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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

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

ます。 

（午前９時００分）  

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（水谷武博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において７番 橋本武夫君、

８番 飯田洋君を指名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長（水谷武博君） 日程第２、一般質問を行います。 

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

たりの質問・答弁の時間を40分以内とし、これを許可いたします。 

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

答弁者は、初めは壇上にて行い、再質問があった場合は自席においてお願いをいたします。 

 再質問には、議員各位の議席番号を省略させていただきますので、御了解のほどお願いい

たします。 

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（水谷武博君） 最初に、７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） では、議長の許可をいただきましたので、通告に従い、今回は４点、

関係人口について、企業版ふるさと納税人材版について、テレワークの導入について、事業

構想大学院大学について市長に伺います。 

 では、中身に入らせていただきます。 

 まず最初、関係人口について。 

 ８月24日、関係人口創出・拡大官民連携全国協議会（仮称）の会員募集が発表されました。

この協議会は、内閣府地方創生推進室などからの情報提供のみならず、関係人口の創出・拡

大に取り組む意欲と事業アイデア・プランを持つ中間支援団体、民間事業者、地方公共団体

が相互の交流や情報交換、学び合いを通じ、連携可能なフィールド（地域）や関係団体・事
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業者とマッチングをし、アイデアのブラッシュアップができる場として創設するとされてい

ます。 

 本市もこの協議会に参加して、関係人口の創出・拡大にさらに取り組むべきであると考え

ますが、いかがでしょうか。また、関係人口の創出・拡大のために本市が現在取り組んでい

る計画や事業があれば教えてください。 

 ２点目、企業版ふるさと納税人材版について。 

 企業版ふるさと納税は、企業が自治体の地域活性化事業に寄附した場合、寄附額の最大９

割が法人税などから差し引かれる制度で、本市においても活用した実績があります。 

 ７月31日、政府は、現行の企業版ふるさと納税を活用して企業が地域活性化に貢献するた

め社員を自治体に派遣した場合、法人税などを軽減する仕組みを創設することを発表しまし

た。新型コロナウイルスの感染拡大で地方回帰への関心が高まる中、大都市で働く人材の地

方への移動を促し、自治体が民間ノウハウを活用しやすくする狙いがあるとされています。 

 企業には、税負担の軽減だけでなく、社員のキャリアアップ、地方での人脈づくりに活用

でき、自治体には、ＩＣＴ分野や観光振興、特産品の開発や販路拡大などの地域活性化に取

り組む際、こうした分野に詳しい人材を確保しやすくなる効果が期待できる制度と言えます。 

 企業版ふるさと納税人材版の制度を活用する考えはありませんか。 

 ３点目、テレワークの導入について。 

 新型コロナウイルスの感染が広がる中、民間企業ではテレワークの導入が進みました。他

方、個人情報保護の観点などから自治体でのテレワーク運用には課題が多く、本格導入はほ

とんど進んでいませんでした。 

 そうした状況の中、東村山市では、この９月から20台体制で職員のテレワーク勤務を実施

し、12月からは100人規模に拡大するとしています。今回、東村山市が導入するのは、民間

企業が提供する「サービス利用型自治体向けテレワークソリューション」で、総務省のセキ

ュリティガイドラインに準拠し、高いセキュリティー水準を確保しているとのことです。 

 東村山市では、本格運用により在宅勤務時においても生産性を落とすことなく業務を行う

ことができる環境を整え、災害時における業務継続性の確保や、働き方改革のさらなる推進

を目指すとしています。 

 本市においてもテレワーク導入の調査・研究をしておられるのか、また本格導入を考えて

おられるのか、お尋ねをいたします。 

 ４点目、事業構想大学院大学について。 

 理想とする未来の姿を描く際に大切なのは構想であり、その基軸は理念であると考えます。 

 ＡＩの導入により、職員は人にしかできない業務に専念するという流れが進む現在、自ら

を取り巻く環境や資源を基に発想し、構想を考え、構想計画を立てて実行できることがこれ
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からの職員に必要な能力ではないでしょうか。 

 それを学べるのが事業構想大学院大学です。名古屋校舎はＪＲゲートタワーにあるので通

学も便利であり、ぜひとも意欲ある若手職員に学んでもらいたいと思っています。市長の考

えはいかがでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 橋本武夫議員の１点目の関係人口についての御質問にお答えします。 

 まず、関係人口について補足いたしますと、特定の地域に継続的に多様な形で関わる者を

指し、継続的な関心や交流を通じ、様々な形で地域を支える人々を受け入れることで地域を

支える担い手を確保することにつなげます。 

 昨年度策定した第２期海津市創生総合戦略でも、本市の大きな課題である人口減少の問題

に対応すべく４つの基本目標を掲げ、２つ目の関係人口の増加に関しては、「多様な形で海

津市に関わる」とし、「スポーツフィッシング、ロードバイクなど、多様な人々の余暇活動

に最適な環境・情報を提供することで、まちへの愛着心を育て、海津市ファンを獲得します。

また、他自治体や高校・大学との連携を深め、観光・就業・地域振興・学業など様々な形で

まちに関わる関係人口の増加を図ります」とし、関係人口の創出・拡大に向けて、関係部署

がそれぞれ計画し、実施もしくは検討を進めております。 

 １つ目の協議会に参加して関係人口の創出・拡大にさらに取り組んではにつきましては、

内閣府地方創生推進室から会員募集の案内は８月下旬にあり、第１弾の締切りは、９月11日

までとなっております。 

 会員とは、責任者ないし担当者の個人名を登録可能な団体、地方公共団体とされ、会員間

でのフェイスブックグループを通じた情報共有や議論等を個人名での活発なやり取りを中心

に企画される予定であります。 

 会員登録は個人単位で、またフェイスブックを通じた意見交換等であることから、早々に

協議会に参加を考えております。 

 ２つ目の関係人口の創出・拡大のために本市が現在取り組んでいる計画や事業につきまし

ては、先ほど第２期海津市創生総合戦略の内容でも少し触れましたが、スポーツフィッシン

グを関係人口創出の一つの取組としております。 

 市内を流れる大江川水系は、ブラックバス釣りのスポットとして全国的に有名であり、こ

れを観光資源と捉えＰＲすることで本市に関心を持っていただき、より訪れていただけるよ

う、「海津市バス釣り王決定戦」と題したインスタグラムを活用した釣り大会を実施してお
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ります。このほど２回目が終了し、投稿数199、参加者数47人と、１回目よりも多くの方に

参加いただきました。市内を訪れていただくことでの経済効果もありますが、参加者の中に

は、グループでごみ拾い活動を計画して、河川周辺をきれいにしていただいている方たちも

出てきております。 

 また、ロードバイクで市内を訪れる方も多いことから、今年度は、より訪れやすくするた

め、市内コンビニにサイクルラックを配置するとともに、サイクルロードマップを新たに作

成することとしております。 

 このように関係人口創出・拡大を図ることで、何らかの形で本市に関わっていただける方

が増えていくことを期待しております。 

 さらに、市民の皆様で都市部の人々と市民が交流ができるような場を提供する取組を計画

し、実施に向けて活動を始めた方も見えます。行政が働きかけるだけでなく、このように市

民の皆さんが本市のことを思い、何か活動を始めていただけることも大切だと感じておりま

す。 

 第２点目の企業版ふるさと納税人材版についての御質問にお答えします。 

 企業版ふるさと納税人材版につきましては、現在、正式な文書での情報はなく、報道発表

による情報しかございませんが、企業にとっては地域貢献や社員のキャリアアップに、自治

体には民間人材の専門知識を地域活性化に生かせるメリットが見込まれ、議員仰せのとおり、

大変魅力的な制度でありますので、制度概要が固まりましたら、内容等を確認し、検討して

まいります。 

 ３点目のテレワークの導入についての御質問にお答えします。 

 １つ目のテレワークの調査・研究をしているかにつきましては、議員仰せのとおり、働き

方改革が推進される中、コロナ禍で多くの企業がテレワークを導入されたと伺っております。 

 国においても、平成16年度より国家公務員のテレワーク導入が推進されており、昨年12月

に「デジタル・ガバメント実行計画」の中で国家公務員については、令和２年度までに必要

な者が必要なときにテレワーク勤務を本格的に活用でき、リモートアクセス機能の全府省で

の導入を実現するため、計画的な環境整備を行うとした閣議決定がされております。 

 本市におきましても、働き方改革の推進に向け様々な取組を行っており、行政改革を進め

ながら市民サービスを向上させるとともに、職員にとって働きやすい職場づくりを行ってい

く必要があると考えております。 

 この取組の一つとしてテレワークの導入についても検討してまいりましたが、本市のよう

に職員が少ない市町村には特有な課題が多くあります。 

 代表的な事例を挙げますと、１つに在宅勤務に適さない窓口業務などの対人業務、個人情

報を扱う業務などに携わる職員の割合が高いこと、２つ目に一人の職員が所掌する業務範囲
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が広くあり、在宅に適さない業務が含まれることが多いこと、３つ目に所属内や担当内で在

宅勤務を実施する職員がいる場合、その所属・担当の職員数が少ないほど、電話対応や来客

対応で通常勤務をしている職員の負担が大きくなることなどが考えられます。 

 しかしながら、テレワークの整備が急務となっていることから、これらの課題を全て解決

するのは極めて困難でありますので、今やれる範囲の最善のテレワークを実現するためには、

導入の基本的な方針及び現行の勤務に係る規定や服務規程との整合性を検討する必要があり、

制度の変更や新たなルールの策定が必要であると認識しております。 

 ２つ目の本格導入を考えているかにつきましては、先ほど申し上げましたテレワークを実

施するためのルールの整備と並行して、ＩＣＴシステム環境の整備を進める必要があると認

識しております。 

 まずは試行導入として、今定例会の補正予算に職員テレワーク環境整備費で88万円の予算

を計上しております。 

 現在、本市が所有する代替パソコン10台にてテレワークを開始する計画で、運用としまし

ては、在宅勤務する職員にパソコンを貸与し、自宅からインターネット回線を利用して本市

のサーバーにアクセスできる仕組みを構築する計画であります。当然、セキュリティー対策

は万全で、アクセス制御を行いますので、指定されたパソコンのみが接続でき、さらにパソ

コンには情報が残らない仕組みとなります。 

 議員仰せの本格導入につきましては、令和３年度に機器の更新時期を迎えますので、本市

の環境に合ったテレワークの仕組みを構築していく予定で、今後、検討を行ってまいります。 

 ４点目の事業構想大学院大学についての御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、これからの職員には、自らを取り巻く環境や資源を基に発想し、構想

を考え、構想計画を立てて実行できることが求められると考えております。 

 また、職員研修基本方針においては、政策形成能力及び法務能力を持ち、主体的に行動で

きる職員を目指すべき職員像としております。 

 議員仰せの事業構想大学院大学では、求める人材像として、「卓越した発想及びその発想

を実現する構想力を持ち、かつ事業を継続的に進化させ、日本社会の一翼を担う志を持ち実

行できる人材の育成を目的として、講義を通じて知識を得るのみでなく、柔軟な発想の下、

その知識を応用し、異なる立場での意見を持つ教授陣、学友との論理的で建設的な論議を展

開することのできる院生」としておりますので、そこで学ぶことができれば、これからの職

員に求められる柔軟な構想力を養うことができるのではと考えます。 

 さらに今後は、職員のスキルアップが市民サービスの向上につながるものでありますので、

自己啓発に係る情報提供や、地方公務員法に基づく自己啓発等休業制度及び修学部分休業制

度の周知を図ってまいりますので、御理解をいただきますようお願いをいたします。 
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 以上、橋本武夫議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問ございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 まず、最初の関係人口の点についてなんですけれども、関係人口創出・拡大官民連携全国

協議会には前向きに参加をされるという御答弁をいただきましたが、正直言って、本当いう

と私の気持ちとしては、これ、私が知ったのが８月24日、発表された日です。一般質問の締

切日が８月26日で、２日あったもんですから、この質問もしますよと言ったら、もう既に参

加することを考えていますというふうなお答えが打合せであって、じゃあこの問題は取り下

げましょうかというぐらいのことになるのかなあという若干の期待はあったんです。なぜな

らば、私、関係人口について質問するのはこれで２回目なんですけれども、最初に平成31年

３月に質問したときには、まだそれほど関係人口について盛り上がっているわけでもなく、

それ以降、その関係人口をめぐる環境が大きく変わって、国では、第２期まち・ひと・しご

と創生・総合戦略の目玉として関係人口の創出・拡大を打ち出しておりますし、本市におい

ても、先ほど市長の答弁がありましたけれども、第２期の総合戦略においてしっかりと基本

目標２で、多様な形で市外の人と関わる関係人口の増加ということを明記されております。

また、その前の令和元年第３回定例会においては、髙木地方創生担当部長がまずは関係人口

の創出というものをしっかりと頑張っていきたいというふうに答弁をしておられます。 

 こういったことから考えますと、もっともっと前向きでもいいのではないかなというふう

に思っております。この辺り、その情報の取り方というんですか、私、これを知ったのは、

まち・ひと・しごと創生本部のフェイスブックで情報が流れてきたから分かったんですけれ

ども、ここにお見えの職員の方々の中にもフェイスブックのアカウントを持った方はたくさ

ん見えますけれども、そういった自分の職に関わるようなものをフォローして、積極的に行

かなくても自然に来てしまうというようなことはされていないんでしょうかね、お聞きしま

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。 

 橋本先生からのこういうふうな協議会があるというふうな情報についてなんですけど、担

当の係も一応いろいろアンテナを高く情報を集めてはいるんですけど、ちょっとこういうふ

うな情報に関しては、少し情報の収集に不備というか、ちょっと漏れがあったなあとは感じ

ていて、そこはちょっと問題があったかなとは考えております。 

 ですが、ちょっと係の考え方として、国がこういうふうなことをしているから、私が、国
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から来ている人間がこんなことを言うのもなんですけど、国がこういうプラットフォームを

つくったとか、国が何だかんだこういうのをやった、フェイスブックのページを作ったとか

というのにしても、それが関係人口の増加につながるかというと、そもそも国がこういうの

を作って、それに入ったら何かできるかというと、ちょっとそういうものではないのかな。

関係人口というのは、まさに現場の我々市町村が現場の人を見て、現場に今どういうふうの

人が来ているかとか、ちょっとそういうふうなものをしっかり丹念に見て考えていくのがむ

しろ増加につながるのかなと考えていて、ちょっと国の取組とかも積極的にフォローは、も

ちろん今もしていますし、今後もしていくんですけど、というよりも、例えばこの答弁の中

でもあったようなスポーツフィッシングをやっていくとか、これは国が教えてくれるわけじ

ゃなくて、市役所の職員とかでこういうふうな人が来ているなあとか、ロードバイクの取組

もそうなんですけど、市にこういうふうな人が多く来ているんじゃないかなあというのを考

えて、市で考えていろいろやっていく、それを地道に取り組んでいくことが関係人口の増加

につながるのではないかなあと考えておりまして、むしろ国の何かをするとか、国の情報提

供とか、そういうのは実はそんなに大事では、大事ではないと言うとちょっと国にも悪いん

ですけど、というよりも、もっともっと市の職員で頑張っていろいろ考えていくというのが

大事なのかなと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 部長がそういうことでしたらそういうことなんでしょうけれども、こ

のプラットフォームの構築は、今年度のまち・ひと・しごと創生本部の関係人口創出に係る

２つの目玉の事業のうちの一つでございますので、海津市のことは海津市で考える、当然で

すけれども、そのヒントとなるようなものだと、そういったものを広く全国から経験として

集めるのは大事なことなのではないかなというふうに思っております。というのは、例えば

今、そのプラットフォームのほかにもう一つの目玉の事業としてモデル事業もやっておりま

す。 

 その中の一つをちょっと紹介すると、北海道の石狩市では、地域農業ファンづくりから収

穫体験ツアー、そしてさらに農村滞在交流活動など、協働の段階的なメニューを設定すると

ともに地域とのマッチングを支援する移住トレーナーを設置して、最終的に関係人口から地

域の担い手への深化を目指すように取り組んでいるとか、岡崎市では、市内の振興山村地域

において地元住民とサイクリスト、これは当然関係人口であるわけですけれども、サイクリ

ストが一緒に路肩の除草作業や林道を活用したマウンテンバイクコース造りなどを行うなど、

協働で地域課題の活動に取り組む事業を実施し、関係のつながり、関係人口が自ら整備した

地域でサイクリングイベントを開催し、新たな関係人口の呼び込みと地域との協働の深化を
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目指しているといった、宮崎県の五ヶ瀬町では、農業体験、キャンプ、ＩＴ企業による廃校

利用など、関係人口との協働による地域課題の解決に向けた政策立案コンテストの入賞企画

を実践する事業を展開するというように、本市でも取り入れられそうな企画がモデル事業と

していっぱいあるわけですよね。恐らくこのプラットフォームに参加すると、こういった情

報が非常に取りやすいということになろうかと思います。 

 また、先ほど市長の答弁の中で外部の人との交流のできる場を提供していくというお話が

ございました。こういった場というものは非常に重要だというふうに言われております。 

 関係人口は、今、2019年９月の国交省の調査で三大都市圏の中の1,080万人ぐらいという

ふうに推計されておりますし、その中でも特に地域づくりに関わるであろうというふうに考

えられます地域産業を創出したり、地域づくりプロジェクトの企画・運営に関わったり、そ

れに協力したり、地域づくりボランティア活動に参加したりする直接寄与型と言われる人た

ちは、その三大都市圏人口の３％ぐらい、約141万人というふうに言われております。 

 この最も関係人口の中で深い関わり合いをしているであろう層が一番なぜそのまちを訪れ

たかというようなときに、人や機関から紹介を受けたというようなことがございますが、地

域の人とのつながりが持てる場の確保というのは非常に大事だというふうにもおっしゃって

おります。 

 そういった意味において、今回、市長が答弁された交流ができる場の提供というのは非常

に重要だと思いますけれども、そういった中間の事業者、関係を仲立してくれる人たち、そ

ういった人たちの関わり合いというものは、やはりこのプラットフォームに参加することに

よって幅が広がるのかなというふうに思っておりますので、御答弁のとおり、この協議会に

参加されて関係人口の増加に努めていただきたいというふうには思っておりますが、そうは

言うものの、このコロナ禍の情勢でございますので、関係人口というのは都市部の人に来て

もらって交流するというのが本来ですけれども、これは一番なかなかできにくい状況になっ

ております。そういったことから、新たにオンライン関係人口というものが出てきていると

いうふうな指摘もございます。 

 ７月10日の国交省が新設した官民の専門家や担当者らで構成する「ライフスタイルの多様

化と関係人口に関する懇談会」の中で、地域側の視点を取り入れながら関係人口と連携・協

働する地域づくりの在り方や施策の方向性を検討するのが目的だが、それと並んで大きな論

点となったのが新型コロナウイルスの感染拡大が関係人口に与える影響、オンライン関係人

口と呼ばれる非接触型の新たな関係人口の出現・拡大であったというふうにされております。 

 当然こういう状況ですので、海津市を訪れる人々というのも少なくなっていると思います

けれども、この指摘のように、ＳＮＳであるとか、そういったものを利用して、オンライン

上ではあるけれども、海津市と関わっている人というのは確かにいるはずですよね。当然、
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今までその関係人口であった人たちは、そういった面での情報も取ってくれていると思いま

すし、また新たに在宅時間が長くなることによって、そういったことによって海津市を知り、

興味を持ってくれる方もいると思います。この状況が変わって人の行き来が以前と同じよう

になった場合に、こういったオンライン関係人口と呼ばれる人たちを今のうちにしっかりと

捉えてリアルな関係人口に変えていくということも、非常に今取り組んでおくべき重要な課

題ではないかなと思うんですが、その辺りについてお聞かせください。 

○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。 

 オンラインの関係人口の前に、最初に橋本先生がおっしゃったように、民間での取組があ

ると、民間での都市部の人々と交流できるような場を提供する取組が始まってきたというふ

うなことを指摘していただいたんですけど、確かにそのプラットフォームに入ればいろんな

成功事例の情報が得られると、まさにそのとおりなんですけど、プラットフォーム以外でも、

いろいろ国からそのいろんな冊子とか雑誌とかがすごく数が届いて、いろんな成功事例とか、

そういうのはすごくたくさん情報が今も入ってくるんですが、そういうのを見ても、やっぱ

り例えば市役所がリーダーシップを持ってやっていて、市役所が何か会社をつくって、それ

で人がたくさん来るとか、そんな事例は全く存在しないわけで、やっぱり何かしら民間の方

でむしろ頑張っていらっしゃる方がいて、すごくそれこそ自分で何か組織を立ち上げた、リ

ーダーシップを持ってやっていらっしゃって、市役所はそれに乗っかっているだけかもしれ

ない、あまり関係していないとか、そういうふうなものが結構成功事例にたくさん載ってい

るというのもあって、やはり民間の方、市役所の職員への期待というか、そういうのがすご

く高いなと海津市に来て感じるんですけど、やっぱり市役所の職員は、特に経営感覚もない

し、特に何か事業を起こす能力もないからと言ってはあれなんですけど、だからサラリーマ

ンをしているわけでして、なかなかちょっとそういうふうな民間の方で頑張っていただいて

というのを、それを何とか海津市としてはしっかりサポートしてというのをやっていかなけ

ればならないのかなと。なので、こういうふうな取組がスタートしているということは、本

当に大変貴重なことだと思いますし、海津市もそれをしっかりとサポートしていきたいと思

っています。 

 オンラインでの関係人口ということなんですけど、記事も読ませていただきまして、まさ

にコロナもあるのでオンラインの関係人口もあるんじゃないかというふうな記事だったんで

すけど、海津とか地方の魅力というのは、やはり結構フィジカルなところが多いと思いまし

たけど、水がきれいで、歩いていて気持ちがいいだとか、そういうふうなところもあるので、

どうやってオンラインとつなげていくのかというのは、かなりいろいろ考えていかなきゃい

けないんですけど、例えば１つ、既にやっていることというか、昔からやっているんですけ
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ど、ふるさと納税とか、あれも一つの関わり方ということで関係人口に入れるケースもある

んですけど、あれもかなりオンラインで完結する、インターネットで申し込んで完結すると

いうところがあって、それで関わってくれる人もいると。 

 例えば、あとは、市の職員でまた新たにインスタグラムを開設したんですけど、もともと

私なんかインスタグラムの知見というか、もちろん登録はしているんですけど、特にフォロ

ワーも多くなくて、全然能力というか、そういうふうな能力もないんですけど、もともとそ

ういうのがすごく得意な職員がいて、そういう人にやってもらったら、もう数日でフォロワ

ーが私なんかの何倍も何十倍もつくというような状況になっていて、なのでそういうふうな

ＳＮＳを活用する、これももともとコロナと関係なく前からあったんですけど、そういうふ

うなものもあったりとか、そういうのをいかにオンラインで海津市を知ってもらう。そのイ

ンスタグラムとかでも、きれいな景色とか、そういうのですごくたくさんの反響といいます

か、「いいね！」のボタンを押してもらうケースとかが多くて、そういうのをいかにフィジ

カル、それこそコロナが落ち着いたりとか、何かあったときに、フィジカルにこっちへ来て

いただくのにつなげていくか、オンラインをいかに活用していくかというのは、まさに喫緊

の課題だと思っていますので、さらにＳＮＳの取組だとかも含めてしっかりと頑張っていき

たいなと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 では、２番目の企業版ふるさと納税制度の人材版についてお尋ねをいたします。 

 この企業版ふるさと納税についても質問するのは３回目といいますか、制度ができたとき、

それから控除が９割になったとき、そして今回の人材版もまた新たにできますよというとき、

その時々に質問させていただいておりますが、当然この制度を利用するためには、恐らくま

だ、市長のお答えでまだ正式に固まっていないということでしたけれども、これまでの企業

版ふるさと納税制度の枠組みを利用するとするのであれば、当然、地方版の創生・総合戦略

に策定された事業を踏まえて計画をつくって、それが認定されればということだろうと思う

んですけれども、先ほど前の質問で髙木部長も認められたように、職員に経営感覚がないと

いう、ないというと失礼なんですけれども、様々な総合戦略に上げられている事業、例えば

産業観光の発掘だとか、特産品のブランディングと販路開拓・拡大支援であるとか、シティ

プロモーション事業とか、こういったものが総合戦略に書かれておりますけれども、これは

どちらかというと、こういったことをやっているというのは今まで市の職員としては苦手に

してきた分野なのではないかなというふうに想像されます。 

 こういったところに民間の知恵を借りるということができると、今までにない成果が得ら
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れるのではないかというふうに思っておりますけれども、そういったところはいかがでしょ

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。 

 まさに橋本先生御指摘のとおりで、やはり市の職員の弱い分野についてこういうふうな、

まだちょっと制度の概要というのが、まだ輪郭というのがなかなか見えてこないんですけど、

民間の人を派遣していただけるというのはかなり効果的なんじゃないかなあと考えておりま

して、やはり私も財政とか、ちょっとそういうのは詳しかったりとか、そういうのもあるの

で、財政とか、そういう面だったりだとか、あと何かもともと地元にあるものを活用しよう

と、それはあまり財政とか関係ないんですけど、知見とか過去の仕事でも、そういうのでい

ろいろやってきたんですけど、やはり自分もそういうふうな、例えば何か広報するだとか、

何か情報を出していくとか、何かビジネスを強調してやっていくとか、そういうのは経験が

全くあるわけではないですし、そういうのはやっぱり全然自分には能力はむしろないと謙虚

に考えておりまして、やはりそういうところがもしできる人材だとか、そういうのが来てい

ただければ、もっともっと私ができなかったことというか、私ができないようなことをむし

ろむしろリーダーシップを取っていろいろやっていければ、すごく面白いんじゃないかなあ

と考えておりまして、なので物すごく積極的にこちらについてフォローして、活用できない

かということを考えていきたいなと考えています。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） 前向きな御答弁、ありがとうございました。 

 総合戦略に上げられている事業、多岐にわたるわけですよね。非常にどの事業を取ってみ

ても民間の知恵を借りる部分というのはあるのかなというふうには思っておりますし、全て

の職員さん、今、ここに見える方だけではなく、全ての職員がその事業に関して関心を持ち、

その計画を実行していくために、こういった人材版の制度を活用することが必要であるなら

ば、どんどんと国に認定してもらえるように企画を上げていくというような取組をしっかり

していただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ３つ目、テレワークについてですけれども、市長の御答弁の中で海津市独自にその難しさ

というものも分かりました。また、令和３年度に向けてしっかり仕組みを考えていくという

ことでございましたので、その辺りは専門でやられる方がいらっしゃるでしょうから、しっ

かりお任せしていきたいと思うんですけれども、東村山市の市長は、どんなときでも自治体

を止めないというふうな思いで、このテレワークのシステムを早急に導入するということだ

ったそうでございます。こういった緊急事態のときほど自治体の業務の継続というのは重要
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で、当然といえば当然の思いなのかもしれませんけれども、相当難しいんだろうなというふ

うには想像しております。 

 当然、市役所の業務だけではなくて議会も止まるわけにはいきません。岐阜県議会では、

その委員会をオンラインで開いたりというようなこともしておりますので、本市においても

そのための環境整備もお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部総務課長 近藤康成君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（近藤康成君） 先ほど議員がおっしゃい

ましたようにオンラインでできるような環境につきましては、今回、補正予算で上げさせて

いただいていますＷｉ－Ｆｉの整備、そういったことと、あと部局長会もパソコン等を使い

ましてペーパーレスのほうも取組をさせていただくようなことも考えさせていただいており

ますので、順次そういった環境を整えていくように考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。そのように、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 最後に、事業構想大学院大学についてですけれども、そのホームページにおいて「あらゆ

る組織に求められるのは構想です。構想とは、理想の姿の構築であり、構想と構想計画を考

え、実現することで、企業、地域、そして社会に新たな価値が創出されます」というふうに

ホームページに出しております。 

 社会的な重要課題に対して、総合的な解決策を通じてよりよい未来を実現することが事業

構想の本質だというふうに言っておりますけれども、当然これがこれからの職員に求められ

るものと同じなのではないかなというふうに考えております。 

 先ほどの市長の答弁の中でもそういったことが述べられているというふうに理解をしてお

りますけれども、当然やる気はあっても、学費の問題であるとか、休みの問題、休み方であ

るとかということを考えると、なかなか一足飛びにいくものではないかもしれません。特に

この事業構想大学院大学に限らず、最近文科省では、リカレント教育に力を入れていくとい

うふうに方針を発表しております。けれども、仕事が忙しいとか、費用がかかるということ

から、78.4％がちょっとちゅうちょしているということであります。 

 こういった不安なく公務員でもリカレント教育が受けやすくなるといった制度が必要なの

ではないかと思います。こういった制度を国に要望していくという考えはないでしょうか。 

○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） お答えします。 
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 まずは総務省のほうで自治大学校とか市町村アカデミーといったところが、研修するべき

ところがありますので、そういったところをまず研修に行かせたいというふうに考えていま

す。 

 また、市町村研修センターにおきましても、この政策形成の研修等、２日間の研修ではあ

りますけれども、そういったものにも職員をどんどん出していきたいというふうには考えて

おります。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 橋本武夫君。 

○７番（橋本武夫君） もう時間がありませんので、これで終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（水谷武博君） これで橋本武夫君の一般質問を終わります。 

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

◇ 里 雄 淳 意 君 

○議長（水谷武博君） １番 里雄淳意君の質問を許可いたします。 

 里雄淳意君。 

〔１番 里雄淳意君 質問席へ〕 

○１番（里雄淳意君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、２点質問させていた

だきます。質問相手は、いずれも市長であります。 

 １．お悔やみのワンストップ窓口の開設について。 

 今年の４月26日付の岐阜新聞のコラムに「役所がその気になればこのようなことができる

んだ」と、各地で住民に感謝されているサービスとして、「お悔やみのワンストップ窓口」

が紹介されていました。 

 この「お悔やみのワンストップ窓口」とは、親族を亡くした遺族が様々な行政手続のため

に、それぞれの担当窓口へ向かい、同じ情報を何枚も書き込まなければならなかったものを

１か所の窓口で手続が済ませられるというものであります。県内では、昨年６月に飛騨市が

開設し、また岐阜市も庁舎移転を機に開設を検討されているそうです。 

 この窓口開設の先駆けと言われる大分県別府市では、平成28年５月から死亡に関する窓口

「おくやみコーナー」が市役所内に設置されました。このコーナー設置のきっかけは、別府

市では、死亡に関する届出は、最大13課の60種類を超える書類が存在しており、故人の条件

で必要な手続は異なりますが、悲しみの中、何をすればよいのか分からない人、手続に時間

がかかり途中で帰る人、書類の多さに苦労する人が多く、これらの現状を何とかしたいと、

平成27年７月に発足した若手職員による窓口プロジェクトチームによって提案されたそうで

す。 
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 そう言われてみると、私が議員とならせていただいてから、市役所に用事がある方々から、

市役所へ向かう事前に、どの窓口へ行ったらいいのかというお尋ねを何度もいただいたこと

がありました。案外市役所という場所は、市民の方々にとったら敷居の高いところなのかも

しれないという認識を持ち、特に身内を亡くし、日常生活を送ることもままならない遺族の

方たちには、できる限り敷居をなくしていくような態勢づくりというものが肝要であると思

われます。 

 悲しみの中、不安を抱え、役所を訪れる市民の方々の力になりたいという別府市の若手職

員の熱い思いによってこのサービスが生まれたことに非常に感銘を受けたとともに、「住民

の事情に寄り添って汗をかく役所の存在は頼もしい。こうした姿勢で進められるならと、ほ

かにも期待したくなる、そのやり取りが地方自治の姿なのだろう」という、冒頭に取り上げ

たコラムの中の記事にも深く共鳴いたします。 

 また、近年、葬儀の形態は急激に変化しております。地域の共同体で営まれてきた葬儀は、

「家族葬」という言葉が市民権を得て、都市部だけでなく地方においても近親者のみで行う

家族葬が主流となりつつあります。また、コロナの影響によって、その変化はさらに拍車が

かかり、この形態がニューノーマルと言われる新しい日常の一部として定着していくと考え

られます。 

 そうなれば、高齢者の独り暮らしが増えている中、遠方の親族が行政手続をしなければな

らないケースも多くなり、葬儀における家族の負担がますます増えていきます。 

 このような現状を踏まえて、市民サービスの充実の一つとして、お悔やみのワンストップ

窓口の開設を考えてみてはどうでしょうか。 

 １．遺族が行わなければならない行政手続は、本市においては最大どれくらいありますか。

また、その手続の方法を市民の方にどのようにお伝えしていますか。 

 ２．ワンストップ窓口を開設した場合のメリットとデメリットとして考えられることは。 

 ３．ワンストップ窓口の開設のためには担当課を横断する必要があり、いわゆる縦割り行

政の克服につながる一つのきっかけとなるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 以上、答弁をお願いします。 

 ２点目であります、大江緑道について。 

 大江緑道の整備が再始動し、完成を心待ちにしております。本市の大きな観光資源となる

ことを期待しておりますが、近辺施設である歴史民俗資料館、アクアワールド水郷パークセ

ンター、海津温泉、木曽三川公園とリンクすることによって相乗効果をもたらし、一大観光

資源となる可能性があるのではないかと考えます。 

 例えば、現在、期間限定で実施されている大江川周航事業を拡大し、各施設をつなげてみ

たら面白いのではないかなど考えるわけでありますが、このような意見を広く聞くことでど
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んどんいいアイデアが出てくると思いますので、そのような場を設定してみてはどうかと思

います。 

 もちろん、大江緑道の整備は国の事業でありますので本市の一方的な意見を述べるわけに

はいかないと思いますし、地域づくりネットワーク会議で活発な議論がなされていることも

存じておりますが、近辺施設との連携を図っていく必要があると考えます。 

 そこで、現時点で市長が思い描かれている大江緑道整備に関する構想をお聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意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） 里雄議員の１点目のお悔やみワンストップ窓口の開設についての御質

問にお答えします。 

 １つ目の遺族が行わなければならない行政手続は、最大どれくらいあり、その手続の方法

を市民の方にはどのようにお伝えしているかにつきましては、行政手続は、亡くなられた方

や申請される方の条件によって必要な手続は異なりますが、死亡に伴う各種届出の手続は、

市民課、保険医療課、高齢介護課、税務課など最大10課にまたがり、国民健康保険や年金の

手続等、最大41種類の申請書類等が必要となってまいります。 

 次に、手続に関する御案内は、死亡届の提出に来庁された際に、死亡時に必要な手続の内

容をまとめた「ご家族がお亡くなりになったとき（死亡後）の手続き一覧表」をお渡しし、

後日、手続等を行っていただくよう御案内しております。 

 ２つ目のワンストップ窓口のメリットとデメリットにつきましては、メリットとしまして

は、ワンストップ窓口を導入することで御遺族には、手続時間の縮減と心理的負担の軽減が

図られ、利便性の向上が期待できます。また、相続など市役所以外での手続に係る相談も行

うことができれば、さらに効果が上がると考えます。 

 事前予約制を導入した場合は、事前準備ができ、お待たせする時間を削減でき、窓口を一

本化することで漏れのない手続が見込めます。 

 デメリットとして考えられますことは、全ての手続をワンストップで行うには専門的で多

様な知識が必要となるため、担当職員の負担増が懸念されます。 

 ３つ目のワンストップ窓口の開設のためには担当課を横断する必要があり、いわゆる縦割

り行政の克服につながるのではないかにつきましては、行政の業務は細分化され、多岐にわ

たっておりますので、窓口を一本化することはなかなか容易ではありません。 

 しかしながら、議員仰せのとおり、御遺族がスムーズに手続が行えることは極めて重要で

あると考え、御遺族の立場に立って、組織横断的に相互連携を図りながら、他の市町を参考

に、市民目線での分かりやすい窓口の開設に向けて検討してまいりたいと考えております。 
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 ２点目の大江緑道についての御質問にお答えします。 

 大江緑道整備につきましては、事業主体であります国土交通省木曽川下流事務所と本市が

連携し、計画段階より協議を重ね、地域の魅力を最大限に活用するとともに、周辺地域の

人々に親しまれ、国営公園として多くの人々に有効活用されるよう取り組んでまいりました。 

 具体的には、平成23年11月より大江地区・西江地区自治会の御協力により、延べ20回にわ

たりワーキング会議を開催し、地域の皆様と活発な意見交換がなされ、地元の意見が反映さ

れた整備、運営及び活用が進められているところであります。 

 取組としましては、大江緑道整備の水郷景観のシンボルとなる堀田の再生について検討会

を開催、物販社会実験として「海津マルシェ」を実施、舟運社会実験として「輪中のお宝探

検隊」など３つの社会実験を実施し、分析・検討してまいりましたが、いずれも地域振興、

観光振興に大きな効果が出ていると報告を受けております。 

 平成25年３月に大江緑道が国の事業承認を受け、海津温泉西側に位置するアクアワールド

水郷パークセンターを拠点として、大江川左岸沿いには、延長約５キロメートルの歩道と自

転車道を併せた幅員５メートルの園路が北ゾーンと南ゾーンを結びます。その両サイドには、

北の玄関口として、輪中地域の歴史に触れ合える森下広場を、また南の玄関口として、誰も

が多目的に利用できる芝生広場として万寿新田広場を整備する事業計画が立てられ、現在、

用地を取得しながら工事が進められております。 

 現在、アクアワールド水郷パークセンター内にある、大江緑道のシンボルとして平成30年

４月にオープンした約１ヘクタールの再生堀田を活用し、子どもたちが田植や稲刈り、はさ

がけまでの農業体験を楽しむことができ、年２回開催されます「海津マルシェ」は、県内外

から多くの来園者でにぎわいを見せております。 

 また、大江川舟運観光事業につきましては、市歴史民俗資料館で本市の歴史・文化を学ん

でいただき、川から感じる低地の暮らしの体験をしていただく大江川舟運観光は、参加者か

ら好評を得ております。 

 現在、新型コロナウイルス感染症対策のため運航は休止しておりますが、今後は水郷景観

を楽しんでいただける新たなコース等も検討し、多くの方々に利用していただける舟運事業

を展開していきたいと考えております。 

 大江緑道整備に関する構想につきましては、完成後は、義呂池や大江川を活用したレクリ

エーション施設として、輪中地域の歴史に触れ合える場所として、またウオーキングやサイ

クリングなどでアクアワールド水郷パークセンターを拠点として、北ゾーンから南の木曽三

川公園、千本松原まで周遊していただける環境整備を進め、一体的な利用を図ってまいりま

す。 

 特に隣接する海津温泉も本年６月にリニューアルオープンしたことから、大江緑道や水郷
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パークセンターのお客様が海津温泉を利用していただく、また海津温泉のお客様が水郷景観

や水辺に親しんでもらえるなど、双方において相乗効果が発揮できるよう関係機関と連携を

図りながら進めていきたいと考えています。 

 本市の自然豊かですばらしい観光資源を再認識し、大江緑道をさらなる本市の観光振興に

つなげてまいりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、里雄議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 それでは、１点目の質問から再質問させていただきたいと思います。 

 まず、通告書に記載したらよかったんですが、確認事項として、本市において年間どのく

らいの方がお亡くなりになりますかと、また１日の平均するとどのくらいになりますか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 本市の年間の死亡者数でございますが、令和元年度で416人、

平成30年度で448人、平成29年度で432人、過去５年間の平均で438人でございます。１日に

換算いたしますと、約1.2人ということでございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） そうですと、大体１日１件から２件、偏りもあると思いますが、それ

ぐらいの方が死亡後の手続にいらっしゃると言えると思います。 

 それで、今、御答弁いただきましたように、遺族が行わなければならない行政手続に関す

る御案内は、死亡届の提出に来庁された際に、「ご家族がお亡くなりになったときの手続き

一覧表」をお渡しし、後日、手続等を行っていただくよう御案内させていただいているとい

うことであります。 

 この一覧表のおかげで非常に手続がスムーズに行えるということもお聞きしております。

一覧表には、国民健康保険に加入していましたか、上下水道の名義人になっていましたかな

ど、25のチェック項目があり、その手続の際に必要なもの、手続窓口が記載されており、こ

の一覧表があれば確実に手続を済ますことができます。この一覧表は、どのような経緯で作

成されたんでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） こうした一覧表につきましては、過去から、旧町のころから

それぞれの町で作られていたというふうに聞いておりますが、現在のものになったのは、こ
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の統合庁舎ができるときでございます。組織再編に伴って、当時の企画政策課が事務局とな

って行政改革推進プロジェクト委員、これは関係課のプロジェクト委員が中心となって現在

の一覧表をまとめたというふうなものでございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 担当窓口でできる限りの最大限のサービスということで考えていただ

いたということでありまして、これがあればスムーズにできるという方もいらっしゃるんで

すが、御高齢の方が手続に来られることは、これを見る限り想定されていないのではないか

ということも感じます。 

 このＡ４の用紙、両面に９ポイントぐらいの小さな字で、用紙にいっぱい文字が書かれて

おります。高齢夫婦だけの世帯も増えており、御高齢の方がお一人で手続をなさるというケ

ースも十分に考えられますし、実際に手続が難しいという声もお聞きしております。 

 一覧表だけでの手続が困難な方もいらっしゃると思いますが、現状そのような方にはどの

ように対応なされていらっしゃいますか。 

○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 現状でございます。確かにこの手続、Ａ４で細かい字でござ

いますが、高齢の方でよくあるケースというのは、死亡届のときにお渡しした袋のまま持っ

てこられるというケースが非常に多いということを聞いております。 

 ですから、その中でこの一覧表に基づいて、まず一番多い窓口というのは、やはり保険と

か年金の部分でございますので、そちらに御案内をさせていただきます。 

 その中で、大概この東館、御承知のとおり、東館の１階のフロアで大体の方、高齢の方は

完結してしまう部分が多いわけでございますが、そこでまずチェックして、じゃあ次こちら

へどうぞということで御案内を差し上げていると。ただ、どうしても移動が困難だという方

については、次の担当課の職員がその担当の窓口へ出向いてお手続をさせていただいている

というようなことをしております。 

 ただ、職員が出向いてくるんですが、どうしてもやはり申請書に何回も何回も同じことを

書いていただかなければいけないという部分のところは、ちょっと解消には至っていないと

いうところでございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 手続に来られる方には丁寧に御説明もいただいておると、だからたら

い回しというような現状はないということでいいかと思うんですが、御高齢の方、例えば私

たちも大きなショッピングモールに買物に行きますですね。案内板を見て、買物のときでも
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そうやって自分の行きたい場所は案内板で確認するわけであります。もちろん、市役所にも

案内板がありますので、担当窓口を言われれば、そこへ行けばいいのだなと分かるわけであ

りますが、御高齢の方はああいう大きなショッピングモールを嫌うというか、嫌がる方もい

っぱいいらっしゃいます。コンパクトな小さなショッピングセンターへ行きたいという人が

よくいらっしゃいます。それは何でかというと、回りやすいと、どこに何があるかというこ

とがすぐ分かるという、こういうことなんです。 

 ですから、私は、できる方はこの一覧表があればいいと思うんですが、できない方に対し

て、そういう方を対象にしたことも少し考えていかなければならないのではないかと思いま

す。特に御高齢の方、独り残った方が手続に来られるということであればなおさらだと、そ

ういうことを思います。 

 それで、ワンストップ窓口を開設した場合のメリットとデメリットでありますけれども、

手続時間の縮減ということが一つ上げられております。その手続を縮減するということで、

今、本市が無償で配布しております「夢プラン」、海津市エンディングノートですね、これ

が非常に有効であると考えます。このエンディングノートの活用状況というのをお聞かせい

ただけないでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 エンディングノートでございますが、今、作り始めてから３年目になりまして、トータル

で部数は3,800作っておりまして、講座なんかをしまして配布しておるわけですけれども、

今年度はちょっとコロナの関係でできておりませんが、その約半分少々ぐらいは出ているか

なというふうに思います。 

 利用方法については、「夢プラン講座」という講座で説明をして、どういうふうに書くと

いいですよとかというふうに説明させていただいておりますけれども、ただ、そのお悔やみ

のときの窓口での利用については、特に今のところ説明はしていない状況であります。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 確かに御本人にお悔やみの窓口でということは言いにくいことだと思

うんですが、それは御家族の方に知っていただくということが必要だったと思いますので、

せっかくこれは非常にいいものだと思いますので、周知していくことが非常に大事かと思い

ます。 

 それとデメリットのほうでございますが、専門的で多様な知識が必要となるため、担当職

員の負担増が懸念とありますけれども、専門的で多様な知識が必要となるのは一人の職員で

の対応を考えておられるということでしょうか。 
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○議長（水谷武博君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 今後の検討課題ではございますけれども、ワンストップで御

遺族に対応するのは、できるだけ一人で対応したほうが御遺族にとってもよろしいのではな

いかというふうに考えております。 

 先進市町で関係課の職員が当番制で窓口を担当しているというようなケースもございます

ので、私どもの先ほど申し上げました、大体東館の１階フロアで完結できてしまう部分が多

うございますので、当市の実情に合わせて今後検討させていただきたいなというふうに思っ

ております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 検討していただけるということでありますので、どうぞお願いしたい

と思うんですが、１つ、他の自治体のホームページや何かを見ますと、先ほど言われた当番

制であったり、予約制というものを利用されておる、うまいこと活用されておるわけであり

ますけれども、私がふと感じたのは、それぞれの課にお悔やみに関する担当者の方がいらっ

しゃると思うんです。そういう方でチームを組んで、事前に予約をもらえれば、１日に１件

か２件であります。しかも、所要時間というのは、多分１時間か２時間程度だと思いますの

で、その当番の人がその人に付き添って案内してあげる。コンシェルジュという、案内人と

いう、そんなようなこともできないかなという、こんなことも思うんですが、ぜひその辺も

一度検討材料に入れていただけたらと、そのように思います。 

 それで、特に今回、この質問をさせていただきまして、最後に縦割り行政の克服になるの

ではないかと、大げさなことを書いたわけでございますけれども、実は今、グリーフケアと

いう、こういうことが必要な時代だと言われております。 

 グリーフケアというのは、特にグリーフというのは死別の悲しみという、悲しみは悲しみ

でも死別の悲しみを指しまして、それをケアしていく、サポートしていくということが今必

要な時代だと。それはなぜかというと、死別の悲しみから心を病んで崩壊していく方が非常

に多い。職場復帰もなかなかできないという方が今多いそうであります。そのような心の病

が現代病としてクローズアップされておるわけです。それを避けるためにあるのがグリーフ

ケアと言われておるわけでありますけれども、このグリーフケアが必要になってきた背景と

いうのは、私が考えるには、お葬式の形態が変わってきたというのも一つ大きな要因でない

かと思います。これまで地域の方々や親族の方々に慰められたり、励まされたり、支えても

らってきたと。身近な人を失って、周りに支えてきていただいたということがあるんだと思

うんですが、お葬式等の簡素化によって、今、独りでその悲しみを抱え込んでしまうという

ケースがあると。そうすると、なかなか元どおりの、簡単に済ませて日常に戻れるようです
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けど、逆に時間がかかったり、心を病んでしまうという、こういう方がいらっしゃるという

ことであります。 

 それで、このグリーフケアというのは一体何をするかというと、特別なことでないんです

ね。死別の苦しみで悲しんでおられる方に、例えば庭木の草がいっぱい生えてきたねと、お

手伝いしようかとか、買物まだ行けないの、なら行ってきてあげるわとか、電球を替えてあ

げようかとか、もうささいなことなんですけれども、いつもあなたのことを気にかけておる

よって、寄り添っておるという、その寄り添うということ、これがグリーフケアになるそう

であります。 

 縦割り行政の克服なんていう仰々しいことを言ったんですけれども、実はそういうお悔や

み窓口に来られる方のお気持ちというものを担当の職員の方々、それぞれに共有していただ

いて対応していただけたらと、そんなことを思うところでございます。ここの手続はこの窓

口ですよとか、今、部長がおっしゃったけど、そんなことはしておりませんということです

けど、じゃあ、あっちへ行ってください、こっちへ行ってくださいじゃなくて、その方には

寄り添う、寄り添うって簡単にできませんけれども、寄り添おうとする、そういう姿勢をぜ

ひ持っていただけたらなということを思います。 

 では、２点目の質問をさせていただきます。 

 今回、この質問をさせていただいた最大の目的は、この大江緑道というものの存在を一人

でも多くの市民の方々に知っていただけたらなという思いであります。 

 コロナ禍で暗い話題が多い中、大江緑道の整備は、非常に希望の持てる、また夢が持てる

話題であると思います。大江緑道そのものは国の事業でありますので、本市としての関わり

は限定されると思いますけれども、大江緑道の近辺には、海津温泉、歴史民俗資料館、そし

て通告書に漏れておりましたが、治水神社もございます。それから、国の施設になりますけ

れども、当然アクアワールド水郷パークセンター、木曽三川公園、カヌーやボートのできる

長良川サービスセンター、近辺にいっぱいの施設がございます。それぞれポテンシャルの高

い施設でありますけれども、大江緑道の完成を契機にそれぞれの施設、点を線で結ぶことに

よって各施設のポテンシャルは今以上に発揮できる可能性があると思います。 

 昨日、市長さんもトロッコ列車の話もされておりましたが、できるできないは別として、

その可能性を発揮できるようなアイデアをどんどん出すことが今の時期に必要なんでないか

と思います。 

 このたびの海津温泉のリニューアルに伴い、自転車置場が設置されたと。これもそれを見

越してのことだと思いますけれども、できるできないではなくて、現段階でいろいろ思い描

かれているプラン、案があると思うんですけれども、それを少しお聞かせいただけたらと思

いますけれども。 
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○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 これほど大規模な国営公園の隣に温泉があるという、非常に絶好のロケーションになるわ

けですが、いろいろ考えている、具体的にはまだ考えていませんけれども、いろいろ考える

中の一つに、全国的に今、著名な温泉地が中心ですけれども、岐阜県も積極的に進めている

取組がありまして、これは温泉地を拠点にウオーキングをしながら、自然と歴史・文化、そ

れから食を楽しみながら歩くというような取組があります。これは名前は、具体的には「Ｏ

ＮＳＥＮ・ガストロノミーツーリズム」「ガストロノミーウォーキング」とも言っています

けれども、これが進められています。これと同じものではなくても、せっかくあるパークセ

ンター、それから今度できる大江緑道をつなぐと、ちょうどこの試みに近いものができるの

かなあというのが一つ大きな考えていることでもあります。 

 もちろん、国の施設もあり、それから温泉も指定管理になっていますし、あと食であると

か、歴史であるとかということになると、部署横断的なことにもなるかもしれませんが、ぜ

ひこれに近い取組をしたいなというのが一つ考えておるところであります。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） 全国的にも流行しておるということなんで、そういうのをどんどん取

り入れるような話合いをしていただけたらいいなと思いますし、そういう話は特に私なんか

も好きで、元気が出ます、楽しい話題でありますので。もちろん、若い職員の方々もどんど

ん参画していただいてアイデアを出していただくような、そういうことも行っていただきた

いんですけれども、どうしても行政とか職員の方々になりますと、その話合いを踏まえてど

う執行していくんかという、こういうことが問われます。話合いをどう形にしていったのか

ということが問われるんですけれども、話合いが目的のための手段となってしまうわけであ

ります。だから、責任を持っていただいておるということであります。そのことは非常に大

事なことであると思うんですけれども、市民の方々も関わって夢を語り合う、そういう語り

合うこと自体が目的となるような場をぜひ設定していただけないかということを思います。

こういう話題を市民と共有していきたい、こういう元気の出る話題をですね、そんな場を設

定していただきたい。それは、できるできんは別に、話合いを目的としたような場でありま

す。 

 例えば、海津明誠高校の学生にこの施設をそれぞれ体験してもらって、自分たちならどう

いうことを考えられるだろうかと、こういうことをしたいとか、ああいうことをしたいとい

うことを語り合う場、これは形にならなくてもいいと思うんです。そのことによって関わり

を持っていただく。そうすると、おのずと郷土に対する愛着ということも湧いてくると思う
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んですけれども、そういう場を設定するということについてどのようにお感じになられます

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） 議員の市民の夢を語り合う場、若い方の意見等も取り入れた、

こういった計画の場という形の御質問についてお答えいたします。 

 この大江緑道、先ほど市長からこの構想に対する答弁をいたしましたが、まず輪中は歴史

と文化の魅力ある資源であるといったところから、この大江緑道が事業承認されました。 

 大江緑道について、堀田の再生、またマルシェなど、市民団体が２つ誕生したといったこ

とを申しましたが、平成23年10月から毎月のごとくワーキング会議をいたしまして、大江地

区中心でございましたが、国営公園でございますので、一般の参加という形で、この地域周

辺の活性化、またまちづくりにおいて、また低地に暮らした人々の観光資源、これらを掘り

起こすという形で、毎月のごとく国と市、そして周辺地域の方々にお声をかけまして進めて

まいりました。 

 そこで、当時、基本構想という形で大江緑道の計画が国から示されたわけですけれども、

次の段階の基本計画という中に盛り込むということで、とにかく活発な御意見をいただきた

い。できるかできないかは置いておいて、地域の方の声というのは何を望まれるのかという

形からスタートしたわけでございます。 

 そして、議員も御質問の中で仰せいただきましたが、いろいろとこういった地域活性化に

対するシンポジウムとかワーキング会議等も行っておりますが、「地域づくりネットワーク

会議ニュース」が平成23年10月に第１号が発刊されまして、この令和２年３月まで第48号と

いう形で、こういったワーキング会議とか、こういった声があるとか、こういうところが誕

生したとかという形は、国においてホームページ等でお知らせしておるところでございます。 

 議員仰せの、今まさに約５キロに望む緑道、万寿新田から森下広場まで整備をするわけで

ございますが、まずは目に見える形にするのがいいという形も地域の方から御意見をいただ

きまして、現在、アクアワールド水郷パークセンターの中にあります堀田を平成30年度に完

成し、そして今年と来年でもちまして義呂池周辺、そこに２メートルの園路を結ぶという形

で、現在、そこにトイレとか駐車場とか、あとあずまやの休憩所を造って、来年には形がで

きてくると思います。 

 議員仰せのとおり、あとは利用をどうするかという形になりますので、その場所に会議が

できる場所がございますので、現在、国に働きかけておりますが、海津市民全員、若者の意

見たちも利活用について取り入れる場を設けていただきたいということで、今、調整してお

りますので、ぜひ議員の言われるように、市民の海津・平田・南濃地区、優先的に御利用い

ただけるような仕組みをぜひやっていきたいと思いますので、御理解のほど、よろしくお願
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いいたします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 ただ、僕は無理にこの話合いの場を設けるということでなくて、そういうことがまた市民

も盛り上がって、一緒に希望の持てる話題で盛り上がっていけるのでないかと、こういうこ

とを思っておるわけでございます。 

 最後に、もう時間がありませんが、大江緑道については全て仮称というように書かれてお

るんですけれども、人それぞれ感覚が違うと思いますが、私の感覚からすると、もう少し若

い人の興味をそそるような名前にしたらどうかなと思うんですが、この辺は国の事業ですの

でどうなるか分かりませんけれども、名称というのは検討できないんでしょうか。 

○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） 事業でいきますと、いつも仮称という名前がつきますんです

けれども、そういったことも踏まえまして、まだまだこれは完成まで時間がかかりますし、

仮称という名前はそれまでは取れないということでございますが、そういったことも国のほ

うと協議していきたいと思います。 

 現在、仮称ですので可能ではないかなあと思うんですけれども、まずその辺も国と調整さ

せていただいて、あくまで事業主体は国ですので働きかけていきたいと思っております。以

上です。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 里雄淳意君。 

○１番（里雄淳意君） ぜひお願いいたします。 

 久々に、暗い話題の中、元気が出る話題でございますので、一人でも多くの市民の方々と

共有できることを望んで、質問を終わらせていただけたらと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（水谷武博君） これで里雄淳意君の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１９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３３分）  

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

◇ 二ノ宮 一 貴 君 
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○議長（水谷武博君） ２番 二ノ宮一貴君の質問を許可いたします。 

 二ノ宮一貴君。 

〔２番 二ノ宮一貴君 質問席へ〕 

○２番（二ノ宮一貴君） では、議長の許可をいただきましたので、一般質問通告書に従って

質問させていただきます。 

 私の質問は１点、海津市団体運営補助金について、質問相手は市長であります。 

 では、始めます。 

 １．海津市団体運営補助金について。 

 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない日々が続いています。「感染しない・感染さ

せない」という気持ちで、一人ひとりが感染対策をしながら新しい生活様式を実践している

のではないでしょうか。 

 経済活動や社会活動も少しずつではありますが、可能な範囲で行われています。 

 本市にも様々な分野で活躍をされている団体がありますが、コロナ禍での難しい状況の中、

試行錯誤を繰り返しながら活動されていると思います。 

 そのような団体には本市から補助金が交付されている団体もありますが、以前このような

御意見をいただきました。補助金が減ったが、ほかの団体も同じように減っているのか。財

政が厳しいと言われたが、補助金が減れば、うちの団体も厳しい。だんだん減らされたら、

最後にはゼロになるのかなど、補助金についての疑問の声でした。 

 本市は、平成24年度予算から海津市団体運営補助金交付基準に沿って各種団体へ補助金が

交付されています。この基準は平成23年10月に策定されましたが、その背景として、本市の

厳しい財政状況では、補助金においても削減・廃止・統合などの総合的な整理を図る必要が

あるが、単に補助金の削減そのものを目的とするわけではなく、限られた財源を有効に活用

し、補助金の効果的・効率的かつ適正な執行がされるよう補助金交付基準を策定するものと

する。 

 「現在、本市は補助金の交付に関する統一的な基準を設けておらず、条例、規則、各課制

定の要綱で規定しているのみである。そのため、真に必要な補助金かどうかの判断は、各部

局による判断となり、基準に基づいた公正な判断にはなっていない。そこで、既存の補助金

の必要性を見極めるとともに、新設の補助金の要望についても統一的で明確な基準で審査す

る目的で補助金交付基準を策定する」と書かれています。 

 さらに、令和元年２月の「海津市団体運営補助金交付基準実施結果報告書」では、「それ

までの補助金交付基準を振り返り、得られた成果及び今後の課題などを検証し、今後の行政

改革の取組につなげていく」と書かれています。 

 市民の皆さんに補助金について正確に理解していただき、今後も各種団体の活動に取り組
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んでいただきたいと思います。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 １つ目、海津市団体運営補助金交付基準において、補助金の定義、補助金の分類、評価項

目、補助金の交付期間、補助金見直しの基準等、その詳細を教えてください。 

 ２つ目、海津市団体運営補助金交付基準実施結果報告書（平成23年度から平成30年度）に

おいて、その内容と上げられた課題を教えてください。 

 ３つ目、海津市団体運営補助金交付基準について、運用の仕方や見直し等を含め、今後ど

のように進めていく計画か、教えてください。よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 二ノ宮一貴議員の海津市団体運営補助金についての御質問にお答えし

ます。 

 １つ目の補助金の定義、分類、評価項目、交付期間、見直しの基準等の詳細につきまして

は、まず「定義」でありますが、補助金は、本市が団体または個人の行う特定の事業に対し、

公益上必要があると認めた場合に、その事業の効果的、効率的達成のために相当の反対給付

を受けることなく、交付する給付金であり、地方自治法第232条の２において公益上必要が

ある場合に限られております。 

 また、補助金は、本来、具体的な事業費を対象に補助されることが適当であり、事業に対

する予定が立てられ、事業目的の達成に向けて行政が財政的な支援をすることが必要と判断

された場合に補助金が交付されるべきであります。 

 補助金の財源は皆様の税金を財源としておりますので、事業の目的、内容が本市の社会

的・経済的な発展に寄与し、かつ市民の皆様の共感が得られ、受益者が特定の者に限定され

ず、不公平なく、市民の福祉向上の増進に寄与が認められる必要があります。 

 また、補助金が的確・適正に執行されているかは最も重要な点であります。 

 次に、「分類」ですが、団体の運営に必要な経費に対する補助金を本市では３つの分類に

分けております。 

 １つには、奨励的補助金として、団体が自主的、任意的に行う事業で、公益性が高く、本

市の奨励する事業に対して資金援助的に補助するものであります。 

 ２つ目には、協働的補助金として、団体・市が互いに資金、労力等の負担提供を行い、協

働により活動を展開するもので、政策誘導的な補助金であります。 

 ３つ目に負担的補助金として、本来、市が行うべき事業を団体が行うもので、負担的要素

の強い補助金、ただし、委託できるものは、原則委託料で取り扱うものとするとしておりま
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す。 

 次に、「評価項目」ですが、補助金交付の基準は、公益性、効率性、公平性、優先性、必

要性の観点から評価し、各事業の詳細な評価は担当課において「海津市補助金チェックシー

ト」を用いて行っております。 

 次に、「交付期間」ですが、新たな補助金については開始時に、また既存の補助金につい

ても終期を設定し、更新が必要な場合は、必ず見直しを行うものとしており、原則として３

年以内には補助金依存から脱却できるよう自助努力を求めていくこととしております。 

 次に、「見直しの基準」ですが、毎年度恒常的に交付している補助金、既に補助目的を達

成したとみなされる補助金及び統合可能な補助金について見直しを進めることにより、限ら

れた財源の有効かつ効率的な活用を図ります。事業内容について、公共性の度合い、市民ニ

ーズの高さ、さらに使途の適切さなど、その内容の見直し、検討を行い、交付事業の適正な

執行や補助金の有効活用を図ります。 

 これらは担当部局で作成した「補助金チェックシート」を基に、企画財政課が補助金見直

し基準に従って、各補助金の交付額を別に定める算定根拠を基に査定、ヒアリングを実施し

ております。 

 特に通算３年以上経過した補助金については、方向性として、「継続」「廃止」「費用変

更」「統廃合」に分けて見直しを図っております。 

 ２つ目の実施結果報告書において、その内容と上げられた課題につきましては、実施結果

報告書では、交付基準を策定した平成23年度から平成30年度までを振り返り、得られた成果

及び今後の課題などを検証し、今後の行政改革の取組につなげていくものであります。 

 結果として、補助金分類別で見てみますと、奨励的補助金では248万円、協働的補助金で

は126万1,000円、負担的補助金では399万5,000円の減額となっており、交付基準による見直

しに一定の成果があったものと判断しております。 

 主な課題といたしましては、１つに、団体運営費の補助要素が強い補助金については、団

体の自立を阻害することが懸念されるため、会費等により自らの努力による財源の確保を促

し、事業費補助への移行を検討する必要があります。 

 ２つに、交付基準では補助金交付期間を３年以内としていますが、交付基準策定時から廃

止した補助金は、全56件のうち５件で、長期にわたる補助は、既得権化され、優先度や緊急

性が低いものと考えられます。目的を明確にし、団体と協議の上、終期設定をする必要があ

ります。 

 ３つ目に、交付額が少額で事業規模に対して補助額が特に小さいため、効果が見えにくく、

長期にわたって交付している補助金については、事業実績や収支を検証し、見直しを検討す

る必要があります。 
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 なお、行政改革推進審議会は、本格的に改革を進めるのであれば、補助金の実績報告書を

提出してもらい、内容のチェックをするとともに、総合計画に対する位置づけや方向性は正

しいのか、補助金を活用して実施した事業の成果を説明させるべきではないか、また成果指

標で数値化したものでの評価や、市としての優先度も勘案して判断しないといけないのでは

ないかとの意見をいただいております。 

 ３つ目の交付基準について、運用の仕方や見直し等を含め、今後どのように進めていく計

画かにつきましては、交付基準策定後、８年が経過した段階で検証を行い、報告書を作成し

ましたが、これまで交付基準に基づき、毎年度、補助金額の見直しを行った結果、一定の成

果はあったものの、新たな課題も見受けられました。 

 報告書に記載した課題以外にも、市が行政目的達成のために設立した外郭団体や、行政に

代わって公共的な業務を行う公益的団体への対応、夢づくり協働事業の活用、補助金制度が

既得権や前例にとらわれない客観性と公平性が確保できる制度として確立するために第三者

審査機関の設置、説明責任を果たすために個人情報を保護しつつも補助金内容や金額の公表

など、今後、検討していくことも必要であると考えております。 

 交付基準自体も見直しが必要な時期ではありますが、課題であった部分も次年度以降の取

組につなげていくこととし、今後も補助金の定義である「公益上必要がある場合」を前提に、

より効率的かつ効果的な補助金の交付に努めてまいりますので、御理解をいただきますよう

お願い申し上げます。 

 以上、二ノ宮一貴議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） 答弁ありがとうございます。 

 まず最初に、ケーブルテレビとかで見られている方は分からないんですけれども、一般質

問通告書というものを議員は出すんですが、今回提出した私の一般質問通告書の字が小さい

ということでちょっと御意見をいただいておりますので。 

 今回、ユニバーサルデザインフォントを活用して書かせていただいたんですけれども、そ

の字自体が余白を多く取るような設定になっておりまして、私のパソコンの設定ミスでちょ

っと字が小さいですので、皆さんに読んでいただきやすい字を活用したつもりで、逆に見に

くいような形になってしまいましたので、以降気をつけたいと思いますので、まず最初にそ

れを謝りたいと思います。 

 では、再質問に入ります。 

 今回、私がこの海津市団体運営補助金交付基準について質問しようと思ったのは、一般質
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問通告書にも書かせていただきましたが、補助金がだんだんと減っていく方向でということ

で、財政状況も厳しい中であるわけですが、その当該団体の方からはもちろんですが、やは

り補助金が減るということは、それまであった運営資金が減るということで、その団体にと

っては大変大きな問題ということになります。それは当然のことと思いつつ、その減ってい

く、削減されていく、その理由をしっかりと説明していただいておると思うんですが、その

団体の方からしてみると、やはりその理由に納得がいかないというわけではないとは思いま

すけれども、その基準に沿ってしっかりやられているとは思いつつも、腑に落ちない部分と

か、ほかの団体との公平性に関して疑念があるというような意見がありましたので、今回、

取り上げさせていただいております。 

 先ほど交付基準に対して定義から始まり、説明していただいたんですが、まずはこの基準

が策定された一番の理由は、補助金の必要性を見極めるとともに、統一的で明確な基準で審

査するということですね。明確な基準ということで、やはりここがいわゆる公平性というこ

とになってくると思います。 

 それで、今年の新年度予算のときの予算委員会でも委員の中から、ある団体が補助金をカ

ットされたと、その団体の方から、私らの団体はもう必要ないということなのかという意見

があったというような質疑がありました。やはりそういった御意見もある以上は、今どのよ

うな交付基準で行っているかということをもう一度説明をしっかりしていただいて、毎年毎

年の補助金の交付につなげていただきたいと思います。 

 それでは、その中で順番に行きたいと思いますが、まずこの終期設定という部分でありま

すが、原則は３年というふうになっております。その中で、各担当課がその当該団体と要綱

を結んで終期設定を設けるというようなことがここに規定されていますが、先ほど答弁の中

にもありました、10年間で56件のうち廃止になった補助金は５件ということは、基本的に３

年以上、これは経過している中で、そのほかの団体は補助金が継続的に交付されているとい

うことになりますが、その辺の要綱とその継続に関して、その３年ごとに見直しはされてい

ると思いますが、各団体の詳細は結構ですので、大まかなその規程といいますか、どのよう

な基準でその延長をしているのか、もう一度教えていただきたいんです。よろしくお願いし

ます。 

○議長（水谷武博君） 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） 各種団体の運営補助金につきましては、毎年、先ほ

ど答弁の中にもありましたように、チェックシートを用いまして、各課からの判断によりま

して採点をして、どのような削減をしていくべきかというのを判断しております。 

 その中で企画財政課のほうがヒアリングをさせていただきまして、それが効果的、効率的

かつ適正な執行がされているかというのを指導させていただいている状況であります。 
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 先ほどありましたように、おおむね３年、原則として３年以内には補助金依存から脱却で

きるようにということではありますけれども、各種団体の要綱の中で終期設定がそもそもさ

れていない団体がございまして、まずはそこを直していかなくてはならないかなと思ってお

ります。 

 ３年以上、長年にわたり交付されている補助金もございますので、その辺は各種団体との

協議も必要かとは思いますけれども、この団体補助金の交付基準に基づいた形で適正に指導

はさせていただきたいなと思っております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 では、要綱のほうで終期設定がされていない団体もあるということで、そもそもこの交付

基準が策定される前から補助金が交付されている団体もありますので、そういった中でその

ような現状があるかとは思いますけれども、その交付基準の中で終期設定を定めるというこ

とがありますので、やはり公平性を保つためには、その辺りもしっかりと基準の中で運用し

ていっていただきたいと思います。 

 削減ありきではないんですけれども、基準の中で３年をめどにということがある以上は、

例えばその３年間終わった後に、また違ったその団体に補助金を出すにしても、違う名目で、

また新しい事業をやっていただくとか、こういったことを追加で行うからという理由があれ

ば、十分に補助金を交付する基準には合うと思いますので、そういったことの指導とかアド

バイスをしていただきたいと思います。 

 また、経営、運営に関して、団体の中でも事務局があるところが多いとは思いますけれど

も、やはりそれを専門にやってみえる方ではない方も見えますので、行政のほうでその担当

課のほうから、こういったところを経費削減の対象にしてやっていけば、こういうような運

営状況の改善も見込めるなどのアドバイスをしていただくことによって補助金の削減にもつ

ながるかと思いますので、その辺を丁寧に質問していただきたいと思います。 

 それから、算定基準に基づいて算定した補助金額を超える補助金を予算計上する場合に、

「団体運営補助金交付理由書」というものを担当部局で作成して、それをつけていただくこ

とによって、算定基準は、例えば10％削減となった場合でも、明確な理由があるということ

で算定以上の予算を計上することはできるというふうになっておりますが、その団体間によ

って様々な理由があると思いますが、大まかにどのような理由がそういう理由書には書かれ

ているのか。団体は特定されない程度で結構ですので、もしお示しできる理由があれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 
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○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） 先ほどの御質問ですけれども、団体運営補助金交付

理由書ということで、こちらから御指摘をした金額よりも多く、下げることができないよう

な場合については、理由書をもって頂いているところですけれども、その中では、団体によ

ってそれぞれ経緯が違いまして、過去の経緯の流れとか、それから行政のほうからこういっ

た形で事業の目的を達成するためにお願いした部分であるとか、それから行事内容が変わっ

ているとか、それから例えば参加人数とか、そういう部分でそれぞれの団体の状況について

記入をしていただいて、理由書として掲げさせていただくような状況でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） その理由書が内容が妥当だからということで、もちろん予算計上を

認めるという、そういう流れになるとは思いますけれども、毎年度、補助金チェックシート

を担当課、自己評価にはなりますが、した後、企画財政課でもそれをチェックし、さらにヒ

アリングをして交付額が決まるわけですが、その中で理由書というものが大変大きい理由に

なるかと思いますけれども、交付基準がある以上、その前年度までの流れというのも大事な

んですけれども、その中で、例えば何年後かまでにそういった改善を求めて補助金を削減し

ていくとか、そういったこともアドバイスする必要はあるのかなと思いますので、毎年、そ

の理由書があれば計上できるよというようなことは伝えてはいないと思いますけれども、そ

ういったことが逃げ道にならないように厳正に行っていただきたいと思います。 

 それから、報告書の中で、先ほどいただいた総括になるんですけれども、報告書以外のと

ころで先ほど答弁にありました。例えば、市が行政目的達成のために設立した外郭団体や、

行政に代わって公共的な業務を行う公益的団体への対応、それから夢づくり協働事業の活用

などがありましたが、その中で最後に、補助金制度が既得権や前例にとらわれない、客観性

と公平性が確保できる制度として確立するために第三者審査機関の設置なども検討していく

必要があるのではないかというような答弁がありましたけれども、これはその補助金制度、

この交付基準を適切に運用していく上でこういったことも必要なのか、あるいはこの交付基

準を今の状態では運用するのが難しいので、こういったことの第三者機関を設置することが

必要なのかというような考えなのか、どのような考えでこのような第三者機関の設置も検討

していく必要があるというふうな答弁になったのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 

○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） 先ほど答弁させていただいた中にあります第三者審

査機関の設置につきましてですけれども、この部分につきましては、補助金の指針にもあり

ますように、補助金の効果的、効率的かつ適正な執行がされるようということを前提といた

しまして、補助金のそれぞれの使い道、適切に使われているかという部分に重きを置いた形
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で外部の方に見ていただく形で審査のほうができればなとは考えておりますけれども、なか

なかこの第三者審査機関の設置につきましては、どのような方に入っていただくとかという

課題もまだ検討しておりませんので、設置に向けては少しお時間をいただくとは思います。

よろしくお願いします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） 公平性を担保するために、担当課でもなく、行政でもない第三者機

関の設置ということは、補助金に関わらずいろんな場面で考えられることですので、また時

間はかかると思いますが、もし今の制度が適切に運用できないような状況になる前に、こう

いったことも検討していただきたいと思います。 

 また、答弁の中にはありませんでしたけれども、先日といいますか、市が公表しました財

政再生対策に伴い、タウンミーティングで現在の海津市の財政状況の説明がありました。そ

の中で、今後は財政再生プログラムの中で実際にどうしていくかということが示されるわけ

ですが、例えばこの補助金について、今後、この交付基準は減額ありきでつくられたわけで

はないと思いますが、総額については１億5,000万円とか、そういう前後、削減率としまし

ては８年間で773万円ぐらいが削減されているわけですが、こういった現状を踏まえますと、

今後、この補助金の在り方ということは、現在の状況でどのようにお考えになっているのか、

教えてください。 

○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） 補助金のみの指針ですけれども、あくまでもその補

助金の内容が行政政策上必要なものであるかということを前提とした上で、補助金が適正に

執行される、もしくは団体、先ほどありましたけれども、恒久的に補助金が出されているも

の、それから目的を達成したもの、それから統廃合、統合可能な補助金について、その辺も

加味しながら、財政的なこともございますので、今、作成中の財政再生プログラムの中にも

取り入れるような形で進めていきたいなと思っております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 では、財政再生プログラムがまた公表されましたら、そのときにその内容を確認させてい

ただきたいと思いますが、確認ですが、今までの答弁をお聞きすると、まずはこの交付基準

を適正に運用していくという方向で今後進めていくという、現状どおり進めるということに

聞こえますが、その辺りはそういう認識で、この交付基準をしっかりと運用していくという

認識でよろしいですか。 
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○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） この団体運営補助金の交付基準を基に進めていくと

いうことでお願いします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 では、最後になりますが、この交付基準、せっかくつくっていただいて８年たちました。

今現在まで見直しはないわけですが、まだこの交付基準を適切に運営できていない状況があ

るということですので、今、答弁いただきました交付基準を適切に運用していくという方向

で今後も行っていくということです。 

 補助金というのは市民の皆様の大切な税金の中から出されています。この団体も含めて、

市民に対して福祉向上、それに不公平なく多くの市民の有益になる、そういった活動に交付

されているわけですので、大変貴重な財源にはなると思います。 

 補助金がなければ運営できないという団体もあるかもしれませんけれども、やはりそれは

市民の皆様の税金ということも考えれば、そういった形ではなく、補助金も使いながら、よ

り多くの市民に有益な活動をもたらすような、そんな団体であってほしいなと思います。 

 今、大変厳しい財政状況でありますが、必要な団体には必要な補助金を、それに削減され

るにしても基準に沿った削減ということを丁寧に説明していただいて、その団体の方がほか

の団体のことを言うとか、そういった現状はなくしていただくような方向で、できるだけ多

くの方が不公平感を感じず、公平性の中で補助金の交付を行っていただきたいと思いますの

で、これからも適切な運用を目指して行っていただきたいと思います。 

 以上になります。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで二ノ宮一貴君の質問を終わります。 

 これをもちまして一般質問を終結いたします。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 次回は、９月25日午前９時に再開しますので、よろしくお願いをいたします。 

 皆さん、御苦労さまでございました。 

（午前１１時０８分）  
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