の開催、３つ目の本市図書館や各小学校における

非核平和図書コーナーの開設につきましては、歴史民俗資料館において８月８日から８月30

日までの期間、戦争の経験者が減少する中、その苦しみや悲惨さを風化させず、平和の大切

さを再認識する企画展として、「収蔵資料展～戦後75年～」を開催いたしました。 

 今後、歴史民俗資料館での資料展や市図書館における非核平和図書コーナーの開設は、市

内外に広く本市の非核平和に関する取組を発信することができますので、教育委員会とも連

携しながら非核平和宣言都市として啓発に努めてまいります。 

 また、各小・中学校における非核平和図書コーナーの開設につきましては、既に市内小・

中学校のうち、９校が図書室等に平和学習のコーナーを設置していると伺っております。平

和に関する教育が学習指導要領に基づき、児童・生徒の発達段階に応じて行われているとの

ことでありますので、今後、全小・中学校での開設について教育委員会を通じて依頼させて
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いただきます。 

 ３つ目の最後に原爆が投下された８月６日、９日、終戦の日である８月15日に防災行政無

線で平和祈念の黙祷をお願いしてはどうかにつきましては、現在の防災行政無線の運用は、

市民の皆様から様々な御意見を伺っており、市報、ホームページやメール配信等、別の媒体

の活用により啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大によって深刻な影響を被っている市民の皆様、あるいは

事業者の皆様の状況を踏まえ、本市においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受

けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット４号等の認定受付を令

和２年２月18日から開始し、８月31日現在の認定件数は、223件となっております。また、

認定期間が延長され、12月１日まで申請受付が可能となりました。 

 本市独自の新たな給付制度として、１つに、新型コロナウイルス感染症による影響を受け

ている事業主が従業員に対して休業させ、雇用維持を図った場合に支払われる休業手当とし

て、国の雇用調整助成金等支給決定を受けた事業者を対象に、上乗せ補助として「海津市緊

急雇用安定支援事業補助金」を創設、２つに、国の雇用調整助成金、または緊急雇用安定助

成金の支給申請時に社会保険労務士等に支払った手数料相当額を助成する補助として「海津

市雇用調整助成金申請等手数料補助金」を創設、３つ目に、市民の皆様と事業者の皆様を支

援するため、８月に１人当たり3,000円分の「かいづっち買物券」を全市民の皆様に配布を

行ったところ、大変御好評をいただきましたので、第２弾として、より一層の消費を喚起す

るため、「お年玉キャンペーン」と題して、１人当たり3,000円分の「かいづっち買物券」

第２弾を全市民の皆様に配布を行う準備を進めており、今定例会で補正予算に１億1,958万

4,000円を計上しております。 

 また、継続して支援している事業として、市内のおいしいお店の味を自宅に持ち帰って楽

しんでもらうためのテイクアウト・デリバリー促進事業も多くの事業者の方に大変御好評を

いただいております。 

 相談・支援業務として、本市でも県産業経済振興センターを活用した無料臨時経営相談窓

口を開設しておりますし、商工会では、中小企業及び個人事業主を対象に持続化給付金の申

請サポートも行っております。 

 今後、観光面においても、国が示すＧｏＴｏキャンペーンや、県の行うＶＩＳＩＴ岐阜県

などのツアー造成事業の詳細を注視しながら、関係機関との連携を密にした支援策を行うと

ともに、本市としての対策にしっかり取り組んでまいりますので、御理解をいただきますよ

うお願いをいたします。 

 以上、松岡唯史議員に対する答弁とさせていただきます。 
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○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 それでは、早速再質問をさせていただきたいと思います。 

 １番、海津市の財政状況と海津市財政再生対策についてでありますが、駒野工業団地開発

事業につきましては、事業開始から10年以上たってもいまだに造成工事をしており、企業誘

致もできていないため、事業の効果も出ておりません。また、適切な場所なのかといったこ

とから、事業開始までの経緯を含めた事業の進め方など、私としては大いに疑問が残ります。

さらには、これまでに費用対効果の試算額を何度もお尋ねをしましたが、示されておりませ

ん。 

 これらのことを勘案いたしますと、あまりにもずさんな事業であると私は思います。もち

ろん、人口減少対策、市の経済活性化策として企業誘致自体は必要だと考えますが、駒野工

業団地開発事業については、先ほどの問題点からして優良な事業だと言えるんでしょうか、

また必要性があったのでしょうか、本当に疑問に思います。 

 スマートインターチェンジ整備事業につきましても、計画概要によりますと、観光支援、

産業支援として期待される効果が書かれておりますが、時短効果としましては、養老インタ

ーチェンジと比べて数分の短縮となるだけであります。経済効果も試算されておりますが、

数分の短縮となるだけで、果たしてそんなに効果が見込めるのでしょうか。需要があるんで

しょうか。必要不可欠な事業なんでしょうか。そういった疑問が私にはあります。 

 また、当初の段階では、調査結果が示されないまま平成25年度に実施計画策定業務委託料

が予算化されたことですとか、当初の計画では5,000万円だった事業費が、その後、２億

5,000万円と大幅に増額したと聞いております。事業の進め方としてもどうだったのかと思

っております。 

 いずれにしましても、起債をして借金をして事業を行っているわけでありまして、合併特

例債であっても、当然、長期にわたって返済をしていかなければならないわけであります。 

 こうした事業などにより、一般会計、普通会計における市債残高は合併時よりも増えてい

るわけでありますが、先日の事務連絡会、タウンミーティングでの執行部からの説明では、

財政的な問題点は、市債残高が多いことではない。むしろ、市債の中身が元利償還金の７割

が交付税に算入される合併特例債であることや、全額算入される臨時財政対策債といった市

にとって有利なものに変わってきていることを強調されておりました。 

 確かに合併特例債、臨時財政対策債が多くなっていることは分かりますけれども、ある資

料によりますと、基準財政需要額に算入されたものを除いた実質的な返済負担を示す実質公
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債費比率が改善されてきてはいるものの、県内のほかの市と比べて、また類似団体との比較

におきましても、海津市は高いほうで、将来の財政を圧迫する可能性の度合いを示す将来負

担比率につきましても、類似団体の平均よりも上回っているとのことであります。 

 つまり、市債残高が多いということが問題ではないと説明されておりますが、合併特例債

なら７割、臨時財政対策債なら全額の交付税算入分を差し引いた実質的な返済の負担や将来

の負担が高いのではないのか、そのためにほかの自治体よりも施策への使途が限られてしま

うのではないのか、私はこのことが問題ではないのかと考えるのですが、市長の御認識をお

伺いします。 

○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） お答え申し上げます。 

 松岡議員御指摘のとおり、確かに近隣といいますか、岐阜県内の市町村と比べても実質公

債費比率は、県内の中では比較的多いほうになっております。将来負担比率に関しても比較

的多いと。これは、議員御指摘のとおり、合併特例債や臨時財政対策債を除いて計算される

指標というか、ちょっと複雑なんですけど、そういうふうになっているんで、それを加味し

ても、その合併特例債は７割が交付税に算入される、臨時財政対策債は100％算入される、

それを加味しても、近隣、岐阜県内の市町村と比べては多いというのはまさに御指摘のとお

りでして、それによって財政の自由度が比較的ほかの市町村と比べて奪われてしまうんじゃ

ないかというのは、まさに御指摘のとおりだと思います。 

 それで、私が前回の海津市の財政状況についての御説明でも申し上げたとおり、確かに市

債の残高が多いことが問題ではないというか、そこがメインの問題ではないとは申し上げた

んですが、そこは全く問題ではないというふうには申し上げておりませんで、むしろ実質単

年度収支を見ると、毎年２億円の赤字になっていると。海津市の財政状況は、どちらかとい

うと問題があるというふうなことで説明を差し上げたわけで、ですが、よく市民の方やいろ

んな方からの指摘の中で、公債、市債の残高が多いことをメインに指摘されることが多くて、

でも、そこは財政状況があまりよくないんですけど、正しく批判しなければならないという

か、正しく認識する必要がございまして、そこは確かに近隣と比べたら多いんですが、確か

に議員が御指摘のとおり、臨時財政対策債なら100％算入される、合併特例債なら70％算入

されるということで、そこをメインに御批判いただくのが適切ではなくて、むしろ毎年度、

実質単年度収支で２億円前後の赤字が出ていると。歳入と歳出のバランスが取れていない、

そのことを御批判いただきたいといいますか、そこを注目して今後の財政についても認識し

ていただきたいというふうに考えておりますので、こういうふうに御説明させていただいた

わけで、まさに財政状況が、借金が多いから問題、そこは全く問題ではないんだということ

を申し上げたわけではないというふうに御説明させていただきたいと思います。 
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〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 大変分かりやすく御説明いただきましてありがとうございます。 

 確かに公債費は数年後に減っていく、右肩下がりというか、下がっていく傾向にあるかと

思いますけれども、先ほどの御説明の中にもあったのかもしれないんですが、合併特例債で

すとか臨時財政対策債の比率が大きいと言っても返済負担とか将来負担が重い。つまり、市

債に対する市の負担が大きいということは、そのことにより予算とか財政への影響もあると

思いますし、そういう意味では確かに問題だと思います。 

 ですから、借金をして行ったこれまでの事業につきまして、これ以外にも統合庁舎整備事

業ですとか、あとは各小・中学校等の整備事業、大規模改造事業、改修事業などがあります。

中には改修してから３年後に解体した事業というのもありますので、各事業の必要性、計画

性、さらには事業の進め方、費用対効果という点につきまして、これまでの特に大きな事業

について、ぜひ検証していただきたいなあと思います。 

 いずれにしましても、先ほど御答弁もありましたように、この間の御説明というのは、要

するに年間２億円ほどの赤字をどう解消して財政調整基金を守っていくか、堅持していくか

ということだと思います。 

 そこで、海津市財政再生対策では５つの対策を上げておりまして、対策２の事務事業の見

直し、対策３の公共的施設の見直し、対策４の外部委託の推進によって職員数の削減も必然

的にされていくかと推測はされます。 

 ただ、先ほど御答弁されましたように、第４次海津市定員適正化計画の目標数よりも現在

の職員数は減っているわけでありまして、職員数の削減に関しましては、市民サービスの維

持向上に努めていただくことを主眼に置いて慎重な御検討をお願いしたいと思います。 

 あわせて、時期によって部署間で繁閑の差があるのであれば、部署間の異動をスムーズに

しやすくするなどの柔軟な対応について御検討いただきたく思うのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） タウンミーティングをさせていただきました、そのときにも御説明申

し上げましたが、海津市は390億の市債からスタートしています。これは全部でですけどね。

去年の時点で342億ぐらい、決して増やしているわけではありません。そのことを前提とし

て御質問をしていただきたい、このことをお願い申し上げます。 

 それから、今、課別の……、もう一度そこのところをお話ししていただけませんか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 
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○３番（松岡唯史君） 今、私が質問いたしましたのは、減らしていないから減らしたほうが

いいとか、そういうことではなくて、まずそもそもが今後、公共的施設の見直しですとか、

事業の縮減とか統合とかをしていく中で、そういうことをするのであれば事務数、職員数と

いうのは減っていくであろうということは考えられるであろうということがまず１つと、職

員数の削減についてタウンミーティングの中で意見が出ましたので、それに対する御認識を

お聞きしたまでであって、特に私が、今、市長がおっしゃられたようなことを言っているわ

けではないというのが１つと、もう一つは、部署間によって繁忙期というのが異なったりす

ることがあるかと思うんです。部署によってもそれぞれその業務量がいろいろあるかと思い

ますので、時間外の勤務時間というのか、出てくる、多い少ないというのがあると思うんで

すけれども、そういう中におきまして、部署間で職員の方の異動がスムーズにできるような、

そういうようなことはできないだろうかという質問なんですけれども、よろしいでしょうか。 

○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） 部署間の異動ということですけれ

ども、通常で定期的には４月１日異動を行っておるわけですけれども、必要に応じて部署内

であれば部長の権限において異動も可能ですので、そういった異動もしております。 

 また、今回、特別給付金の関係では、新たに仕事の需要に応じて部署を設けて対応してま

いりますので、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） ぜひ各部署で各職員の方の勤務時間数とか、そういったものを把握し

ていただいて柔軟な対応をしてただけるようにお願いしたいと思います。 

 あと公共的施設の見直しについてなんですけれども、先ほど今後タウンミーティングで説

明をするということでありましたが、市民生活に特に影響を及ぼすことであると私は思って

おりますので、統廃合などが決まってからの説明ではなく、多くの市民の方の意見とか要望

が取り入れられるように、できるだけ早い段階で開いてもらうことですとか、例えば開催日

時を平日働いてみえる方のために土・日に開催するように改正するとか、タウンミーティン

グの進め方なども工夫していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほども答弁申し上げましたように、松岡議員がおっしゃるとおりだ

と思いますので、それはそのようにしていきたいと思います。 

 もともと政策決定というのは、まず庁舎の中でこういう方針でいこうというのをします。

これは、まず決めないと前へ進めないわけでありまして、それを決めて、そしていろんな団

体、あるいは議員の先生方に説明をして、まあまあ了解がいただければ、今度市民の皆さん
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方にまた御説明していくと。そして、そこで賛成、反対があって、そこで判断を決めていく

ということになろうかと思います。 

 したがいまして、条例、議会の先生のところまで持っていくまでにいろいろやるステップ

がありますので、それは丁寧にやっていく必要があるだろうと、このように思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ぜひ建設的な意見交換ができて、その合意形成が図られるような場と

なるように工夫のほうをよろしくお願いいたします。 

 次に、非核平和事業への取組についてなんですが、非核平和都市宣言に関しましては、今

定例会の初日に賛成多数で可決され、本当にうれしく思っております。先ほども述べました

が、この宣言を力にして非核平和の大切さを学び、後世に伝えていくことが大切だと考えて

おります。非核平和事業の充実を、今後、どうかよろしくお願いいたします。 

 最後に、新型コロナ対策についてでありますが、私の要望事項に関しましては、ちょっと

難しいという御答弁だったと理解しておるんですけれども、限られた財源の中でほかの新型

コロナ対策事業も出されておるということなのでということは理解できますけれども、一方

で、コロナ禍において、皆さんも当然御存じだと思いますけれども、市民の方の暮らしは厳

しくなっているということは明らかではないかと思っております。 

 先日、どのくらい市民の方が暮らしなどに困っているのかを確認するために、社会福祉課

へ相談件数などを問合せをさせてもらいました。そうしたところ、今年４月から７月までの

間にくらしサポートセンターへ生活収入関連の相談のあった件数は、昨年と比べて倍近くで、

その多くはコロナ関連であるとのことでした。 

 また、緊急小口資金や総合支援資金といった、収入減少に伴い、生活が厳しくなった方へ

の貸付けも、同様の時期で昨年が２件だったのに対して今年は78件とのことでありまして、

新型コロナによって厳しい生活を強いられている方が増えていることがうかがえます。 

 今後、新型コロナの影響が長期化すればするほど、また感染の度合いによっては暮らしや

経営がますます厳しくなることも考えられます。先ほどもおっしゃられたような新型コロナ

対策事業に伴う補正予算案も出されておりますけれども、先ほど御要望させていただきまし

た事業所向けの給付金、暮らし、子育てにかかるお金の免除につきまして、こうした状況に

あることを勘案し、改めてぜひ検討をしていただきたいと思います。 

 また、既存の制度、例えば収入が３割以上減少する見込みの国保の加入者については、国

保税が２割から全額免除になる制度などもホームページに掲載をされておりますが、それだ

けでなくていろんな媒体で周知徹底をしていただくことを要望いたします。 

 引き続き、市民や市内事業者の方の命、暮らしや経営を守るための対策を考えていただく
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ことをお願い申し上げまして、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。 

 ここで午後１時まで休憩をいたします。 

（午前１１時５１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５７分）  

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

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（水谷武博君） 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〕 

○12番（川瀬厚美君） 議長の許可を得ましたので、２点の質問をしたいと思います。 

 １点目、財政説明はされた、市民に夢と希望はあるのか、質問相手は市長。 

 ２点目、ネーミングライツは進んでいるのか、質問相手は市長。 

 質問内容、１．私は令和元年第４回定例会において、「合併後14年、産業振興等による経

営型の行政運営へと転換もままならず、市の貯金である財政調整基金などを取り崩し、収支

の均衡を保ってきたが、基金の残高は急速に減少し、厳しい状況が続く。財政が悪化したの

は事実であり、これまでに至った原因、経緯等、市長在任14年間の責任において、市民のほ

うに出向き説明する必要がある。一方的な補助金カットや公共料金の値上げに市民からは憤

りの声が随所で聞かれる。市民に真摯に向かわれる、そのことによって市民に自覚が生まれ、

新たな出発が始まる」と申し上げました。だからともちろん申し上げませんが、７月13日、

15日、16日と海津、南濃、平田でタウンミーティングが開催され、海津市の財政状況が髙木

地方創生・行革担当部長より説明がありました。 

 本市の財政悪化の原因は、人口減少や少子高齢化による歳入の減少、扶助費の増大、他に

も重複した公共施設や、地理的に橋も多く、集落も点在するため、上下水道設備にも多額の

維持管理費がかかるなどの説明がありました。 

 また、平成25年度には財政調整基金が19億6,000万円あったが、平成30年度には11億6,000

万円となり、未来の子どもたちに負担を残さない、持続可能な財政であるために、令和７年

度決算には財政調整基金が10億円を堅持したい。そのためには、特別職の給料、手当の削減

も必要とするということでございました。 

 その対策１．市長20％、副市長15％、教育長10％の削減を１年間実施すると議会に説明が

あったが、報酬審議会の答申は、「特別職は20％程度の削減をしばらくの間」と答申があり、
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厳しい財政が１年間で好転するとも思えず、削減期間を１年間とした根拠は何かをお尋ねし

ます。 

 対策２．事務事業の見直し、対策３．公共的施設の見直し、対策４．外部委託の推進、対

策５．公営企業等の健全経営と説明されましたが、具体的な内容をお聞きできますか。 

 また、各見直し等により市民サービスが低下し、さらに若者の流出が進むことになっては

何にもなりません。事は志があって到達します。市民皆様が夢と希望を持って生きていける

まちであるために市長はどのようなビジョンをお持ちなのか、お尋ねをいたします。 

 質問２．南濃温泉「水晶の湯」まで上がる遊歩道にアジサイが多く植えられていることか

ら、市は「アジサイの小径」と命名し、ネーミングライツ企業を募集したところ、南濃町徳

田で良質の水をくみ、販売をしている株式会社ミツウロコと平成28年３月に、年間20万円、

５年間のネーミングライツ契約が成立しました。 

 私は、平成30年第４回定例会一般質問の中で「市内の公共施設の仮称名をつけ、ネーミン

グライツを募集しよう」と述べたところ、当時の担当部長は、挙手をし、これから進めます

と答えられたが、その後、あの答弁はどうなったのか尋ねます。 

 以上、２点を質問いたします。 

○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１点目の財政説明はされた、市民に夢と希望はあるの

かの御質問にお答えします。 

 松岡議員の御質問で答弁しましたように、本年６月16日に市財政再生対策を公表させてい

ただきました。 

 近年、実質単年度収支の赤字が続いており、財政調整基金という市の貯金に相当するもの

の取崩しで歳入不足を補うことが続いております。このままでは、早晩、財政調整基金が枯

渇し、予算編成が厳しくなることが予想されるため、財政がさらに悪化する前に先手の対策

を打ち、財政を持続可能としていくために、行財政改革によって令和７年度決算時に財政調

整基金残高10億円を堅持することを目指すと財政再生対策に記載させていただきました。 

 市財政再生対策の公表に伴い、市民の皆様に本市の財政状況について適切に理解をしてい

ただくため、本年７月に地域ごとにタウンミーティングを開催したところであります。 

 １つ目の特別職の給与について削減期間につきましては、議員仰せのとおり、特別職報酬

等審議会の答申では、財政状況の悪化に対する責任の一端は免れないとの観点から、市民が

納得できるはっきりした姿勢を示すため、20％程度の減額が必要であると。減額する期間に

ついては、当分の間とされており、財政状況悪化に対する責任として減額するのであれば、
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市長の任期までとするのが妥当であります。 

 しかし、審議会の答申以降における新型コロナウイルスの感染拡大は、市民生活や地域経

済に多大な影響をもたらしています。この影響を踏まえ、他市町では、特別職の給与等を年

度末まで減額されるところや、期末手当のカットのみされるところなどがあります。また、

国会議員の歳費削減期間は、本年５月から１年間とされております。 

 新型コロナウイルスの感染拡大による市民生活や地域経済への支援対策は、今後も継続し

て取り組むことが必要であり、その財源に充てるため、減額期間を国会議員と同じ１年間と

させていただいたものであります。 

 ２つ目の具体的な対策事項につきましては、議員仰せのとおり、行財政改革のスタートと

して、まずは市長、副市長、教育長の給与をそれぞれ20％、15％、10％削減いたしました。

その上で目標の達成のための方向性として、事務事業の見直し、公共的施設の見直し、外部

委託の推進、公営企業等の健全経営を上げさせていただいております。 

 市財政再生対策に記載しておりますが、市民の皆様への具体的なお願い事項につきまして

は、本年度に策定しております「財政再生プログラム」に記載させていただくとしておりま

す。財政再生プログラムについては、現在、作成中であり、方向性が定まりましたら、新型

コロナウイルスの感染状況を踏まえつつ、タウンミーティング等の方法で市民と対話しなが

ら策定していきたいと考えております。 

 ３つ目の市民皆様が夢と希望を持って生きていけるまちであるための市長のビジョンにつ

きましては、議員仰せのとおり、財政再生は大変重要ではございますが、それだけで市の活

性化を達成できるわけではありませんので、市の活性化のための施策を実施していく必要が

あると考えております。 

 私は、３町の合併後、市長に就任させていただきまして以来、「海津市に生まれてよかっ

た、住んでよかった」といった幸せと笑顔があふれる、元気な海津市を市民の皆様と一緒に

創造することを目指して市政を担わせていただきました。 

 市第２次総合計画では、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」と定めており、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、重点施策の２として、子育て環境の

整備、重点施策の３として、安心・安全な生活環境の整備を定めております。 

 この中でも特に重点施策の１と２について述べさせていただきますと、重点施策１の地域

のにぎわいと活力の向上につきましては、本市の産業の強みは農業にあり、今後もこの強み

を生かしていく必要があると考えております。 

 その一方で、市の税収の観点から考えると、工場の誘致や移住・定住の促進を進めていく
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必要があります。農業という強みを生かしつつ、企業誘致や移住・定住の促進等を進めてい

き、農業・商業・工業のバランスある市の発展を目指していきたいと考えております。 

 重点施策２の子育て環境の整備につきましては、これまでは高齢者世代に向けた施策や施

設の建設に比べて、子育て世代に目を向けた施策や施設の建設が少なかったと考えておりま

す。子育て世代の暮らしやすいまちを実現し、減少する子どもの数に歯止めをかけるために

も、今後は子育て世代に光を当てた事業を積極的に実施していきたいと考えております。 

 ２点目のネーミングライツは進んでいるかの御質問にお答えします。 

 ネーミングライツにつきましては、過去の一般質問でも答弁しましたとおり、財政的に厳

しい状況で、歳入の増加を図る観点から、導入について前向きに取り組んでおります。 

 今年度は市公共施設等総合管理計画の改定と個別施設計画の策定を進めており、併せて市

行財政改革大綱に記載された財政再生プログラムの策定にも取り組んでおります。 

 ネーミングライツ導入に関しましては、要綱案等は作成済みでありますが、対象施設の選

定に当たり、先ほど申し上げました各種計画等との整合性が必要ですので、計画等の策定に

併せて募集要項等を作成し、進めてまいりますので、御理解をいただきますようお願いいた

します。 

 以上、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） タウンミーティングが３日間開かれたんですけれども、私は開催され

たのがとても遅いというふうに思っております。問題は赤字財政が続くことと指摘をされて

おりますけれども、当然のことであり、タウンミーティングはもっと早く開催すべきだった

と思っております。 

 社会保障費が増大していく、若い人の流出が止まらず、税収の落ち込み、そのエックス線

にある時点で、私は、これからこうなる、現在こうであるからこの先こうなると、だから私

たちも頑張るから、市民の方々にも何かと御負担をおかけするかもしれない、こういった段

階でやるべきだというふうに思います。 

 ですから、何年もたって、そして赤字が続くということでいきなりこういうことでは、私

はとても遅かったと思っています。 

 それから、こういうことに対して、もっと早くそういうことを開催するということは考え

られなかったのか。事務方トップの副市長、その点では考えられなかったのか、ちょっとお

伺いします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 
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○副市長（福田政春君） 近年の財政的な赤字も含めて、そういう状況の中で、その決算の結

果も踏まえ、このたび財政再建に向けての取組をしっかりとつけた次第でございます。 

〔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） 後手、後手に回り、市民から大変また厳しい声が、言葉が出るんです。 

 昨年第１回定例会予算において、特別職の給料は下げよ、自分たちの身を削ってから市民

の方にお願いするのが順序でしょうと六鹿議員が提案し、私たちは賛成したんですが、反対

多数で予算は可決された。 

 しかし、今回、タウンミーティングで出された資料では、「市民の皆様に御負担をお願い

するに当たり、市長、副市長、教育長の給料、手当を削減させていただきます」とあります

が、市長、今まであなた方が言われたとおりですよというふうに認められるのかどうか、ち

ょっとその点、ひとつお尋ねします。 

○市長（松永清彦君） もう一度お願いできませんか。 

○12番（川瀬厚美君） 市長が市民の皆様に御負担をお願いする前に、市長、副市長、教育長

の給料を下げますと言われたんですけれども、そういった言葉は、今まで度々そういったこ

とをこの場で六鹿議員、また私も申し上げてきまして、それと同じ言葉が載っていますけれ

ども、そのとおりであるというふうに思われるのかどうか、その点は。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 財政が非常に厳しくなってきたというのは事実でございます。これは

いろいろな要素があったわけでありまして、それに対応できるべく努力をしてまいりました

けれども、その分だけ窮屈になってきていると。したがって、早めに対応させていただきた

いということで、今回、こういった指針を出させていただきました。 

 いろんなことに関して対応するということは、それは当然でございまして、いろんな思い

の中でそれを進めていきたいと思っています。 

〔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） 報酬審議会には市民の団体の方々の代表の方も入ってみえるようであ

りますし、当然、その団体の方々には答申の内容は伝わっています。その方々からは、私に、

あの答申はどうなったの、コロナにすり替えて１年で終わりか、あの答申は何だったのかと

尋ねられます。 

 今年の初めの支所を出張所に、あの件においても、12月で予算の面から決定しておいて、

２月に説明会、市民の方々の行政に対する不信感は募ります。 

 私たち行政に関わる者は、あくまで市民の方々にとって、あくまで市民の方々のお気持ち
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はどうかと、これが基準であると思います。聡明な市長は、市民が不信感を持つ、また市民

を愚弄するようなことはされてはいけません。 

 事務方トップの副市長は、このような市民感情をどのように思われるのか、その点、ひと

つお尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 答申を受けまして、先ほど市長が答弁をさせていただいたとおり、

財政の悪化に向けた責任等も含めて減額をさせていただくということで、今回、改正をさせ

ていただいたところでございます。その辺の責任的なことも含めて、今回条例改正というこ

とにさせていただいております。 

〔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） 市民感情は、市民の方々からは不信感が募るということだけ申し上げ

ておきます。 

 タウンミーティングの説明の中で問題点が２つあると、１つは歳入で歳出を賄えていない

こと、もう一つは市の貯金、財政調整基金が少ないことというふうになっておりますけれど

も、この資料のまとめ、副市長、髙木部長が書かれたと思いますけれども、海津市は財政的

な観点から厳しい地理的条件にあると、その事実を念頭に財政運営をしていかなければなら

ないという言葉でまとめてありますけれども、しかし、こういった言葉は、当然、髙木部長

は国のほうから見えている方でありますので、こういう表現の仕方になったと思いますけれ

ども、県や国といった上級官庁からの海津市財政に対する評価のような書きぶり、このよう

に捉えるわけでございます。 

 そして、市の資料の大切な総括部分から、海津市という当事者として危機感が伝わってこ

ない、現状報告の感だけしか受けない、こんなことを思います。今後展開しようとする施策

に対して強く語りかけていただくことはできなかったのか、その点をちょっと残念に思って

おります。 

 そこで、副市長にお尋ねします。 

 副市長は、合併以来、ずうっと財政畑で活躍され、ある意味海津市の財政を最も知り得た

職員であると思っております。 

 そこで、現在の財政状況を率直にどのように分析しておられるのか。赤字が続く、その打

開策、こういったものをどのように考えておられるのか、もしありましたら、ひとつお聞き

したいと思います。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 合併してからの財政状況も含めて、人口の減少、税収の減少、これ
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は税収につきましても、国の制度も改正される中で税収が減少しておるということも含めて、

この15年経過をしてきておるわけでございますけれども、現状の財政状況におきましては、

やはり人口の減少に伴います税収の減ということにつきましては、すぐに打開策が出るとい

うことは見込めない中で、いかに現状の税収等も含めて財政運営を行っていくかということ

でございます。 

 そうした中で、今回、財政対策ということでお示しをさせていただき、皆さんに御理解を

いただきながら、現状の収入に見合った財政運営を行っていくということで財政再生対策を

まとめさせていただいたわけでございます。今後、その対策に向けて着実に進めていきたい

と思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） ５つの対策のうち、公共的施設の見直し、外部委託の推進、公営企業

等の健全経営、先ほど御答弁もいただきましたが、こういったことは、既にもう十数年来に

至り取り組まれてきたことばかりだと思います。大きな成果がないがゆえにこのような財政

危機に陥ったと、このように思っております。 

 では、こういったことだけではなくて、入りはどのように、何か考えてみえるのか、何か

ありましたらお尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 予算が厳しいということでいろいろお願いをしているわけであります

けれども、予算立てというのは、これは一つのまた違った意味で立てることができるといっ

たことも含めて、今、何とかこのある基金をそのまま残していこうじゃないかということで、

この新しいスタートを切ったわけであります。 

 それから、先ほど川瀬先生がおっしゃいましたけれども、一つの施策を進めるということ

は、ある程度庁舎内で方向づけをします。方向づけをしましたら、それを議会の先生方に、

まず御相談申し上げ、そしてその次には自治会の代表の皆さん方に御相談申し上げ、さらに

は市民の皆さん方へ説明をする場所を設けて、特にいろんなことで市民の皆さんに関係する

ようなことは、これはやっぱり正確に説明をしていかなくちゃいけないと、そのことは絶対

必要なことでございまして、それが済んでから初めて議会の先生方のほうにお願いに上がる

ということでございます。 

 したがいまして、この施策を決めていく段階の中で、また市民の皆さん方にいろいろとお

世話になりたいと、このように思っております。 

 それから、入りがどうか、予算がどうかということでございますが、それなりに入りのほ

うも考え、それから出のほうも抑え、そういったことで今進めておりますので、よろしくお
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願いを申し上げます。 

 １つは、これは温泉に入られる方、入湯税が40円でしたのを100円にさせていただきまし

た。 

 それからあと、今、総務課のほうで努力してくれておりますが、これは電気料金を相当見

直しをかけています。そういったものも、やることがまだまだあると。 

 それから、施設がダブっているものを有効に使っていくという、まだまだやることがある

といったことで、今、根本的に見直しを図ろうということでやっておりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

〔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） 入りに関してはまだまだ、私も今まで度々申し上げておりますけれど

も、海津市内の資源をさらにさらに生かし、ＰＲして生かすということがまだまだ可能であ

ると思いますので、その点、しっかりと皆さんと知恵を出し合ってやっていきたいと、こん

なことを思っています。 

 そこで、市長に再度お尋ねしますけれども、過去を踏襲するようなやり方で、人口減少、

経済の停滞、さらにコロナ禍の中にあって海津市財政は本当に再生することができるのでし

ょうか。その意気込みをもう一言、お尋ねをいたします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほど川瀬先生から夢が持てるかと、そういうお話をいただきました。

実は川瀬先生もこれは御存じですが、下多度のほうで軽トラ市というのを始めていただいて

おります。この軽トラ市を始めていただいたのは、スマートインターチェンジができるとい

うことで、あそこのヒガンバナとか梅とか、そういったものにまたたくさんの人に来てもら

って、そこで見てもらうだけでは駄目なので収入にもつなげようということで、今、一生懸

命努力をしていただいております。 

 その方々に報いるためにもスマートインターチェンジをしっかり造って、あそこはパーキ

ングになりますので、あそこにパーキングができたら、柿酢とか、あるいは柿とミカンを精

いっぱい売れるようにしていきたいなあと思っています。それに向けてＮＰＯの方々、ヒガ

ンバナが津屋川の東側には生えていなかったと、あそこに3,000球植えてくれました。将来、

パーキングができたときに、そこから見られるように、そしてまた、引き続き植えていただ

けるような話を聞いております。そういった努力をしていただく。 

 私どもは、パーキングをしっかり造り、アクセス道路も造り、そしてあそこはハリヨもお

りますので、ハリヨ対策として公園を整備させていただきました。これも企業版ふるさと納

税を活用させていただいて、池の拡幅、あるいは駐車場の整備ということをさせていただき
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ました。 

 こういったように地域づくりを一生懸命やっていただいていると、私どももそれにお手伝

いできることは一生懸命やっていくということであります。 

 これは下多度だけではなくて、もう一つ、里雄先生からも御質問をいただいておりますが、

大江緑道も将来、今、国のお金で公園化をしていただいておりますが、ここも大きな魅力に

していきたいなあと思っています。 

 それから、トロッコを走らせることができないかと、そういった夢を持ってやっています

し、あの風車を回転させることができたならば、それで子どもたちがたくさん来てくれるの

ではないかなあと思っています。 

 それから、もう一つ、お千代保さんに隣接する早川邸というのが国の重要文化財の指定を

受けました。これを今後、地元のあそこの活用を考えておられるチームがございまして、そ

ういった方々といかにこれから磨き上げていくかといったこと、ほかにも多々あるんですが、

そういった夢を持ちながらやっていけたらいいなと、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。 

○12番（川瀬厚美君） ちょっと戻りますけれども、先ほど市長の特別職の給料、手当につい

て、市長の任期と同じにするという答弁をされましたけれども、市民の方々は、そうかとい

うふうには納得をされていないということなんですね。あくまで答申は、もちろんその答申

に従う、当然拘束力はありませんし、あくまで参考意見ですけれども、市民の方々は納得さ

れていないということだけ申し上げておきます。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 市長の給料は低いけど、働きが悪いから下げなさいと、そういう答申

だったと思います。その中で、教育長、それから副市長、それぞれ責任の度合いが違うと私

は思っています。それを一律20％というお話でございました。したがいまして、趣旨を尊重

させていただきまして、私の給料を20％下げさせていただき、責任の度合いによって、副市

長が15％、それから教育長が10％という形にさせていただきました。 

 １年といたしましたのは、別にまた１年そこで継続するかどうかを考えれば、それでいい

んだと私は認識しております。 

〔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） 気持ちがいろいろあるとは思いますけれども、新聞には弥富市では、

特別職のボーナスをこの夏はゼロにしたというふうに新聞に載っておりました。ですから、

それぞれお気持ちはあるかと思いますけれども、そういうこともありました。 
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 それから、先ほど松田議員の質問の中で日本の子どもたちの幸福度が述べられました。本

市においても、平成30年度の市内の中学生の不登校が42人あったと聞いております。家庭の

事情もあると思いますけれども、フィンランドでは専門職に就きたいと考える高校生は実に

60％、40％が大学へ進むと。その60％は、早く社会に出て自分の力を試したい、社会のため

になりたいというふうに考えているそうでありまして、今後、物質面での豊かさだけではな

くて、心の豊かさの教育が市民に対して行われるようなまちづくりのビジョン、そういった

ものは考えてみえないか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 川瀬議員に申し上げます。どなたに質問、質問相手は。 

○12番（川瀬厚美君） ちょっと付け加えを、すみません。 

 五、六年前、城山小学校の体育館で全校生徒の前で校長先生が「学校は楽しいですか」と

言われた、誰も手を挙げなかったんですね。で、校長先生が「あれ、学校は楽しくないの」

と言われた。私は中におったんですけれども、うーん、これは子どもたちがやらされている

感、こういったことの表れかなと思ったんです。 

 ですから、先ほど教育長が他の議員の質問でいろいろ答えてみえますけれども、やっぱり

いろんなある意味、別の観点から考え直すことが必要ではないかと。 

 ですから、海津市としても、やっぱり楽しい学校、そして心の豊かさといったものもある

程度考えて、前へ出してまちづくりをしていったらいいかなというふうに思っておりますの

で、その点において、市長、ちょっと一言お願いします。 

○議長（水谷武博君） 川瀬議員、まちづくりについてということでございますね。いわゆる

質問事項というか、質問内容に沿って、すみません。 

 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 子どもがどういうような判断をするかというのは、やっぱり大人社会

の背中を見て子どもは育っているんだろうと思います。したがいまして、我々大人が子ども

に夢を持たせるような、そういったようなことをやっていく、日々の生活の中でそれを具体

化していくということが必要ではないかと思っています。 

 具体的に言いますと、今、教育委員会の中で、いいことをやったら子どもさんたちを褒め

よう、そしていい言葉があったら元気づけようと、こういったようなことをもっともっと大

人がしっかりやっていくということが必要ではないかなあと、このように思っております。

教育長は教育長の意見があるかもしれませんが、どうぞ。 

〔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） 時間がなくなりますので、次のあと一つ。 

 ネーミングライツは、横浜市のスポーツ施設には日産スタジアム、名古屋総合体育館には
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日本ガイシスポーツプラザ、岐阜県でも岐阜市でＯＫＢアリーナ、ＯＫＢふれあい会館等、

各市町でネーミングライツの施設も多い。 

 我が海津市でも、木曽三川タワーをはじめ公共施設が多い。ですから、いろんなまちづく

り、入りの面は、大も中も小も考えなくてはならない。ですから、当然その管理者は、国で

あり、県であり、町であり、いろいろあると思いますけれども、やっぱりそういった、また

駅も５つありますので、楽しく夢のあるような仮称の名前をつけて、そういったネーミング

ライツ企業を募集する、こういったことを思いますけれども、その点について今後取り組ん

でいただけるかどうか、最後にひとつお願いします。 

○議長（水谷武博君） 総務部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。 

 先ほどの市長の答弁にもありますとおり、要綱案等は作成済みでございますので、ネーミ

ングライツについても適切に前向きにどんどん進めていきたいなとは考えておりますが、も

ちろんその企業、その相手というか、手を上げていただける企業のこともありますので、市

だけの都合というか、市の望みだけで進むわけでもないのでなかなか難しい面があるんです

が、前向きに検討していきたいなと考えております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 時間が参りましたので、じゃあ最後の一言。 

○12番（川瀬厚美君） 市の発展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。 

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

◇ 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） では、議長の許可をいただきましたので、私からは本市人口ビジョン

並びに創生総合戦略についてお伺いをいたします。質問相手は市長でございます。 

 質問内容。 

 2014年５月、民間研究機関である日本創成会議が全国の市町村の約半分に当たる896団体

を「消滅可能性都市」として名指ししたことも影響し、同年９月、国にまち・ひと・しごと

創生本部が設置され、12月には、通称「地方創生法」が制定されました。 

 それに基づき、2015年度より各地方自治体は、それぞれの「人口ビジョン」と５年を計画

期間とする「地方創生総合戦略」の策定が義務づけられました。それから５年が経過した本

年度からは、同総合戦略の第２期がスタートしております。 
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 本市においては、昨年11月に改訂版「海津市人口ビジョン」、本年３月には「第２期海津

市創生総合戦略」が策定され、市のホームページに公開されています。また、５年の計画を

終えた「第１期海津市創生総合戦略」の施策評価・事業評価報告が７月の議会全員協議会に

提出されました。 

 そこで、上記の件について本市の基本的な考えを、以下お尋ねをいたします。 

 第１期の施策評価・事業評価によりますと、創生に資する事業の評価として、210の事業

のうち、「効果があった」が175事業、「効果がなかった」が５事業、「どちらとも言えな

い」が26事業、「その他」が２事業となっており、実に80％以上の事業で効果があったと評

価されています。 

 しかし、一方で、地方創生の全ての施策や事業の目標が達成できなくても、最終的に目標

人口がクリアしていればいいという判断もございます。 

 これらのことと第１期の人口目標に対する現実人口の推移を踏まえ、第１期総合戦略を総

括してください。 

 また、第１期の課題は、第２期の総合戦略にどのように反映されていますか。 

 次に、人口ビジョンについてお尋ねをします。 

 本市の人口ビジョンでは、2040年の推計人口として、国等の推計を含め４パターンが示さ

れています。そのうちで本市の独自推計について、第１期の人口ビジョンでは、2040年の推

計人口は２万9,000人でしたが、第２期では２万2,000人と激減しています。その理由と計算

根拠をお示しください。 

 また、20歳から39歳の女性人口について、2010年、2015年の実数と2040年の推計人口は。 

 人口の確保には自然増と社会増しかありません。自然増では、人口を維持するのに必要な

合計特殊出生率は2.07だと言われています。本市では、2015年以降、1.13が最高で、2018年

は0.90だったことを考えると、これは夢物語と言わざるを得ません。 

 したがって、本市に限らず多くの地方自治体では、日本人を対象に社会増を目指し、お互

いに人口が減少していく中での奪い合いを行っております。これは、いずれ行き詰まること

は目に見えており、本来目指す地方創生ではないと思っております。 

 人口が減っていくことを前提にした地方創生を目指すことも有効な方法だと考えますが、

今後、本市が目指す地方創生に対する基本的な考えをお示しください。 

 以上、よろしくお願いします。 

○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） 伊藤誠議員の本市人口ビジョン及び創生総合戦略についての御質問に
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お答えします。 

 第１期の市創生総合戦略は、国や県の動向も踏まえ、本市の特性に配慮しながら定住や移

住の促進を図り、出産・子育て支援を推進することで人口の減少を抑え、活気あるまちづく

りを進めるため、計画期間を平成27年から令和元年度とし、策定したものであります。 

 創生総合戦略は、毎年、新規事業等を追加するなど改定し、次年度にはＰＤＣＡサイクル

により、総合戦略推進本部会議、総合戦略推進懇談会での意見・評価を踏まえ進めてまいり

ました。 

 その基本目標は、１つ、まちの魅力の向上、産業振興による定住人口の増加、２つ、海津

ブランドの構築と観光振興による交流人口の増加、３つ、子育て世代が安心して暮らせる地

域づくり、４つ、地域で連携して防災や高齢者対策等に取り組み、生涯を通じて安心な暮ら

しを守る地域づくりの４つを設定し、目標を達成するための13の主要施策と27の施策を上げ

ております。 

 また、主要施策や施策に対する事務事業として、５年間で210の事業について取り組んで

まいりました。 

 第１期創生総合戦略の目標人口については、人口ビジョンにおいて独自推計により2040年

の総人口を推計しており、年ごとでは、2015年３万6,102人、2020年３万4,670人、2040年２

万8,975人と推計しておりました。 

 参考までに、住民基本台帳の人口については、2015年４月１日現在で３万6,670人、2020

年４月１日現在で３万3,966人となっており、このことから本年度実施する国勢調査におい

ても相当数が減少するのではないかと予想しております。 

 １つ目の第１期創生総合戦略の総括につきましては、昨年度、第１期の計画期間が終了い

たしましたので、総合戦略推進懇談会にて第１期全体の施策評価・事業評価についての御意

見をいただきました。 

 施策評価では、基本目標４項目に対しての数値目標成果で達成が１項目、未達成が３項目、

各施策に対しての成果で達成が14項目、未達成が13項目でした。 

 基本目標に対しての施策評価では、１のまちの魅力の向上、産業振興による定住人口の増

加及び２の海津ブランドの構築と観光振興による交流人口の増加では、多少効果があったと

の評価が、３の子育て世代が安心して暮らせる地域づくり及び４の地域で連携して防災や高

齢者対策等に取り組み、生涯を通じて安心な暮らしを守る地域づくりでは、効果があったと

の評価となりました。 

 また、事業評価では、５年間で取り組んだ210の取組について、創生に資する事業であっ

たのか、各課にて評価を行いました。 

 議員仰せのとおり、80％以上の事業で効果があったことにつきましては、実施した個々の
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事業の目的が一定の効果が期待できるもの、または施策の目的に貢献ができる事業であった

と評価しております。 

 しかし、本市から都市部への人の流れを抑制できていない、目立った成果が見られないの

が現状であります。 

 第２期創生総合戦略につきましては、今年度より５年計画で進めてまいりますが、第１期

のよいところは深め、改善できるところは改めて、職員一丸となって取り組んでまいりたい

と考えております。 

 ２つ目の第１期の課題が第２期創生総合戦略にどのように反映されているのかにつきまし

ては、第１期の大きな課題は、人口減少に歯止めをかけることでございました。 

 創生総合戦略については、「移住・定住」がキーワードの一つと考えておりますが、人が

住み慣れた土地を離れ、別の土地に移り住むということは、非常にハードルが高いものと認

識しております。 

 取組に当たっては、住む場所、仕事、子育ての環境など、移住先として本市を候補地に入

れていただくことが極めて重要になります。 

 また、定住の観点からすれば、転出の抑制対策も必要になってまいります。 

 基本的に第２期の創生総合戦略にて施策を大きく変えたものではありませんが、第１期で

は４つの基本目標の関連性が分かりにくかったため、基本目標の関連性を整理し、どのよう

に移住・定住人口の増につなげるかという観点から分類し、取組を進めていくこととしてお

ります。 

 まず、移住のきっかけとなる可能性の高い観光事業を推進し、交流人口の増加に取り組ん

でまいります。第２段階として、観光客がリピーターとなって多様な形で本市と関わってい

ただくために関係人口の増加を狙った取組を進め、第３段階では、移住の候補地として選ば

れるような取組を進めます。第４段階としては、移住した人や現市民が安心・安全な暮らし

ができることや、女性に優しいまちづくりを進めたいと考えております。 

 また、これまで活用し切れていない本市の地域資源を使い、人を呼び込む事業も積極的に

進めたいと考えており、スポーツフィッシングのメッカとして知られる大江川水系を地方創

生の資源として捉え、釣りを通じて交流・関係人口の増加を図っていく試みなど、既に取組

を始めております。 

 また、近年の自転車ブームでロードバイク人口が増えていることから、そういった趣味で

当市を訪れる人々に、何度も足を運び、楽しんでいただき、本市に愛着を持ってもらえるよ

うな、ターゲットを明確にした事業を進めたいと考えております。 

 市民や企業、各種団体の皆様とも情報交換や意見交換を通じて本市の地方創生を進めてま

いります。 
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 ３つ目の第２期の人口ビジョンで推計人口が減った理由と積算根拠につきましては、市人

口ビジョンは、平成27年10月に初めて策定し、令和元年11月に改訂版を作成いたしました。 

 人口推計につきましては、国立社会保障・人口問題研究所が国内の全自治体の人口推計値

を公表しており、出生率、生存率、移動率等について、最近の動向を踏まえ推計をされてお

ります。 

 本市の人口推計は、国から提供されております「将来人口推計ワークシート」を活用して

おります。 

 独自推計とありますのは、今後、創生総合戦略の取組によって人口流出を抑制し、かつ自

然増を増やすための取組を進めて効果を出していく、そういった期待も込めた要素を含めて

推計しているものであります。 

 具体的には、出生率は、国の長期ビジョンを参考に、今後、段階的に出生率が上がり、

2020年1.6、2030年1.8、2040年以降は2.07を目指すというものになっております。 

 前回の人口ビジョンでは推計値であった2015年人口を、第２期では2015年国勢調査確報値

と置き換えており、この時点の差がマイナス896人となり、推計値減少に大きく影響してお

ります。 

 ４つ目の20歳から39歳の女性人口の2010年、2015年の実数と2040年の推計人口につきまし

ては、2010年では3,990人、2015年では3,314人、2040年は推計値で712人となっております。 

 ５つ目の本市が目指す地方創生に対する基本的な考えにつきましては、人口減少は、御存

じのとおり、本市だけではなく、国やほとんどの自治体においても課題となっており、当然、

人口減少を前提とした取組を検討していく必要があると考えますが、国はもとより、本市に

おいてもこれからの地方創生においては関係人口の増加を図り、地方に資金の流れをつくっ

ていくこと、そして市民やＮＰＯなどの地域づくりの担い手を育てること、さらに企業と協

働して地域課題を解消できる仕組みをつくること、さらには新しい技術を活用してきめ細か

いニーズにも対応していくこと、こうしたことは、人口増加が図られなくても、現在の市民

の皆様の満足度を向上させるものとなると考えております。 

 とはいえ、人口が減少していく事実を受け止め、その前提を基に計画的にまちの縮小を図

っていくことが重要になってくると考えておりますので、御理解をいただきますようお願い

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。 
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 最初に、ちょっと通告の中で一部数字、私のほうで間違っておりましたので少し訂正をさ

せていただきたいと思いますが、第１期の施設評価・事業評価でございますが、「効果があ

った」が「175事業」と申しましたが、今、答弁でいただきました「176事業」が正しいと思

います。それから、「どちらとも言えない」が「26事業」となっておりましたが、私の数え

間違いで「27事業」でございました。おわびして訂正させていただきます。 

 今回の質問は、今まで人口ビジョンとか地方創生の総合戦略の中で、以前から、そしてま

た今回、特に疑問に感じましたことをお伺いいたしております。 

 第１期の戦略の評価につきましては、答弁にもありましたように、推進懇談会の委員の皆

様に検証もいただいて、80％以上の事業で効果があったということでございましたので、こ

の点については感謝を申し上げます。 

 今回、大半の事業でその数値目標が達成されたわけでございますが、通告の中で申しまし

たように、専門家の中には、その事業の目標が達成できなくても人口目標がクリアできてい

ればそれでいいんだということをおっしゃる方もいらっしゃる。私も人口目標がクリアでき

れば、当然ほかの問題は大方解決するという意味もありますので、これは私は賛成できる話

だなあというふうに思っておりますが、本市の場合はむしろ逆で、これだけの事業目標を達

成できていれば、当然、人口問題とは多少タイムラグがありますので、すぐに３年や５年で

解決できる問題だと思っておりませんが、何らかの人口減少に歯止めがかかる兆しがどうし

てないのかなと、この原因はどこにあると思われますか。 

○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） お答え申し上げます。 

 80％以上の事業で効果があったのに人口減少に歯止めがかかる兆しがないのはなぜかとい

うことだと思うんですが、それぞれ総合戦略、第１期が先ほど市長の答弁にもありましたよ

うに、ちょっと４つの関連性が分かりづらいというふうに、そもそも移住・定住人口の増加

につなげていくのかというのはちょっと分かりづらいという点があったので、第２期でそれ

を整理して、それにつながるように交流人口、関係人口、移住・定住というふうな感じでや

ったんですけど、とはいえ、第１期も一応その定住人口の増加というのを目標にはしていた

んですけど、総体ではそれが目標とはあるんですけど、個別の施策は、もちろんどこかの点

ではその移住・定住につながるかもしれないですけど、個別の一つ一つのもの自体が移住・

定住を目標にしていないといいますか、またちょっと違った数値目標をそれぞれ立てている

ので、それを達成したからといって移住・定住につながってはいない。そのミクロとマクロ

でちょっとずれがあるのかなあというのは思います。 

 また、効果があったということについては、担当課の自己評価であるという点も影響して

いるのかなと、そういうふうに思われます。なので、ちょっとその点については、第２期は
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もうスタートしているんですけど、ちょっと留意しながら考えていく必要があるのかなと考

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） そうしますと、若干言い方を変えれば、事業の在り方そのものが適切

でなかった部分もあるというふうに取れるんですが、そういう思いでよろしいでしょうか。 

○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） お答え申し上げます。 

 適切ではなかったとまでは申し上げてはいないんですが、若干、それぞれ４つの大きな大

目標を掲げているんですが、それが果たして何を目的にしているのかというのはちょっと分

かりづらかった。一つの関連性というものが、ちょっと第１期では分かりづらかった点があ

るのかなと。先ほどの答弁にもあったんですけど、１つ目は、まちの魅力の向上、産業振興

による定住人口の増加、１つ目に定住人口が来て、２つ目に海津ブランドの構築と観光振興

による交流人口の増加、３つ目が子育て世代が安心して暮らせる地域づくり、４つ目が地域

で連携して防災や高齢者対策等に取り組み、生涯を通じて安心な暮らしを守る地域づくりと

いうふうになって、４つが果たしてどういう関係性にあるのかとかは、ちょっと分かりづら

いなあと私もこちらに赴任して思ったものですから、それぞれの関係性をちょっと見直して、

１つ目の目標に、移住のきっかけとなる可能性の高い観光事業を促進し、交流人口の増加、

第２段階で観光客等がリピーターとなって関わるだとか、ふるさと納税とか、いろいろな形

で関わる関係人口の増加も、これは今、国のほうも積極的にこちらの関係人口のほうを推進

していくようにというふうになっていると思っています。 

 第３段階では移住の候補地として選ばれるような取組を進めて、第４段階で移住している

人や既に住んでいる人が住み続けてもらえるような定住施策といいますか、そこにしっかり

と、海津市に根づいてもらうような施策をということで、４つに分類しまして、それぞれ個

別の施策が大きく変わったわけではないんですが、こういうふうに４つに人の流れといいま

すか、人に着目して分類し直したことでちょっとは分かりやすくはなったのかなと、これに

沿って目標を進めていけばいいのか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） ありがとうございました。 

 評価報告の中で効果がなかったとされているのが５事業あったわけでございますが、その

中の一つは、効果がなかったので事業を見直してと判断をされているんですが、第２期の総

合戦略にそのまま、また同じような形で掲げられているんですが、これはどういったことな
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んでしょうか。 

 同窓会に対する補助金の件ですが。 

○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） 同窓会助成事業の関係で効果がなかったという関係

ですけれども、昨年、一昨年と実績値につきましてはゼロということで、件数がございませ

んでした。 

 それで、新たに策定いたしました創生総合戦略の中でもその辺についてはうたわせていた

だいておりますが、方向性としては、引き続き事業としては推進していきたいと思っており

ますけれども、今、この内容について、また予算査定を迎えまして検討しておりまして、加

えまして新たに移住施策等も検討しておりますので、今回の戦略には掲げてございますけれ

ども、改めて検討はさせていただきたいなと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） この件は、また別の機会にお願いします。 

 それから、次に効果がなかった５事業のうち、そのうちの３事業は広域連携に関する事業

が効果がなかったということなんですが、広域連携に関するものについては、この今回の結

果を受けて今後の考えはどのようなふうに、どんな考えをお持ちでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 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） お答え申し上げます。 

 持続可能な地域づくりに寄与することを目的に西濃地域の３市９町による広域連携組織、

西美濃創生広域連携推進協議会というのを平成27年６月に立ち上げさせていただいて、観光

事業などの地方創生を推進するために必要な事業を企画して、協働して事業を実施していく

ということで西美濃地域全体の活性化を推進していっていると把握しております。 

 現在、実施事業としては、管理者、中堅職員の広域合同研修や定住促進ＰＲ事業として、

都市圏に対して西美濃地域の魅力をまとめてといいますか、みんなで積極的にＰＲしていく

ことなどを中心に、あとは企業支援等について大垣市を中心に実施しております。ですが、

効果としては、西濃地域も海津市と同様に転入者より転出者が多いというふうな状況になっ

ていることから、組織効果、人の流れという点で見ると、少し効果が出ていないのかなとい

うのは認識しています。 

 ですが、広域的に取り組むというのは実質的な事業数や規模などにおいてもメリットがあ

ることから、市単独では生み出せない効果もあるので、引き続き取り組んでいきたいとは考

えております。 

 なかなかほかの市と連携して取り組んでいくことというのは、一つの市でやるだけと比べ
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て難しい面もあるというか、なかなか調整したりというのが難しい面もあるので、ちょっと

そこは工夫が必要なのかなあと思うんですけど、個人的には、結婚関係であるとか、その人

の出会いであるとか、海津市や近隣の市町村も恐らくお見合いといいますか、結婚関係の出

会いをつくるとか、そういうような事業もやっていると思うんですけど、市だけとか町だけ

でやっても、もはや皆さんと知り合いの知り合いでつながれるようなレベルの市町村なので、

あまり効果が、ちょっと薄いなあと思うので、ちょっとそれをもっと、少なくとも西濃地域

に広げていって何かできれば面白いなと個人的には思っているんですが、なかなかちょっと

ほかの地域との連携というのも難しい面があるので、引き続きやっていきたいなと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 広域連携につきましては、連携していただくならいいんですが、広域

依存にならないようによろしくお願いします。 

 次に、人口ビジョンについてお伺いします。 

 多くの自治体では、合計特殊出生率など国のビジョンを参考にして地方創生事業を展開し

ていただいているんだろうというふうに思うんですが、2019年の国のビジョンでは、推計人

口、2060年に9,284万人、１憶人を若干切る程度ということで設定をされています。これは、

１年の人口の減少率が0.34％でいくと、2060年に9,284万人にとどまるという試算だそうで

ございますが、多くの地方自治体は、これに当然収まっていないわけでございまして、本市

の１年当たりの減少率、これはざっとの計算で約1.5％です。0.34％に比べて何倍になって

いるから、これは言うまでもないことだと思いますが、地方においては、この合計特殊出生

率など国が示した現実と全く違う数字でもって推計して、結果的に国の言う地方創生が破綻

してしまって、絵に描いた餅状態になっている自治体が非常に多いというふうに聞いていま

す。 

 じゃあ、本市はどうなんだということになるんですが、本市の合計特殊出生率は、過去10

年の最高が1.28でございます。それで、2015年以降は下降傾向で、0.90の年もあります。岐

阜県の県平均は、逆に2016年以降上昇して、1.5以上となっております。本市は、言ってみ

れば平均を下げている、この辺は本市のビジョンの中でもよく分析をしていただいています

ので問題点としてきちっと上げていただいておるわけでございますが、今、問題にしていま

すのは、2015年以降下降して1.0前後で推移しているにもかかわりませず、国が示した2020

年に1.6というあり得ない出生率を堂々と、それで推計したのが２万2,000人でございます。

2040年に２万2,000という数字は妥当だと思いますか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 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。 
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 その２万2,000という数が、私も来て見たときに、なかなか少ないねとか、急激に減って

いるなあとは思ったんですが、当初、2040年の独自推計人口は２万2,000人で、国の推計値

では２万1,000人ということで、さらに少なくなるというふうになっています。この数字が

妥当かどうかというのもなかなか難しいところがあるんですが、一つ言えることは、その出

生率が仮に1.6とかに回復しても、その効果が出るのが、その1.6でその年に生まれた人たち

が、またさらに子どもをつくるとか、そういうふうになるのは早くても二十数年後……。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 質問の趣旨は、全然現実と違う、1.6というあり得ない数字で出した

数字が妥当かということをお尋ねしています。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 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） お答え申し上げます。 

 1.6が妥当なのかどうかというのもなかなか難しいんですけど、ならばどの数字が妥当な

のかというのを判断するのも、ずうっと海津市の10年の平均が低かったと、1.5とかに全く

満たないというのをずうっと前提に計算していくのが果たしていいのか。そこも考えると、

なかなかちょっと難しいなあというふうな点なんですけど、答弁の続きになってしまうんで

すが、ここから言えることというのは、まさに私の答弁が途中になってしまいましたが重要

でして、なかなか出生率が回復しても、その効果が現れるのが、1.6を置くことがどうなの

かということよりも、その数値自体は実はあまり重要ではなくて、その仮に1.6とかに回復

したとしても、その効果が現れるのは早くて25年後、その人たちが子どもを持つ年齢になっ

てから、さらに子どもをつくって、それで増えてというふうな感じで、そのタイムラグ、出

生率が回復しても、それが人口とかに影響するというのは、なかなかタイムラグがあるとい

いますか、なかなかそこはすぐに影響が出るような話でもないので、仮に短期的な20年とか

15年先の人口を何とかしたいと考えるのであれば、それこそ移住・定住といいますが、ほか

の市町村から働き盛りの人が来てもらってとか、そういうふうなことがむしろ大事になって

くる。人口の減少を少しでも抑えるというのは、むしろそちらのほうが大事になってくるん

じゃないかなあと思っています。 

 もちろん、伊藤先生が御指摘といいますか、懸念されるように、ほかの市町村から取って

きても、例えば大垣市とか輪之内町から人が来たとしても、それは大垣や輪之内の人口減に

なるわけで、地域で取り合ってもあまりよくないといいますか、この西美濃地域で考えて、

果たしてそれがいいことなのかなとは個人的にもかなり思っていますので、むしろ西美濃地

域の人たちのマッチングというか、人と人の出会いをもっと増やして、もっともっと子ども

が増えてというふうな正攻法をやっていくほうが、この地域全体で考えるならばもっと有用
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なのじゃないかなと。その大垣や輪之内の人を奪い合うというか、それが海津市にとってよ

くても、その西濃地域が今度は逆に衰退してしまうので、もっともっと人が増えていくとい

うふうなほうを目指していくほうが大事なのかなとは考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤誠君。 

○６番（伊藤 誠君） 後で質問しようと思ったことも、今、髙木部長が答弁を大方していた

だきましたので、また後で質問は変えます。 

 次に、20歳から39歳までの女性の人口推計はお伺いしましたが、これはもともと消滅可能

性都市の判断は、2010年に対して2040年にこの年代の女性が半分以下になるおそれのある自

治体を選定したら896あったと。当然、本市も含まれているわけでございますが、今、本市

の推計、現状でお伺いしましたら、2010年が約4,000人、それが2040年には712人になると。

私はちょっと驚いたんですが、これは半分どころか、ごめんなさい、５分の１以下というこ

となんですが、今、本市の置かれている最大の課題はこの辺りにあるんじゃないかと思う。

これは、当然これもビジョンの中で大きな課題として取り上げていただいておりますが、何

か事務的な人ごとのような書き方がしてあったんで非常に気になるところですが、これは私

は非常に最大の課題だというふうに、対処してもいいんじゃないかというふうに思いますが、

いかがですか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 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） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおり、その20代から25、39の女性が人口推計や人口のデータを見ても、特に

市外に流出しているといいますか、もちろん若い男性も流出はしているんですけど、こちら

の女性が流出しているというのがかなりほかの年代と比べても多いので、そこは本当に大き

な問題だなと考えております。 

 なので、先ほど近藤課長の答弁にも少しあったんですけど、今、出ていく人が多いのを何

とか引き戻していくというか、それを頑張っていかなければならないなあと思っていまして、

それこそ有名な兵庫県明石市の市長とかはよく、明石市も近隣に大きな大阪なり神戸とかが

あるので若い人が出ていってしまうんですけど、それが年頃になったら帰ってきてくれると。

それで、大阪とかへ出ておる奥さんを見つけたり、旦那さんを見つけて、子どもを連れて帰

ってきてくれるとなると、マイナス１であったのがプラス３といいますか、最後に子どもや

旦那さんとかも連れて帰ってきてくれるとなると、むしろ人口が増えるといいますか、ある

意味大阪の人を奪っているだけなのかもしれないですけど、明石市で見るとそういうふうに

なっていると。 

 なので、人が出ていくことは、若い年代の人が出ていっているということは、それを呼び
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戻せれば、ある意味チャンスに変えることができるんじゃないかなあと個人的には考えてい

ますので、海津市で生まれ育った若い女性を何とか、その子どもがちょっと大きくなってき

たとか、名古屋とかで就職したけど、ちょっと父親や母親が年取って介護も必要なので近く

帰りたいなあとか、そういう人をもっともっと効果的に呼び戻す方法というのを令和３年度

の予算でうまくちょっといろいろ、それこそ住宅金融支援機構とか、いろんなところ、住宅

ローンを貸す組織なんですけど、そういうところとうまくコラボして、ちょっと住宅ローン

を安くやる施策とか、そういうのをうまく活用して、何とか人を戻そうというふうに考えて

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。 

 婚姻率の件についても、この施策の中で指摘をいただいておりますが、本市で先ほどもあ

りましたように、子育て支援につきましてはかなり先行して充実して行っていただいている

んですが、非婚・晩婚化の対策というのは、これは初めて、恐らくセットでないとなかなか

効果が出ないんじゃないか。片方だけでは、セットにして初めて成果が上がるんだろうとい

うふうに思っていますので、婚姻率の上昇というものについて、特にまた力を入れていただ

きたいというふうにお願いを申し上げます。 

 それから、地方で人口がお互いに減る中で取り合いをしてどうなんだということについて

は、今申し上げようと思いましたが、先ほど髙木部長からきちっと答弁をいただきましたの

で、それは割愛させていただきますが、創生の本来の意味からいたしますと、地方創生とい

うのは従前と違う初めてのことを実施するとか、他の自治体と違うことに取り組むと。今ま

ではどちらかというと踏襲とか模倣、今までどおりとか、ほかのまねというのが非常に多か

って、奪い合う者同士がまねし合っているみたいなところが結構あるような気がするんです

が、それから従前と違う初めてのことに取り組む、それからほかの自治体と違う取組という

のは、第２期の戦略の中に何かこれというものはありますか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 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） お答え申し上げます。 

 創生戦略の中でということなので関係人口の面ですと、それこそスポーツフィッシングと

いいますか、海津市は、ちょっと外来魚になりますがバスやヘラブナとか、川釣りがかなり

盛んな地域ですので、そのスポーツフィッシングをうまく活用して、その人を呼んでという

のができないかなあというのを考えていて、それは一つ新しいというか、あまりほかの市町

村にないことかなと。 

 先ほど述べたように、移住・定住に関しても、ちょっと住宅金融支援機構とコラボしてと
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いうのはほかの市町村でもやっているところはあって、近隣だと大垣や輪之内とか、そうい

うのはやってはいるんですけど、なので海津市だけというわけでは全くないんですけど、そ

ういうのをやったほうが、間違いなく家を建てる人は基本的に住宅ローンを借りる人が多い

と思いますので、新しくそういう政策を進めることも、とはいえ全部の市町村がやっている

わけでは全然ないので、そういうのは何か勝機になるのかなとは考えております。 

〔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した。 

 今、いろいろお伺いしましたが、いずれにしましても、この総合戦略が絵に描いた餅では

なくて、身も骨もある戦略になるようにお願いをいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで伊藤誠君の質問を終わります。 

 ここで２時35分まで休憩をいたします。よろしくお願いいたします。 

（午後２時１７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３３分）  

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（水谷武博君） 10番 六鹿正規君の質問を許可いたします。 

 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○10番（六鹿正規君） 議長のお許しをいただきました。私はタウンミーティングについて、

「海津市財政再生対策」の概要についてお尋ねします。いずれも質問相手は市長でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 タウンミーティングとは、市政の重要課題や市民生活に及ぼす影響が大きい事項について、

市から市民の皆さんに現状等を御説明し、話題について正確に理解していただきながら、市

民の皆さんと対話による意見交換を行うものです。 

 今回、７月13日から15日、16日に分けて市内３会場でタウンミーティングが開催されまし

た。 

 テーマは、「海津市の財政状況について」でした。タウンミーティングでは、本市の財政

状況について、市債、基金残高の推移など、近隣市町と比較しながら説明されました。 

 そこで、お尋ねしますが、コロナ禍、真っただ中の中、人数を制限してまでタウンミーテ
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ィングを開催する必要があったのか、また成果はあったのか、お聞かせください。 

 次に、「海津市財政再生対策」についてお尋ねします。 

 令和７年度決算時に財政調整基金残高10億円を堅持するために対策１から５までの対策が

掲げてあるが、これで目標が達成できるのか、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１点目のタウンミーティングについての御質問にお答

えします。 

 議員仰せのとおり、タウンミーティングは、昨年９月に施行した「海津市自治基本条例」

に基づき、市政の重要課題や市民生活に及ぼす影響が大きい事項について、市から市民の皆

様に現状を説明し、正確に理解していただきながら、市民の皆様との対話による意見交換を

行うものであり、市政について幅広い市民の意見を反映することを目的に開催したものであ

ります。 

 コロナ禍の真っただの中で人数を制限してまでタウンミーティングを開催する必要があっ

たのか、また成果はあったのかにつきましては、議員仰せのとおり、コロナ禍で人数制限で

の開催にはちゅうちょするところではありましたが、当時は感染症緊急事態宣言も解除され、

比較的落ち着いている時期でもあったこと並びに来年度以降の財政再生対策を実効性のある

ものにしていくための時期として、タイミングを逃してはならないとの思いから開催に至っ

たことを御理解いただきますようにお願いいたします。 

 参加者は、３会場で延べ111人と、おおむね定員を満たすほどの方が来場され、様々な御

意見や御批判もいただきましたが、市民の皆さんに現状を説明し、対話の場を持たせていた

だくことができたという点では一定の成果があったと考えております。 

 ２点目の海津市財政再生対策についての御質問にお答えします。 

 松岡唯史議員、川瀬厚美議員の御質問でも答弁しましたように、本年６月16日に市財政再

生対策を公表させていただきました。 

 近年、実質単年度収支の赤字が続いており、財政調整基金という本市の貯金に相当するも

のの取崩しで歳入不足を補うことが続いております。このままでは、早晩、財政調整基金が

枯渇し、予算編成が難しくなることが予想されるため、財政がさらに悪化する前に先手の対

策を打ち、財政を持続可能としていくために、行財政改革によって令和７年度決算時に財政

調整基金残高10億円を堅持することを目指すと財政再生対策に記載させていただきました。 

 市民の皆様への具体的なお願い事項につきましては、本年度中に策定する「財政再生プロ

グラム」に記載させていただく予定となっておりますが、その方向性については、市財政再
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生対策に記載しております。 

 対策１として、行財政改革のスタートとして、まずは市長、副市長、教育長の給与をそれ

ぞれ20％、15％、10％削減いたしました。 

 その上で、対策２．事務事業の見直し、対策３．公共的施設の見直し、対策４．外部委託

の推進、対策５．公営企業等の健全経営を上げております。 

 財政状況の改善のためには、歳入の増加と歳出の削減の両方を図る必要があります。歳出

の削減については、この方向性に沿って取り組んでいくことが重要であると考えております。 

 加えて、方向性では上げておりませんが、移住・定住人口の増加を図ることや、企業誘致、

ふるさと納税、市内への観光客の増加による入湯税の増加等で歳入の増加についても図って

いく必要があると認識しています。 

 １点、付言しておきたいことは、財政の健全化は大変重要ですが、同時に適切な市民への

行政サービスを提供し続けることも大変重要であるということです。今後、数年間をかけて、

必要な行政サービスは維持しつつ、適切な財政規模に近づけていくことが本市の財政運営に

とって重要であると考えておりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 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） 私もあのタウンミーティング、３会場お邪魔させていただきました。

市民の皆さんからどんな意見が出るのかなあと、対話を通じて御理解がいただけるものかと、

私も楽しみにしておりました。 

 ところが、実際は、市長もお分かりのこと、また髙木部長もお分かりのこと、説明をされ

てみえる中で、やはりこれは松永市政に対する反感が大きな声となって表れた、こういった

タウンミーティングではなかったかなあと思います。 

 このタウンミーティングを通じて成果があったと言われる、市長のその今回のこの感触、

いかがなものかと。これは、私だけじゃなく大勢の方々が、何だこれはと、これだけ松永市

政に対する反感があるのかと。 

 まず、それについてお尋ねしますけれども、やはり私どもと市長との感覚が全然違う。私

は、全く成果がなかったと思っております。また、市長の答弁といいますか、説明している

最中にも、一般の方々から、市長のその答弁に対する姿勢に対するお怒りがございました。

そして、そういった中で市長のほうからは、何が言いたいんだというような発言がございま

した。それに対して、また激怒され、大変醜いタウンミーティングだったかなと。これは、

やはり市長のそういった市民に対する姿勢、これが大きな原因になっておると思いますけれ
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ども、その点について、市長、どのように思われたのか、本当に成果があったと思ってみえ

るのか、再度お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほどもお答えしましたが、昨年制定しました海津市自治基本条例に

基づきましてタウンミーティングをするということです。その中で、海津市が持っている、

今までもそうなんですけど、いいことも悪いことも全て市民の皆さん方に知っていただくと、

そういうことが必要だということでやってきました。 

 今回は、財政問題に関してある程度先が読めると、読めるという言葉はおかしいんですが、

目標を設定して、それに近づけることができるという判断の下に、海津市の現在の状況を知

っていただけたということは大変大きな意義があったと、このように思っています。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） この財政問題に関して、私は今回の報酬審議会の答申の前に、今から

何年ぐらい前ですかね、私ども議会のほうも10％減額をいたしました。私は市長に対して、

その当時、給与を減額したらどうですかと。財政難を市民の皆様に分かっていただくには、

まず自ら大幅減額をとお訴えし、報酬審議会を開いていただいて、２％の減額、私はそれに

反対をしました。そのときに市長は、六鹿議員が減額せよと言ったんじゃないですかという

ことを言われました。私は減額の幅が小さいんですよと、だから反対しました。その当時、

もっともっと大幅減額をしておれば、当然、市長並びに私どものそういった姿勢を市民の皆

様が分かっていただけると思う。身をもって減額して、財政難ですよと。ですから、私ども

も、今これだけ減額をしますと、ですから皆様方、何か知恵をお出しくださいと。皆様方の

御要望に、10が10応えられるようなまちではございません。何か皆様方、財政の立て直しに

力を貸してくださいと、そうすればこんなことまでならなかったんですよ。随分前ですよ、

これ。 

 今、ここであなたが言われる財政再生対策の概要、これは全く市民をだましておる、これ

は。先ほども言われました。報酬審議会からはこれだけの減額をしなさいよ、当面、それが

いいですよ。 

 私どもも、今回のコロナに関して議員報酬の10％を半年いたしました。市長は、報酬審議

会から言われたことじゃない、これはコロナ対策だと言われると。コロナのことも考えて、

じゃあ報酬審議会から言われたこと。 

 じゃあ市長、１年たったら、これ、市民サービスをもう一回復活させますか。あなたたち

だけ給与が元に戻って、市民サービスの低下はそのままですか、それはおかしいでしょう。

あなたにとって都合のいい、幹部にとって都合のいい、これは減額なんです。これは政策と
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は言いません。 

 例えば、政策と言われるならば、まず最低限、公用車を廃止しましょうよ。退職金、返納

しましょうよ。市民だけにずうっと痛みを押しつけて、過去に３回、退職金を頂きました。

これは、市民とともに痛みを分かち合う松永市政ではないんですよ。ただ、痛みを市民だけ

に押しつけておる、この延長がとうとうここまで来てしまった、そうは思いませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） そのようには私は判断しておりません。給料というのは非常に微妙な

問題があります。ですから、やっぱり正式な機関である程度見ていただくということが必要

かと思います。 

 それから、一つ一つ、今、市政に要求される、あるいは必要とされることが非常に増えて

きております。例えば、養老鉄道でもそうなんですけど、従来3,000万円で済んでいたのが

１億円を超える負担になってきたということもございますし、今日、御質問もありましたよ

うに、橋梁の問題で橋梁の検査、改修でそれだけのお金がかかるようになったと、そういっ

たこととか、ほかにも行政上必要とされる金額が増えてきております。そういった中で、じ

ゃあそれをどうやって取捨選択していくかということになってくるんであろうと、このよう

に思っています。 

 それで、昨年、その中で一番大事なことは、きちっとした予算立てができることだろうと

いうことです。これは、包括予算ということである程度めどがつきました。その中で、じゃ

あ今度どういう形でこれを進めていくかということで、今まとめておりますけれども、その

ことを御理解いただけるように、またタウンミーティングを開催してやっていきたいと、こ

のように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〔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） 市長もできるだけ私の質問のみに答弁をおっしゃっていただければあ

りがたいと、時間の制約もございます。 

 今、私は申し上げました、退職金の返納は考えませんか、また公用車の廃止は考えません

か。 

 そして、私も先日、全員協議会でいろんなお話をしました。副市長というポストも、これ

は廃止でもいいんじゃないですか。廃止、政策として、どう思われますか。 

 私は、なぜこんなことを言うかというと、私も先日、いろんな方々からお話を聞きました。

副市長は、午後の予定がない場合は、御自宅へ戻って、御自宅の周りの整備をしておると、

本来これが副市長のやることかと、私は疑問を感じました。 

 本来、副市長というのは市長以上にいろんな情報を持っていなければならない。例えば、
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工業団地の問題、いろいろありますよね。市長が大まかな答弁をされた場合に、副市長が補

佐するというぐらいの知識は持っていなきゃいけない。予定がないからといって家へ帰って

いくような副市長は、この海津市には要らないんですよ。 

 財政改革、この再生を考えるならば、まず不必要なポストから削っていく、これは大変大

きなことだと思うんですよ。 

 全員協議会でも私は言いましたよ。市長が所用があって出抜けた。副市長に、市長に本来

はこういった質問をしようと思ったけれども、答えられますかと、分かりません。そのとき

にほかの議員は、後で市長に聞きに行けばいいんだよと、そんなことを言われましたよ。 

 じゃあ、副市長は何のためにおるんだと。ここの議会もちょっと間違っておる。本来であ

れば、副市長、ちゃんと何で聞いておかんのだと、質問に答えないかんでしょと、気をつけ

なさいよと注意するぐらいならいいんだけれども、後で市長に聞けばいいんだと、とんでも

ない話ですよ。 

 これ、私が何年か前にこの報酬の問題を切り出したとき、そのときから、やはり市民に対

してきちっと分かっていただく。財政難が来たんだなと、市民の皆さんがこれを要望するの

はちょっと待とうと、補助金、これは減額されても仕方がないなということが、そういった

まちになったと思うんですよ。 

 自ら、痛みはまず自分が感じてから、そして皆さんに、今こういった状況ですよ。何もタ

ウンミーティングをやる必要はないんですよ。市民の皆さん、それで分かるんですよ。そう

は思いませんか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） タウンミーティングをやらなくてもいいと、それは情報開示、情報伝

達はいろんな手段がありますので、いろんな形ができるだろうとは思いますが、自治基本条

例を先生方の御理解もいただいて、それぞれつくりました。それに従ってタウンミーティン

グをすると。その中で今抱えている問題を市民の皆さん方に御提示をしていく、そういった

形でやってきた。 

○10番（六鹿正規君） そんな答弁じゃないの。 

○市長（松永清彦君） いや、タウンミーティングは要りませんかと言われた、必要だと言っ

ている。 

○10番（六鹿正規君） もう一回言いますから。 

○市長（松永清彦君） だから、そういった形で必要だという認識をしております。 

〔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） 市長、タウンミーティングをやらなくてもいい点は分かりますが、ど
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んな思いで言っておるのか。財政問題を市民の皆さんに分かっていただくには、まず自ら、

まず自分から痛みを感じて、そして市民の皆さんにお話しすれば、今言われた、私はそのタ

ウンミーティングをやらなくてもいいというのは、この間のような感じにはなりませんよと

いう話。もっと穏やかに、市民の皆さんから本当にこの財政を立て直す、いろんな知恵もい

ただけるようなタウンミーティングになるはずですと言うんですよ。 

 誰もタウンミーティングをやっちゃあいけない、やらんでもいい、そうじゃないんですよ。

皆さんと本当に意見交換ができる場、本当のタウンミーティングが私はできると思うんです

よ。私はそう言っておるんですよ。 

 だから、それには、これからもそうですよ。財政を本当に立て直すつもりなら、もっとあ

なたは自分自身に厳しく当たるべきだと思うんですよ。 

 今言われるように、コロナ禍でみんな大変、大変なんですよ。仕事のない人も出てきてお

る。けれども、私がいつも言うように、私どもは、皆さんそうですよ、皆さんが納めてくれ

た税金で頂いておるんですよ。税金を頂くんですよ。ですからこそ財政を立て直す責任があ

るんですよ、義務なんですよ。それにはどうやったらいいんだということを真摯に、皆さん

とタウンミーティングを通じて御意見をいただけるようなタウンミーティングにするには、

まずあなたが真剣に再生の対策を打ち出さなきゃ駄目なんですよ。 

 今回は、みんな、何回やっても市民に痛みを押しつけておるだけ、だからこんなやり方で

は再生はできませんよ。 

 市長、だから私が言うように、まず最低限、政策と言うなら公用車をなくしましょうよ、

どうですか。 

 私は、黒塗りの公用車を買うときも反対しました、もう一台あるんじゃないですか、マー

クＸがと。あれは副市長の車ですと言って買いました。大勢の議員の賛成を受けて、私は反

対しましたよ。後で調べてみたら、あなた以外に乗った回数は、たった年間20回しかない。

あなた自身がみんな乗っておったんですよ。 

 そういったことをやっておるから、市民の皆さんの怒りが沸騰するんですよ。財政の再生

をするんであれば、市民の皆さんがまず納得をするような政策を打ち出しましょうよ。あな

たは、この点満足だと思ってみえるんですか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 先ほども申し上げましたけれども、ある程度、まだ財政的には余裕が

ある。そのときに、将来的にこれが枯渇するといけないので、それで今、財政対策をやって

いこうと、そういったことでお願いをしました。 

 それで、タウンミーティングもそういった意味で、まず第１回目でしたので現状を市民の

皆さん方に知っていただこうと、そういったことでお話をさせていただきました。 
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 そういったことで今進めさせていただいておりますので御理解を賜りたいと、このように

思います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） そういうことは、あなた自身、この再生対策、これに何らか手を加え

るつもりはあるのかないのか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今、髙木部長を中心にそれをつくっていただいておりまして、その手

を加えるということはどういうことですか。 

〔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） 先ほどから申し上げております、公用車の廃止、退職金の返納、副市

長のポスト廃止、これはどうですか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 組織を運営する、六鹿議員さんは組織を運営されたことはないと思い

ます。組織を運営していくには、それなりの知識と気力のある人間がやるべきだろうと思っ

ています。そういった意味では、合併して、水谷副市長が最初いてくれたんですが、その後、

引き継いで職員をまとめ上げる、あるいは施策をつくり上げていく、そういったことで努力

をしてくれておりますので、ポストを廃止するということは考えておりません。 

〔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） ということは、あなたがいないときに、あなたの代わりの答弁もでき

ない。ましてや、午後の予定がないときに御自宅へ帰られる、これがいいと思っておみえで

すか。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） その自宅へ帰っているということは、私は事実として知っていないん

ですが、その前の六鹿議員がおっしゃった聞かれて答えられなかったという点については、

たしか農業の関係のあれでしたですね。あれは私が応援団を仰せつかっていますので、新し

く農家を始めた皆さん方が集まって、その人たちに応援、頑張ってやってくださいという意

味を込めて講演会とか意見交換会とか、そういったことをやったわけでありますが、そのと

きに非常に感銘しましたのは、埼玉県の……。 

〔発言する者あり〕 

○市長（松永清彦君） いや、私の意見も聞いてください。 
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○10番（六鹿正規君） 私の質問以外のことはいいです、時間がないんですから。 

○市長（松永清彦君） いや、ですから聞いたことは言いますので。 

○議長（水谷武博君） 六鹿議員、すみません、じゃあ市長、簡潔にお願いします。 

○市長（松永清彦君） その埼玉から来た子とか、ほかの子たちが団地を守るんだと言ってく

れて感動したということです。それは現場にはいなかったので多分答えられないだろうと、

このように思います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） ですから、私は、余分なことは答えんでいいんですよ。ただ、市長が

１か月の行事の報告をしますよね。あのときに、例えば市長が出抜けるのであれば、市長、

何か御報告することはありませんかというぐらいのやり取りはやっていかなくちゃ駄目です

よという話です。 

 じゃあ、今、午後の予定がない、そういった場合に帰ることも知らなんだと、存じなかっ

たと。午後の予定がない場合は御自宅へ帰られる、帰ってみえた、それが多々あったと、そ

れはいろんな方々から報告をいただいておるんですよ。それが副市長としてふさわしいのか

ということですよ、分かりますか。 

 あなた以上に副市長はいろんな情報を持っていなくちゃ駄目なんですよ。お昼から帰るん

じゃない。お昼から庁舎内を回ってみたり、それぞれの部署が抱えた問題がありますので、

それはどうなんだ、どういった状況なんだと、これは全て担当の部長に答えさせるんじゃな

い。市長が答弁をして、その次に副市長が補佐するんですよ。その次に担当の部長が細かい

数字等々は報告するんですよ。そういったことをやらないような副市長、本当に必要なのか

ということですよ。副市長がなくても総務部長がいるんじゃないですか、横に。事故があれ

ば仕方がないです。 

 だから、真剣に財政改革をするんであれば、この再生対策を皆さんに分かってもらうんで

あれば、もっともっとあなた自身が身を切るような政策というものを皆さんにお示しする必

要があると思うんですよ。 

 副市長、あなたにお尋ねします。 

 私は、あなたに向かって副市長室でお話合いをしたことがありますね、この問題について。

あなたは、今、副市長としてこの海津市にとって自分は重要な人だと思っておるのか、お尋

ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 私も市長から任命を受けて、副市長という職をいただいております。

現状で私が不要ということで市長が判断されれば別ですけれども、そうでない限りは現在の
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職を引き続いて全うさせていただきたいと思います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 最近はどうか分かりませんけれども、あれ以来、あなたはタイムカー

ドは私たちはないからといって、予定がない、お昼から帰ったことがあるのかどうか、お尋

ねします。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） あれ以来とおっしゃいますと、いつかは存じ上げませんけれども、

時々と言ってはなんですけれども、いろいろ私用として私も時間が必要な場合がございます

ので、全くないということはございません。場合によっては、公務に支障がないときには早

退をさせていただくということはございます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 議長も私の質問が、これは通告にのっとっておるのかなあと、そうい

うような顔をしてみえますね。私は、これは財政の立て直しなんですよ、不要なポストだと、

私はそう思います。だから、言われました。あなたは用事がない場合、副市長室にとどまら

ず、やはり庁舎内を歩かなくちゃ駄目ですよ。それがあなたの仕事とは思いませんか。答え

てください、早く、時間がない。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 全くそういうことを行うということではなく、そういう時間という

のも必要ということは考えます。 

〔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） 副市長、財政を立て直すために必死なんですよ。 

 あなた、じゃあ今後、どのような努力をしてこの財政の立て直しに役立とうと思うのか、

おっしゃってください。 

○議長（水谷武博君） 副市長 福田政春君。 

○副市長（福田政春君） 今後作成していきます再生プログラムも含め、財政再生対策に向け

て職員一丸となって対応してまいりたいという思いでございます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） まだまだぬるいですよ、そんな答弁では、誰も納得しませんよ。 

 あなたはこの海津市で生まれ育ったので、この海津市をもっともっと愛さなくちゃ駄目で



－１０６－ 

す。この海津市のそれこそ破綻というのはあくまでも先の話、そんなふうになっちゃあいけ

ない、だからみんな努力するんですよ。職員さんもみんなそうなんですよ。あなたは事務方

のトップなんですよ。用がない場合は早く帰って、そんなことをやっておっちゃあ駄目です、

あなた、そうは思いませんか。 

 例えば、よく言われる職員の人数の件も、ある職員さんは、六鹿さん、六鹿さんはどう思

われますか、職員は多いと思いますか。私は、職員が多いんじゃない、仕事を与えないんで

すよ。市民の皆さんに直接還元のできる市民サービス、職員が多ければ、市民に直接いろん

なサービスが行われるんですよ。外部へ頼めばお金なんですね。だから、市民と密着した市

民サービスがもっともっと行われれば、市民の皆さんは、さほど職員が多いとは思いません

よ。今まではそれがなかなか行われていない。また、議会のほうも予算のことを考えて、人

口に比例して職員が多いんじゃないかと。 

 職員の立場に立ったことがありますか。みんな自分たちが働いておって、職員が多いと言

われる、そんなつらいことがありますか。分かりますか、副市長。私は、もうあなたが多い

んですよ。 

 市民の皆さんが一生懸命、職員の皆さんも一生懸命やっているんですよ。この間もお話し

しました。夏の暑いときに見通しの悪い道路で、草によって見通しが悪い、一生懸命刈って

みえる、御苦労さんね、事故が起きちゃ駄目と。あなたは外へ出るんだったら、そういうと

ころも御自分で確認したらどうですか。そして市民の皆さんに、こうですよ、ああですよ、

職員の皆さんに言っていただく、これが市民サービスだと思いませんか。 

 御自分のやっていることを開き直ってそういうときもありますと、そうじゃない。これか

ら財政を立て直すには、あなたがそんな思いでは立て直しはできませんよ。市民は協力しま

せんよ。 

 それから、議会もそう、かばうだけが思いやりじゃないですね。叱咤激励も必要なんです

よ。 

 だから、私は職員が多いと言われると悔しい、みんな一生懸命働いてみえる、みんなで頑

張りましょうや。 

 これをもって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） 傍聴者の皆様にお願いします。静粛にお願いいたします。 

 これをもちまして六鹿正規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１点、下水道事業収支改善策についてであります。質問相手は市長。 

 質問内容、2020年３月末の海津市下水道事業の接続率は何％ですか。各３町、海津町、南

濃町、平田町別でお聞きいたします。 

 この前のタウンミーティングの資料を引用します。 

 下水道特別会計への繰り出しについて、毎年度、一般会計予算額の10％前後（平成30年は

11.5億円）の下水道特別会計への繰出金が発生しており、市の財政を大変圧迫している。 

 海津市と産業構造、人口規模が近い市町村との比較では、海津市の状況が最も悪い。これ

は、海津市の地理的要因（河川の数が多い、集落が点在している）により、下水道事業にか

かる経費が多大である一方、下水道への接続率が低いためである。 

 なお、平成30年度より「海津市汚水処理施設整備構想」に基づき、下水道処理区域の一部

を合併処理浄化槽整備区域への見直しを行うことで、より効率的・効果的に施設整備を実施

し、全体事業費の抑制を図っていると記されてあります。 

 さて、下水道事業は二十数年前に始まった。地球環境を守るために全国的にブームとなっ

た。しかし、あの時期に日本各地では下水道事業が始まったが、多くの自治体では、下水道

最終処理施設が完成していても、将来の人口減少、運営経費の試算等の再調査検討をし、将

来の負の遺産となるのではと、下水道事業を中止した新聞の記事をよく見たものであります。 

 本市においても、市税収入の25％を繰出金として下水道事業へ支出されています。これを

放置し、先送りしてきた市長と部長の責任は、非常に大きいと言わざるを得ません。民間企

業であるならば引責辞職に該当するのではないでしょうか。担当課長が地元へお願いに上が

っても無視され、接続率は一向に上がってきません。努力はされているとは思いますが。こ

の原因をもたらしたのは何なのか、明快な答えを市長に求めます。 

 接続できない理由は、屋敷が大変広いので工事費がかかるのでやる気がしない、年寄り独

り暮らしなので先が短いから接続の必要がない、町なかで排水管を埋設するスペースがない

ので無理である、ほかにもいろいろあります。 

 危機的な財政状況の認識を求められている今、財政健全化のために、もう待ったなしの状

況に追い込まれています。市長自ら各地に赴き、下水道事業の接続率改善協力に対し丁寧に

説明を行い、こうべを垂れ、お願いされるべきだと考えておりますが、その思いはあるのか、

いかがでしょうか。 

 １世帯当たり年間約６万円となる下水道料金から推定すると、何と1,000世帯加入すれば、

年間約6,000万円が収入となり、その分、繰出金が減額されます。市独自で工事費に対して

オリジナルローンを組んではどうですか。 
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 市長の下水道事業接続率向上に対する認識と決意のほどをお聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 藤田敏彦議員の海津市下水道事業収支改善策についての御質問にお答

えします。 

 議員も御存じのとおり、平成２年度に旧南濃町を皮切りに、旧海津町、旧平田町がそれぞ

れ事業認可を受け、また県が策定した「全県域下水道化構想」により、市内の全域を下水道

事業で整備する計画を周知し、事業を推進してまいりました。 

 しかし、議員仰せのとおり、近年における人口減少や、高齢化による地域社会構造の変化

や、それに伴う料金収入の減少など、経営を取り巻く環境は、今後も厳しさを増していくこ

とが予想されます。 

 このような中、国において、平成26年１月に公共下水道を所管する国土交通省、農業集落

排水を所管する農林水産省、そして合併処理浄化槽を所管する環境省の３省が連携し、「持

続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想委策定マニュアル」が策定され、下水道

と合併処理浄化槽を比較検討し、より効率的・効果的な施設整備手法の選定が求められまし

た。 

 県においても、このマニュアルに基づき、平成30年３月に「岐阜県汚水処理施設整備構

想」が策定されました。 

 これらの経緯を経て、本市におきましても、平成30年度に「海津市汚水処理施設整備構

想」を策定し、より効率的・効果的な施設整備を実施するため、合併処理浄化槽を併用した

下水道事業の見直しを行いました。この見直しにより、下水道整備率は86.7％から95.0％と

なり、早期の下水道事業完了を目指して進めております。 

 また、今年度より、下水道事業は地方公営企業法を適用した地方公営企業となり、企業会

計制度を導入いたしました。 

 今後は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を分析することにより、経営成績や財政

状態など下水道事業の経営状況がより的確に把握することが可能となります。 

 また、来年度には、投資・財政計画を定めた「海津市下水道事業経営戦略」の改定を行い

ます。 

 １つ目の2020年３月末の海津市下水道事業の各３町別の接続率は何％かにつきましては、

海津町が58.0％、平田町が71.9％、南濃町が74.5％、市全体で68.0％となっております。 

 下水道未接続世帯への接続の推進活動につきましては、下水道の管渠を布設し、供用開始

後３年を経過している海津の地域と既に下水道整備が100％完了している平田地域全域を対
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象に、平成30年度に約600件、令和元年度に約250件の未接続世帯を戸別訪問し、接続への推

進活動と接続できない理由の聞き取り調査を併せて実施しております。 

 この地域の調査結果では、合併処理浄化槽、単独浄化槽を設置されている世帯が71.4％と

高く、接続できない理由として、接続するための資金が足りない、高齢世帯で後継ぎがいな

いため、大規模な改修が必要となるためなどの御意見をいただきました。 

 今年度におきましても、継続して戸別訪問を行う予定でしたが、コロナ禍の折、郵送での

接続推進及びアンケート調査により下水道への接続勧奨をしてまいります。 

 なお、現在、海津の地域で下水道整備を進めていますが、新たな受益者の方に対し、速や

かな接続を強くお願いしているところであります。 

 ２つ目の市独自で工事費に対してオリジナルローンを組んではにつきましては、本市では、

下水道の普及を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的に、「海津市水洗便所等改

造融資あっ旋および利子補給制度」を定め、改造資金の融資あっせんを行っています。下水

道工事着手の際の工事説明会時に、この制度を紹介させていただいております。 

 今後におきましても、計画的に戸別訪問を行い、接続できない理由を精査・分析し、各世

帯の実情を把握して、普及活動の推進に取り組み、収入の確保とより一層の経費削減を図り

経営改善に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力をいただきますようお

願い申し上げます。 

 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） 再質問はございますか。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） 大体68％ですか、残りは大分少なくなってまいりましたが、これは下

水道の南濃町なんかの経緯を言いますと、私も建築に携わる、そういうあれでしたので、そ

ういう線引きの時期がございましたね、下水道へ切り替わる。そういうときに、補助金が出

るといって駆け込みで、みんな新築なり、設備を設置することになったわけですね。そうい

う場合に駆け込みで、店舗なんか大きい、客席が多いところは、そういう計算式があるわけ

ですが、1,000万円以上かかったような合併浄化槽を入れたお店が結構あるわけですね。そ

ういうところは、そういう設備を合併浄化槽で入れてしまった。そういう人に何回お願いに

行っても、ましてやこういうコロナ禍でそういうのは非常に難しいと思います。 

 部長も最近就任されて、先輩から受け継いで、ここへそういう部長を出したわけでござい

ますが、そういう経緯があるわけですね。だから、それだけのものを補助して設置したもの

を、今から下水道にということは非常に店主としても協力するはずがないわけですね。 

 それと、あと南濃のときに建築確認を出したりするときに、そのときのトップは、敷地が
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狭い場合には町道に下水道の槽を埋めてもいいと。少々大きな重量のトラックが通っても、

補強して合併浄化槽を入れてもらっても結構だと、そういうような触れ書きがあった。それ

が実際できたのか、私は知りませんが、窓口へ行ったらそういう話がありました。これは、

やはりそのときのトップは、やっぱり合併浄化槽のほうが先を見越して、負の遺産にならな

いという、そういう計算ができておったのではないかと私は思います。 

 そんなころに、南濃町の戸数は、はっきりちょっとつかめませんが、私の記憶がちょっと

間違っておりましたら許していただきたいですが、この高低差の激しい、谷が何本もある、

また遠いところ、山の盆地みたいなところがあると、そういうところに全部配管を通すと、

私の記憶では、１戸当たり全部下水道にした場合に780万かかるという、そういう試算を出

されたことを私は記憶しております。 

 だから、そういうときにトップの判断が、そういう負の遺産になってしまう。そして、全

国的に地球環境について考える、そういう時期でもあったから、そういうふうになったので

はないかというふうに思います、今思えばですよ。 

 この前、髙木部長がお話しされたように、海津町とか、そういう平らなところは、はるか

遠くに部落が点在をしている。やはりそういうところへ下水の配管を持っていったら、これ

はコストもかかる。また、南濃の場合は高低差が激しい、勾配が物すごくある。勾配がある

と、あまりこのマンホールの数を少なくすると、その勾配によって汚物が残ってしまって水

分だけが流れていってしまう。そうすると、勾配がある扇状地は、マンホールばかりがどん

どん増えて、物すごい工事になってしまうと、だからそういうこともあります。 

 上水の配管だったらいいが、そういう汚水の配管ですと、ポンプもいかれる。だから、そ

ういういろんなメンテにもお金がかかると、そういう計算ができていなかったのかなあとい

うふうに私は思います。 

 だけど、そういう扇状地のところは合併浄化槽にするとか、下水道はやめるとか、そうい

う施策を取っていただいたから大分変わってきたとは思いますが、接続した人と接続してい

ない方と、やはりなぜだと。さっきも言われましたように、下水道法では３年以内に接続を

するという法律がございますが、そういうものも、だから私はこうやってしゃべるのは、市

民の接続をしていない人を責めているのではないんですよ。私だって市民の皆さんに敵はつ

くりたくないですよ。そうじゃないんです。行政のそういう進め方とか、さっき言いました

ように、努力はしてみえるかもしれませんが、まだまだ接続が進まない。だから、さっき言

われました補助金とか、そういういろんな制度を使って、もっともっとアプローチをしてい

ただくと。 

 これは市長の、そういう法律を守らない、そういうことに関して３つほど理由を挙げまし

たが、市民に対してお願いに上がるという、そういうこうべを垂れるというお気持ちはあり
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ますかと私はお聞きしたけど、その答弁がない。それを市長からお聞きしたいと思います。

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） いろんな会合で下水道のできたところ、そういったところでお願いを

いたしております。こうべを十分垂れてお願いをいたしております。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） それは現場を私は見たことがありませんが、そういう気持ちでやって

みえるならいいと思いますが、この前のタウンミーティングでありますが、やはり橋梁が多

くて、下水道への持ち出しとか、そういうことが財政の悪化にすごくつながっていると、こ

れは非常に大事なことであります。 

 我々議員も一般質問で、あれお願いします、これお願いします。みんな一生懸命考えて、

張り切って議場で質問するわけですね。そういう議員の要望も、やはり入りがなくてはそれ

の要望には応えられないわけですね。だから、私は工業団地をはじめ、やっぱりもうちょっ

と皆さんもビジネス感覚を持ってやらなければ、入りがなければ、ただ、人口の自然減で税

収も少なくなる。そうすると、ますます先ほどの六鹿議員じゃありませんが、強烈な熱弁が

ありましたので、私もその次は非常にやりにくいんでありますが、やはりそういう市民の皆

様の幸せのためにどうするかといったら、やっぱり汗をかいて、市長自らでも入りを考えな

きゃあ市民サービスはできない。私は、もうこれ１点であります。それであれば、教育、福

祉、市民サービス、少しでも市民の皆さんに満足ができるような、そういう施策が実行され

るということを私は信じておりますので、ぜひともそういう気持ちでもって幹部の方を、や

はりお願いをして、いろんなさっき言いました３つの事情があるかもしれませんが、いま一

度、そういう意気込みを市長からお聞かせ願います。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） 先ほど来、申し上げておりますけれども、今、藤田議員もおっしゃい

ましたが、いろんなお金がかかると、増えてきていると。養老鉄道もお金がかかると、下水

道もお金がかかると、水道もお金がかかると、そういった中で、今、御指摘がありましたよ

うに、少しでも収入を上げ、そして支出を抑える、こういったことが非常に大事なことだと

思っています。 

 それで、先ほども答弁申し上げましたが、これは関係人口、すぐにお金が広がることでは

ないんですが、ふるさと納税で、大江川へ釣りに来られる方々、そういった方々を対象にル

アーを発売して、今、ふるさと納税が大変増えてきております。 

 それから、料ということでは、今、電力自由化になりまして、市役所の電力、これも相当
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抑えることができている。これは半年たったら一度検証しようと思っておりますが、皆様方

にそれをまた御提示できると思います。そういった入ってくるもの、出ていくもの、それを

きっちり分けてこれからの予算編成に向けてやっていきたいと思っておりますので、御理解

のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

〔11番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 藤田敏彦君。 

○11番（藤田敏彦君） 私、これで終わりますが、職員の皆さんも、やはり合併当時は、合併

したら、首長の意気込み、アイデア、それによって年々合併した市町に差ができてくると、

そういう本を私は読んだことがあります。私は、まさにそういう時代がしっかり現れてきた

と思います。合併した、いろんなアイデア、これで何もしない、無策である。どんどん若い

人のアイデアでもって進んでいく、そういう人と年を重ねるに当たってもっともっと差がつ

いてくる、そういう本を私は合併当時、よく読んだものであります。 

 だから、幹部の皆さん方も、いろんなアイデアがあったら、そういうことを考えて市民の

皆さんに幸せを、今、コロナ禍ではありますが、つかんでいただくように、アイデアを持ち

寄って頑張っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（水谷武博君） これで藤田敏彦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いたします。 

 なお、明日８日予定された一般質問３名について午前９時に再開をしますので、よろしく

お願いをいたします。 

 皆さん、御苦労さまでございました。 

（午後３時３９分）  
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