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   ◎開議宣告 

○議長（服部 寿君） 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（服部 寿君） 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13番 赤尾俊春君、

14番 水谷武博君を指名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長（服部 寿君） 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、これを許可します。 

 それでは、会派代表質問から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

は質問席で行い、答弁者は、初めは壇上で行い、再質問があった場合は自席にてお願いいた

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、御了解願います。 

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

◇ 水 谷 武 博 君 

○議長（服部 寿君） 最初に、14番 水谷武博君の会派政和会・清流くらぶの代表質問を許

可いたします。 

 水谷武博君。 

〔14番 水谷武博君 質問席へ〕 

○14番（水谷武博君） 議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 質問要旨は、来年４月施行される市長選への松永市長自身の出処進退についてお伺いをい

たしたいと思います。質問相手は市長でございます。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 政和会・清流くらぶを代表いたしまして、来年４月に行われます市長選について松永市長

の出処進退についてお伺いをし、代表質問といたしたいと思います。 

 松永市長は、海津市制がスタートした年の平成17年５月に初代市長に当選され、合併以来、



－２２－ 

来年５月で４期16年の任期を迎えられます。 

 これまで松永市政の政策等を顧みますと、市民の福祉の向上を最優先とした行政政策はも

ちろんのこと、合併における３地域の調和と均衡の取れた発展に努められ、長期的な視野に

立った持続的な発展を目指し、誠実で寛容な人柄、市民思いの事業取組が随所に見受けられ

ます。 

 今期に入ってからも、特に人口減少、少子高齢化が深刻な問題であり、地域経済の縮小、

担い手不足、空き家問題等々が心配されている中、平成27年に「海津市創生総合戦略」を、

令和２年には、海津明誠高校の生徒、東海財務局の職員、市の若手職員から出されました意

見を反映された「第２期海津市創生総合戦略」を策定し、活気あるまちづくりに、またこの

６月には「海津市財政再生対策」を公表し、令和７年度決算時には財政調整基金残高10億円

の堅持に、東海環状自動車道の岐阜・三重県境間の開通見通しが令和８年度とすることが国

土交通省から示され、経済的効果が計り知れない産業・観光の玄関口を担うスマートインタ

ーチェンジを活用したまちづくりに、地域活性化の礎となってくれる駒野工業団地の完成が

目の前に迫り、市長自らトップセールスによる企業誘致など、市民の幸せのさらなる向上と

市発展のため全力で頑張っておられるお姿を拝見する中ではありますが、お伺いをいたした

いと思います。 

 今期４年の自身の市政運営について、また４期16年の総括として、松永市政で実現したこ

とや思い半ばのものなど、いろいろな思いはあろうかと思いますが、来春施行される市長選

挙に自身の出馬の可否を含め、松永市長のお考え、決意をお聞かせください。以上でござい

ます。 

○議長（服部 寿君） 水谷武博君の会派の代表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） 水谷武博議員の来年４月施行される市長選への松永自身の出処進退に

ついての会派代表質問にお答えします。 

 旧海津郡３町の合併で誕生した海津市は、来年３月で16年を迎えます。合併協議の折には、

県議会議員として合併協議会委員となり、精力的に合併に向けた活路を見いだし、合併にた

どり着くことができました。 

 平成17年５月に市民の皆様に御支援をいただき初代海津市長に就任して以来、「まちづく

りは人づくり」の信念の下、２次にわたる「海津市総合計画」の目標達成に向けて全身全霊

を傾注し、取り組んでまいりました。 

 議員各位のお力添え、そしてよりよいまちにしようとたゆまぬ努力を重ねてこられた市民

の皆様の御尽力により、総合計画の目標達成に向けて市政運営を順調に進められたことに心
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から感謝を申し上げたいと存じます。 

 また、全国で災害が多発している中、先輩諸氏の御尽力により、古くから安全・安心に力

を入れてこられたおかげにより、在任中に大きな災害もない安全な地域であったことに安堵

と感謝の念に堪えません。 

 御質問の私自身の出処進退につきましては、この16年間の行政運営を振り返ってみますと、

合併時における各種課題や政策に対し、精力的に取り組み、庁舎や中学校、給食センター、

海津町内幼稚園・斎苑の統廃合など、施設や組織の再編、定員適正化計画、受益者負担見直

しなど行政改革や、防災・健康・福祉・教育といった市民生活と密接に関わる分野において

堅実に事業を実施し、最適な市民サービスの提供に努めてまいりました。 

 私の基本理念である「いつまでも元気であり続ける強靭な郷土を築き、地域で次の時代を

担う子どもたちを育て、海津市に住んでみたい、これからも海津市に住み続けたいと思える

まちづくり」に基づき実施してまいりました各施策の中で、教育分野におきましては、小・

中学校の耐震化とエアコンの設置、トイレの洋式化等の環境整備の完了、何よりも海津市は、

各学校に図書館があります。そこに全てに司書を置いております。子どもたちの借り出しが

岐阜県下で１番というお話を伺っておりますので、大変ありがたいなあと、このように思っ

ております。 

 防災分野におきましては、国土交通省への要望活動が実り、揖斐川の改修事業は、右岸堤

は今年度に完成、左岸堤は令和８年度、海津橋まで完成の見込みとなっております。 

 都市基盤の分野におきましては、東海環状自動車道の岐阜・三重県境間の開通及び海津ス

マートインターチェンジの令和８年度供用開始見通し、国道258号線の４車線化事業着手予

定。 

 産業分野におきましては、農業における新たな担い手の育成・確保、営農組合等の法人化、

駒野工業団地開発造成工事の完成見込み。 

 行財政改革の分野におきましては、市の財政健全化に向けた財政再生対策の公表等、安心

して暮らせるまちづくりに道筋がついてきたのではないかと考えております。 

 また、市政運営上、様々なことがございましたが、思い半ばなものとして、依然として人

口減少傾向が止まらず、十分な成果が残せなかったこと、また駒野工業団地において岐阜県

土地開発公社との協定期間を度々延期するなど、多くの時間を要した、こういった点が上げ

られます。 

 なお、私事でありますが、昨年末に病気を患い、皆様方には大変御心配をおかけしました

が、次の４年間を考えたときに、任期が果たして全うできるかどうか、それが疑問符がつく

わけでございまして、これからのこと、今後、本市をさらなる飛躍に導くには新市長に託す

ときを迎えたと考え、今期限りで市長の職を退くべきだと決断をいたしております。 
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 これまでの政策を反映した施策や事業推進につきまして、長きにわたりお支えいただいた

議員各位並びに市民の皆様方の御理解、御支援に感謝するとともに、残された任期を全力で

取り組んでまいりたい。 

 行政の仕事は止まることがないわけでございまして、来年５月７日が私の任期でございま

すけれども、この間、いま一度皆様方の御協力をお願い申し上げまして、水谷武博議員の会

派代表質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔14番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 水谷議員。 

○14番（水谷武博君） 丁寧な答弁をいただきましてありがとうございます。 

 来年４月の選挙を控えた大切なこの時期に、松永市長自ら進退を、今期限りで勇退すると

の英断に、大変残念ではございますが、私は敬意を表しますとともに尊重いたしたいと思い

ます。 

 決断されるまでには、御家族、後援会など関係者の方々に御相談されて総合的に判断され

たと思います。関係者の皆様の御理解と御協力にも敬意を表したいと思います。 

 質問の中でも申し上げましたが、初代市長として、旧３町の調和と均衡の取れた市の発展

に今日まで尽力されたと思います。私も初代議長として、合併当初は議員数39名という大所

帯でスタートいたしました海津市でございましたが、行政と議会とは立場は異なりますが、

松永市長と新市の調和の取れた発展にお互いに努力をしてきたことを昨日のことのように思

い出されます。 

 ただいま今期限りで勇退されると表明されましたので、自らの進退については承知をいた

しましたが、先ほど答弁の中でも述べられましたように、今後、本市をさらなる飛躍に導く

には新市長に託すときを迎えたと考えとありましたが、私も時々市長と意見交換をしたりし

ておりますが、松永市長として財政再建や人口減少問題、駒野工業団地など、道半ばのこと

もあると思います。今後を託す後継者など、お考えがあるのか、ないのかもお聞かせいただ

きたいと思います。 

 また、私の考えでございますが、議員は一般的に年季、ある程度の当選を重ねるなど経験

値が必要なこともあろうかと思いますが、いわゆる継続は力なりと言われることが議員に対

してはございます。議員と異なる市長は、市のトップとして、市役所という組織と市職員と

いうスタッフがあります。また、主なる権限としては人事権、組織を編成する権限などもあ

ります。 

 私は、何も政治経験がなくても、政策力、統率力、行動力、また人柄など、見識があれば、

今の時代を考えるとき、若い人を、次世代の人を海津市のトップリーダーとして将来を託し
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ては、次世代を託してはと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 私の若き友人の方がいらっしゃいまして、非常に郷土愛、あるいは行

動力、先ほど水谷議員さんもおっしゃられました行動力、決断力、それに富んだ方を存じ上

げております。そういった方がこれから海津市の市民の皆さんに受け入れられて、そしてそ

の方は外国経験もあるということでございますので、新しい風を海津市に吹き込んでいただ

けたら大変ありがたいなと、このように願っております。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔14番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 水谷議員。 

○14番（水谷武博君） ありがとうございました。 

 御答弁、市長のお考えが分かりました。だけど、もう一度、もう一歩踏み込んでお尋ねを

したいと思いますが、市長に、今、後継者と考える人がおられるのか、おられないのか。そ

れも、もしこの場で公表ができるなら公表していただきたいし、まだそのタイミングでなけ

ればないと。 

 いずれにしましても、後継者のお考えがあるのかないのか、そこだけでも市長としてお考

えを示していただければ大変ありがたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 後継者というといろいろありますので、海津市長にふさわしい人は、

今いらっしゃるとお話ができると思っております。その方は、今、まだ40代で働き盛りで、

そして今の職場がありますので、そこを辞められてこちらに立候補されるという決断をなさ

れているようでございますので、非常にその方に期待を持っております。 

 やっぱりいろんな世界を見てくる、外の世界を御存じであって、そしてこの地に生まれて、

この地を愛して、そして海津市の将来を共に歩んでいただけると。まだまだ若いですから、

この先何十年と歩んでいただけると、そういう方に期待をいたしております。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔14番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 水谷議員。 

○14番（水谷武博君） 踏み込んだお答え、ありがとうございました。 

 市長の考えは、何となくというんじゃなくて分かるような気がしました。そして、市長の

考えておられる方のことにつきまして、私も期待をする人間でございます。 

 また、まだ今、公表ができないということでございますが、公表ができるときになりまし

たら、ぜひ私どもにも御提示をいただければ大変ありがたく思います。 
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 今日は会派代表質問として市長にお伺いをしております。ただいまの市長のお考えを政和

会・清流くらぶ等の議員とも協議を重ねながら、目的に向かって市長と行動を共にしたいと

考えておりますので、今後とも御指導いただければ大変ありがたいと思います。 

 簡単でございますけど、市長の今日は出処進退をお聞きしました。残念ながら勇退される

ということでございました。 

 発言の最後になりますが、まだコロナ禍の中ではありますが、感染症対策をはじめ、残さ

れた約５か月あると思いますが、職員と一丸となって市民の安全・安心、市民の幸せの向上、

市の発展に全力で頑張っていただきますことをお願い申し上げまして、代表質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで水谷武博君の会派代表質問を終わります。 

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

◇ 松 田 芳 明 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、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） それでは、いつものように一市民の目線で質問いたします。よろしく

お願いいたします。 

 １つ目の質問、海津市の下水道事業について、質問相手は市長です。 

 ２つ目の質問、海津市の緊急消防援助隊との関わりと海津市消防団の再編について、質問

相手は市長です。 

 ３つ目の質問、タブレットを有効に活用した学習を進めるための児童・生徒への指導と教

職員への研修について、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、海津市では旧３町時代から下水道事業が進められ、数十年が経過していま

す。当然、早期に布設されたものは更新時期を迎えています。 

 そこで、今後の下水道管等の更新とともに、財政面でもネックになっている下水道事業に

ついて、次の４点の説明を市長に求めます。 

 ①７月に下水道管の破損事故が南濃町山崎で発生したと聞きますが、その詳細と原因につ

いて説明をしてください。 

 ②南濃町山崎で発生した事故と同様の事故が起こる可能性のある地域は、他にありますか。

もしあるのなら、早期に対応する必要がありますが、いかがですか。 

 ③今年度（2020年）を含め前後５年間の年度ごとの元金と利息を合計した償還額を何千万

円までの概数で報告してください。ただし、新規の償還がないものとして、また次年度以降
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は償還予定額で結構です。 

 ④今後の下水道管等の更新による償還も含めた下水道事業の見直しはいかがでしょうか。 

 ２つ目の質問です。 

 ①９月１日付毎日新聞に緊急消防援助隊を2023年度末までに総務省消防庁は、約150部隊

増やし、過去最大の6,600部隊体制にするとありましたが、海津市と緊急消防援助隊との関

わりについて市長に説明を求めます。 

 ②現在の海津市消防団が再編されたのは2010年４月です。今年で10年が経過し、その間、

海津市の人口はおおよそ5,000人ほど減少しました。当然、団員として活動してもらう若者

の数も減少しています。そこで、消防団の再編をすべき時期ではないかと考えますが、市長

の見解を求めます。 

 ３つ目の質問です。 

 来年２月に市内の全小・中学生にタブレットが貸与されることになりましたが、その活用

について、次の３点の説明を教育長に求めます。 

 ①児童・生徒との双方向での学習を展開するまでに教職員の研修が不可欠ですが、これま

でにどの程度研修が進んでいるのか、また次年度に向けてどのような研修を実施する予定か、

説明してください。 

 ②タブレットが年度末に導入されることから、児童・生徒が家庭にタブレットを持ち帰る

のは次年度になるでしょうが、その工程を説明してください。 

 ③最終的にはタブレットを利活用してどのような学習を目指していくのか、説明をお願い

します。 

 以上、大きく３つの質問、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 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。 

 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点目の海津市の下水道事業についての御質問にお答

えします。 

 １つ目の南濃町山崎で発生した下水道管破損事故の詳細と原因につきましては、まず破損

事故の詳細では、去る７月４日に市民の方からマンホールから下水があふれているとの連絡

があり、緊急に調査・点検を実施したところ、下水道管の上部が一部破損し、土砂の流入に

より管が閉塞したため、上流のマンホール内部に下水が滞留していたことが判明いたしまし

た。この下水道管は、平成５年度に布設された口径450ミリの鉄筋コンクリート管で、地表

面より約３メートルの土かぶりで埋設されている本管でありました。 

 すぐに復旧工事に着手し、閉塞箇所上流のマンホールより仮設の汚水ポンプでバイパス管
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を設けて送水する応急修繕を行うとともに、周辺のマンホール及び鉄筋コンクリート管内の

調査を行いました。 

 その結果、破損した原因は、硫化水素が鉄筋コンクリート管の表面に発生する結露水など

に溶け込み、下水道管の破損に至ったものと判明しました。 

 この本管は、駒野地区全体の汚水を延長３キロの圧送管により山崎北谷を越えて流入する

ものであり、特殊な条件が重なったため硫化水素が発生し、アルカリ性のコンクリート管が

酸性の影響を受けたものであります。 

 硫化水素は、し尿や洗剤などの汚水中に含まれる有機物が多いと発生する可能性が高くな

ると言われております。 

 この調査結果を受けて、下水道管の布設工事を89.8メートル、腐食した管の内面に強化プ

ラスチックを被覆し、一体化させ補修を行う下水道管更生工事を46.5メートル、合計136.3

メートルを施工し、10月15日に復旧したものであります。 

 ２つ目の同様の事故が起こる可能性のある地区はほかにあるかにつきましては、今回の下

水道管破損の原因は、先ほど答弁しましたとおり、硫化水素が発生し、下水道管が腐食、破

損したものであります。 

 南濃地域は扇状地であり、砂防河川と南北に縦断する国道258号線があり、河川横断、逆

勾配等で自然流下できない箇所につきましては、汚水ポンプにより下流へ送る圧送を行って

おります。 

 吐き出し口では、下水の流れが乱されることにより容易に気相中へ硫化水素が放散され、

鉄筋コンクリート管を使用している場合には、条件によって腐食のおそれがあります。 

 近年の工事では、吐き出し口のマンホールをレジンコンクリート製などの耐腐食性の製品

を利用するなどの対策をしておりますが、市内の下水道管の大部分は自然流下方式で集水し

ており、なおかつ管種は塩化ビニール管のため、影響はございません。 

 現在、市内には鉄筋コンクリート管が約１万8,500メートルあり、この中で今回と同じ圧

送管の吐き出し口から下流部、または水路敷の下越しなど、高低差により落差のある箇所に

ついては詳細に調査する計画でおります。 

 来年度は、南濃町山崎地内において今回下水道工事を施工した箇所から南濃中南部浄化セ

ンターまでの間を管路点検調査を行う予定であります。その財源として、国の交付金を活用

し、点検・調査を行い、その結果をもって計画的に対応していきたいと考えております。 

 ３つ目の今年度を含め前後５年間の年度ごとの元金と利息を合計した償還額につきまして

は、平成27年度が12億4,000万円、平成28年度が12億6,000万円、平成29年度が12億7,000万

円、平成30年度が12億8,000万円、令和元年度が12億8,000万円、令和２年度が12億9,000万

円、令和３年度12億7,000万円、令和４年度12億3,000万円、令和５年度11億2,000万円、令
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和６年度９億9,000万円、令和７年度９億円となっております。一番ピーク時がようやく超

えようとしております。市長になってからずうっと返還してきたわけでありますが、先が少

し見通しがついてきたということであります。 

 ４つ目の今後の下水道管等の更新による償還も含めた下水道事業の見通しにつきましては、

本市の下水道事業は、現在までに９つの浄化センターと総延長約375キロメートルに及ぶ下

水道管を整備してまいりました。 

 議員仰せのとおり、早期に整備された施設の中には更新時期を迎えており、平成29年度に

施設及び下水道管路の新規整備、維持管理、改築更新の計画を一体的に捉えた「ストックマ

ネジメント計画」を策定し、今後は下水道事業全体を総合的に捉えた設備の更新を行うとと

もに、費用の平準化を進めてまいります。 

 また、来年度中には、海津浄化センターを有効活用し、市内のし尿及び浄化槽汚泥を処理

するためのし尿等投入施設が供用開始の運びとなり、下水道収入の増加を図ります。 

 今後は、平成30年４月に策定しました「海津市汚水処理施設整備構想」に基づき、より効

率的・効果的な下水道整備を実施するため、合併処理浄化槽を併用した下水道整備区域の見

直しにより、早期の市内下水道整備完了を目指し、推進してまいります。 

 企業債の償還を含めた下水道事業の見通しは、本年が元利償還額のピークであり、今後は

減少していく見込みとなっております。 

 また、来年度には中・長期的な経営の基本計画となる「下水道事業経営戦略」を投資と財

源の見通しの試算を行い、改定する予定であり、経営の効率化・健全化に努めてまいります。 

 ２点目の海津市の緊急消防援助隊との関わりと海津市消防団の再編についての御質問にお

答えします。 

 １つ目の緊急消防援助隊との関わりにつきましては、緊急消防援助隊は、平成７年の阪

神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時において被災した市町村の消防機関のみでは

対応が困難な場合、人命救助活動を効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関相互

による援助体制を構築するため、平成７年６月に創設され、発災地の市町村長、都道府県知

事、あるいは消防庁長官の要請により出動し、都道府県単位で部隊編成を組み、災害活動を

行っております。 

 令和２年４月１日現在、緊急消防援助隊の登録部隊数は、全国723消防本部の6,441隊が登

録しており、平成７年の創設以来、平成16年新潟県中越地震、平成17年ＪＲ西日本福知山線

列車事故、平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震、令和元年東日本台風など、合計41回

の活動実績があります。 

 本市につきましては、平成７年６月の創設当初から緊急消防援助隊に登録しております。 

 本市を含む岐阜県大隊が出動した災害は、平成23年の東日本大震災と平成26年の御嶽山噴
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火災害の２回で、火災防御活動、人命救助・捜索活動等を行っております。 

 令和元年からの５か年計画では、甚大な被害が想定される南海トラフ地震等への対応力の

強化、多発する大規模水害等における救助体制の強化、国際的なイベントが控える中でＮＢ

Ｃテロ災害への迅速な対処等、今後取り組むべき課題が山積する中、緊急消防援助隊の効果

的な活動を確保するため、令和５年度末までにおおむね6,600隊を目標に増隊する計画であ

ります。 

 本市の緊急消防援助隊の登録隊数は、県下で最も少ない２隊で、県から増隊要請がされて

おりますので、令和５年度までに消火隊を１隊増隊し、登録を３隊にする計画をしておりま

す。 

 現在、優先して緊急消防援助隊設備整備費補助金を受けられるよう消防車両の更新を計画

しているところであります。 

 ２つ目の消防団員の再編をすべき時期ではないかにつきましては、消防団員の再編につき

ましては、平成19年度から行政改革の一環として検討が始まり、平成20年度から市消防団再

編検討会議において、本市の人口規模に合った団員定数は、自治会や区ごとの公平な団員選

出の在り方及び団員の参集状況に応じて確実に出動できる体制をどうするかなどについて検

討がなされ、平成22年度から現行の団員定数407人で再スタートしております。 

 その後、平成24年３月31日に定員207人の高須輪中水防団が解団し、同年４月１日から水

防業務につきましても消防団員が担うこととなりました。 

 火災件数は全国的に減少傾向にありますが、甚大な被害が想定される南海トラフ地震、養

老－桑名－四日市断層帯地震、さらに近年全国各地で発生している風水害等が本市において

も危惧されております。そのような大規模災害の折には多数の消防団員が不可欠であります。 

 議員仰せのとおり、本市の人口は減少し続けておりますが、消防団の管轄面積は変わって

おりません。 

 消防団員数を県内の消防団と比較しましても、県全体での平均は、人口89.2人に消防団員

１人となっており、本市は人口83.5人に消防団員１人という状況で、おおむね平均値となっ

ております。 

 また、国・県におきましても消防団員減少対策に力を注いでいる状況でありますし、団

長・副団長の会議の折に再編について確認しましたところ、もうしばらくは現状の体制でお

願いしたいという意見でありましたので、適切な時期に再編を検討していきたいと考えてお

りますので、御理解をお願い申し上げます。 

 以上、松田芳明議員の私からの答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 続いて、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 



－３１－ 

○教育長（中野 昇君） 松田芳明議員の３点目のタブレットの活用についての御質問にお答

えいたします。 

 １つ目の教職員の研修がどの程度進んでいるのか、次年度に向けてどのような研修を実施

する予定かにつきましては、今年度、各小・中学校のＩＣＴ活用担当教員による「ＩＣＴ活

用検討委員会」を２回実施いたしました。その中で、導入する端末の決定や授業支援ソフト

についての意見聴取、活用についての研修を実施してきました。また、同様の研修を教務主

任会でも行っております。 

 なお、12月末までに、さらに実際の授業での活用について研修を予定しており、今後も各

学校のＩＣＴ活用推進の核となる教員への研修を充実させてまいります。 

 また、端末が整備できるまでに教職員に対してグーグルＩＤを配付し、ネットを通じて各

自が好きな時間に必要なだけオンラインの動画配信による研修ができるようにいたします。

具体的には、１項目５分から10分程度の動画で、基本操作から情報活用スキル、情報処理ス

キルなど、個人が必要とする研修がいつでも、何回でもできるというものであります。 

 さらに、端末が導入される際には、各学校にＩＣＴ支援員を派遣し、教職員を対象に各学

校で研修を実施し、教職員の不安の軽減にも努めていきたいと思います。 

 また、次年度以降もＩＣＴ支援員の派遣を継続し、学校の要請に応じて学校現場の課題や

必要に応じた支援を行い、活用の充実を図ってまいります。 

 ２つ目のタブレット導入の行程はにつきましては、２月末までに１人１台の学習者用端末

のクロムブックが各学校に整備されます。整備後は、児童・生徒に対して各学校で端末の基

本的な使い方を指導し、まずは授業などでの活用を図ってまいります。そして、新年度４月

には、新しい学級で児童・生徒に再度使い方や情報モラルの指導を行うこととしております。 

 家庭への持ち帰りについては、学習端末の利用規定を基に、保護者の方にも御理解をいた

だき進めていきたいと考えておりますので、予定としては１学期後半から必要に応じて家庭

に持ち帰って活用できるように準備を進めております。 

 ただし、学習者用端末の整備以降に臨時休業など緊急な事態が発生した場合は、しっかり

とした準備が整っていない中ではありますが、端末を有効に活用するため、家庭への持ち帰

りなど臨機応変に対応したいと考えております。 

 ３つ目の最終的にタブレットを活用してどのような学習を目指していくのか、この点につ

きましては、文部科学省はＧＩＧＡスクール構想により、「多様な子どもたちを誰一人取り

残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる」ことを上げて

おります。 

 誰でも、どの教科でも、すぐに使える端末があることで、一人ひとりが主体的に情報を選

択する調べ学習や考えをまとめて発表したり、リアルタイムで考えを共有したりする学び合
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いができると考えております。 

 一人ひとりの反応や考えを教師が即時に把握して支援したり、学習状況に応じた個別の学

習支援をしたりすることなどが可能になります。 

 また、全ての記録を残すこともできるので、成長の足跡を振り返ることにも活用できるの

ではないかと考えております。 

 学校教育では、人と人との関わり、つながりのある授業、子ども同士の協働、教職員や地

域の人などとの対話を通した人間性などの涵養を基盤にしています。その上で、子どもの実

態や各教科の特質、学習過程を踏まえながら、一人ひとりがより効果的に学習を行うための

ツールとして活用し、「主体的・対話的で深い学びのある授業」を目指していきたいと考え

ております。どうか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（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） 答弁ありがとうございました。 

 それでは、１つ目の質問から再質問させていただきます。 

 まず、７月４日に破損事故が起きた件について詳しい答弁、ありがとうございました。 

 その中で、私も現場へ行ってきましたが、もう一歩間違って神社から山崎の駅へ向かうと

ころが破損していたらという思いがありました。事故は本当にあってはならないことなんで

すが、市民の皆さんにとっては影響が余り多くなかったところだったなあということを感じ

ております。 

 まず、そのことについて、７月４日に市民からの連絡があって事故が発生したということ

が分かったということなんですが、市民生活についてはどの程度の影響があったのか、それ

を教えてください。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 松田議員の市民生活にどのような影響があったかといった質

問にお答えさせていただきます。 

 影響というのはいろいろな面があると思いますけれども、一つに下水道の使用について、

下水道は水道と違いまして使用を止めるということはできないということから、市長が答弁

いたしましたように、昨年、緊急用に購入させていただきました大型発電機、それと仮設の

ポンプ、それを上流のマンホールに入れて、バイパスする形で下流に回して使用はできるよ

うな形で対応させていただいたということで、下水道、トイレ等の使用については影響はな

かったと思っております。 
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 それから、次に応急修繕、７月４日から10月15日に完成するまでの間、約３か月半工事に

要したといったことがございますが、この現場につきましては、先ほど議員も現場を見られ

たということでございますが、道幅と、それから下水道の位置が寄せてあったということ等

もございまして、家屋の出入口というのは迂回ができたという形で迂回路を設けさせていた

だきまして、また道幅があったということで、歩行者につきましてはバリケード等で囲いま

して通すといった形で通させていただきました。 

 しかしながら、やはり御不便をおかけしたという形でございますので、その経緯につきま

しては、地域の利用者の方々の御協力をいただきまして、この場をお借りしましてお礼申し

上げたいと思います。 

 それから最後ですが、この硫化水素、これは先ほどの市長の答弁でも言いましたが、ちょ

っと特殊なことの要件が重なると硫化水素が発生してこういった事故が起き、人体への影響

というのは、マンホールは海津・平田・南濃とも一緒ですけれども、平成２年当時、マンホ

ールには穴から出るタイプもあるんですけど、完全密封型というのを３町とも使っておりま

すので、外気にそれが出ることはないということと、通常、土かぶり３メーター、４メータ

ーの地中にあることと、マンホールを開けた段階でそれが気化されるという形で、全国的に

もマンホールからの硫化水素による事故というのはないという形の報告を受けておりますの

で、そういった面では影響はなかったというふうに思っております。以上でございます。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございました。最小限にとどめていただいたということで

感謝申し上げます。 

 それで、２つ目のところで今後それに似たようなところはどうするかということで、市長

から国の交付金等を入れて調査を始めるということで、ぜひ始めていただいて、二度とこの

ようなことがないように徹底を図っていただきたいという要望を一つします。 

 それから、３番目の質問で償還金の話をしたんですが、これは本当に、私、議員になって

８年目になりますが、海津市の財政の一番のネックになっているのはこの下水道の問題だと

いうことで今年度も発表があったんですが、それがピークを迎え、これからは改善されてい

くということで、来年度、新しい計画も立てられるということで、それにのっとってやって、

少しでも海津市の財政をよくしていく方向でお願いしたいなということを思っています。 

 それと、この件につきまして、ちょっと議長、この質問とは関係ないんですが、下水道関

係のことでマンホールの蓋の話をちょっとお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 許可します。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 
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 マンホールの蓋が１年以上前ですかね、公募されて、デザインがということで、いつにな

ったら新しいやつになるんかなあということを市民の方から言われたんですが、何か今度新

しくなったという話を聞いたんですが、その辺のちょっと説明をお願いしたいんですが。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 松田議員のデザインマンホールの件についてお答えさせてい

ただきます。 

 私も南濃町時代、平成２年の当初から12年、下水道でこのマンホール、３町ともですけれ

ども、いろいろデザインを工夫して、それを使用しておったということでございますが、２

年前、一般の市民の方の提案等も承りまして、また一般公募をしまして決定いたしました。 

 そのデザインを基にいろいろ、こういったマンホールの機能を損なわないように、少しそ

れを基にして作製したデザインマンホールという形で、カラーマンホールにつきまして、今

年度も作製いたしました。 

 通常のマンホールにつきましては、先ほどの山崎の７月４日の応急復旧工事からこのマン

ホールを使用しております。以後発注の工事につきましては、このデザインマンホールを今

回使用させていただいております。 

 それと、デザインマンホールも、先ほどですけれども、一部使いまして、これにつきまし

ては、千代保稲荷神社の入り口の参道、また駒野駅、それから海津グラウンド西の県道の歩

道、そこに設置をさせていただきますとともに、各子どもたちが社会見学で浄化センターに

中南部と海津に参りますので、その玄関口でそのようなＰＲもしたいということ、それとこ

の海津庁舎にも１つといった形で据えさせていただいたところで、今後、このデザイン蓋を

使用していきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございました。 

 ２つ目の質問なんですが、私もこの９月１日の毎日新聞の緊急消防援助隊を云々という記

事を読んで、初めてこういう部隊があるのかということをお聞きして、すぐに消防署のほう

でお聞きしたら、先ほど市長の答弁にありましたように、海津市では２隊派遣する準備があ

るということで、これをやることによって、余り大きな声では言えないんですが、消防自動

車等を購入する際に、交付金等の特別なそういう優遇措置があるとお聞きしたんですが、そ

れは事実でしょうか。 

○議長（服部 寿君） 消防本部消防長 木村謙二君。 

○消防長（木村謙二君） ただいまの質問に対してお答えいたします。 

 緊急消防援助隊に登録する部隊につきましては補助制度がございます。以上でございます。 
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〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） 市長の答弁の中に令和５年をめどにして３隊というようなことがあり、

いろんなそういう消防に係る機材を購入したりなんかするのにメリットがあると聞きました

ので、どうかその計画どおりに新しい市長にも引継ぎをお願いしたいなということを思いま

す。 

 それから、２番目の消防団の再編なんですが、これは以前にもこの消防団のことについて

質問したんですが、10年ではちょっと早いというようなことで、今後、要望があったら検討

していくということの市長の答弁だったんですが、これは最低でも、前回、この新しい再編

になったときに３年、時間がかかっています。最初、署内で計画を立て、そして前回は６名

か５名の議員を含めた検討委員会を立ち上げて、そしてそこでいろいろ審議をしてというこ

とで、約３年かかるということですので、今すぐ始めるということではなくてもいいので、

どんな工程で見直しをかけていかないかんかということを考えていっていただきたいなあと

いうことを思います。 

 この消防団の再編について質問させていただいた理由は２つありまして、まず今ある15の

消防団の充足率を見ますと、かなり悪いところがあるんですが、ちょっとそれについて直近

のデータで結構ですので、50％を切っているところがあるという話を聞いたんですが、それ

は事実でしょうか。 

○議長（服部 寿君） 消防本部消防長 木村謙二君。 

○消防長（木村謙二君） ただいまの質問についてお答えします。 

 現在のところ、令和２年４月１日現在で50％を切っているところは２つの分団がございま

す。以上でございます。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） それもちょっと内容を聞くと、その50％を切っているところは、ほぼ

ほぼその団員の皆さんが全ての活動に出席していただいていると、ということは、他の

100％のようなところだと、ちょっと今日は都合が悪いので頼むわというようなことが言え

るんだけど、やっぱり充足率が50％を切っておると、なかなかそういう無理は言えないので、

かなり無理をしてみえるんじゃないかということを思いますので、その辺りを、再編まで行

かなくてもいいので、何とか改善できるようにしていただきたいということをお願いしたい

と思います。 

 それと、その充足率の問題で、今は集落ごとに消防団があるわけではなくて広域的な団に

なっていますので、各集落ごとの自治会長さん等が歩いて回って、そしてどこの集落は何人
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要るということで、退団された方の補充ということで、新しい人を探すというようなことを

自治会長さんたちがやってみえるということです。それで、なかなか、うちはちょっと今は

そういうことではやれんというようなことになると、もうどうしようもなくて、60、70の自

治会長の役員さんが自主的に、名前を貸すという形ばかりではないんですが、自らやってみ

えるという話も聞くんですが、60代、70代の人の消防団の割合は、何％ぐらいの人が60代、

70代で入ってみえるかということを分かったら教えていただきたいんですが。 

○議長（服部 寿君） 消防本部消防長 木村謙二君。 

○消防長（木村謙二君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 60代以上の団員につきましては、現在、25名いらっしゃいます。パーセンテージにつきま

しては、6.8％となっております。こちらについては、全国平均で見ましても6.5％あります

ので、全国平均と変わらない状況にあります。以上でございます。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） 全国平均と、日本中が高齢化していることのあかしだと思いますが、

市長の答弁の中の大規模な災害のためにある程度の数の団、団員が必要だということから考

えますと、60代、70代の方がいざというときの大規模な災害のときに出動していただいて、

けがとか亡くなられるとかということになったら、これはちょっと問題だと思いますので、

この辺の検討もよろしくお願いしたいということを思います。 

 最後ですが、タブレットの問題です。 

 タブレットの問題は、教育長さんが一番最後に言われたことが私は教育の基本だと思うん

ですが、要するにタブレットは一つのツールであるとおっしゃいましたが、まさにそのとお

りで、道具ですよね。文科省のほうがＧＩＧＡスクール構想とかいって、何か将来展望が明

るい、未来があるようなことを言ったと。そうすると、内容について余り深く御存じない皆

さんは、何か新しいことが学校教育で起こって、全ての子がすごい子どもたちになるんだと。

将来、日本は安泰だなあというようなことを考えられるかもしれませんが、今の点、教育の

本質は人対人であるということと、タブレットは一つのツールであるというようなことで、

もう一度その辺の教育長さんの認識をお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） それでは、今、松田議員さんからお尋ねのあった点についてでござ

いますけれども、私自身、教育は時代の流れとともに、今は情報化とかグローバルな国際化

という時代に入ってきているんですけれども、教育の根本は、人が人を育てる営みというの

は変わりないというものを信念として持っています。各学校の先生方にも、人と人とのつな

がりや触れ合いを大事にした人間教育を何としても基本としてくれというお願いをしながら、
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その上で情報機器の効果的な活用を進めてもらえるのはありがたいというような、各学校で

もそのことを基に指導していただいておると思います。 

 ただ、昨今、ＳＮＳを媒介としながらいろんな、未成年者が被害者になる、犠牲者になる

事案が多発しています。海津市においても全く例外とは言えません。徐々にその問題件数も

増えつつあります。そういった意味で、大人である家庭の保護者や、指導者である学校の教

員がそういった意識を十分に持った上で、子どもの実態に応じて、先を見通しながら、子ど

もたちが安全に効果的な学習ができるように、事前も事中も今後一層確かめながら、きめ細

かな指導を今頃していかないかんなということは思っています。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 先進的に導入した岐阜地区の学校では、かなりの問題点が出ていると。多分教育長さんの

耳にも入っていると思いますが、パスワードを結構達者な子どもは触ってしまって入れ替え

てしまうとか、それで、次の日に授業をやろうとしたら、授業が１時間何も進まずに、その

子のパスワードをどうするかで終わってしまったとかというようなこととか、それから家で

保護者が勝手に触ってしまって、アクセスしてはいけないところにアクセスしたとか、何か

いろいろ問題が起こっていて、それで教職員の研修の話もしたんですが、そういったときに

なかなか全部の先生が対応できていないだろうということを思いまして、そういったときは

どうするかとかですね。先に導入したところはかなり問題を抱えているので、そういうとこ

ろの情報をいろいろ入れられて、そしてそれに対応するようなことを海津市の先ほどおっし

ゃったＩＣＴ活用ですかね、何かそういう先生方の研修で生かしていただきたいということ

を思います。本当に有効に活用していただければ、すごい成果が得られると思いますので、

何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで松田芳明君の質問を終わります。 

 ここでコロナ対策のため換気を行いますので、10時20分まで休憩といたします。 

（午前１０時０２分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１９分）  

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

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（服部 寿君） 12番 川瀬厚美君の質問を許可いたします。 
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 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、３点の質問をしたいと思います。 

 要旨、万が一の災害、市民の不安、質問相手は市長。 

 要旨、家庭教育支援条例の制定はできないか、質問相手は教育長。 

 要旨、長野県飯田市との交流は結べないか、質問相手、市長。 

 質問１．万が一の災害、市民の不安。 

 今や温暖化による気象の変化による全国各地に多発する災害は、想像を絶する。被災者の

声は、今までこんな経験は初めての声ばかりであります。「災害は忘れた頃にやってくる」

は、もはや死語、いつ、どこで災害が発生してもおかしくない。降雨量も、１時間100ミリ

以上も常習的である。 

 そこで、市民の方々の不安の声を基にお尋ねをいたします。 

 ①行政の持つデータは、万が一に備え、どこにどのようにバックアップされ保護されてい

るのか。また、保管料は発生しているのか。 

 ②新庁舎２階は堤防の高さと同じに設計されているが、もし大地震が発生し、液状化が激

しく庁舎に近寄れなくなった場合、土曜日、日曜日、夜間、司令塔としての庁舎機能はどう

なるのか、またどこで市内を把握し、指令を出すのか、お尋ねします。 

 ③堤防に接する避難所は、西小島ではなく、少し上流の福岡に造りたいと市長は以前述べ

られました。海津町の方から、避難所が上流の養老町、輪之内町、大垣市にあるのに、輪中

の一番下の海津町に何ゆえないのかの声が聞かれました。避難場所建設の計画はその後どう

なったのか、お尋ねをいたします。 

 ④高須輪中の堤防は、非常に強化され、安全に思いますが、自然相手に絶対はありません。

低地である不安は尽きません。浸水を想定した場合の地域と人数による避難場所への割り振

りはされているのか、考えられているのか。 

 数年前、海津町南部の方々の避難所として桑名市多度町の公共施設の利用約束が交わされ

ました。桑名市も低いところが多い。ある桑名の方で、「当てにしてもらっては困る、私た

ちは上流に逃げたいばかり」と言われた方も見えます。高台であり、市内である南濃地域と

の相互関係の指導はされているのか、お尋ねします。 

 質問２．家庭教育支援条例の制定を。 

 中日新聞、10月23日金曜日の朝刊トップに「いじめ最多61万件」、小・中・高校19年度重

大事態２割増、前年より６万800件増の61万2,000件と、過去最多を更新の記事、文科省は、

教員が積極的にいじめを発見と肯定的に評価しておりました。 

 問題は、いじめ防止推進法がある、早く発見すればよいだけではない、いじめる側の児
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童・生徒の気持ちの中に何があるからいじめる行動で表すことになるのかだと思います。不

登校も累計100万件を優に超える。学校教育の在り方も大いに疑問が残るが、家庭はどうで

ありましょうか。 

 ３世代家族の減少、核家族の増大、2015年には３組に１組が離婚（厚生労働省）だそうで

す。独り親家庭の現状は、2015年に全国146万1,000世帯、海津市内の母子・父子家庭（ゼロ

歳から高校生）は、今年９月末現在で212件、一定以上の収入がある家庭は含みません。で

すから、トータル212は、250なのか300なのかは分かりません。 

 温かくぬくもりのある家庭に子どもたちの心が育ち、学習意欲も高まるのです。 

 子育ての孤立化、不安が虐待へとつながる。子どもの情緒は不安定となる。岐阜県でも平

成26年12月に岐阜県家庭教育支援条例が施行されていますが、御存じでしょうか。 

 熊本県では、平成25年に条例が施行され、平成29年には2,197回の講座が開催され、７万

8,500人が受講、小学校での実施率は93％、中学校実施率は84.1％であり、先進地でありま

す。 

 我が市も企業誘致等のハード面も最重要課題でありますが、市民がより幸福であるため、

子どもたちの心がより満たされるためのソフト面とも言える家庭教育の充実が必要であると

考えますが、いかがでしょうか。 

 質問３．飯田市との交流は持てないか。 

 私は、今まで名古屋城へ石を出した市町と名古屋市を中心につながりが持てないか、また

隣接市町と協力関係が築けないかと申し上げてきました。 

 過日、私たち有志は、高須藩松平家の旧領地、飯田市竹佐の陣屋跡を訪ねました。当時の

石垣は残るが、一帯は草原であり、今は個人の所有地だそうです。「陣屋跡の看板があった

が朽ちた。尾張の殿様は有力な方で、尾張から飯田まで道路を敷かれ、飯田街道として今も

残る」と、私たちが立っている１間半ほどの幅のある道を地元の御老人が指さされました。

今やまちづくりは、あらゆる方向に触覚を動かさなければなりません。 

 飯田市は、人口10万人を超えるまち、いにしえの縁を生かし、交流を持つことを考えては

どうでしょうか。適度の距離でもあります。産物の売買、お互いのまちの文化・歴史を学び

合うなど、人の交流も考えられます。市場が何倍にも広がるように思います。市長の所見を

伺います。 

○議長（服部 寿君） 川瀬厚美君の質問に対する市長、教育長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 川瀬厚美議員の１点目の万が一の災害、市民の不安についての御質問

にお答えします。 
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 １つ目の行政の持つデータは、万が一に備え、どこにどのようにバックアップされ、保護

されているか、保管料はにつきましては、議員御存じのとおり、平成23年３月11日に発生し

た東日本大震災では、行政データも大きな被害を受け、被災地域におけるＩＣＴ環境の被害

の実態を見ると、データ損失の被害があった地方自治体は、30％に上ったと報告が出ており

ます。中には、バックアップデータを庁舎内に保管してあり、その庁舎自体が被災したため、

バックアップデータが滅失してしまったというケースもあったとお聞きしております。 

 本市におきましては、大規模な災害、事故、事件等で本市の庁舎や職員に相当の被害を受

けても、重要業務を中断させず、中断してもできるだけ早急に復旧させるため、情報システ

ム部門における業務継続のための基礎的な対策計画として、「情報システム部門における業

務継続計画」を策定し、情報システム障害発生時の重要業務の実施・継続を行うための基盤

を整えております。 

 議員仰せのデータのバックアップにつきましては、合併後、間もなく大垣ケーブルテレビ

のサーバールームの一区画をお借りし、庁舎と大垣ケーブルテレビ間を専用のネットワーク

で接続したバックアップを実施し、平成22年３月からは情報・基幹系のシステムのハードウ

エア、ソフトウエア、データなどを庁舎内で管理・運用するのではなく、大垣のデータセン

ターで管理・運用し、ネットワーク経由で利用できる環境といたしました。 

 ただ、現在稼働しているシステムは、関東地区のデータセンター内で稼働しているクラウ

ドサービスを利用した環境となっています。 

 現在のデータのバックアップ方法につきましては、１つは、データセンターで毎日バック

アップを実施、２つ目には、庁舎にあるハードウエアにデータセンターからネットワーク経

由で毎日バックアップを実施、３つ目には、媒体に保存したものを庁舎以外の別の場所で厳

重に保管するといった二重、三重のバックアップ体制を取っております。 

 災害等からデータを守るために、耐震・免震構造に優れ、無停電電源や非常用電源を確保

し、24時間365日、有人で監視する防災やセキュリティー面がしっかりした外部のデータセ

ンターを利用することで、バックアップ面だけでなく、業務の継続性やセキュリティの向上

を図っております。 

 なお、データ保管料を含むシステムのクラウド利用料として、年間約6,000万円の費用が

かかっております。 

 ２つ目の大地震発生時の庁舎機能と市内の状況把握につきましては、議員仰せの地震によ

る液状化を想定した場合、道路が噴砂の堆積物や埋設されたマンホールなどの地中構造物が

浮き上がる被害などにより、車等での通行ができなくなることが予想されます。そのため、

ほとんどの職員が徒歩等にて庁舎に招集することになると考えております。 

 庁舎へ移動後は庁舎の継続使用が可能かどうかの判断を行いますが、地域防災計画では、



－４１－ 

庁舎が被災し、その機能等が使用に耐えないときは、地域防災センターを代替拠点として対

応する計画をしております。 

 また、代替施設も被災し、その機能等が使用に耐えないときは、テントを張り、災害対策

本部活動を行うこととなります。 

 指令の通信手段では、昨年６月に導入しましたＩＰ無線、ＭＣＡ無線及び衛星電話等によ

り職員等への指示・命令を行い、県との連絡では、岐阜県防災情報システムの使用を想定し

ております。 

 ３つ目の避難場所建設計画のその後はにつきましては、議員御存じのとおり、令和元年市

議会第２回定例会で水谷武博議員の御質問でも答弁いたしましたように、本市の防災拠点は、

国土交通省にて整備を推進していただいております。市内の３か所が位置づけられており、

長良川右岸では、道の駅「クレール平田」の北側に野寺防災拠点、また長良川サービスセン

ターとして福江防災拠点の２か所が他市町に先駆け、既に整備されております。３か所目が

議員が仰せの揖斐川左岸の高須防災拠点であります。 

 高須防災拠点につきましては、地元説明会を開催した折に周辺住民の方々から寄せられた

御意見等を踏まえ、当初の計画案から北側へ350メートル移動した位置で御了承をいただき

ました。 

 今年度までに整備に必要となる用地を取得するための用地測量及び詳細設計を終え、現在

は、厳しい予算状況であるが、早期完成に向け予算確保に努めると伺っております。 

 議員仰せのとおり、全国各地で多発する災害は、想像を絶するものでございます。一刻も

早く市民の安全・安心な対策のさらなる充実に向けて、高須防災拠点の早期整備を引き続き

強く国土交通省へ要望してまいります。 

 ４つ目の浸水を想定した場合の地域と人数による避難所の割り振り及び南濃地域との相互

関係につきましては、避難所の割り振りや、行政主導での南濃地域との相互関係に関するこ

とは行っておりませんが、指定避難所は、市民の皆様や本市を訪れる観光客等、どなたでも

御利用いただけるものであります。 

 議員御存じのとおり、巨大台風に備え、今年８月に木曽川下流部広域避難実現プロジェク

トにおいて「木曽三川下流部高潮・洪水災害広域避難計画」の第１版が策定され、各マスコ

ミでも大きく取り上げられました。 

 この取組は、平成28年10月より東京大学片田特任教授の御指導を仰ぎながら、国土交通省

木曽川下流河川事務所、木曽三川下流部８市町村で、高潮・洪水災害による犠牲者ゼロを実

現するため、伊勢湾台風並みの台風が東海地方に上陸のおそれがある場合の浸水想定区域外

への適切な広域避難誘導を目指しております。 

 今回の発表は第１段階のもので、8市町村によって共同で早期段階での浸水想定区域外へ
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自主的な早期広域避難を促す「自主広域避難情報（広域避難の呼びかけ）」の発表と、それ

を行う仕組みやルールなどの実施体制について取りまとめられたものであります。 

 この自主広域避難情報で求められる避難は、自主的に行っていただく避難であり、避難先

は、住民個人で親戚・知人宅やホテル等を確保していただくものであります。 

 また、この広域避難計画の完成までのロードマップには、あと３段階予定されております。 

 第２段階では、避難先がない市民に対しての広域避難先の確保や、逃げ遅れた住民の誘導

体制などを検討すること。 

 第３段階、第４段階では、避難経路の設定や広域避難における鉄道・バスの活用、またそ

の確保後の避難方法の検討、広域避難者の状況把握体制の検討など、今後解決しなくてはい

けない多くの事案を検討していくこととしております。 

 なお、今年はコロナ禍で指定避難所への避難の集中を避け、住民自らが避難場所を検討、

確保することで避難者を分散させることが推奨されるなど、自助が強調されました。 

 自助・共助で避難される方が増え、公助を必要とされる方が少なくなることにより、コロ

ナ禍における避難の分散化が可能となり得ますので、市民の皆様のさらなる御協力をお願い

申し上げます。 

 ２点目の家庭教育支援条例の制定はできないかについては、後ほど教育長から答弁いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ３点目の長野県飯田市との交流は結べないかの御質問にお答えします。 

 歴史民俗資料館において「れきみんアラカルチャー」を開催しており、本市の歴史や文化

を市民に幅広く興味を持っていただける講師をお招きし、講演会を行っております。 

 第１回目を９月６日に「高須藩のお殿様」と題して、第２回目を11月29日に「大垣城の石

垣と河戸石」と題しての講演を開催いたしました。第３回目は、来年２月23日に「関ケ原合

戦と南美濃」と題して講演を予定しております。 

 また、高須藩松平三万石顕彰会の行われた事業として、５年前に飯田市方面へ市民バスツ

アーを開催された経緯もございます。 

 今後は、れきみんアラカルチャーや高須藩松平三万石顕彰会の事業で、高須藩松平家の歴

史にまつわる長野県飯田市と本市とのつながりを幅広く市民の皆さんに広めていけるような

講座等の開催を検討してまいります。 

 一方で、議員仰せの隣接市町との協力関係として、本市では、３市９町で構成しておりま

す西美濃広域観光推進協議会で、東京では観光ＰＲを、大阪と名古屋では観光ＰＲと物産展

を行っております。 

 また、隣の輪之内町とは「輪中のめぐみ」と題して、名古屋市で金山総合駅にて物産展を

行い、また愛西市と桑名市とも協力し、木曽川流域合同観光物産展を展開しております。 
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 それ以外にも、弥富市、木曽岬町、桑名市、愛西市と連携して木曽三川下流地区広域観光

連携協議会では、今年度よりスマートフォンによる「（仮称）木曽三川下流スマホラリー」

と題してスタンプラリーを開催する予定でおります。 

 飯田市との交流につきましては、今後実施される交流事業の活動によって機運が盛り上が

れば、物産の販売、観光ＰＲ等を実施し、お互いのまちの文化など歴史文化遺産を活用し、

地域活性化につながるよう検討していきたいと考えておりますので、御理解をいただきます

ようにお願いをいたします。 

 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（服部 寿君） 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） 川瀬厚美議員の２点目、家庭教育支援条例の制定はできないか、こ

の御質問にお答えいたします。 

 議員仰せの家庭教育支援条例の制定の流れは、平成18年に教育基本法が改正されたことに

より、家庭教育の独立規定が盛り込まれ、父母その他の保護者は、子の教育について第一義

的責任を有すると、親の自覚を促すとともに、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を

尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために

必要な施策を講ずるよう努めなければならないと明記したことから始まっております。 

 本市におきましても、文部科学省の家庭教育支援事業の指定を受け、平成19年度に市の

「家庭教育推進協議会」を設立、家庭の教育力向上を目指した実践を進め、平成20年度から

文部科学省の地域における家庭教育支援基盤形成事業の補助を受け、全ての親へのきめ細や

かな支援手法の開発を重要施策とした家庭教育支援の各種事業を推進し、今日に至っており

ます。 

 また、岐阜県家庭教育支援条例につきましては、平成26年12月22日に施行され、特筆すべ

き点としては、家庭教育として保護者がその子どもに対して行う事項を具体的に次の９つを

上げております。 

 １つには基本的な生活習慣、２つ目は自立心、３つに自制心、４つに善悪の判断、５つに

は挨拶及び礼儀、６つに思いやり、７つに命の大切さ、８つに家族の大切さ、９つに社会の

ルール、保護者はこれらの具体的徳目を子どもに家庭において教育する第一義的責任を負う

という、こういった前提を明確にした上で、地域社会及び地域行政がこれらのサポートや支

援をしていくことが規定されております。 

 本市におきましては、岐阜県家庭教育支援条例に基づいて、にこにこ子育て支援事業「あ

たりまえのことができる家庭教育支援～基本的な生活習慣を整え、思いやりの心を大切にす

る家庭に～」、このことをテーマに６つの事業を行っております。 
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 １つには家庭教育の情報を提供する「にこにこ子育て相談チーム」の事業を実施しており、

特にこの相談チームには、心理カウンセラー及び元教員というキャリアを生かした家庭教育

支援員が市の文化センター内に駐在しており、子育ての悩み相談、不登校生徒の保護者会や

就学を終えたニートと言われる若者を持つ家庭への支援を行ったりしております。相談件数

といたしましては、令和元年度実績で、来所や訪問、電話等の相談を360件ほど対応してお

ります。 

 ２つには、子育て中の方を対象に、市民活動ボランティア団体が得意分野を生かして講座

を開催する「にこにこ子育て応援隊」、この事業を実施しています。 

 ３つには、地区社会福祉協議会と連携し、地域ぐるみで世代を超えた皆さんが顔見知り合

いとなり、気軽に声を掛け合える地域づくりを行い、子育てが支援できるよう、地区の３世

代交流行事を支援する「にこにこ子育て地区チーム」事業を実施しています。 

 ４つ目は、園や学校ごとに実施し、保護者が中心となって子どもの年齢や園及び学校の実

態に応じた学習を行う「家庭教育学級」の事業を行っております。 

 ５つには、市内の小学校を対象に、就学時健診時に子育てにおいて、今、大切にすべきこ

とは何か、本当の子どものためとはなど、講師の話を通して親自身が振り返る機会を提供す

る「子育て・親育ち講座」、この事業を実施しています。 

 最後、６つ目ですが、オープン講座の「家庭教育講演会」などの事業を実施しております。 

 急速な少子化の進行や核家族化などにより、人間関係の希薄化、家庭や地域の教育力・子

育て力が低下してきている家庭など、社会の変化を踏まえながら、行政、学校、地域住民等

が家庭教育の自主性を尊重して、それぞれの役割分担を果たしつつ、より一層の連携により

家庭教育を支えていくことを目指しております。 

 議員仰せの条例制定につきましては、岐阜県家庭教育支援条例第４条第２項で県の責務と

して、家庭教育支援施策を策定及び実施するに当たっては、市町村、保護者、地域住民、地

域活動団体、学校等、事業者その他の関係者と連携して取り組むものとすると定めておりま

す。 

 また、第５条では、市町村に対する支援として、県は、市町村が家庭教育支援施策を策定

または実施しようとするときは、市町村に対して情報の提供、助言その他の必要な支援を行

うと定めているため、県下42市町村は、現状ではどこも条例の制定はされておりません。 

 以上のように、独自の条例を制定しなくても、岐阜県家庭教育支援条例に基づく施策等に

従い、今後も、より一層家庭教育の支援に取り組んでまいりたいと考えております。ぜひ御

理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上で川瀬厚美議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 
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〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 教育長、条例の制定はしなくてもそれなりのことをやっているという

ような答弁だと思いますけれども、しかし、現実的に海津市におきましても、父子・母子家

庭の増加があると。そして、またいじめじゃなくて自殺者も、県内・全国的にも平均の人数

的な値からいくと、海津市はとても多いということでありますので、やっぱり海津市として

も前向きに取り組むということにおいて、こういった条例も制定して、そしてそういう姿勢

を見せることが、また私は海津市としてのまちづくりの姿勢ではないかと、そのように思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの川瀬議員に対する答弁をさせていただきます。 

 議員がおっしゃるとおり、全国的に自殺者の増加、いじめの増加等々、危惧する事案は多

く発生しておりますが、実際、海津市において小・中学校に通う子どもたちの中でそこまで

の今現実はないんですが、こういった波は海津市にもいろいろと、いい面も悪い面も押し寄

せてくるだろうという予想はつきます。その中で海津市は、にこにこ子育て相談事業等を毎

年、１年単位で実施しながら、反省を基に、新たに２年度目をというふうに事業の充実を目

指しております。 

 いろいろ情報を確認しますと、市のほうで条例が制定されているところは愛知県で一部あ

るようですが、それは愛知県自体が制定していないから市で制定しているというようなこと

も確認させていただいております。 

 今、いろいろと議員御心配のとおり、私どもも楽観的な立場ではなくて、そういった危機

感を持って家庭教育の充実を図っておりますけれども、現在の事業のさらなる充実をさらに

推進していきたいという思いのほうがただいまでは強いと思います。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 私、城山小学校の校庭へ、朝、校門の外に18年ほど行っておりますけ

れども、お母さん方が旗当番で毎日いろいろ見えます。そのお母さんに、私は言いにくいけ

れども、ちょっとお尋ねしにくいけれども、なぜ離婚されたと、そんなことを聞くんですね、

時には。そのお母さんがこんなように答えられますよ、「誰かが聞いてくれたら、誰かが中

へ入ってくれたら結果は違った」と、こんな人がとても多いんですね。だから、いかにそこ

のところのフォローができていないかと思うんですね。結局思うのは、私はいつも子どもた

ちが寂しい思いをすると、いつも思っているんですよ。だから、私は、そういう本当にボラ

ンティアでもしたいなと。何かその聞きますよと、愚痴を聞きますよと、そんなボランティ
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アでもしたいなあと思っております。 

 以前、市のほうでもパパ・ママ学級とか、何かそんなことが、今あるかどうか知りません

けれども、そういうこともやっているようですけれども、そういったときに、親になる、子

育て、こういった喜びもあるし、責任もこのように伴うんだよと、こういったことは話をさ

れてもいいんじゃないかと、そういう会を持ってもいいんじゃないかと言いましたら、その

担当者は、「いや、そんなことをしたら来んようになる」と、そういって担当の部署の人は

言いましたけれども、こういう不幸な子どもたちをつくらんがために、私は市としてももっ

とそういう場を持っていいかな、そんなことを思って、今、このように申し上げております。

今後、さらなる取組をお願いしたいなと思っております。 

 それから避難場所、長良川サービスセンターの西側、あそこはとても低くて、もし浸水と

いう場合、輪中の一番下でありますし、果たしてそういった役目を果たすのかどうかと思い

ますし、そういった危惧をしていらっしゃる方も見えます。 

 それと、自主避難ということでありますけれども、当然、その自主避難、今強く言われて

おりますけれども、しかし、市としてもやっぱり、じゃあ、もしそういった浸水の場合、勝

手に市外や友人・知人を頼っていきなさいよということだけでいいのか。市としても、やっ

ぱり私は、ある程度のそういう高台との話合いとか、そういうその計画があって指導があら

かじめされると、そういうことが私はあってもいいかなと思うんですけれども、そういった

ことは全く今後も考えられないのかどうか、その点、お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） １つ議員に訂正をしていただきたいことがあるんですが、長良川サー

ビスセンターは、建物そのものが最大の避難所である。あそこの台地も避難地に準ずるかも

しれませんが、あの建物がどの避難所よりも最大の避難所になっているということです。御

理解いただけますでしょうか。 

 それから、当然、議員御指摘のことは、それはそういったことで進めていくということで

あろうと思います。 

 それから、より現実的に、例えばこんなことを言ったらいけないんですけれども、片方が

切れたら片方へ逃げるということですよね。例えば、揖斐川の右岸堤が切れたら、左岸堤は

大丈夫だと。あるいは、揖斐川の左岸堤が切れたら、右岸堤のほうは大丈夫だと、そういっ

たことに関していろいろと対応していくと、より現実的な対応をこれからしていくというこ

とであります。 

 三重県さんのほうの多度の避難所、これは今も生きておりまして、多度の方が逃げたいと

おっしゃるのは、右岸堤がやられた、あるいは高潮が来たときだろうと思います。そのとき

に海津は、左岸堤が大丈夫であれば、海津市民の方々は高須輪中のほうへ逃げてくればいい
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し、あるいはそれが駄目な場合は、また上流のほうへ逃げていくと、いろんなシチュエーシ

ョンが考えられますので、そういったことを総合的に勘案してこれから防災対策をやってい

くと、改めて考えていくということも必要ではないかと、このように考えております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 左岸堤が切れたら右岸堤、右岸堤が切れたら左岸堤と、今そういうお

答えなんですけれども、じゃあその方々は堤防におればいいかということでありますので、

やっぱり地域的に多度を求められたということもありますので、私は市内である南濃でも、

じゃあこの範囲はこの辺でどうかとか。私は今まで、できたら地域において、その地区にお

いては、私、その地区と大体同等規模の南濃の地区、お互いに大きい規模がありますので、

じゃあうちの大きい地区の集会所へ来てください、また南濃で土砂災害があった場合、また

お願いしますねと、こういうお互いに規模に応じたそういうこともあってもいいかなと思っ

ていたんですけれども、そういう意味で、地域は大体どの辺とか、ただこれは自助で避難と

いうだけでなくて、私はそういうこともあっていいと思うんですけど、そういうことは全く

考えられないのかどうか、対応をお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 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。 

 先ほどの市長の答弁でもございましたように、どこの方がどこの避難所へ行くという設定

はしておりませんので、例えば水害が起きれば、やはり南濃地区の避難所に皆さんが逃げて

いただくというのが正しい避難であろうかと思いますし、南濃のほうで土砂災害等の危険が

あれば海津の避難所に来ていただくというのも一つだと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） それと、飯田市との交流ですね。講座を開くということなんですけれ

ども、その機運が盛り上がれば、またということなんですけれども、やっぱりその講座を開

くだけではなく、当然そういったことも必要でありますけれども、今、現実的にどのような

ことが進められて、話合いができて、そして早くそういうお互いの利益、繁栄につなげるこ

とができるか、こういうことを考えて、やれることから私は手をつけていただきたい、その

ことを思っておりますけれども、そういう方向把握と、考えるということはされないのかど

うか、再度お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 御指摘をいただくのは大変ありがたいと思っております。今、姉妹盟
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約、あるいはお互いに交流を促すということは大切なことだと考えておりますが、やっぱり

２つのやり方があろうかと思います。 

 今、海津市は、霧島市さん、あるいは酒田市さんと非常に濃密な交流を行っています。い

ろんなところで姉妹盟約とか、いろんな形でやっておりますけれども、これほど濃密に、い

ろんな各方面にわたって交流をしているところは、私はほかにはないというふうに考えてお

ります。 

 その中で、今度そのこと自体も時代の流れの中でどのように、相手の状況も変わってきて

います。維持して、さらに強化していくということがまず第一であろうと思っています。 

 それから、川瀬議員さんがおっしゃいました、新しい飯田市とどういう接点を持ってこれ

から交流していくのか、機運が盛り上がればと申しましたのは、やはりこれはそういう勢い

がなければ、仮にこちらがそう言いましても、飯田市さんのほうでどうなるか分からないと

いうことであってはいけませんし、長続きしないということはよくないと思っています。そ

ういった意味で、その強力に推進していけるような推進母体ができるような形をつくってい

ければいいのかなと思っておりますので、答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 時間が参りましたので、川瀬厚美君の一般質問を終わります。 

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、10番 六鹿正規君の質問を許可いたします。 

 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○10番（六鹿正規君） それでは、通告により一般質問をさせていただきます。 

 要旨としては、１．海津市財政再生対策について、２．支所業務の変更について、いずれ

も市長に質問いたします。 

 第３回定例会に引き続き、「海津市財政再生対策」の概要についてお尋ねをします。 

 令和７年度決算時に財政調整基金残高10億円を堅持することを目指し、そのために５項目

から成る対策を掲げられました。そして、年度末をめどとして「財政再生プログラム」にお

いて公表するとなっているが、５項目から成る対策の見直しはどこまで終えられたのか、お

尋ねします。 

 次に、支所業務の変更についてお尋ねします。 

 「令和２年４月１日より支所は出張所になります」、令和２年２月６・７日に各支所４会

場において説明会が開催されましたが、市民から数々の疑問、質問が投げかけられ、その結

果、２月10日に市長名で出張所の撤回通達が公示されました。 

 この問題は、その当時の市長、副市長による対応等々の不手際から、地方自治法違反では
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ないかとの指摘がされているとも聞くが、出張所の問題は、いつ解決するのか、そして支所

はいつから出張所に変更されるのか、お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 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点目の海津市財政再生対策についての御質問にお答

えします。 

 議員仰せのとおり、令和２年６月16日に「海津市財政再生対策」を公表いたしました。平

成17年度から令和元年度にかけて起債残高を57億円削減する等、持続可能な財政運営を心が

けてまいりましたが、近年、人口減少や少子高齢化等により、市税や地方交付税といった毎

年度の歳入では歳出を賄うことができなくなり、財政調整基金の取崩しで歳入不足を賄うこ

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

に、財政がさらに悪化する前に先手の対策を打ち、財政を持続可能なものにしていく必要が

あります。未来の本市を担う子どもたちに負担を残さず、持続可能な財政を取り戻すために

本対策を公表いたしました。 

 本対策では、財政について数値目標を定めており、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しております。 

 議員仰せの５項目から成る対策については、概要版に記載されている対策１．特別職の給

料・手当の削減、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のことと承知しております。 

 このうち、対策１の特別職の給料・手当の削減につきましては、行財政改革のスタートと

位置づけており、既に実施済みとなっております。 

 対策２から対策５にかけては、本年度末に公表予定の「財政再生プログラム」において具

体化したいと考えております。プログラム自体は、現在、内部で検討中ですが、既に市長を

本部長とする「海津市行政改革推進本部」に報告しております。 

 また、市民の皆様から幅広く意見をいただくため、今月17日と20日に財政再生プログラム

についてグループワークによるタウンミーティングを予定しておりましたが、県内での新型

コロナウイルス感染症患者の増大、また市内においても感染者が発生したことなどを踏まえ、

中止といたしました。 

 今後につきましては、広く市民の声を聞く機会としましてパブリックコメントを実施する

準備を進めております。 

 ２点目の支所業務の変更についての御質問にお答えします。 
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 支所業務の変更につきましては、令和２年市議会第１回定例会で議員及び川瀬議員の御質

問でも答弁しましたように、このたびの支所から出張所への移行の件に関し、あたかも出張

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

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

上げたいと思います。 

 議員も御存じのとおり、この件につきましては、令和元年12月13日の議会事務連絡会で御

説明いたしましたとおり、条例改正が必要な事項でありますので、令和２年市議会第１回定

例会に議案を提出するため、準備を進めておりました。 

 そのため、海津市支所設置条例の改正案を議会に提出する前に、市民の皆様に対し、支所

を出張所とする計画に至った経緯、現在の利用状況及び移行後の事務内容等の具体的な変更

点等について御理解、御協力をいただくための説明会を計画したものであります。 

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

予定事項を決定した事項のように表記したことに対する御指摘や御質問等に加え、市政各般

にわたる御意見を多数いただき、本件の事務手続に不手際があったことを認め、陳謝をいた

しました。 

 このことを踏まえ、２月10日に私以下副市長、教育長、全部局長による政策調整会議を開

催し、検討した結果、当初予定しておりました本年４月１日からの出張所業務への移行は、

再度検討・協議していくこととし、支所としての業務は継続していくことに決定をいたしま

した。 

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

をさせていただいたところであります。 

 このことは、あくまでも表現の誤りではありますが、市民の皆様を混乱させ、御迷惑をお

かけしたことについては重ねておわびを申し上げるところでありますが、実際に支所を出張

所に変更した事実はありません。よって、地方自治法違反となる事案には該当しないものと

認識をしております。 

 なお、行財政改革の一環として様々な事務事業の見直しを行っておりますが、現時点で支

所から出張所への変更は考えておりませんので、御理解をいただきますようお願いをいたし

ます。 

 以上、六鹿正規議員に対する答弁とさせていただきます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 順番が逆になりますけれども、支所業務のことについて先にお尋ねし

ますけれども、今、これは現在のところは考えていないというような答弁をいただきました。
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これ、一番最初は、なぜこの問題が、こういったことを考えられたのか。これは財政的なも

のでしょう。財政的なことを考えて、こうしなくてはいけないというふうで考えられたこと

が、今回、例えば財政再生プログラム、これにも載っていないんですよ。これ、全く市長は、

今考えていない。これ、財政を再生するためにもこれはやらなくちゃいけない問題と違いま

すか。なぜそれを今のところ考えていないと、これ全くおかしいですよね、聞かせてくださ

い。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） この支所を出張所にという部分は、まさに財政の問題で、業

務量が少なくなってきたものに対して人件費を削減していき、また業務を改善していくため

に行おうとした計画でございます。 

 その後、様々な事情、議員も御承知のとおり、本年度の予算を編成するために、それぞれ

枠配分の事業という形で枠配分予算を編成した中で、部全体の予算の削減がなかなかできな

いという部分で、この支所業務を出張所に、業務を削減していこうというような事態に陥っ

たところでございます。 

 それで、当然のことながら、先ほど市長の答弁にもございましたが、市民の皆様の御理解

をいただければという前提の下で支所業務を出張所にしようというような決定をしたところ

でございます。 

 その中で、２月６日、７日の説明会において様々な御意見、当然、私どもの事務手続のミ

スもあったわけでございますが、かなりの方から、反対の御意見等々を頂戴したところでご

ざいます。当然、その２月に説明会をして４月からという拙速であったということは否めな

いところでございますので、一旦、先ほど市長が答弁で申しましたとおり、やったところで

ございますが、その中で事務、いわゆる職員の配置の見直しを今年度、実は行ったところで

ございまして、その中で常勤職員等を減らしながら財政再建ができないかというような工夫

をした中で、常勤職員の利用頻度の少ない支所を会計年度任用職員と入れ替えながら人数を

減らして、いわゆる支所の施設管理と同様に人を重複させて業務の見直しを行ったというと

ころでございます。その部分で、おおむね財政の部分のところの少しは改善ができた。

1,900万円ほどの削減ができたところでございますが、今後、この財政再生プログラムには

ないという、現在、まだ案でございますが、今後は、当然、２月から住民票と印鑑証明のコ

ンビニ交付が始まるわけでございますが、非接触型の部分で業務は減ってくるかと思います。

今後、そうしたことも含めて見直しは必要になってくるかと思いますが、御承知のとおり、

コロナ禍で多くの自治体の中で窓口業務が職員が感染して継続できなくなったというような

事例等も出てきております。そうした中でのバックアップ機能は、やはりどこかには残して

いく必要もあるというような観点もございますので、現状のまま、今の段階で営業していく
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というような答弁を申し上げたということでございますので御理解をいただきたいと思いま

す。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） あなた方の手法の間違い、これは当然、市民からのお怒りがあった。

私どもは立場が少し違うんですよ。財政の問題、財政上のことと言われれば、やらなくちゃ

いかんことはやらなくちゃ駄目なんですよ。それが私どもの仕事なんですよ。市民からのお

怒りも受け止めて、しかし、その中で丁寧にお話をして、財政難に対する私ども議員の取組

方、執行部の取組方、そういうこともお話をして御理解をしていただく、それが私どもの仕

事なんです。あなた方の仕事なんですよ。手法のまずさでお怒りを受けた、叱られた、これ

は仕方がない。しかし、やらなくては、この海津市の財政に、財政が大変になるということ

であればやらなくちゃ駄目なんですよ。あなた方にはそういった真剣、大きな決意はないの

か。 

 お怒りを受けた、叱られた、理解がいただけん、だから当面見送る。じゃあ、そのほかの

問題は何ですか、この財政の再生。文句を言わないところはどんどん見直していく、それじ

ゃあ駄目でしょう。だから、私は今、質問の順番を入れ替えて、本来、なぜこれに載ってい

ないんだと。 

 素案とはいえ、市長も全く今は見直す気がないと。それでは、あの２日間、あなた方が市

民の皆さんにお怒りをいただいた、お叱りをいただいた、そしてなおかつこの問題は、今、

引きずっておるようにも聞きます。何だったんですか、それは。だったら、最初からそんな

ことを考えんでもよかったんですよ。それに市民を巻き込んで、今までずうっと、今なお引

きずっておる。あなた、何をやっておるんだ。 

 私どもも、財政が厳しい、分かっておる。市民の皆さんにも分かっていただきたい。海津

市の財政を立て直さなくちゃ駄目なんですよ。だから、私どももそれなりの対応をし、議員

の報酬の問題もそう、今、私ども全会一致で決めたことがあるんですよ。そういったことは、

じゃあ何なんですか。やらなくちゃいけないことは、真剣に市民の皆さんに分かっていただ

く、もっともっと努力をしてみんなでこの海津市の財政を立て直しましょう、それぐらいの

意気込みがないことには駄目ですよ、あなた方。 

 今、一番安定しておるのは公務員なんだ。その皆さん方が真剣に財政のことを考えずにし

て誰が考えるんですか。今は考えていない、じゃああの２日間のけんけんがくがくの意見交

換は何だったんだと、なぜあんなことをやったのか。 

 ですから、市長が今考えていない、考えなくちゃ駄目なんです。そして、皆様方と真剣に

意見交換をして、市民と行政、議会も全部そろって財政の立て直しに努力しなくちゃ駄目な
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んですよ。 

 余分なことですけれども、私、いつも言うんですよ、３町合併をなぜやったと。一つの町

ではこれから財政運営ができていかない、だから合併したと。合併して、じゃあ得したのは

誰なんだと。私ども議員と市長じゃないですか。私ども平田町の時代は、議員報酬は20万円

でした。３町合併して海津市になったら30万円になりました。やることは何が違うのか。十

数年たって市民に対して痛みを押しつけた、ただそれだけじゃないですか。 

 今日も会派代表質問で言われました。私は、この十数年、松永市長の４期16年の反省をま

ずすべきなんですよ。反省をして、その反省の上に新しい首長に委ねる。今回の答弁を聞い

ておると、質問者もそう、何の反省もないじゃないかと。合併して、この海津市はどうなっ

てしまったんだ。人口が減る、これも大きな問題、この問題について誰も責めていないじゃ

ないか。本当に再生をさせる気があるのか、市長、お尋ねします。 

○市長（松永清彦君） もう一度聞かせていただきたい。 

○10番（六鹿正規君） 本当に財政を再生させるつもりはあるのか、お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 財政を立て直す強い決意を持って、今度計画を立てました。髙木部長

からちょっと答弁をお願いします。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○10番（六鹿正規君） 議長。 

○議長（服部 寿君） 指名しました。 

○10番（六鹿正規君） 市長答弁。 

○議長（服部 寿君） よろしいですか。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 真剣に再生させるつもりはある、当然そう願いたいです。しかし、こ

こまで来て、市長は、任期のうちに工業団地の完成をさせる、強い意志を持っておられまし

た。残念ながら完成はしません。そういったことも、やはり反省の大きな材料なんですよ。

この長い年月、行政の間違い、間違いは間違いでもっと早く認めて関係者と折衝しておれば、

もっと早く完成しているんですよ。そういったことの反省も市長自身は全くない。 

 私は、市長がここで真剣に再生させると、そこまでの決意があるんであれば、まず置き土

産に退職金ぐらい置いていったらどうですか。あなた一人で、あなた一代で、３町合併した、

この４万1,000の人口を持った海津市を今や３万数千人、貯金も間もなく使い放す、そうな

らないために今頑張ってみえる。本来この問題でも、部長が来る前に、歴代の部長、副市長、

あなた方はこういったものもつくっておらなくちゃ駄目じゃなかったんですか。 
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 髙木部長が来てから慌ててこういったものもつくって、市民の皆さん、今、海津市はこう

なんですよ。お知らせする前に、私は市長に言うたんです。こういったものを使わずに海津

市の財政の厳しさを分かっていただくには、あなたがまず大幅減額しましょう、そして私ど

ももやりましょうと。そうすれば、「財政状況について」と、こういったものをお見せして

タウンミーティングをやらなくても気がつかれるんです、皆さん。そうかと、そこまでか、

じゃあ俺たちももっと考えようや、そういった市になるんですよ。そんな市民の思いを起こ

させない、それはあなたや私どもが自分たちの身を一切大幅に切らなかった。小出しにして、

ただ市民いじめ、予算がないから、予算がないから、それをやってきた結果、こうなったん

ですよ。 

 人口のシミュレーションもできるはずです。子どもも、あと数年で約500人減るというシ

ミュレーションが出ています。この海津市も合併してから人口がどうなるということは、も

う出ているんですよ。それに対して何の大きな対策も取ってこなかった、これが一番の原因

なんですよ。 

 今、髙木部長に細かいことを聞いても、これはもう何ともならんですよ。だから、ここは

もう一度市民の皆さんに、市民の皆さんと私ども行政で本当に話し合って再生の道筋をつけ

なくちゃ駄目だと私は思うんですけれども、市長、どう思われますか。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 大変温かいお言葉をいただきまして、お互いに協力し合って進めてい

くと。そのたたき台になるのが、今回、髙木部長が作成してくれました財政再生プログラム

でございます。これに従ってしっかりやっていこうということでありますので、御理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） その中で、やはり私がさっきも言ったように支所の問題、これに触れ

ていない。そこを私はおかしいなと思うんですよ。髙木部長がこういったものをつくってく

れた。その際に、支所の問題を部長に話をして、本来こうなんだけれども、どうなんだろう

という話合いをして、じゃあ例えば約１年前に皆さんにお叱りをいただいた、一つの手違い

から、こういった問題は、本来財政の再生にはやりたいんだ、やらなくちゃいかんと思う。

何としてもこれは入れるべきではなかったのかなと、私はそう思うんですけれども、部長、

どう思う。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 議員仰せのとおりだというふうに思っております。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 
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○市長（松永清彦君） 取りあえず、まず「出張所になります」という表現に対して、大変こ

れは申し訳ないということで心からおわびを申し上げました。 

 その中で、次に、じゃあそういった段階になったときに何ができるかということで、先ほ

ど寺村部長が申し上げましたようにコンビニ交付を、これは国が全て支援していただけると

いうことがありましたので、コンビニ交付を来年から始めていきたいというふうに思ってい

ます。 

 そういったことは、当然、コンビニ交付というのもあったんですけど、相当数お金がかか

るということでちょっとちゅうちょしておりましたが、国のほうで100％支援していただけ

るということで、まずはコンビニ交付でやって、そして支所業務がどう変わってくるか、そ

ういったことをこれから見ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） それでは、１番のほうに戻りますけれども、これは事務事業の見直し、

いろいろ書いてあります。今まで市民の皆さんがいろんな活動をしていただく、それに関し

てはいろんな補助金等々がついておりました。この間もある方がカラオケのほうの補助金が

もうなくなっちゃうがやと、財政が厳しいで仕方がないのかなあと。 

 じゃあ、私はいつも言うんですけれども、議員報酬も削減しましょうやと、議員報酬の削

減、私ども議員になるために、選挙して決めます。ほかにも議員になりたいという人を押し

のけて、選挙で、私どもはお金が目当てではないはずです。ですから、議員というは、やは

りそのまちをきちっと運営させていく、それを見守る大きな責任があると思うんです。議員

報酬が目当てでは決してないと思うんです。ですから、財政のことを考えると、私が先ほど

申し上げたように、平田町の時代は20万円でした。海津市になってから30万円でした。そし

て、人口は大幅に減って、海津市が運営しにくいような時代になってしまいました。これは

議員にも大きな責任なんですよ。なおかつ、それなのに議員は、自らの報酬を大幅減額しな

い、しようとしない、これにも大きな原因があるのかなと。 

 ですから、私どもは、大きな責任をしょっておるということを議員各位が忘れないように

しなくちゃいけない。決してこんな海津市になったのは市長や執行部の皆さんだけの責任で

はない、私はそう思っております。 

 ですから、議会がもっともっと執行部に対して厳しい目で、厳しい意見を持って、対立す

るわけではないけれども、そういった姿勢でやっていかなくては、今度例えば新しい市長が

誕生しても、恐らく同じことになるのかなというふうに私は考えます。 

 しかし、そういった問題ではなく、今回、この財政対策、これは今素案になっております

けれども、いつ頃皆さんにオープンできるようなものが出来上がるのか、ちょっとお尋ねし
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ます。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 １月に、今回、残念ながらコロナのこともあってタウンミーティングが実施できなくて、

大変個人的にも残念に思っているんですが、パブリックコメントを、その代わりというのも

あれなんですが、パブリックコメントを１月にしっかりと実施いたしまして、３月には、そ

のパブリックコメントを踏まえまして、しっかりと完成版といいますか、そういうものを公

表できればと考えております。以上です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） パブリックコメントというのはなかなか全員の方が答えてくれるわけ

ではないと思います。しかし、今回は、何が何でも100％に近いコメントをいただけるよう

な努力を、これはみんなでしなくてはいけないと思うんですよ。数十、何だこれ、海津市の

人口の割にはこれだけしかコメントがないのか、そういったことじゃなく、100％に近いコ

メントをいただけるような努力を私は執行部の皆さんにもお願いをしたい。市長のほうから、

各部長、課長もお見えです。そういったことの、最後というわけではないんですけれども、

頼むぞというその決意をお聞かせください。 

○市長（松永清彦君） 何の決意を聞いておるの。 

○10番（六鹿正規君） 私の声が小さいかな、市長。そうですか、ならもっと大きな声で。 

 パブリックコメントというのはなかなか100％は集まらないものです。しかし、今回は、

海津市の財政再生、これに向けての大変重要な問題だと思います。ですから、職員、幹部も

そう、全職員こぞって100％に近いだけのコメントをいただけるような努力をしていただき

たい。それに関して、今ここに見える幹部の方々に、ここで改めて檄を飛ばしていただきた

い。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 檄は既に飛んでおりまして、財政プログラムを策定する段階において

全ての業務を見直しております。そして、その中で、今年度、来年度の予算編成に入ってい

くわけでありますが、六鹿議員からの御指摘にもございますし、我々もふんどしを締め直し

てしっかりやっていきたい、このように思っておりますし、職員もそのように考えていると

思います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 私ども議員も、自分たちの中で見直すことはたくさんあるんです。た
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くさんあるんですよ。私ども議会も全員そろって予算編成に当たっても、自分たちのこの海

津市が誕生してから議員活動がこれでよかったのか、議員報酬に見合うだけの仕事をしてき

たのか、そういったことも自問自答しながら頑張ってまいりますので、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

 ここで13時まで休憩といたします。 

（午前１１時３６分）  

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

○議長（服部 寿君） 時間前でございますけれども、全員おそろいでございますので、休憩

前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時５７分）  

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

○議長（服部 寿君） 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．移住・定住促進事業について、要旨２．政策等の決定過程について、質問相手は、

いずれも市長であります。 

 １．移住・定住促進事業について。 

 市報11月号及び岐阜県環境生活部統計課の「統計から見た海津市の現状」によりますと、

今年10月１日現在の海津市の人口は３万3,711人であり、合併した年である平成17年10月１

日現在の人口３万9,453人と比べますと、5,742人も減少しております。また、市ホームペー

ジによりますと、特に最近５年間では2,704人減少しており、年平均で約540人減少している

ことになります。 

 私は、平成30年第３回定例会におきまして、「人口減少対策として移住者支援を」という

テーマで一般質問をさせていただきました。その際に、人口減少は、生活関連サービスや行

政サービスの縮小、地域コミュニティーが成り立たなくなるなど、私たちの暮らしに大きな

影響を与えることや、人口減少対策の本質は、産業の育成、子育て支援の充実、利便性のあ

る公共交通手段の確保といった魅力あふれるまちづくりを進めていくことであるが、現状で

できることを一つずつやってみることも必要ではないかといった考えを述べ、また幾つかの

制度創設を提案させていただきました。 
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 この間、本市におきましても移住・定住促進事業を進められておりますが、人口減少は止

まりません。 

 そこで、改めて今回、次の点について市長にお尋ねをします。 

 ①現在の海津市における移住・定住促進事業とその実績、評価と今後の方針についてお尋

ねをします。 

 ②平成30年第３回定例会における一般質問において提案いたしました移住者への家賃補助

と移住者への起業支援金について、それぞれ人口減少対策として有効な手段と考えられるの

で、先進地の事例を参考に調査・研究し、検討する。現状では起業に特化した支援事業はな

いので、移住者の増加、定住の促進はもとより、商工業の発展に寄与すべく、移住者だけに

限らず、新たな起業をされる方にさらなる支援策として起業支援金を創設すべく検討すると

答弁されましたが、その後検討された結果についてお尋ねをします。 

 ③平成24年度と平成25年度に実施されました「海津市リフォーム助成金事業」は、市内経

済の振興及び活性化を図るための制度で、２年間の実績は、交付申請額（補助額）約2,500

万円に対しまして、総工事費が約５億6,800万円と大きな経済効果を生み出した事業だと認

識をしております。この事業は、市内施工業者を利用すると費用の一部を海津市商品券にて

助成をすることから、市内建築業者はもちろん、市内での消費喚起を高め、経済活性化が図

られるものと考えます。コロナ禍における経済活性化策として、また住宅リフォームにより

市民の方の定住促進にも寄与するものと考えられることから、同事業の復活を強く要望しま

す。 

 ２．政策等の決定過程について。 

 私は、この間、市民の方から御相談を受けたものの中で市の対応に不備があるのではない

かと感じた事柄を２つ取り上げさせていただきます。 

 １つ目は、南濃温泉「水晶の湯」の休館に伴う高齢者（海津市内）入場回数券の取扱いに

ついて、２つ目は、支所を出張所にする旨の市報等への掲載についてであります。 

 まず、１つ目の休館中の水晶の湯の回数券の取扱いについてですが、市は水晶の湯の休館

に伴い、高齢者（海津市内）入場回数券を海津温泉の長寿の湯において利用できるとしてお

りましたが、その利用期間は、コロナ禍の今年７・８月と限定されていました。そのため、

その市民の方は大量に回数券を購入されていましたので利用期間内の使用が困難となったこ

ともあり、回数券が換金できないこと、利用期間が短いこと、そして回数券の購入金額より

も安価な長寿の湯の利用しか認められなかったことなどへの不満を持たれ、市長が市民の皆

さんから御意見、御要望等をお聞きする「市長との対話室」におきまして、市長へも直接御

意見を述べられました。 

 私も商工観光課へ要望をしに何度も足を運びましたが、なぜ回数券を換金できないのか、
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またどうして利用期間が７・８月と２か月間のみなのかという点において、果たして市民に

寄り添った対応だったのか、疑問に感じます。 

 さらに、私も同席させていただいた市長との対話室におきまして、高齢者（市内）回数券

が海津温泉・長寿の湯しか利用できなかったことを市長は知らなかったとおっしゃっていま

した。 

 そこで、回数券が換金できないこと、海津温泉での利用期間をコロナ禍の今年７・８月の

２か月間のみとしたこと、高齢者（海津市内）入場回数券を購入額よりも安価な長寿の湯の

み利用できることとしたことにつきまして、理由と決定過程をお尋ねします。 

 次に、２つ目の支所を出張所にする旨の市報等への掲載についてですが、ある市民団体か

ら、支所を出張所にする計画の中で議会の議決なく、自治会への回覧や市報への掲載を行っ

たことについて法令違反である旨を市へ再三御指摘されていると伺っております。 

 この件に関しましては、先ほどの市民団体から市議会への質問に対する今年６月16日付

「質問状について（回答）」におきまして、市が行った住民説明会は、議会の議決を要せず、

市議会として異議申立てする必要はない旨を海津市議会として回答しております。 

 しかし、一方で、あたかも出張所になることが既決事項であるかのような表現を市報２月

号で用いたことについては議会軽視であるとして、２月の全員協議会で市議会議長が強く注

意喚起しており、また私が今年の第１回定例会一般質問でこの件の問題点を尋ねた際に、市

民環境部長が市報でのお知らせの仕方、まずそこに一番大きな問題があったかと思いますと

答弁されていることから、市報等での断定的な表現が市民の皆さんに混乱を招いたことは間

違いありません。 

 そこで、市民の皆さんの混乱を招いた要因や責任の所在を明らかにすべく、どのような過

程やどのような判断により市報等で断定的な表現をしたのか、またその後の改善策は図られ

ているのかをお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 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点目の移住・定住促進事業についての御質問にお答

えします。 

 議員仰せのとおり、本市は、全国的な人口減少傾向よりも増して急激に人口減少が進んで

おります。 

 平成27年度に策定しました本市人口ビジョンでは、目指すべき人口を2040年で２万8,975

人としておりましたが、昨年度改定した人口ビジョンでは、２万2,031人と下方修正してお

ります。 
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 議員各位からも一般質問で度々触れられており、人口減少は深刻な問題と考えております。 

 本市の第２次総合計画でも人口減少対策は最重要課題としており、雇用の拡大、子育て環

境・公共交通の充実、安心・安全なまちづくりを進めるため、「地域のにぎわいと活力の向

上」「子育て環境の整備」「安心・安全な生活環境の整備」を重点施策として掲げておりま

す。 

 急激な人口減少に対する施策は、特効薬はなく、部署横断的に取り組んでいかなくてはな

らず、財政的な問題はありますが、各部署において住民ニーズに対応すべく事業を進めてい

ます。 

 １つ目の現在の移住・定住促進事業とその実績、評価と今後の方針につきましては、主な

支援事業についての実績、評価及び方針となりますが、市外から転入し、新たに住宅を取得

した45歳以下の方を対象に、固定資産税相当分を３年間にわたり商品券を交付する定住奨励

金交付事業につきましては、新規受付分として、平成28年度で13件、平成29年度で15件、平

成30年度で14件、令和元年度で19件、令和２年度は13件の実績となっており、令和元年度分

の行政評価報告書では、目標値新規20件としておりますので、一定数の利用者はありました

が、未達成であることや、支援制度が直接的に移住者増に結びついているか検討した結果、

見直しを図ることとしております。 

 次に、三世代同居・近居を目的に住宅取得やリフォームをする方に対象に、費用の３分の

１、最大18万円を３年に分けて商品券を交付する三世代同居・近居世帯定住支援事業では、

新規受付分として、平成29年度２件、平成30年度10件、令和元年度15件、令和２年度21件の

実績となっており、令和元年度分の行政評価報告書では、目標値新規15件としておりますの

で、元年度利用分としては達成でありますが、定住奨励金同様、支援制度が直接的に移住者

増に結びついているか検討した結果、見直しを図ることとしております。 

 そのほか、低所得の若年層の結婚を支援する目的で、居住費、引っ越し費用などの費用の

一部を支援する結婚新生活支援事業では、平成29年度に１件、令和２年度に１件、市内で行

う同窓会の経費を商品券で最大３万円交付する同窓会開催助成金交付事業では、平成28年度

で７件、平成29年度で１件という実績でありますので、結婚新生活支援事業では要件の見直

し、同窓会開催助成金交付事業は、廃止する予定であります。 

 ２つ目の移住者への家賃補助、移住者への起業支援金の検討結果につきましては、まず県

内で移住者への家賃補助に関する事業を実施している自治体を調査したところ、支援内容、

対象条件は、その自治体の地域特性によって様々ですので、どのような家賃補助が移住・定

住施策に有効であるか単純に評価はできませんが、調査結果では、利用実績があり効果的と

判断する自治体がある反面、３割以上が数年で転出するなど定住には結びつきにくいと判断

し、事業廃止としている自治体もありました。 
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 本市では、市内不動産業者からのヒアリングや調査結果を踏まえ、家賃補助については実

施を見送り、過去の質問でも答弁しましたとおり、定住促進住宅の入居促進を優先に事業を

進めたいと考えています。 

 次に、本市の起業の現状は、従業員が少人数の起業者が多く、規模が小さいため、起業後

に順調に収益を伸ばせず苦戦している起業者が多いことから、金融機関、商工会と連携した

支援体制の仕組みを整え、起業支援をしていく必要があると考えています。 

 支援の取組として、市商工会と共同で経営発達支援計画を策定し、国の認定を受ける準備

を進めております。 

 この計画は、小規模事業者支援法の改正により、商工会が小規模事業者の技術の向上、新

たな事業分野の開拓等、小規模事業者の経営の発達に特に資するための計画を策定し、経済

産業大臣に認定を受けるものであります。 

 認定後には、起業、創業を考えている方、後継者不足のため廃業を余儀なくされている経

営者の方等の小規模事業者を対象に、事業計画策定支援や経営発達支援融資など、伴走型支

援に取り組んでいく計画でおります。 

 そのほかに起業に対する支援につきましては、平成30年市議会第２回定例会で議員の御質

問でも答弁しましたように、産業競争力の強化を図ることを目的に、西美濃地域３市９町で

組織する「西美濃創生広域連携推進協議会」の創業塾や、市商工会の経営指導員による経営

者からの様々な課題について相談・支援を行っております。 

 新型コロナウイルス感染症拡大は、いまだ終息のめどが立っておらず、今後も感染拡大が

懸念されていますが、本市におきましても、感染防止策と市内事業者や飲食店等の経営支援

策を最重要施策として実施しており、事業継続や雇用維持を図ってまいります。 

 ３つ目の海津市住宅リフォーム助成事業につきましては、住宅リフォーム助成制度は、平

成24年度と平成25年度、２年間の緊急対策の一環として、市内経済の振興及び活性化を図る

ことを目的とし、「海津市リフォーム助成金事業」を実施いたしました。 

 議員仰せのとおり、２年間の実績は、申請件数が308件、助成金額が約2,460万円、総工事

費は５億6,760万円でありました。 

 リフォーム工事を市内の業者で施工することや、助成金として交付した市商品券が市内の

商店で利用されることから、地域経済の活性化に大きな成果があったと評価しております。 

 平成25年市議会第３回及び第４回定例会の一般質問におきまして事業継続要望も承りまし

たが、海津市住宅リフォーム事業助成金交付要綱の制定趣旨に従いまして、２か年の緊急時

限事業として終了したものであります。 

 なお、平成26年度以降の本市の施策といたしましては、南海トラフ地震の発生が危惧され

る今日、災害に強いまちづくりが緊急の課題と認識しており、平成29年度に「海津市地域強
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靭化計画」を策定し、防災・減災を図り、強靭な本市を築く取組を行っているところであり

ます。 

 この計画の一環としまして、木造住宅につきましては、地震時に耐え得る住宅として、建

築物等耐震化促進事業を推進し、昭和56年５月31日以前に建てられた木造住宅に対し、無料

で木造住宅診断士の診断を受けられる事業、またこの診断結果に応じて木造住宅の耐震補強

工事を実施した工事費用の一部を助成する制度を実施しております。 

 したがいまして、議員仰せの移住・定住支援策につきましては、重要な施策と認識してお

りますが、災害に強いまちづくりが緊急の最優先施策として位置づけており、海津市住宅リ

フォーム助成金事業の復活につきましては、社会情勢に応じ適切に対処していきたいと考え

ております。 

 今後も、市民が安全で安心して生活できる住居制度の施策に取り組んでまいります。 

 ２点目の政策等の決定過程についての御質問にお答えします。 

 １つ目の南濃温泉「水晶の湯」の休館に伴う市内高齢者入場回数券の取扱いにつきまして

は、まず回数券が換金できないことについて、回数券を御購入いただきました御利用者の

方々のお気持ちはお察しいたしますが、南濃温泉「水晶の湯」の前指定管理者において販売

されている回数券には、払戻しができない旨の記載がされております。 

 回数券は、指定管理者が利益を先取りしているという特性上、対応すべきは前指定管理者

であり、本市で負担すべきものではないと判断しております。 

 次に、海津温泉での利用期間をコロナ禍の今年７・８月の２か月のみとしたことにつきま

しては、前指定管理者の突然の撤退により、未使用の南濃温泉回数券について多くの利用者

から継続して使用できるよう要望をいただきました。 

 そうした要望を受けて、営業を再開した海津温泉の指定管理者と協議を重ね、指定管理者

の御厚意により、一定期間ではありましたが、水晶の湯の回数券を海津温泉で利用ができる

対応策を取ったものであります。 

 また、来春、リニューアルオープンを予定しております水晶の湯において、回数券での利

用が可能になるよう新たな指定管理者と協議を現在行っております。 

 なお、海津温泉での２か月間の回数券使用枚数が4,573枚、そのうち長寿の湯を御利用い

ただいた高齢者回数券が2,289枚と、多くの方々に海津温泉を御利用いただきました。 

 高齢者入場回数券を長寿の湯のみの利用としたことにつきましては、先ほど答弁しました

とおり、海津温泉の指定管理者との協議により、受付や会計を行う手間の負担軽減のため、

料金差額の精算を行わないことや、海津温泉利用者が不利益にならないよう配慮させていた

だいた結果であり、海津温泉の使用区分に準じて長寿の湯とさせていただきました。 

 この場をお借りして、南濃温泉の回数券を購入された方々に海津温泉を御利用いただきま
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したことに感謝を申し上げるとともに、御希望に添えなかった対応につきましては、心より

おわびを申し上げたいと思います。 

 また、議員仰せの市長との対話室において私が承知していない旨の発言については、担当

課より報告を受けておりましたが、回数券の中に高齢者入場券が含まれていることの失念に

よるものでありますのでおわびを申し上げます。 

 ２つ目の支所を出張所にする旨の市報等への掲載につきましては、六鹿議員の御質問でも

答弁しましたように、支所を出張所に変更するためには条例改正が必要な事項でありますの

で、令和２年市議会第１回定例会に議案を提出するための準備を進めておりました。 

 そのため、海津市支所設置条例の改正案を議会に提出する前に、市民の皆様に対し、支所

を出張所とする計画に至った経緯、現在の利用状況及び移行後の事務内容等の具体的な変更

点等についてお知らせし、御意見をお聞きする場を設けるべきであると考え、まず令和元年

12月13日の議会事務連絡会で御説明した後、同月19日の自治連合会理事会で理事の皆様にも

その旨をお伝えし、支所を御利用していただいている地域住民の皆様を対象とした説明会を

計画し、実施したものです。 

 令和２年２月６日、７日の２日間、４会場で開催した説明会では、最初に参加者の皆様に

対し、先に市報かいづ２月号で、支所から出張所への移行が予定事項であるにもかかわらず、

４月１日から実施するという断定的な表現を用いたことをおわび申し上げるとともに、本件

が議会の議決を要する案件であること、加えて提案前に皆様からの意見を聞くための説明会

であることをお伝えしましたが、予定事項を決定事項のように表記したことに対する御指摘

や御質問等に加え、市政全般にわたる御意見も多数いただき、本件の事務手続に不手際があ

ったことを認め、陳謝いたしました。 

 このことを踏まえ、２月10日に私以下副市長、教育長、全部局長による政策調整会議を開

催し、検討した結果、当初の予定しておりました本年４月１日からの出張所業務への移行は、

再度検討し、協議していくこととし、支所としての業務を継続していくことに決定いたしま

した。 

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

をさせていただいたところであります。 

 この案件は、行財政改革を進める中で、利用頻度の低い支所業務の見直しを検討していた

ところでありますが、地域性や合併の際の協定事項、市民感情等を考慮し、現状を維持して

まいりました。 

 しかしながら、令和２年度予算編成に当たり、再度支所業務を扱っている担当部局間で協

議し、業務を縮小することで財政支出の抑制が可能であるとの方向性を出し、令和元年11月

20日に、私以下副市長、教育長、全部局長による部局長会議で政策協議を行い、検討した結
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果、市民の皆様の御理解が得られるなら、令和２年４月１日から支所業務を縮小し、出張所

業務へ移行することを決定したところであります。 

 議員仰せの政策等の決定過程につきましては、本市の執行機関としての意思決定を行う際、

起案文書による決裁で行いますが、行政運営の基本方針及び重要政策に関する事項について

は、必要に応じて部局長会議等において審議、決定することとしております。 

 今後は、十分な説明、意見聴取、周知期間を設けず、市民の皆様の混乱を招いたことを教

訓として、市民の皆様に対し説明責任を徹底するとともに、従来から実施しておりますパブ

リックコメント制度のほか、市民の皆様からの意見聴取の場として、本年度より市自治基本

条例に基づくタウンミーティングなど、多くの市民の皆様から御意見をいただけるように事

業を進めてまいりたいと思いますので、御理解をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 以上、松岡唯史議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 時間も余りありませんので手短にお答えいただけるとありがたいです。 

 再質問、まず移住・定住促進事業につきまして再質問させていただきたいんですけれども、

先ほどの御答弁の中でちょっと私、理解できなかった部分がありまして、何かといいますと、

移住者への家賃補助制度と起業支援金につきまして、すぐ取り組んでいただけるのかどうか

というのを確認したいんですけど。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） 今、議員から御質問がありました起業支援金の創出について

でございますが、前回、先生のほうからも御提案いただきまして、他市の取組等も参考に検

討をしておりますが、他市の取組に対する効果の判定であったり、予算確保等がございます

ので、継続して検討していきたいと考えておりますが、市長の答弁でもありました、新たな

支援体制の仕組みづくりである経営発達支援計画に基づいた事業計画の策定や経営発展支援

融資など、伴走型支援を最優先に取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（服部 寿君） 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） 家賃補助についてお答えいたします。 

 家賃補助については、実際に実施している岐阜県内の市町村というのもあって、そこに現

在のところどうですかというふうなことをちょっと確認はしたんですけど、引き続き実施す

るというふうなところもあるんですけど、それと同じ数ぐらいの市町村が、それを実施して

も３年以内に出ていっている人がほとんどなので、もう取りやめますというふうなことを回
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答しているところもあったんですね。なので、なかなか移住・定住にストレートに結びつい

ているわけでもないというふうな結果も出ましたので、まずは住宅を取得して、しっかりと

定住してくれるだろうというふうなところに、予算の問題もありますので、まずそちらにし

っかりと注力していくことから始めたいなと考えております。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） それでは、家賃補助のほうから、ちょっともう一度確認させていただ

きたいんですけれども、県内の他市町でもそういった制度があるかと思うんですが、県内の

自治体の制度では、１件当たりの補助額ですとか、補助期間ですとか、あとどのくらいの予

算額というか、実績があるのかというのも分かれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長（服部 寿君） 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） 先ほど市長のほうからの答弁もありましたように、

調査を県内の市町村に対しましてさせていただきました。 

 髙木部長のほうからも答弁がありましたように、調査内容につきましては、10市町村の調

査をいたしました中で、空き家を対象としたもの、それから結婚新生活支援事業を除く事業

を対象に取りまとめました結果、実施しているところは10の市町村でございまして、５の市

町村が次年度から廃止の予定でございました。 

 それで、どのような内容であったのかといいますと、調査につきましては、非公表を条件

として調査をさせていただきましたので市町村名は省かせていただきますが、海津市と人口

が似通ったところの内容を御報告させていただきます。 

 まず１つ目は、婚姻届が出てから２年以内の夫婦、40歳未満の方ですが、家賃が４万円以

上の方に対して月額１万円を２年間にわたる制度でございますけど、その実績ですが、平成

29年度で41件、平成30年度で38件、令和元年度で27件の実績でありました。 

 もう一つを御紹介させていただきますと、家賃の２分の１、上限２万円、交付期間を２年

で、55歳未満の方で引き続き５年以上生活をするといった制度では、平成29年度で11件、平

成30年度で16件、令和元年度で19件の実績でございました。 

 予算に関しましては調べておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 知り合いに賃貸の物件表、この辺りのを見せてもらって聞いたところ、養老町ですとか輪

之内町に比べると、海津市はやはり高いとのことなんです。家賃と共益費、駐車場を合わせ

て５万から６万ぐらいになりまして、探してみえるお客さんからは、海津市だからもっと安
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いと思ったと言われたこともあったそうです。だからこそ、家賃補助によって家賃を下げる

ことによって需要も高まるのではないかというふうに私は思います。 

 確かに持家と比べると定住につながりにくいというか、つながらない可能性はあるかもし

れないですけれども、そもそも所得ですとか職業の関係でなかなか家を建てられない人です

とか、持家ではなくて賃貸に住みたいという方も必ず見えるわけでありまして、ですので新

築等のみに支援をするのではなくて、賃貸に対しても支援をすべきだというふうに私は思い

ます。 

 また、定住促進住宅について、そちらに住んでいただくということも大切ですけれども、

勤務先ですとか交通の便などの関係で、必ずしも定住促進住宅の場所がベストな方ばかりで

はないと思います。立地場所ですとか、または間取りなんかも、より住みやすい賃貸物件に

住める、自由度の高い家賃補助制度のほうが移住促進という意味においては効果的だと私は

思います。 

 先ほどの課長のお話では、予算というか実績で考えますと、数百万円でできる事業だとい

うふうに、やり方によってはですけれども、思いますので、財政的に可能な限りで、今後、

早急に御検討いただけるとありがたいと思います。 

 また、起業支援金についても、コロナ禍なのでコロナ対策を優先的にやっていかれるとい

うお話でして、引き続き検討されるということだったんですけれども、どんな検討をしたの

かとか、判断基準をちょっとお聞きしたかったんですが、時間もありませんので私の要望を

言わせていただきますと、市内で起業ですとか創業が盛んになれば、地域の中から仕事とか

人を生み出すことができますし、市内の商店街などに新しい店ができれば、その商店街の魅

力ですとか活力のアップにもつながるのではないかというふうに考えます。空き家を利用し

た新規出店などでまちの雰囲気も変えられるというふうに思います。 

 企業誘致も、もちろん大事ですけれども、内発的な発展とも言える市内の産業、商業の発

展に取り組むべきだと私は思います。そのためには起業家誘致をすべきであると思いますの

で、起業支援金、特に事業者向け起業支援金の創設をぜひ御検討いただけたらと思います。 

 あと、住宅リフォームの助成制度についてなんですけれども、木造住宅耐震補強工事の補

助について御答弁の中で触れられておりましたが、そもそも実績でリフォーム助成金と聞い

ている件数では、全然規模が違います。目的も、木造住宅耐震補強工事は、先ほどもおっし

ゃってみえましたように、防災・減災対策だと思うんです。このリフォームの助成金という

のは、市内の経済の振興ですとか活性化が目的でありまして、このコロナ禍において、先ほ

ども言われましたように、2,500万円の補助額で総工事費が５億6,000万円、7,000万円とい

うことは、経済効果としてはすごいわけでありまして、そういった意味からして、このコロ

ナ禍だからこそぜひやってもらえたらなというふうに思って、今回、提案をさせていただき
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ました。ぜひ今後も引き続き御検討のほうをお願いいたします。 

 政策等の決定過程についてのほうなんですけれども、こちらでちょっと確認したいことが

あるんですが、先ほど入場回数券の負担の話が御答弁の中でありましたけれども、今年の６

月26日に海津市と指定管理者の間で締結をされた「南濃温泉「水晶の湯」の指定管理取消し

に伴う損害・損失等の取扱いに関する覚書」によりますと、未使用の水晶の湯入場回数券に

ついては基本協定書第51条第３項の規定に基づき市が負担するものとするとしておりまして、

清算方法としては、指定管理者は入場回数券の債務を海津市へ委任すると書いてあります。

つまり、入場回数券の債務というのは海津市が負担することになるかと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） 前指定管理者がコロナ禍というやむを得ない事情で撤退する

ということで、いろんなことを協議事項として話し合った中で、回数券の払戻し等について

も協議をさせていただきましたが、状況的に難しいという回答をいただきました。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） で、結論としては海津市が負担するということでよろしいんでしょう

か。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） 市長の答弁にもございましたように、本来、回数券は前指定

管理者が利益の先取りをしておりますので、当然、前指定管理者で対応するべきものと思っ

ておりますが、皆様からの御要望等、それから市が温泉の管理者でありますのでそういった

責務もございますので、７月、８月、海津温泉で御利用いただきました回数券については、

市のほうで補填をしております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 覚書の中には、今回の判断されるに至った過程というか基準としまし

て、回数券を無効にすると市の施設全体の運用施策に対して不信感を募らせるおそれがある

ということが書いてあります。今回、７月、８月と２か月間のみで、先ほど回数券を使われ

た枚数もおっしゃいましたけれども、中には使えなかった方ですとか、もしかしたら捨てら

れている方も見えるかもしれないです。先ほど謝罪もありましたのであれなんですけれども、

こういった不手際がないように、不信感を覚えさせるような対応がないように、ぜひお願い

をしたいと思います。 

 支所の問題につきましては、ちょっと時間もありませんが、先ほどの六鹿議員の御答弁の
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中でもありましたが、ぜひ今後、気をつけていただきますよう、市民の信頼を損ねることが

ないよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（服部 寿君） これで松岡唯史君の一般質問を終わります。 

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、２点質問させ

ていただきます。 

 １点目はシビックプライドの醸成に向けて、２点目は橋梁の管理、質問相手は、いずれも

市長です。 

 質問内容、１．シビックプライドの醸成に向けて。 

 平成20年頃からシティプロモーションに取り組む自治体が増えています。例えば、三重県

伊勢市では、シティプロモーションを自治体が人口減少に立ち向かう一つの方法として、地

域資源の認知度・ブランド力の向上、産品・サービスの消費拡大などを通じた地域活性化を

目的として取り組む広報活動のことと定義して活動に取り組んでいます。 

 そして、近年、シティプロモーションに関連してシビックプライドに取り組む自治体が増

えています。「シビックプライド」とは、都市に対する市民の誇りという概念で使われる言

葉です。例えば、広瀬栄兵庫県養父市長は、2018年度の施政方針で「養父市においてまちづ

くりの基礎となった農業を守ることは、地域の伝統を守り、地域への愛着と誇り（イコール

シビックプライド）を守ることとなり、地域の安らぎと安定感を醸し出すことにつながり、

そして移住・定住、企業進出を促すこととなります」と述べています。 

 シビックプライドは、まちの誰もが潜在的に持っているであろう誇りや愛着を目に見える

形にして共有していこう、住民自らが自分たちのまちの誇りを創っていこうという考え方で

す。つまり、シビックプライドは、自分自身が関わって地域をよくしていこうとする当事者

意識に基づく自負心を指し、郷土愛という言葉と似ていますが、単に地域に対する愛着を示

すだけではないというところが違います。 

 シビックプライドが注目されるのは、よい効果があると考えられているからだと思います。 

 栃木県足利市の「シティプロモーション基本方針」によると、市民のシビックプライドの

意識が高まれば、市外への転出も少なくなり、来訪者の中から定住を希望する人も出てくる

と指摘しています。 
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 三重県伊賀市の「シティプロモーション指針」の中で、シビックプライドの効果として、

定住・Ｕターン人口の増加、参加意識の向上、市民による情報発信の増加に言及しています。 

 長野県上田市の「シティプロモーション推進指針」では、シビックプライドの醸成により、

市民の定住志向の高まりと転出者の抑制が促進され、定住人口が増加するとしています。 

 このように、少なくない自治体がシティプロモーションと関連してシビックプライドを掲

げていることが分かります。そして、シビックプライドの醸成は、定住人口の維持と増加に

貢献すると捉えていることが理解できます。 

 本市においてもシビックプライドの醸成に取り組んではどうでしょうか。 

 ２点目、橋梁の管理についてお尋ねいたします。 

 平成27年に制定された「海津市公共施設等総合管理計画」によれば、2055年までの40年間

に建築物系施設及びインフラ系施設の改修、更新、修繕などにかかる費用は、約2,391億円

と推計され、１年間にかかる費用は、約59.8億円と想定されます。年平均の充当可能額が約

30.4億円と想定すると、年間29.4億円の不足と示されています。 

 財政難によりインフラの老朽化対策が実行されなければ、災害による被害が増大するなど、

市民の安全・安心な暮らしや経済活動が脅かされることになります。 

 そこで、今回は橋梁の管理について質問します。 

 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、県内では岐

阜市に次いで２番目に多いと聞いています。長寿命化計画の対象橋梁数は90橋で、そのうち

1980年代に架設された橋梁数が41橋と最も多く、架設後50年以上となる橋が今後増加するこ

とも示されています。 

 橋の補修に要した費用は、平成26年度2,018万円、平成27年度4,955万円、平成28年度

7,706万円、平成29年度6,388万円、平成30年度１億1,470万円であり、５年間に11橋を補修

したとのことですが、この補修のペースと主要な90橋以外に1,754橋あることを考えると、

市内にある全ての橋を維持することが可能なのか、疑問に思います。 

 富山市の令和元年度当初予算は約1,600億円、そのうち土木関連予算は約240億円です。管

理する橋は2,202橋ですが、その富山市の「橋梁マネジメント修繕計画」では、限りある資

源で全ての橋をこれまでのように守り続けることは困難としています。そして、基本方針と

して、道路や橋の位置づけや役割、健康状態などから必要性などを評価し、貴重な橋は優先

的に修繕や更新を進める。一方、他の橋は、重量制限や通行止めによって安全性を確保する。

また、必要性が低下した橋などは統合・廃止をするといった選択と集中によるめり張りのあ

る橋梁マネジメントを実施するとしています。 

 本市においては、長期的に見ても全ての橋を守り続けることはできるのか、富山市のよう

なシビアな計画は必要ないのか、お尋ねをいたします。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 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点目のシビックプライドの醸成に向けての御質問に

お答えします。 

 シビックプライドは、明確な定義があるものではないものの、地域への愛着や誇りのこと

を指し、郷土愛とはニュアンスが異なり、このまちを構成する一員であり、まちをよりよい

場所にしていくという当事者意識に基づくものであると認識しております。議員仰せのとお

り、兵庫県養父市や東京都多摩市の市長の施政方針において言及される等、近年重要視され

ている概念であると考えております。 

 シティプロモーションとも関連がある概念であり、兵庫県朝来市では、これまでの外部に

向けた一方通行・消費型のシティプロモーションとは異なり、双方向・循環型のシティプロ

モーションにより、朝来市の市民、特に若い人たちに、このまちが好きだ、このまちに暮ら

したいなと感じてもらうこと、シビックプライドを育て、まちのアイデンティティーをつく

ることを目指しておられます。 

 本市では、平成27年度に第２次総合計画策定に係る市民アンケートを実施しており、その

中で住みやすさに関する設問では、「大変住みやすい」が6.6％、「まあまあ住みやすい」

が50.4％、次に定住意向に関する設問では、「今後も住み続けたい」が54.6％でありました。 

 また、本年には第２次総合計画の後期５年間の基本計画策定のため、同様に市民アンケー

トを実施しております。市民意識の動向を確認することとしております。 

 こうした状況を踏まえ、人口の社会減を防ぎ、社会増を目指していくためにもシビックプ

ライドの醸成は必要であると認識しております。 

 シティプロモーションについても、朝来市のように市外の人に向けたものと市内の人に向

けたもので分けて考えていく等、効果的なシティプロモーションについては、第２次総合計

画の着実な推進を図るためにも必要であると考えております。 

 一方で、シビックプライドの醸成について、その一環として、第２次総合計画では、基本

目標５で「協働による自主的・自立的なまちづくり」を掲げており、平成24年から地域の課

題に対して自ら取り組む意識の醸成、体制づくりを推進するため、市民の企画提案によるま

ちづくり事業として、市民と行政が協働で実施する「かいづ夢づくり協働事業」に取り組ん

でおります。津屋川ひがん花まつりや平田靱負ロード・桜フェスタ、石津御嶽登山競走等、

地域資源を活用した地域活性化事業を市民の方々の主体により実施されております。 

 今後も、このまちをよりよい場所にしていくという当事者意識を持つ市民やＮＰＯ法人と
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協働して行政課題に取り組んでいくことがシビックプライドの醸成につながるのではないか

と感じております。 

 ２点目の橋梁の管理についての御質問にお答えします。 

 本市は、中央部を流れる揖斐川より東の海津・平田地域においては、高須輪中土地改良事

業により網の目状に排水路が整備され、これを渡るために小規模な鉄筋コンクリート造りの

橋が多く存在しております。 

 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。 

 議員御存じのとおり、令和２年市議会第３回定例会で伊藤久恵議員の御質問でも答弁いた

しましたように、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。 

 本市では、「海津市道路橋梁維持管理計画」に基づき、橋梁の長寿命化と維持管理費のコ

スト削減を図りながら、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。 

 本市において平成26年度から令和元年度の６年間に橋梁補修にかかった費用は３億8,205

万円で、令和２年度予算額は4,952万円であります。 

 平成26年度から平成30年度までの５年間で実施した１巡目の橋梁点検の結果では、1,844

橋のうち、構造物の機能に支障が生じていない状態で健全性の高い健全度Ⅰと判定された橋

梁が1,590橋、状況に応じて対策等を検討することが望ましい状態で予防保全段階である健

全度Ⅱと判定された橋梁が225橋、早期に監視や対策を行う必要がある状態である健全度Ⅲ

と判定された橋梁が29橋でありました。 

 補修工事については、平成26年度から７年間で29橋を行っており、健全度Ⅲと判定された

橋梁は、令和２年度中に22橋の補修を完了させる予定でおりますので、今後は橋梁補修に係

る事業費の抑制が見込まれます。 

 橋梁に係る経費の縮減策として、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

した職員や、道路橋の定期点検に関する必要な知識及び技能を習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が健全度の高い

橋梁のうち、約1,500橋を直接点検することで委託費の削減を行っております。 

 また、橋梁点検業務を委託している公益財団法人岐阜県建設研究センターの協力により、

点検と同時に小規模な損傷について補修工法等の提案を受けることで補修設計業務を省き、

損傷の浅いうちに補修することでさらなる経費の縮減を図ってまいります。 



－７２－ 

 なお、本市では、市道の橋梁は重要なインフラ資産と考えており、基本的に統合・廃止す

ることは考えておりません。 

 議員仰せの市の長寿命化計画の対象橋梁90橋は、平成24年度に策定した橋梁長寿命化修繕

計画で示した１級市道、２級市道及びその他幹線的なネットワークを構成する道路にある橋

梁を対象にしたものであります。 

 その後、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の天井板落下事故を受け

て、平成26年度に施行された道路法の一部を改正する法律により、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から、現在は市道として管

理する1,844橋全てを海津市橋梁長寿命化修繕計画の対象としております。 

 引き続き、地域の道路網の安全・安心を確保するよう適切な橋梁の維持管理に努めてまい

りますので、御理解をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 以上、橋本武夫議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） 御答弁ありがとうございました。 

 シビックプライドというと非常に分かりにくい概念かと思いますが、今年実施されました

シビックプライドランキングというものが年ごとに発表されております。人口10万人以上で

関東・関西のまちなんですけれども、そのランキングを定める一つの指標というのが、愛着、

誇り、共感、継続居住意向、他者推奨意向ということで、自分も住みたい、そしてほかの人

にも住むことを勧めたいというようなものをはじめとして、郷土に対する愛着、誇り、人々

との共感といったものによってはかることができるというふうにされておりますけれども、

なかなかこれは客観的な数字できちんと出すというものでもありませんので非常に難しい概

念ではあるんですけれども、最近非常に重要視されているということは御理解いただけると

思います。 

 さて、本市は関係人口の拡大に力を入れているというふうに理解をしておりますけれども、

関係人口とは地域や地域の人々と多様に関わるものとされておりますので、この関わるため

には個人の意識が変わらなければなりません。シビックプライドは、個人の心に働きかける

取組です。意識が変わらなければ関わるという関係人口になりません。シビックプライドが

醸成されることによって、よりよい関係人口を創出していくということにつながっていくも

のと考えております。 

 そういったことから、関係人口の前提にあるのがシビックプライドと捉えることができ、

関係人口を増やそうとするならば、関係人口の前、あるいはそれと同時にシビックプライド



－７３－ 

をいかに高めていくのかということが成果につながると思っております。関係人口とシビッ

クプライドとの関係についてどのように考えておられるか、お聞かせください。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 橋本議員が仰せのとおり、シビックプライドというのは近年流行している概念でして、市

長からの答弁にもあったんですけど、単なる郷土愛との違いは、当事者意識を持って関わる

ということ、恐らく具体的な行動として何かに移すということで、それが例えばＮＰＯとい

う形であったりだとか、そういうふうな形で、何かまちおこしに関するＮＰＯであるだとか、

何かそういうので関わっていくというか、そういうのがシビックプライドの醸成によって期

待されるんではないかなあというふうに考えています。 

 関係人口ということとも恐らく関係はあるだろうとは思うんですが、関係人口とは、議員

仰せのとおり、多様な形で関わってもらうということで、外から来てもらう人、シビックプ

ライドというのはどちらかというと、その市の中に現在住んでいる人、そういう人に持って

もらって、市の何か発展に期するような行動をしていただこうというふうな概念だと理解し

ておって、関係人口は、何か提案の形で外から来ていただくということなので、関係人口で

対象となっているのは市外の人で、シビックプライドは双方向の面はあるとは思うんですが、

基本的には市内の人に関係する概念だと思っています。 

 もちろん、シビックプライドがさらに海津市でも高まって、そういうふうなＮＰＯであっ

たりだとか、まちおこしのというふうなこと、活動してくれる人が増えれば、外部から来る

人をそういう人たちが呼んでくれたりだとか、そういうふうな感じで関係人口にもいい影響

があるのかなと個人的には考えています。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 次に、他市町の取組として、尼崎市の例をちょっと御紹介したいと思います。 

 尼崎市の総合戦略では、３つの基本目標が上げられております。１つがファミリー世帯の

定住・転入を促進する、２つ目が経済の好循環と仕事の安定を目指す、３つ目が超高齢社会

における安心な暮らしを確保すると、この３つの基本目標を達成するための総合戦略政策パ

ッケージというものが６つの政策分野で示されております。 

 その６つというのが、１．子ども・子育て支援の充実、２．学校教育・社会教育と人材育

成、３．安心して働ける場の創出、４．市民と共に取り組む健康寿命の延伸、５つ目がシビ

ックプライドの醸成、６つ目によりよい住環境の創出と都市機能の最適化ということで、こ

ういった６つの中の一つとしてシビックプライドの醸成が取り入れられているということが
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上げられます。 

 そのシビックプライドの醸成について特に主な取り組む方向としては、文化・交流、地域

の歴史、生活安全、住環境、消防・防災などと、かなり多分野における取組が目指す方向と

して示されているということです。ということは、行政の事業、仕事の中にシビックプライ

ドの醸成の意識を組み込むことによって成果が上がるのではないかというふうに考えられま

すが、どのようにお考えになりますでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 市長からの答弁にもあったとおり、海津市ではかいづ夢づくり協働事業というふうな形で

市民と行政が協働で物事、行政課題に当たるというのを今取り組んでおります。 

 シビックプライドは、先ほど自分からも言ったんですが、やっぱり当事者意識という点が

大変重要だと思っていまして、単に何か行政課題があるから、市にもっと頑張れ頑張れと言

うんじゃなくて、市と協働してやっていこうというふうに考えてくださる市民、ＮＰＯの方

がさらに増えることで、そのことでシビックプライドをまたさらに醸成させていくんではな

いかと考えておりまして、市長からの答弁にあったとおり、こういうふうに市民やＮＰＯ法

人が協働して行政課題に取り組んでいくことで、そのシビックプライドの醸成を図っていっ

て、それによって市の行政の能力といいますか、効果というのも上がっていくんじゃないか

なと期待しています。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 今、夢づくり協働事業の話も出ましたけれども、市長が答弁された以外にも、古民家の再

生であるとか、アクアマルシェの開催であるとか、釣り場の掃除・管理であるとかというふ

うに、非常に他市町の方、また市内の方とも一緒になって取り組んでいっていただけるもの

が非常に増えてきたのかなというふうに感じております。こういった取組が非常にシビック

プライドの醸成に向けて、今後ますます大切になってくる取組であると思いますので、こう

いった取組に関して行政としてどのように適切なアドバイスであるだとか、お助けをしてい

けるかということが大事になってくると思うんですが、その辺りはどうでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 先ほど髙木部長のほうから橋本先生の御地元の津屋川のヒガンバナ、

あるいはお祭りの再生と、地域の声から上げてやっていただいている軽トラ市というのがご

ざいますけれども、そうすることによって、さらにあそこのヒガンバナの観賞者が増え、あ

るいは梅の観賞にいらっしゃる方が増えていくと。将来期待していますのは、スマートイン



－７５－ 

ターから直接下りられるようにして、あそこから直接津屋川堤防のほうに行っていただける

と。さらに、そこでは柿を売ったり、ミカンを売ったり、そういったことができるようにと

思っております。 

 そして、今の橋本先生の御質問に対しましては、じゃあ例えば海津市はＮＰＯの活動が多

いのかと、残念ながら数が少のうございます。じゃあ、海津市をよくするために、あるいは

地域への愛着を考えるときに何かやりたいと、何かやりたいけど、やり方が分からないと、

あるいはもっと違うことをやりたいけど、といった方はたくさんおられるんだろうと思いま

す。 

 したがいまして、夢づくり協働事業もそういった海津市民の皆さん方のシビックプライド

の目覚めといいますか、そうして考えていただけるような方法、あるいはアドバイス、そう

いったようなことができたらいいのかなと、こういう判断をいたしております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 市長が今言われたとおり、何かやりたい人に対して、その適切なアドバイスを今後とも担

当課にお願いをしたいと思います。 

 さて、質問の中でもシティプロモーションの中でシビックプライドを語られるという話を

多くしました。実際、他市町で行われているものがそれだからその例を挙げたわけですけれ

ども、シビックプライドの醸成という、その内側だけの取組で完結するよりもシティプロモ

ーションをうまく活用して、内側の市内住民の取組を外側の市外住民に発信するほうがまち

への賛同者が増え、シビックプライドとまちの活力をさらに増幅させる効果が期待できるか

ら、シティプロモーションの中でシビックプライドが語られているというふうに理解してい

るんですけれども、シティプロモーションとシビックプライドは、対象が、目的などが異な

ると。先ほど髙木部長のほうからも御指摘はあったんですけれども、シビックプライドがそ

の内側の市内住民を対象にした働きかけであって、市民が自分のまちに積極的に関わってい

こうとする意識、まちの自分事化を高めることによってまちの価値の向上や定住人口の維持

を目的としますけれども、一方、シティプロモーションは、主に外に向かって発信して、情

報発信であって、まちの認知度を向上させるということによって交流人口、関係人口を増加

させることを目的としているということである程度違いが分かると思いますが、コミュニケ

ーションの特徴としても、シビックプライドは、まちと市民の関わり合いを念頭に置いて、

継続的な対応型コミュニケーションであって、それに対してシティプロモーションは、情報

提供型の一方向の広報型のコミュニケーションという点も異なります。 

 また、効果の発現においてもシティプロモーションは短時間で刺激を与える、いわゆるカ
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ンフル剤的な役割を持っているのに対して、シビックプライドは、短時間で醸成されるもの

ではなく、まちに積極的に関わっていこうとする小さな活動が対話型コミュニケーションを

通じて時間をかけて醸成され、じわじわとまちや市民の体質を改善していく漢方薬のような

ものというふうに違いが言われております。そのため、その時間がかかるということで自治

体の中・長期ビジョンにしっかりと組み入れて、ＰＤＣＡの輪を回しながら継続的に取り組

んでいくということが重要になってくるかと思います。 

 そこで、相模原市では、この12月中旬からシビックプライドを継続的に高めていくための

シビックプライドの条例化に取り組むということを聞いております。この相模原市のシビッ

クプライド条例では、シビックプライドを市に対する誇り、愛着及び共感を持ち、まちのた

めに自ら関わっていこうとする気持ちと定義して、この意識を高めるための取組の推進を市

の責務とすると。そして、一方、市民には決して強制するものではないという内容だそうで

す。 

 こういった取組もあることから、自治体がシビックプライドを継続的に高めていくために

は、シビックプライドの条例化、また行政計画の中に含めていくということが望ましいとい

うふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 例えば、海津市では南濃の月見の森は、観光地の水晶の湯と相まって

やっていきたいと思っております。それで、私があそこへ行きますと、桜の花の咲く頃、そ

れから八重桜の咲く頃、それから藤の花が咲く頃、それからアジサイの花が咲く頃、非常に

アジサイは、行きますときれいな花が咲いております。このアジサイの花をめでる、こんな

花が咲いているところ、非常にいいところだと、これはシビックプライドにつながるものだ

ろうというふうに思っております。 

 そして、そのアジサイの花のときに何か所か回っていただいて、ポイントを稼いでいただ

いて、後で表彰すると、これはプロモーションであろうかと思います。 

 議員の先生方もそれぞれの地域で、ここは非常にいいところだと、多分海津市の中に、い

っぱい皆さんの中にあるであろうと思います。そういったものを意識を持っていただく。さ

らには、それをプロモーションしていくということが本当に関係人口につながってくると思

います。海津市では、それを写真にして、写真のコンテストをやっています。ですから、あ

れをもう少し一緒にしてやっていくということになれば、そこで愛着とプライドと、そして

シティプロモーションと関係人口をと整理していくことができるんだろうと。 

 そうやって考えますと、海津市はいっぱいあるんです。ですから、それをもっともっと有

効活用していくことが必要なのかなと、このように思っています。 

〔７番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） 今、市長もおっしゃられたように、海津市には様々な資源がいっぱい

あります。シビックプライドの特徴としてはそういったものが見えるということにあります

ので、その植物であり、歴史のある建物でありと、そういったものを活用しながら、また市

民が自分事として考えていく力を伸ばしながらまちの発展に努力していけるように、また行

政の側もしっかり計画を立ててシビックプライドを醸成していくような取組をしていただき

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。 

 次に橋梁に関してですけれども、先ほど市長の答弁にもありましたように、判定区分のⅠ、

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳで、Ⅰが当然1,590ですか、非常に多いわけですけれども、私が心配しておりま

すのは、Ⅲについては早期措置段階ということで、ある程度措置をして管理をしていただい

ておりますけれども、Ⅱの225ある橋の15メートル以上ある橋に関してはある程度計画もさ

れているようなんですけれども、それでも判定区分Ⅱでありながら、令和５年度までの修繕

計画に入っていない橋が８つある。さらに、２メートル以上15メートル未満では、170以上

の橋がⅡ判定ですけれども、令和５年までの修繕計画には入っていないということがありま

す。 

 こういった状況を考えてみますと、本当に統合・廃止せずにしっかりいけるのかなという

ふうに素人ながら心配してしまうわけです。当然、これは今後、財政はますます厳しくなっ

ていくでしょうし、その橋の修繕だけならいいんでしょうけれども、全ての公共施設等のイ

ンフラにお金がかかってくるわけですから、絶対にできるというふうに頑張らなくても、私

は選択と集中をして、廃止するべきものは廃止してもいいと思いますし、この海津市の道路

橋梁維持管理計画の中にも管理目標の一番最後に、なお道路橋における利用度や利用形態、

道路ネットワークの位置づけ等により道路橋の撤去・集約についても検討することとする。

検討して、どうしても駄目な場合には遠慮なくというというとあれですけれども、廃止せざ

るを得ない、あるいは統合しなければいけないというような状況になると思うんですよ。も

しも、その時々で場当たり的な手当てをしていくと、必ず失敗するパターンといいますか、

余り……、いいかな、逐次投入ですね、必ず戦争に負けちゃうパターンの作戦と同じじゃな

いかなというふうに思ってしまうんですが、それは素人の杞憂なんでしょうが、本当にずう

っと守れるものなんでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 橋本議員の先ほどの御質問でシビアな他市の計画で見直しも、

廃止等も含めてどうかといったお話でございますが、本年第３回の一般質問、伊藤久恵議員

のほうからのときにもお答えしておりますが、当市につきましては、合併17年いたしまして、

実は平成26年から、笹子トンネルの落下事故で道路法の改正がされまして義務化ということ
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で、当市につきましては、1,844橋全てが対象といった形にしております。 

 しかしながら、合併した当時も県のほうから、災害等におきまして点検等がしていない場

合には災害の対象にならないといった指導もございまして、平成19年度にこういった15メー

ター級の約90橋を先行して委託した際、残りの橋につきましては職員で対応するということ

で、平成20年度に策定しまして、実は平成21年から順次点検のほうは進めてまいりました。

ただしながら、前回のことでも言いましたが、やはりこういった経験とか知識が必要といっ

たこともございまして、答弁でもお答えしましたが、ＭＥの取得をするとか、中部地整の研

修を受けるといった形でしております。 

 したがいまして、合併してから、確かに車両の通行止めをした橋もございます。歩道でし

か通行できない。それから、廃止した橋も今までに、昨年１つ、そして来年１つするつもり

でおります。 

 また、河川等は県の改修等で付け替えといった形で、ちょっと離れたところに造った場合

に統合で減らすといった計画もございます。 

 しかしながら、やはり現在のところは、1,844橋は私どもも全てを点検して確認はしてお

りますけれども、現在では必要なインフラ資源と、資産として捉えておりますので、建設課

職員で研修を受けて、1,500橋については直接点検でするような形をしていくという形です。 

 今、議員が仰せられました健全度Ⅱという形については、状態は、機能上は問題ないんで

すけれども、経過観察が必要といった段階でございまして、限りなくⅠに近い数字が多いも

のでございますが、Ⅲに近いものとか、それから緊急輸送道路とか主要な道路につきまして

は、今回のⅢを含めまして点検をしております。 

 今後、必要性、一つでも二つでも地域の合意が得られるようなこととか、レベルⅣの危険

性があるものに対しましては、地域の皆様にお諮りしまして検討はしていきたいと思います

ので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 もう時間がなくなってしまいましたが、私が一番心配しているのは、２メートル以上15メ

ートル未満の橋で1,748あるうち、架設年次が分かっているのが159しかないんですよ。いつ

造ったか分からない橋をちゃんと管理しろといってできるのかというが非常に心配なんです

が、もうお答えをいただくような時間もありませんので、最後に要望だけしますけれども、

市民の人は、あって当たり前と思っているんですね、そういったものに対して。ただ、あっ

て当たり前と思っているだけのことで、なくなったときには非常に抵抗があるかと思うんで

すが、そのためには、やっぱりちゃんと丁寧に説明することが必要だと思いますので、そう
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いったことを念頭に置きながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで橋本武夫君の質問を終わります。 

 ここで14時40分まで休憩といたします。 

（午後２時１９分）  

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

○議長（服部 寿君） 時間前でございますけれども、全員おそろいでございますので、休憩

前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時３８分）  

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

◇ 里 雄 淳 意 君 

○議長（服部 寿君） 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） 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきす。 

 まず初めに、誤植がございますので、すみません、訂正をお願いいたします。 

 要旨のところで「指定管理業者制度」となっておりますが、「指定管理者制度」でありま

す。「業」の字を消してください。大変失礼いたしました。 

 要旨、指定管理者制度の運用について、質問相手は市長です。 

 平成15年の地方自治法の改正により指定管理者制度が開始され、全国各地の公共施設にお

いて指定管理者制度が導入されました。平成30年４月１日時点の調査では、全国の都道府県、

政令指定都市、市区町村の７万6,268施設で指定管理者制度が導入されております。 

 本市においても、１．市民プール、２．海津市デイサービスセンター南濃、３．海津市知

的障害者通所授産施設、４．平田公園、５．平田リバーサイドプラザ、６．海津町・平田町

の60自治会の集会所施設、７．南濃温泉「水晶の湯」、８．海津市老人福祉施設「海津苑」

において指定管理者制度を導入しています。 

 この指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を

図ることを目的としており、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用

に供するために地方公共団体が設ける施設と定義されています。 

 民間のノウハウを生かし、住民サービスの向上と経費の節減を図るための指定管理者制度

のはずですが、南濃温泉「水晶の湯」では、指定管理者の撤退により、今年６月１日から休
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館となっております。新型コロナウイルスの感染拡大により、誰一人予測できないような事

態が起こり、また先行きも見えない状況下ではやむを得ない面もありますが、結果として休

業を余儀なくされることとなりました。また、営業再開へ向け指定管理者を新たに指定する

ために施設改修工事の必要が生じ、約１億1,300万円の費用を要することとなりました。 

 私は、第３回定例会の総務産業建設委員会で改修工事のための補正予算の説明を受け、施

設を廃止するという選択肢はなかったのかという質問をさせていただきました。その際、売

却も一つの選択肢ではあるが、本市の代表観光地としてもう一度再生したい。リニューアル

後は収支についても注視していくとの熱い決意をお聞かせいただき、ぜひとも水晶の湯の活

性化を図り、本市の観光業に活気をもたらせていただきたいという期待を持った一方で、住

民サービスの向上と経費の節減という指定管理者制度の目的の本来にかなっているのだろう

かという疑問を抱きました。 

 指定管理者に指定管理料を支払い、大規模な修繕・改修工事については、本市が費用を負

担してまで施設を継続していくことが本当に本市のため、市民の方のためになっているのか。

それは指定管理者制度の問題というよりは、各施設の設置の目的、目標、現在における施設

の有効性などの施設の在り方が不明確になっていることが問題であると思います。施設の在

り方さえ明確になれば、施設の直営、売却、譲渡、廃止等といった選択も可能となり、そし

て指定管理者による施設の継続も一つの選択肢として考えることができると思います。 

 指定管理者制度は、自治体の財政状況の悪化に従って導入を余儀なくされたという一面も

あるようですが、導入後に様々な問題も発生しており、全国では指定管理者の指定の取消し

が急激に増加している現状もあります。 

 公共施設の最も効果的で能率的な運営方法をゼロベースで検討していく必要があるのでは

ないでしょうか。 

 以下、３点お尋ねします。 

 １．性格の違う集会所施設を除く指定管理者が管理・運営する７施設において、制度導入

によって住民サービスの向上と経費の節減についてどのような効果がありましたか。 

 ２．指定管理者制度の導入によって見えてきた課題、問題点についてお聞かせください。 

 ３．公共施設の最も効果的で能率的な管理・運営方法をゼロベースで検討する必要性につ

いての見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 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） 里雄淳意議員の指定管理者制度の運用についての御質問にお答えしま

す。 
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 議員仰せのとおり、平成15年９月２日に施行された地方自治法の一部を改正する法律によ

り、公の施設の管理について指定管理者制度が創設され、従来は公的団体に限られていた公

の施設の管理を民間事業者に任せることが可能となりました。 

 本市においては、指定管理者制度導入を契機として、公の施設全般について施設で実施す

る事業の充実を図るとともに、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応すべく、

改めて施設の在り方や管理・運営方法などの検討を行い、施設の設置目的に沿った適切なコ

ストでサービスの質の維持・向上が可能なものは、行政の責任を担保するための適切な仕組

みを確保しながら、平成17年度から導入を始めました。 

 １つ目の集会施設を除く指定管理者が管理・運営する７施設の制度導入による住民サービ

ス向上と経費節減についての効果につきましては、順次、施設ごとに述べさせていただきま

す。 

 まず、市民プールについては、平成２年度に直営で開園し、平成19年度より指定管理者制

度を導入いたしました。 

 導入の効果としましては、民間事業者の専門スタッフが常時確保できることから、より専

門的な指導を継続して受けることが可能となり、利用者に対するサービスの向上や満足度の

上昇につながっていることが上げられます。 

 また、市内の小・中学校のプールの老朽化により、各学校での更新は行わず、市民プール

を活用し、児童・生徒の安全の確保や、インストラクターによるきめ細かい指導により泳力

の向上が図られております。このことは非常に大きなことだと思っています。 

 経費削減につきましては、年間約1,016万円の削減効果がありました。 

 海津市デイサービスセンター南濃及び海津市知的障害者通所授産施設については、平成12

年度にデイサービスセンター南濃、平成９年度に知的障害者通所授産施設を開設し、指定管

理者制度は、それぞれ平成17年度、平成18年度に導入し、現在に至っております。 

 導入の効果としましては、福祉サービス事業の運営に精通している事業所が行うことで利

用者へのサービス向上、効率的で効果的な運営ができ、福祉サービスの充実を図ることがで

きております。 

 なお、両事業所は指定事業所として県の指定を受け、報酬制度により運営されているため、

指定管理料の支出は行っておりません。 

 平田公園及び平田リバーサイドプラザについては、平成８年度に平田公園、平成16年度に

平田リバーサイドプラザが直営で開園し、平成19年度より指定管理者制度を導入いたしまし

た。 

 導入の効果としましては、民間事業者の経営手法や発想を取り入れることで、本市では行

っていなかった新たなサービスの提供、利用ポイントやクーポン等により利用者に還元を行
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うことでサービスの向上や満足度の上昇につながっていることが上げられます。 

 経費削減につきましては、年間約869万円の削減効果がありました。 

 南濃温泉「水晶の湯」については、平成14年度に直営で開館し、平成21年度より指定管理

者制度を導入いたしました。 

 議員仰せのとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響という不可抗力により指定管理

者が撤退し、現在、休館となっておりますが、今定例会に指定管理者の指定についての議案

を上程させていただいており、議決いただければ、来春のリニューアルオープンを目指し、

新たな指定管理者とともに、住民の健康増進及び幅広い交流の場、市民に愛される温泉施設、

月見の森周辺の観光資源の拠点として交流人口の増加を目指していきたいと考えております。 

 経費削減につきましては、新たな指定管理者との協定締結により、源泉の揚湯設備及び給

水設備のメンテナンス費用や予備ポンプ購入費用を指定管理料に含むことにより、従前の協

定より年間約710万円の削減を見込んでおります。 

 また、指定期間を10年弱としたことで中・長期的な経営ビジョンを持って施設運営するこ

とができ、温泉施設としての存続の確保、民間活力の導入効果を最大限発揮することによる

経費削減とサービスの向上及び入湯税の引上げによる増収も見込んでおります。 

 海津市老人福祉施設「海津苑」については、昭和47年度に直営で開設し、平成19年度より

指定管理者制度を導入いたしました。 

 導入の効果としましては、民間の発想、創意工夫による施設経営、質の高い接客・応対に

よる施設のイメージアップ等がメリットとして上げられ、その結果として、本市は指定管理

者納付金を収入として受け入れ、グランドオープン後の平成21年度から源泉崩落前の平成29

年度までの９年間の海津苑施設管理運営事業の収支は、約２億8,630万円となっております。

また、今後、入湯税の増収も見込んでおります。 

 ２つ目の指定管理者制度によって見えてきた課題、問題点につきましては、先ほど答弁し

ましたとおり、民間ノウハウ、自主事業の充実、競争の原理に基づく経費削減、職員の労力

縮減が効果として上げられます。 

 一方で、指定期間の短さのため、投資回収ができないことにより積極的な施策が打ちづら

い、次期管理者となるかが分からない中、正規職員を雇用できないことによるサービス低下、

運営に支障のない備品の更新や修繕箇所の先送りによるサービス低下といった課題もありま

す。 

 また、指定管理者の応募に現在の事業者以外に応募がないなどの問題があります。 

 ３つ目の公共施設の最も効果的で効率的な管理・運営方法をゼロベースで検討する必要性

につきましては、まず議員仰せの施設の在り方が不明確になっていることが問題であるとい

うことにつきましては、公共施設等の管理に関する基本的な考え方につきましては、平成27
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年度に策定いたしました「海津市公共施設等総合管理計画」において、１．類似施設の重複

等を避けた効果的な「公共施設の適正配置」、２．機能低下している施設の他施設との統合、

用途転換、廃止などによる「既存施設の有効活用による効率的な行政運営」、３．機能保全

と耐用年数の長寿命化に取り組む「予防保全の推進」、４．運営方法の見直しなどによる

「民間活力の導入」の４点を掲げ、課題の解消に向けて取り組んでいくこととしております。 

 また、公共施設等の在り方につきましては、昨年度策定いたしました行財政改革大綱にお

いて公共的施設の見直しや外部委託の推進について、今後も取り組んでいくこととしており

ます。 

 これらの基本的な考え方を踏まえ、公共施設等全般については、本年度、「個別施設計

画」を策定し、建物系公共施設の方向性を施設総量の適正化を踏まえ、現状維持、長寿命化、

廃止、転用、統廃合、民営化、指定管理者制度を含む運営形態の変更、譲渡等に分類し、見

直し、方向性に応じた事業を計画的に進めていくこととしております。 

 指定管理者制度を生かすには、現時点では課題はあるものの、協定書のとおり運営がされ

ていることのモニタリングと市民満足度が図られているかの評価を行う必要があると考えて

おり、この制度に即さないと判断した施設については、個別施設計画を見直してまいります。 

 個別施設計画では、運営形態を民営化、直営、指定管理者制度、包括委託などを想定して

おりますが、行政サービス向上の観点や財政的観点を踏まえ、最善の方法を採用することが

最良であることから、毎年度見直しを行うこととしております。 

 いずれにしましても、近年の社会情勢の急激な変化や人口減少問題など、行政としても速

やかに対応していく必要がありますので、公共施設の管理・運営につきましても、当然、固

定概念にとらわれず、ゼロベースで検討していく必要もあると考えております。 

 公共施設の統廃合も視野に置き、地域の方による自主管理形態の道も模索しながら、公共

施設の在り方そのものを市民の皆様と議論していく必要があると認識しておりますので、御

理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、里雄淳意議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） 今回の質問ですが、複数の担当課にまたがった質問で多くの方に御苦

労をおかけしましたことをまずもって感謝申し上げます。 

 通告書でも述べたとおり、今回の質問につきましては、南濃温泉「水晶の湯」が指定管理

者の撤退により本年６月１日より休館しており、また新たな指定管理者を指定するために施

設改修工事に１億3,000万円を要したことがきっかけで、改めて指定管理者制度というもの
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を課題とさせていただいたということであります。 

 そこで、ちょうど今回の議会で水晶の湯の新たな指定管理者の指定が議案として提案され

ております。11月27日の中日新聞にも、海津市が水晶の湯の新たな指定管理者として中津川

市のクアリゾート湯舟沢と契約する議案を提案するとの記事が掲載されておりました。この

記事を見られた方でありますが、この方は海津市の職員ではないのですが、長いこと行政の

仕事に携わってこられた方でありますが、クアリゾート湯舟沢というのは実績のある会社で

あるということを教えていただきました。そして、よかったですねとのお声もいただいてお

ります。 

 その後、私もホームページで検索してみますと、岐阜県中津川市にある温泉施設「クアリ

ゾート湯舟沢」中津川温泉は、天然温泉をはじめプール、またバーデと言われる13種類の水

着を着て入る温泉、お子様用の屋内キッズパーク、それから今はやりのキャンプの新スタイ

ルと言われるグランピング施設、また小学校をリノベーションした最大100人宿泊可能な宿

泊施設などを運営されており、おのずと期待を持ってしまうような内容でございました。 

 そこで、ちょうどいいタイミングでございますので、今回の指定管理者を選定された経緯

と選定の理由をお聞かせください。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） 水晶の湯の新たな指定管理者の決定までの経緯、その理由と

いうことでございますが、水晶の湯は、御存じのとおり、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて、前指定管理者の撤退により、令和２年６月から休館しております。当然、市内部

で今後の施設運営について検討いたしました。結果といたしましては、指定管理者制度を継

続して、市民の方の健康増進、交流の場として、市民に愛される温泉施設、それからまた月

見の森周辺の観光資源の拠点としての活用が最適であるという方向性から、新たに指定管理

者を募集させていただきました。 

 最終的には２者の応募がございまして、９月３日に海津市公の施設指定管理者選定委員会

において、サービスの向上や経費削減、提案、それから先生からお話がありましたクアリゾ

ートの経営改善や実績、それから新たな事業展開計画などが高く評価されました。 

 新たな指定管理者の選定につきましては、市長の答弁にもございました本定例会の上程議

案でございますので、議決いただければ来春のオープンを目指して進めていきたいと思って

おります。よろしくお願いします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ぜひ海津市の中心となるような観光施設として復興していただきたい

と思います。 
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 ただ、今回の指定管理者の指定に当たっては、改修工事費として１億1,300万円という多

額の費用がかかっております。 

 そこで、水晶の湯の施設の補修、修繕工事について、本市と指定管理者と金額的な役割分

担を教えてください。 

 また、併せて年間のおおよその指定管理料と年間の収支が分かれば教えてください。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部長 河合敏明君。 

○産業経済部長（河合敏明君） 水晶の湯の施設の補修や修繕に関しましては、水晶の湯の管

理運営に関する基本協定書で定めております。 

 管理施設の修繕について、１件につき50万円以上のものについては市が自己の責任と費用

で実施すると、50万円未満のものについては指定管理者が負担するということでございます。 

 前指定管理者と指定管理料の契約をしておったわけですけれども、平成元年度は484万

5,000円の支出をしておりました。 

 新たな指定管理者とは、市が今まで実施しておりました各種のメンテナンス委託業務も指

定管理料に含めることによりまして、大体年間約710万円ほどの経費削減を見込んでおりま

す。 

 収入といたしましては、入湯税の引上げもございますが、水晶の湯では、年間約100万円

程度の収入を見込んでおります。 

 施設の大幅改修でございますが、当然、営業中も計画的に修繕をしておりましたが、休館

という、このピンチをチャンスに生かすじゃないですけれども、こういった時期にしかでき

ない漏水対策等も併せて実施するための工事でございます。よろしくお願いします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 それでは、ほかの施設もございますので、同様の質問でありますけれども、市民プール、

平田公園、平田リバーサイドプラザ、海津苑の本市と指定管理者との金額的な役割分担を教

えてください。 

 また、同様に、併せて年間のおおよその指定管理料と収支が分かれば教えてください。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） それでは、市民プールのほうをお答えします。 

 市民プールにつきましては、同じく基本協定を取り交わしておりまして、修繕工事につき

ましては、税込みで50万円以上については市の負担となっております。 

 あわせて、指定管理料ですけれども、基本は税込みで3,500万円です。消費税が上がった

関係で2019年度は3,532万3,333円、2020年度は3,564万8,148円でございます。2019年度の収
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支決算ですけれども、プールの売上げが2,493万8,807円、指定管理料が3,532万3,333円、３

月にコロナの関係で休業いたしましたので、休業補償で91万2,174円、総支出額が5,819万

6,268円で、297万8,046円の黒字と聞いております。以上です。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 里雄議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 平田公園、リバーサイドプラザにつきまして説明させていただきます。 

 まず、両施設における市と指定管理者との補修・修繕工事の役割分担という形でございま

すが、これは募集要項にリスク分担として条件明記して募集をかけておりますが、30万円以

下の修繕については指定管理者にて実施、それから30万円を超える修繕については市におい

て実施と、それぞれでございますが、ということになっております、で協定を結んでおりま

す。 

 また、2019年度の指定管理料につきましては、平田公園が、途中で消費税が変わっており

ますが、税込みで501万4,000円、平田リバーサイドプラザが税込みで1,786万6,000円で、合

計2,288万円となっております。 

 それから、2019年度の収支でございますが、平田公園がプラス15万2,486円、平田リバー

サイドプラザがプラス38万9,760円の報告を受けております。以上でございます。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） それでは、海津苑につきましてお答えをさせていただきます。 

 海津苑も指定管理者と基本協定書を交わしております。施設の修繕等につきましては、施

設の修繕、それから備品の修理につきまして、50万円以上は市の負担で、50万円未満が指定

管理者が行うという協定になっております。 

 それから指定管理料でございますが、海津苑につきましては、指定管理者納付金という形

で、温泉の経営状態にかかわらず、年間5,000万円を指定管理者から納付いただいておりま

す。さらに黒字になった場合、その２分の１を納付いただくという現在の協定になっており

ます。市の実施分として多額の修繕を行う年もありますので、そのまま市の決算領収した額

5,000万円プラスというわけにはなっておりませんけれども、年において大分凸凹がありま

すので。先ほど市長の答弁がありましたように、源泉崩落前９年間で合計２億8,600万円余

という市の収入になっております。さらに、ここには入湯税が含まれておりませんので、９

年分を計算しますと、プラス１億ちょっとということになるかなというふうに思います。 

 ただし、先ほど言いましたように、50万円以上の修繕等は市が持つということもあります

し、あと不可抗力による損失等については市が負担するということになっておりますので、

源泉崩落のときもそうでしたけれども、今回のコロナによる減収等については補償が生じる

のかなあということを思っておりますので、最悪の場合、納付金がそれ以上の費用が発生す
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る可能性もあるかなという、リスクはというふうに考えております。以上でございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） すみません、時間の都合もあるので、それぞれの施設でいろいろお聞

きしたいことがあるんですが、市民プールにつきましては、今、年間3,500万円の指定管理

料の支出があるということでありますが、必要な施設であるならば金額に関係なく維持管理

していかなければならないと思うわけであります。特に小・中学校で利用されておるという

ことでありますので大切な施設になってくると思いますけれども、今後、恐らく大きな修繕

等が出てくると思います。そういうことがありますので、維持管理の方法やプールの有無ま

で含めて検討していくことも必要なことになってくるんでないかと、こんなことも思ってお

ることでございます。 

 では、海津温泉についてお聞きします。 

 本市に約９年間で２億8,630万円の指定管理者からの納付金を注入しておる、受け入れて

おるという答弁がございましたけれども、非常に本市にとってありがたく、評価の高い施設

であると思いますが、人気の施設であるがゆえに多くの方から御意見をいただくこともあり

ます。中にはクレーム的な御意見もお聞きすることがありまして、そこには指定管理者制度

の問題として指摘される、施設を所有する自治体と実際にサービスを提供する指定管理者が

別々の主体であるために生じる問題である。１点目、指定管理者が自治体に代わって公の施

設を運営するので、自治体は運営の意識を持ちにくくなる危険性。施設で直接住民に顔を合

わせるのは指定管理者であるため、住民の要望が自治体に伝わるのに時間がかかり、速やか

に対応できない。経費削減優先によるサービスの質の低下。これらの問題は、海津温泉にお

いてはどうでしょうか、またクレームに対してどのように対応されておるか、教えてくださ

い。 

○議長（服部 寿君） 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。 

 苦情や御意見に対しては、基本協定書のリスク分担の中で指定管理者が行うということに

なっておりますが、指定管理者の報告は、緊急のもの以外につきましては、現在、指定管理

者と毎月、指定管理者側の社長を交えた定例会を行っております。その場で利用者から寄せ

られた意見、それからそれにどのように対応したかという報告をいただいております。 

 緊急なものについては、その都度、電話でこちらにいただいたり、こちらに直接いただい

たものについては向こうに伝えるという対応を取っております。 

 ただ、向こうの窓口に直接言われて、向こうでは大したことないかなというふうに判断さ

れてこちらに報告がないものもあるかもしれませんので、極力報告はするようにということ
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は伝えております。 

 あと、修繕がすぐにできないもの、50万円を超えて、例えば補正予算を組まなければいけ

ないものであるとか、50万円以下でも指定管理者のほうですぐに部品等が入らないものにつ

いては、御利用者の方に分かりやすく、いつ頃直るという表示をするとか、するようには指

導しておりますけれども、中には抜けておるものもあるかもしれませんので、恐らく議員さ

んの御指摘は、そのようなことがあるのではないかということだと思いますので、今後、そ

ういったことも気をつけて指定管理者と緊密な連絡を取ってやっていきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） 指定管理者納付金がある施設でありますので、源泉崩落やコロナとい

う想定外の出来事をぜひ乗り越えていただきたいと、そのように思っております。 

 今回、この質問をさせていただいて、改めて施設の維持管理というのは労力の要ることで

難しいことであると感じさせていただきました。恐らく維持管理していくために何度も協議

を重ね検討されてきたと、そういう御苦労があっただろうと想像するわけでございますが、

やっぱり維持管理を第一義とするのではなく、本市のため、市民の方のために何がベストか

を考えていかなければならないと、そのように思っております。 

 これは、たまたま恵那市のホームページを見ておりましたら、恵那市では、本年度、令和

２年度末に約８割の指定管理者制度導入施設が指定管理期間の満了を迎えるということであ

ります。ほぼ指定管理者制度導入施設の任期が満了すると。そこで、公の施設の基本に立ち

返り、民間でできることは民間に委ねることを基本に、市民ニーズや社会情勢などを勘案し

ながら、指定管理者制度の継続及び民間移譲並びに廃止を検討していくために恵那市指定管

理者制度導入更新基本方針を策定されており、公の施設の方向性を検討するためのマトリッ

クスという基準がありました。 

 このマトリックスというのは、テーマについて細かく内容を掘り下げていく際に、関連す

る情報を縦軸と横軸に分類にするものだそうでありまして、それらの相関関係によってポジ

ショニングを捉えることができる。位置づけを見える化できるという、こういう僕が見ても

ぱっと分かるような、こういう図が紹介というか掲載されておりました。 

 個別施設計画を策定されるということでありますが、こういう基準についてこれまでもい

ろいろ、先ほど答弁でもいただいたんですけれども、具体的な、また明確なこういう基準と

いうのはつくられるのでしょうか。 

 また、併せて財政再生プログラムには水晶の湯のところに少し指定管理のことが書かれて

おったんですけれども、どのように扱っていかれるのか、教えてください。 
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○議長（服部 寿君） 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） まず、指定管理者制度につきましては、合併後、本

市では指定管理者制度に係る指針を策定いたしまして、指針に基づき導入施設を検討し、現

在に至っております。 

 その後、公共的施設見直し指針を平成25年に策定いたしまして、公共的施設見直しの基準

として、廃止、転用、統廃合、民営化、指定管理者制度の適用、一部委託、地域団体への移

譲に分類しまして、適切な施設配置に取り組んでまいりました。 

 先ほど議員が申されましたように、恵那市の取組、基本方針の中にマトリックスのような

ものがございましたが、そちらは市民ニーズが高いか低いか、それから収益性が高いか低い

かによりまして維持運営、民間運営、廃止処分、売却譲渡に分類する方法も、手法は違いま

すが、当市では取り入れております。 

 現在では、市長の答弁にもありましたように、平成27年度に策定いたしました公共施設等

総合管理計画に基づきまして、財政負担の軽減、平準化を図り、最適な配置を実現するため

に取り組んでおり、今年度は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

おります。 

 それから、次に現在策定中の海津市財政再生プログラムの中に指定管理についても盛り込

むかというようなことでございますが、この財政再生プログラム、素案ではございますが、

事業といたしまして効果額を記載することとなっておりますので、まずどの施設を指定管理

にするか、取りやめにするかなど、先にどのような施設をということを決める必要がござい

ますので、現在作成中の個別施設計画の方向性を決めてから盛り込んでいくということにな

ります。以上でございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 今、多分職員の方のほうが詳しいんだろうと思うんですが、新たな公民連携の手法として

ＰＰＰとかＰＦＩという、こういうものが調べておるといっぱい出てきます。また、指定管

理とは違った公民連携の形でありますけれども、こういうものも指定管理者制度はもちろん

でありますけれども、こういうことも今後ぜひ検討していく必要があるのだろうと思います。 

 答弁いただきました運営・管理が協定書、契約書のとおりになされているかというモニタ

リング、履行確認・監視とそのレベルが設置者や利用者にとって満足のいくものであるかと

いう評価、これをやっぱり徹底していただきたいと、このように思っております。 

 指定管理者制度を含めて、よりよい施設運営のために最適な手法を考えていただきたいと

思っております。 
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 そういう意味で、来年度策定される個別施設計画、これには大変大きな期待をしておりま

すので、ぜひともいいものをつくっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上、質問を終わらせていただきます。 

○議長（服部 寿君） これで里雄淳意君の一般質問を終わります。 

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

○議長（服部 寿君） 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） それでは、議長のお許しを得ましたので、質問させていただきます。 

 １．不法投棄について、２．地方回帰の動きと食糧危機について、質問相手、市長でござ

います。 

 １．不法投棄について。 

 私は、海津市は末永く美しいまちとして、ますますの繁栄を残していきたいと考えるもの

です。それは当然のことながら、ふだん目に見える場所のみならず、ふだんは目につかない

場所、例えば山の中なども含め美しくあるべきだと考えます。 

 不法投棄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正が適宜改正され、罰則

等の強化や各自治体の努力もあり、全国的に件数や投棄量は減っている状況にあると聞きま

したが、ここコロナ禍において、また増加傾向にあるようです。 

 さて、私有地や河川など、いまだに不法投棄は行われている状況にあります。これまでも

行政努力は重ねておられると思いますが、本市の生活環境や水辺環境の保全を図るためにも

不法投棄を見逃すことはできないものであり、今後もなお一層の努力が必要と考えます。 

 特に人目のつかない山林や河川等では不法投棄が多いとお聞きすることもあります。私有

地等では、土地所有者が不法投棄されたごみを処理するには費用等も含めて困難な場合が多

いとも聞いています。 

 実際に不法投棄の現場を押さえることは簡単なことではありませんが、住民の方々の協力

と日頃からの監視体制などによる不法投棄を未然防止する対策が必要ではないかと思われま

す。 

 本市の環境を保全し、住民の安心・安全の観点から、法令違反である不法投棄をなくすた

めの対策の強化が必要と考えます。本市の不法投棄の現状とどのような対策に取り組まれて

いるのか、お伺いします。 

 ①市内の投棄される場所、廃棄物の件数、廃棄物の種類はどのようなものが多いか。 

 ②現在、不法投棄はどのような方法で発見し、どのように対応しているのか。 
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 ③私有地における廃棄物の不法投棄の現状とその対応はどうなっているか。不法投棄した

者が見つからない場合はどう対応するのか。 

 ④今後、太陽光発電設備の廃止に伴う廃棄物が大量発生することが懸念されているが、そ

の対応は考えているか。 

 ２．地方回帰の動きと食糧危機について。 

 コロナウイルスの感染の拡大を機に、都市部に住むことに不安を覚え、地方への移住を検

討する方が増えているとお聞きします。人口減少という重大な問題を抱える本市にとっては、

今こそ世間のニーズに応えるべく、多くの人が進んで移住したくなる政策の実現が強く望ま

れると思っております。 

 本市においては遊休農地もありますし、特に現役世代が農業に未来の可能性を感じて本市

に移住してこられる方が増えればありがたいことではないかと考えています。農林水産省に

おいても、新たな食料・農業・農村基本計画を示す中で田園回帰の表記を加え、幅広い層に

よる農村振興を後押しする考えを示しています。 

 本市においては、新規就農者をはじめ農業の担い手確保対策やスマート農業などに力を入

れていますが、さらなる追い風が吹いていると感じているところです。 

 そこで、質問します。 

 ①自然豊かな本市の魅力を発信し、こうした地方回帰、田園回帰の動きに迅速に対応して

いくことの必要性を感じるが、市の見解をお伺いします。 

 また、長期的に世界が抱える潜在的問題としては、人口の爆発的増加に対して十分な食料

の供給が続けられるのか、不安があります。 

 現在でも世界で極度の飢餓に苦しむ人は約２億7,000万人で、新型コロナウイルスのパン

デミック（世界的流行）前より８割増えたという報道もあります。 

 工業製品とは違い長期保存が難しい穀物は、地域限定的な資源で地産地消が原則で、グロ

ーバル化の下、農業の外部化を進めてきた日本は、食物の自給率が大変低く、世界第２位の

農産物純輸入国であります。これは何を意味するかというと、一時的に突発的な要因、例え

ば今回のコロナウイルス感染拡大もそうですが、輸入がストップした場合、たちまち食糧危

機に陥ってしまうのではないかということです。 

 そのことから、万一の際にも市民に十分な食料供給体制を維持するためにも地産地消の推

進は大切だと考えます。 

 そこで、質問します。 

 ②日本の中心に位置し、今後の東海環状道路の整備が進むことから、物流面でも有利な立

地条件が整いつつある本市の土地柄を生かし、食料自給率を高め、地域を潤していくべきだ

と考えるが、本市の農業従事者数の目標、遊休農地を減らす具体的な目標及び食料生産量に
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ついて、中・長期的目標があればお聞かせいただきたい。また、大きく言うならば、日本の

食を守るぐらいの施策をさらに進めることができたらよいと考えるが、市の見解をお伺いし

ます。お願いします。 

○議長（服部 寿君） 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） 伊藤久恵議員の不法投棄の未然防止についての御質問にお答えします。 

 １つ目の市内の投棄される場所、廃棄物の件数、廃棄物の種類はどのようなものが多いか

につきましては、本市で対応した令和元年度、１年間の不法投棄件数は、海津地域が24件、

平田地域が40件、南濃地域24件、計88件で、不法投棄が多い場所は、海津地域では沼新田の

中江川沿い、平田地域では平田公園周辺の大榑川沿い、南濃地域は志津の津屋川沿いであり

ます。 

 廃棄物の種類につきましては、大型のものでは、テレビが５台、洗濯機が１台、冷蔵庫が

６台、エアコンが１台、自転車が５台、タイヤが15本、他には扇風機や炊飯器などの小型家

電製品や空き袋や缶、瓶、ペットボトルなどの生活ごみが多く捨てられており、投棄された

総重量は約8.5トンになります。 

 ２つ目のどのような方法で発見し、対応しているかにつきましては、令和元年度に対応し

た88件のうち、発見された方からの通報が45件、区長・自治会長様からの通報が20件、市が

委嘱しております環境パトロール員からの通報が13件、職員のパトロールによって発見した

ものが２件、県や海津警察署からの通報が８件であり、通報を受けましたら、速やかに現地

にて回収し、養老ドリームパーク及び西南濃粗大廃棄物処理センター等にて適切に処分して

おります。 

 なお、投棄者が判明した場合は、投棄者自身に処理させる等、厳しく指導し、投棄者の調

査や処罰については、警察署と連携して厳格に対応しております。 

 ３つ目の私有地における廃棄物の不法投棄の現状とその対応につきましては、私有地に捨

てられた廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、原則として土地の所有者及び管理者に処理をお

願いしております。 

 また、不法投棄した者が見つからない場合の対応につきましては、その状況を確認し、警

察等関係機関と連携して対応しております。 

 ４つ目の太陽光発電設備の廃止に伴う廃棄物が大量発生することが懸念されるが、その対

応はにつきましては、余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備は、固定価格

による10年間の買取り制度が昨年度より順次終了し、令和３年度には買取り制度が終了する

ものの、累計が全国で約165万件あると推計されております。太陽光発電パネルの寿命は、
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20年から30年と言われており、令和11年度以降、不用になった太陽光発電パネルの処分が増

大すると思われます。 

 太陽光発電パネルには鉛やカドミウム等の有害物質が含まれているため、適切に処分しな

ければ環境への悪影響が大きく、産業廃棄物として設置者の負担と責任において専門業者に

依頼して処分を行うべきものであります。 

 撤去・運搬・処分費用は、一般的に資本費の５％とされており、そのため電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（改正ＦＩＴ法）でも、資本費の５％

を廃棄等の費用として事業者が積み立てることが義務づけられています。 

 しかしながら、10キロワット未満の住宅用太陽光発電に関しては努力義務とされているこ

とから、一般家庭で廃棄等処理費用を積み立てている方は少数であると推察いたします。 

 本市におきましても、今後の国の施策・方針等を踏まえながら情報発信を積極的に行い、

市民の皆様に周知・啓発してまいりたいと考えています。 

 ２点目の地方回帰の動きと食糧危機についての御質問にお答えします。 

 １つ目の自然豊かな本市の魅力を発信し、地方回帰、田園回帰の動きに迅速に対応してい

くことの必要性についての市の見解はにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大は、

いまだ終息のめどが立っておらず、今後も感染拡大が懸念されておりますが、感染防止対策

は、外出自粛要請や休業、休校など、市民や企業に大きな影響を与え、テレワークや在宅勤

務など、働き方や暮らし方が大きく見直されています。 

 これまで農業・農村と関わりが少なかった都市部の人材が農業・農村の価値を再認識し、

都市と農村を往来したり、農村に定住したりする「地方回帰・田園回帰」による人の流れが

全国的な広がりを持ちながら継続している中、こうした都市部の人材が地域活性化に貢献す

る動きも出ていると認識しております。 

 本市には県が運営主体の岐阜県就農支援センターがあり、県が開発したトマト独立ポット

耕栽培システムによる冬春トマトの栽培技術と農業経営に必要な知識、技能等について、講

義、栽培実習等を交えて研修を実施し、本市や県内への新規就農者を行政、農業関係者、生

産者組織等が一体となり支援をいただいております。 

 トマト独立ポット耕栽培システムは、土耕に比べ容易な栽培と高い収量が見込める新しい

技術で、農業経験のない方でも就農可能な栽培方法として、今後も新規就農者の育成が期待

できます。 

 平成26年の岐阜県就農支援センター運営開始以来、本市では研修生17名が就農し、首都圏

を含む市外からの応募者は半数以上を占めています。 

 また、農業経営者の高齢化や担い手不足などの課題を解消するため、農地中間管理事業を

活用し、農業法人等を中心とした担い手への農地集積・集約化と優良農地の確保を推進して
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おります。 

 さらに国や県では、生産現場が抱える課題を解消するため、先端技術の現場への導入・実

証事業を積極的に支援するスマート農業を推進しており、本市においても自動走行が可能な

トラクターやＧＰＳを活用した直進アシスト付田植機、水田の水位を自動制御する水田水管

理省力化システム等、農業現場でのデジタル技術の利活用を国や県の補助を最大限活用し、

積極的に推進しております。 

 県では、東京都千代田区にあるふるさと回帰支援センターやぎふアグリチャレンジ支援セ

ンターを活用した新規就農者支援を実施しており、本市でも「就農フェア」等に積極的に参

加していきたいと考えております。 

 本市では、移住・定住施策や、新規就農者支援制度や、スマート農業などの農業施策を部

署横断的に情報共有して、新型コロナウイルス感染拡大を機に、暮らし方や働き方を見直す

「地方回帰・田園回帰」の動きにも迅速に対応し、都市部の人材が地域活性化に貢献できる

環境づくりを構築し、人口減少の歯止め、人口増加につなげていきたいと考えております。 

 ２つ目の本市の土地柄を生かし、食料自給率を高め、地域を潤し、日本の食を守る政策の

さらなる推進への市の見解につきましては、本市の農業は、高須輪中地区を中心に、大区画

圃場、農道、用水パイプライン、暗渠排水等が整備され、水田の汎用化・大区画化が実現し、

土地利用型作物の導入条件が整い、水稲・小麦・大豆の２年３作体系が確立され、農業法人

を中心とした担い手による大規模な営農が行われております。 

 土地利用型農業では、現在、31の農業法人を中心とした担い手が活躍しており、９法人に

ついては100ヘクタール以上の経営規模を誇り、効率的な大規模営農が確立されております。 

 農業従事者数は、「2017年農林業センサス」では1,732戸、５年前の「2012年農林業セン

サス」の2,026戸より337戸減少しておりますが、これは農業者の高齢化や農業法人を中心と

した担い手への農地集約など、農業施策の推進が主な要因と考えられ、農業従事者数として

の目標値は設定しておりませんが、「海津市第２次総合計画」では、令和３年までの目標値

として、新規就農者数を29人、今後の農業の担い手となる認定農業者数を115人、農地の集

積率を90％と設定しております。 

 また、遊休農地面積は約22.2ヘクタールで、農地全体に占める遊休農地率は0.6％となっ

ています。 

 遊休農地率１％以下、農地集積率70％以上であれば農業委員会等に関する法律で改正され

た農地利用最適化推進委員の委嘱が義務づけられないことからも、遊休農地率0.6％以下を

目標値と設定し、農地の集積や遊休農地の発生防止や解消に今後も努めてまいります。 

 食料生産については、議員仰せのとおり、市民に十分な食料供給体制を維持するために地

産地消の推進が大切であると認識しております。 
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 本市では、令和元年産の県内作付面積のうち、小麦については約29％、大豆は約35％を占

めています。 

 そのほかに、トマト、キュウリ、イチゴ、甘長ピーマンなど、地域振興作物を中心とした

施設園芸野菜も盛んで、県内有数の産地を形成し、16部会がＪＡにしみの海津園芸特産振興

会として、効率的な栽培管理と円滑な共選出荷を行い、主に中京圏や北陸・関西方面へ出荷

されています。 

 特にトマトについては、県内の冬春トマト産地の中で最も規模が大きく、県内で出荷され

る冬春トマトの約52％を占めております。 

 近年では、消費者、実需者の需要に応じた多様な米の品種の作付による安定供給や、加工

用野菜などの高収益作物への転換を進める農業法人も多くなってきております。 

 一例を申し上げますと、外食産業の需要に応じた多収穫米「しきゆたか」の今年産作付面

積は160ヘクタールで、市町村単位では全国一の産地となっており、「海津市産」を表示し

ての販売も可能になりました。 

 参考までに、県の平成30年概算値のカロリーベースの食料自給率は24％、生産額ベースの

食料自給率は42％であり、本市の平成30年度試算値のカロリーベースで138％、生産額ベー

スの食料自給率は122％と、県を大きく上回っております。 

 本市では食の安全や食料自給率の向上のため、農地耕作条件改善事業による優良農地の保

全、中間管理事業による担い手への農地集積、スマート農業推進事業による最先端技術導入、

生産技術の向上など、補助事業を積極的に活用し、本市ならではの安心・安全な農業をさら

に推進してまいりたいと考えています。 

 また、農産物の生産や販売にとどまらず、海津市産として６次産業化を推進し、新たな魅

力の情報発信にもさらに力を入れてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきま

すようお願いいたします。 

 以上、伊藤久恵議員に対する答弁とさせいただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 不法投棄について先にやらせていただきたいと思いますけれども、先ほどの不法投棄のご

みの内容を聞きまして、ちょっと驚きまして、冷蔵庫とか、そんなものまでほかられている

のかなということでびっくりいたしましたけれども、川とか、そういうところなんかに投棄

される場合が多いということで、パトロール員であるとか、いつもそれに対策に当たってい

てくださいます市の職員の方とか、本当に御苦労さまでございます。そしてありがとうござ
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います。 

 私、不法投棄のことで一番ちょっと気になったのは、今、防犯カメラが設置されていると

お聞きしたんですが、今後、そのカメラの増設であるとか、あとドローンによる監視強化と

か、そういうのは必要ではないかと思うんですが、市のほうはどのようにお考えでしょうか、

お聞きします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 現在も防犯カメラについては数台保有しております。バッテ

リー式のもので、それで抑止力になるということは重々承知をしておりますが、今後、防犯

カメラの必要性というのは非常に認識しておりますが、予算等の関係、またどこに設置する

のかというようなことも、今は可動式でございますので、その都度、不法投棄が多いと思わ

れるようなところ、自治会長さん等から御依頼があったりとか、多く不法投棄が散見される

ところについてはそれを設置し、抑止力につなげていっております。 

 また、ドローンにつきましては、通常、一般的にドローンで監視をずうっとしているとい

うことは非常に困難でございますので、不法投棄の現場は、ここに不法投棄されたというよ

うな確証があれば、ドローンを使って確認をするという作業は今後必要になってくるかと思

いますが、現在、市としてドローンを持っているわけではありませんので、そうなりますと、

大体ドローンで空撮をすると、２時間で６万から７万というような経費がかかるわけでござ

います、そうした経費に見合うというようなこと。また、谷とか、そういうところで仮に発

見をするということになると、またその撤去費がどうなるのかというようなことも多くござ

いますので、その状況に合わせてその都度検討してまいりたいと存じますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 先に防犯カメラですけど、バッテリー式で可動式だということはすごくいいですよね。持

って歩けますし、またかなり以前に比べて防犯カメラが安くなったということもお聞きして

いますので、また必要に応じて設置をお願いしたいと思います。 

 それから、看板等はどのような場所に設置されて、今、どのくらいの数、看板とかが設置

されているかとかが分かりましたらお願いします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 看板につきましては、先ほども申しましたように、自治会長

さん等から御依頼があったところ等で、また不法投棄の現場が多いようなところには設置を

しているところでございますが、おおむね300メータールールというものを一応設けており
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まして、むやみやたらに看板を作るというわけではございませんので、実際には私ども環境

課のほうで対応しておるものでございますが、海津地区で52か所、平田地区で41か所、南濃

地区で43か所設置をしております。以上です。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 そうですね、看板とかを見ますと、やっぱり抑止力になるかと思います。 

 今回、不法投棄に当たるかどうか分からないんですけど、太陽光パネルのことで一番聞き

たかったわけですけれども、太陽光パネル、先ほど言われましたように、もちろんガラスの、

そういうものがありますし、あと発電をいつもしていますので、もし飛んできたりとかして

撤去しようとしたときなんかはすごく感電したりとかという危険性もあるとか、あと有害物

質、鉛とかカドミウムも入っているということもお聞きしましたので、簡単にそういう、も

ちろんおうちにつけている屋根とかでしたら、業者の方がちゃんとそういうのをやってくだ

さると思うので心配はないと思いますけれども、もしかして空き家になったりとか、空き地

に置いてあったパネルが放置された場合とか、やっぱりそういうものなんかも今後出てくる

かなという懸念もあると思うんですよね。処分するのも一斉に、だんだんたくさんの廃棄物

が出るということになりますので、市のほうの対応としてはどのように住民の方に周知した

りするか、そういうことを考えていらっしゃるか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 先ほど市長が答弁でも申しましたとおり、太陽光パネルにつ

きましては産業廃棄物でございますので、これについては当然、設置者の負担において、責

任においてしかるべき業者に御依頼をしていただくということをお願いするわけでございま

すが、先ほどの答弁の中でもございましたとおり、撤去費は資本費の約５％、500万円かか

っているのであれば25万円程度が撤去費用として必要になってくると思われます。これにつ

いては、売電されておる方、また自家消費されておる方も同様でございますが、この部分に

ついてはホームページや市報等で周知をして、こういう20年、30年たったら、こういう撤去

が間違いなく必要になってきますので、その部分については皆さんの責任において撤去いた

だくように周知をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 近年は台風なんかもすごく風が強くなったりしていますので、本当にパネルが飛んだりと
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かがありましたよね、そういうことを周知しておかないと危険かなと思いますのでお願いい

たします。 

 不法投棄の刑罰をちょっと調べてみましたら、本当に多くの方が考えるより重い刑罰でご

ざいまして、例えば個人が不法投棄した場合、５年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の

罰金、また法人ですと３億円以下というちょっとびっくりする、のけぞるような罰則なんで

すね。ですから、そういうこともしっかり周知して、本当に不法投棄はいけないよというこ

とをお伝え願えますとありがたいと思います。 

 警察の生活安全課のほうにちょっと行って聞いてまいりましたら、やはり月に２回ほど直

接市民からの通報があると。そういう場合、やっぱりどうしても山の中なんかですと車で乗

り入れて捨てていくということが多かったりするもんですから、もし私有地なんかだったら

柵をするとか、あとチェーンでそれをほかれないように、寄りつけないようにしていただく

とか、そういうことも有効的であると。 

 あと、おうち周りでしたらセンサーライト、感知してつくライトですよね、そういうもの

なんかも有効ですねということをちょっとお話しいただきました。 

 日頃から海津市は、一斉美化運動もやっておりまして、今年はコロナでちょっとあれです

けれども、ごみを拾うという体験を子どもたちとか皆さんがしますと、やっぱりごみを捨て

んとおこうという、そういう気持ちになりますよね。だから、そういうところからごみを捨

てないで、本当に美しい海津市というのを存続していきたいなということを思います。今日

はありがとうございます。 

 では、次の質問に参ります。 

 地方回帰の動きについてでございますが、先ほどお話をいただきましたが、主婦的目線で

ちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば今、地元から出ていっている若い人たちなん

かがオンラインで仕事ができるし、やっぱり田舎に住みたいなとか、そういうふうに考える

ような方、それは関係人口と言うんですか、そういう方たちが海津へ移住・定住をしたくな

るような施策があったらいいなと思いまして、主婦感覚で笑われるかもしれませんが、遊休

農地もたくさんあるということですので、空き家プラスその遊休農地をセットで提供すると

いうような感じで、畑もやりながら、そういう生活もいいかなというようなことで、そうい

うような事業展開というのはできないものでしょうか、ちょっとお聞きします。 

○議長（服部 寿君） 産業経済部農林振興課長併農業委員会事務局長 佐野正美君。 

○産業経済部農林振興課長併農業委員会事務局長（佐野正美君） お答えいたします。 

 私も昨年までは空き家に関します住宅都市計画課に所属をしておりまして、空き家につき

ましては、平成26年に空家対策特措法ということで、その後、施行に入ったわけでございま

す。 
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 この空き家に関しては、その中の空き家を管理するというのが一つと、その空き家を利活

用ということも一つの施策として、昨年、平成31年に海津市では空家バンクの創設をさせて

いただいたところでございます。 

 この空家バンクにつきましては、当初から、こういった空き家というのは相続といったも

ので取得された方も多いかと思いますし、その際におうちも相続されたというケースが非常

に多いかなというふうに感じておりまして、その当時はまだ空家バンクの出始めでございま

したので、そういったことも検討に入れながら、当時の農業委員会とも話をしておったとこ

ろでございますが、今年になりまして私は農業委員会の事務局の立場でございまして、こう

いった確かに空き家とセットで土地の取得ができたらというようなお話だと思いますけれど

も、農地を取得する際の取得要件の中に、１つに下限面積というのがございます。50アール

要件というところでございますが、農業を経営するに当たりましては50アール以上の経営と

いう形もございますけれども、一方では、農地法の規則の中でも特段の面積、別段の面積と

いうものもございます。そういったものは県下でも、この空き家の対策として市が政策的に

行う場合とか、周辺の農地等に影響がないようなところですね、そういったところを農地付

空き家という形で行ってみえる市町村もあるというふうには聞いておりますので、当市にお

きましても、そういったことも見据えながら、近隣市町の状況も検討しながら、農業委員会

としても注視しながら検討してまいりたいと、そのよ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（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。丁寧な御説明、ありがとうございました。 

 ちょっと時間も不足してまいりましたんですけれども、先ほど市長のほうからも海津市は、

本当に今スマート農業とか、いろんなことに力を入れていてくださいますし、市内の農業法

人の方は２年で３作を作るので、以前でしたら米・麦・大豆の３作を作っていたんですけれ

ども、そこを米・ジャガイモ・キャベツなんかにして、そのジャガイモをポテトチップにす

るとか、そのようなことも開拓して農業に挑戦していらっしゃる方もいると思うんです。本

当にコロナで時代が変わって、農業がこれから道筋になるという、そういう時代も来るんか

なという気もしますので、補助金ありきの農業だけじゃなくて、本当にもうかる農業という

ところで農業の６次産業化、そちらのほうで食品の開発とか、そういうことも考えていくと

いいかなと思うんです。 

 この間、テレビをぼうっとちょっと見ておりましたら、お隣の大垣市のイビデン物産だと

思うんですけど、今、大豆を使った代替肉を、食感もすごく肉に近づけてということを研究

していると言われたので、ちょっと御縁がありまして、一昨日ですが、ちょっとイビデン物
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産に行かせていただいて見させていただきました。本来、野菜とかを乾燥させて、カップ麺

とか、ああいうところに入れたりしているんですが、やはりこれからの、またすごく先見力

があるなあと思ったのは、今、突拍子もない食糧危機の話をしたいのでちょっとびっくりさ

れるかもしれませんが、本当に今、世界の情勢を見ますと、サバクトビバッタであるとか、

シベリアがすごく暑くなったりとか、中国国内での豚熱とか、アマゾンの火災とか、いろん

な相次ぐそういう天変地異みたいなことが起きているわけですね。そういうところで、ちょ

っとどこかの国が食料がなくなったといったら、すぐ争奪戦が始まって、あっという間に食

糧危機が来るかもしれないということを考えると、うちの先ほどの自給率138％、100％を超

えている。この海津市の使命というのが見えてくるというか、農業で今までやってきた海津

市がよそを潤している、そういう感覚でもって海津市の魅力というのは発信できるんではな

いかなということをすごく感じまして、そのリモートセンシングなんかでスマート農業の普

及とか、そういうものにどんどん投資して大きくなっていったらいいんじゃないかなという

ことをすごく感じました。 

 そういう意味で、万一の話からなんですけれども、先を見て、そういう何か未来を開いて

いくものを、もうかる農業を何か提案できたら、海津市はすばらしくなっていくぞという気

がいたしました。 

 それから、先ほどから出てきている農地法の話なんですけど、これはすごく前から思って

いるんですけど、農業分野から企業とか個人というのは農地法によって、例えば大手の食品

会社などの企業が農業に参入しようとしても農地法の厳しい規制があるわけです。そうする

と、その高い壁があって、そういうところへ参入できないということで、さっきの話もそう

だと思うんですよね、なかなかそういうふうに空き家と遊休農地ですか、セットにできるの

にも障害があるとか、やはり農地法を改正していくという動きを、やっぱりこういう海津市

なんかから県とか国に言っていかなきゃいけないんじゃないかなと。もし、それがもっと緩

くなってきた場合、そのコロナ不況で失業している人とか、また高齢化した、そういう人た

ちなんかも世代交代して若い人たちでも農業をやりたくなりますし、その農業の人手不足も

解消できますし、そういうようなことをどんどん考えて、海津市から発信していってほしい

なということをすごく感じました。 

 未来がある、農業は補助金農業しかできないと、ほとんどの方は私が聞くとおっしゃるん

ですよ。そんなこと絶対ないって思うんですよね。ですから、本当に６次産業化も本腰を入

れてやっていくということで、未来を開いて挑戦している人もいるので、市としてどうかバ

ックアップしていただきたいと思いまして、今回、この質問をさせていただきました。あり

がとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで伊藤久恵君の一般質問を終わります。 



－１０１－ 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（服部 寿君） 以上をもちまして、本日予定された一般質問は終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 なお、明日４日予定された一般質問３名については午前９時に再開しますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 大変御苦労さまでございました。 

（午後３時５８分）  



－１０２－ 
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