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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１番 里雄淳意君、

２番 二ノ宮一貴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、これを許可いたします。 

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

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。 

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（服部 寿君） 最初に、５番 浅井まゆみ君の質問を許可いたします。 

 浅井まゆみ君。 

〔５番 浅井まゆみ君 質問席へ〕 

○５番（浅井まゆみ君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、質問を始めさせて

いただきます。 

 まず１点目、子宮頸がん予防ワクチンについて、質問相手は市長でございます。 

 ２点目、ヤングケアラーへの支援について、質問相手は、市長、教育長であります。 

 １点目、子宮頸がん予防ワクチンについて。 

 先般、10月９日付で厚生労働省からＨＰＶワクチンに係る情報提供として、対象者等が情

報に接する機会を確保し、接種をするかどうかについて検討・判断ができるよう、市町村は、

予防接種法施行令第６条の規定により対象者へ周知を行うこととし、リーフレット等資材を

対象者へ個別に送付するよう通達があったとお聞きいたしました。 

 女性特有のがんである子宮頸がんは、若い女性がかかるがんの中では乳がんに次いで多く、
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子宮の入り口部分にできるがんで、年間約１万人近くの女性がかかり、約3,000人もの女性

が亡くなっています。子育て中の女性が幼い子どもを残して亡くなることから、マザーキラ

ーとも言われている怖い病気であります。 

 ＨＰＶワクチンは、日本でも2009年12月に承認をされ、2010年11月より国の基金事業対象

ワクチンとなり、接種が進み、その後、2013年４月より国の定期接種となりましたが、接種

後に多様な症状が生ずるとの報告により、国は2013年６月に自治体による積極的勧奨の差し

控えを行いました。 

 2013年６月、厚生労働省から出された「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応

について」の通達の中で、接種の積極的な勧奨とならないよう留意することと勧告が出たこ

とで、全国のほとんどの自治体がＡ類定期接種ワクチンであるにもかかわらず、個別通知な

どによる通知を行わなくなりました。その結果、接種率は70％から１％未満にまで激減して

おり、子宮頸がんに罹患するリスクが定期接種導入以前に戻ってしまうと推計をされていま

す。 

 ＷＨＯは、ＳＤＧｓに子宮頸がんの死亡率を2030年までに30％減らすことを目標に掲げ、

子宮頸がん排除への戦略として、ＨＰＶワクチン接種率90％を目標にしています。日本では、

子宮頸がん患者数、死亡者数とも増加傾向にあり、このままワクチン接種が進まない状況が

改善しないと、子宮頸がんの予防において世界の流れから大きく取り残されると懸念をされ

ています。 

 ＨＰＶワクチンは、現在においても予防接種法における定期接種Ａ類として位置づけられ

ています。接種を希望する小学６年生から高校１年生相当の女子は、定期接種として接種を

受けることが可能であります。 

 何も知らないまま定期接種の対象期間が過ぎてしまったという市民を出さないために、正

しい情報を知って接種の判断をしていただくために、個別通知による確実な情報提供を実施

すべきではないかとの思いから伺います。 

 １．本市のＨＰＶワクチン接種人数と接種率は。 

 ２．子宮頸がんの罹患者数及び死亡者数は。 

 ３．定期接種の対象者に接種の可否を判断するための正しい情報の通知、特に権利がなく

なる高校１年生の女子に対しては助成期間終了のお知らせを個別にしてはどうか。 

 ２点目、ヤングケアラーへの支援について。 

 「ヤングケアラー」とは、本来、大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的

に行う18歳未満の子どもを指します。 

 厚生労働省は、教育委員会を通じて年内にもヤングケアラーと呼ばれる子どもを対象にし

た実態調査を始めるようです。 
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 核家族化や高齢化、共働き、独り親家庭の増加といった家族構成の変化により、子どもが

ケアの担い手にならざるを得ない状況が背景にあり、通学や仕事をしながら家族の介護や世

話をするヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない加重負担によって心身が疲弊

し、学業や進路に影響するケースがあると言われています。 

 ヤングケアラーは、同世代に悩みを共有できる人が少なく、孤立しがちです。学校や地域

が連携して、早期に子どものＳＯＳに気づく仕組みづくりが必要ではないでしょうか。 

 そこで、伺います。 

 １．本市におけるヤングケアラーの実態は。 

 ２．ヤングケアラーへの支援はどのようにされているのか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 浅井まゆみ議員の１点目の子宮頸がん予防ワクチンについての御質問

にお答えします。 

 議員仰せのとおり、ＨＰＶワクチンは、平成21年12月に承認されたヒトパピローマウイル

スの感染症を予防することにより子宮頸がん等の発症を防ぐ予防接種ワクチンで、平成25年

４月より予防接種法に基づき、定期予防接種Ａ類疾病として位置づけられてから接種が行わ

れています。 

 なお、ＨＰＶワクチンの標準的な接種期間は、中学１年生から高校１年生相当の女子が対

象で、半年から１年の間に３回接種します。 

 その後、平成25年６月に厚生労働省より、国民に適切な情報提供ができるまでの間、ＨＰ

Ｖワクチンの積極的な接種勧奨の一時差し控えの勧告があり、本市でも個別通知などによる

接種の御案内は控えておりました。 

 １つ目の本市のＨＰＶワクチンの接種人数、接種率につきましては、過去５年間の実績で

すが、平成27年度が延べ人数４人で接種率が0.2％、平成28年度から平成30年度まではゼロ

人、令和元年度が延べ人数１人、今年度は、10月末日現在で実人数６人、延べ人数11人が接

種しております。 

 ２つ目の子宮頸がんの罹患者数、死亡者数につきましては、県の「生活習慣病白書2017」

の統計資料より、全国の子宮がんの死亡者数の年次推移を見ますと、平成12年が5,202人、

平成17年が5,381人、平成22年が5,930人、平成27年が6,429人、人口10万人当たりでは、平

成12年が8.1人、平成17年が8.3人、平成22年が9.1人、平成27年が10人となっております。 

 近年の傾向としては、子宮がんの死亡率は増加傾向となっております。 
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 本市の平成23年から平成27年の死亡者数は８人で、市町村別に年齢構成の異なる地域間で

死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率（ＳＭＲ）は、全国平均を100と

しますと、本市では88.3、県で107.8、西濃圏域で93.8と、県内でも低い数値となっており

ます。 

 県の子宮頸がんの罹患数につきましては、全国がん登録統計資料によりますと、平成25年

が170人、平成26年が178人、平成27年が189人、平成28年が222人、平成29年が217人と罹患

数も増加傾向となっております。 

 なお、本市の罹患者数は、国民健康保険加入者のみの人数になりますが、本年９月に治療

を受けた人は、子宮頸がん、子宮体部がん、合計で15人となっています。 

 ３つ目の特に権利がなくなる高校１年生の女子に対して助成期間終了のお知らせを個別に

してはにつきましては、ＨＰＶワクチンの対象者への情報提供は、積極的な接種勧奨は控え

ておりましたので、市ホームページのみでお知らせし、問合せ等による相談業務のみの対応

としておりました。 

 議員が仰せのとおり、本年10月に厚生労働省より周知に関する具体的な対応についての通

達により、接種の可否を判断するための正しい情報の通知について市医師会と協議を行った

結果、厚生労働省の勧告どおり、接種後の広範な疼痛、運動障がいについて専門家の間で検

討中のため、本市の対応として、対象者への個別通知に積極的な接種勧奨となるような内容

を含まないように留意するとともに、対象者がＨＰＶワクチンに係る情報に接する機会を確

保し、接種するかどうかについて検討、判断が可能な内容とする考えでおります。 

 今年11月、高校１年生に相当する年齢の女子のその保護者の方へははがきでお知らせし、

接種医療機関や接種方法の詳細について、市ホームページを御覧いただくよう情報提供を行

っております。 

 また、中学生１年生から３年生の女子生徒につきましては、来年１月に中学校から通知文

書を配布する計画で準備を進めております。 

 なお、今回のお知らせは、子宮頸がんやＨＰＶワクチンについてよく知っていただくため

のもので、接種を推奨する通知ではなく、希望される方が予防接種を受けられるための情報

提供であります。 

 ２点目のヤングケアラーへの支援についての御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定されるような家事や家

族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもと定義されています。 

 ヤングケアラーの子どもたちは、学校に行けなかったり、宿題などの勉強に割く時間がつ

くれなかったりするなど、本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性があ

ります。その結果、勉強がうまくいかない、友人関係がうまく築けないなど、子どもの将来
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に影響を及ぼすと考えられています。 

 平成30年度、厚生労働省が全国市町村の要保護児童対策地域協議会を対象に行った「ヤン

グケアラーの実態に関する調査」によりますと、ヤングケアラーとして上げられた学年の内

訳は、中学生が43.2％と最も高く、次いで小学生33.2％、高校生15.6％という結果でありま

した。 

 学校生活への影響の設問では、「学校等にも余り行けていない（休みがち）」が31.2％と

最も高く、「学校等に行っており、学校生活に支障は見られない」が28.7％、「学校等に行

っているが、授業に集中できない、学力が振るわない」12.3％という結果でありました。 

 そのほか、ケアに費やしている時間の把握の設問では、ヤングケアラーの４割以上が１日

平均5.4時間、介護や世話を行っているという結果も出ております。 

 また、本年８月、県が各市町村の要保護児童対策地域協議会を対象に行った「ヤングケア

ラーに関する実態調査」によりますと、虐待等、様々な家庭の事情で保護の必要があるとさ

れている18歳未満の子ども約2,400人のうち、36人がヤングケアラーに該当し、最年少は小

学２年生という結果を公表しております。 

 1つ目の本市におけるヤングケアラーの実態はにつきましては、先ほど県の調査によるヤ

ングケアラーと思われる子どもの実態を把握しておりますが、県下の該当者が36人と少ない

こともあり、本市における人数は差し控えさせていただきたいと思います。 

 ２つ目のヤングケアラーへの支援につきましては、本市では家庭相談員が窓口となり、西

濃子ども相談センターや学校、認定こども園、教育委員会等の関係機関と情報を共有し、相

談業務や世帯訪問を行うとともに、必要に応じてケース検討会議を行っております。 

 早期発見・早期対応のため、学校への出欠状況や家族全体の状況など、学校と連携を取り

ながら状況把握に努め、ケースによっては家族との面接を行うなど、状況の改善に努めてお

ります。 

 また、ヤングケアラーに特化したものではありませんが、11月の「児童虐待防止推進月

間」の啓発活動の取組の一つとして、「子どもの笑顔を守るために」と題した児童虐待に関

するリーフレットを作成し、10月下旬に市内全ての幼児・児童・生徒を通じて保護者に配布

したところであります。 

 内容は、今年４月、児童虐待に関する法律が改正され、今まで「しつけ」と称して行われ

てきた子どもへの体罰は、法律で禁止とされたこと、また虐待には、身体的虐待、性的虐待、

ネグレクト、心理的虐待の４種類があること、特に虐待が児童に与える影響や注意喚起、子

育てに悩んだときなどの相談先についても紹介しております。 

 今後の支援につきましては、まだヤングケアラーに対する認識が一般的ではないことから、

ヤングケアラーの概念を広く周知・啓発していきたいと考えております。広く周知すること
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で周りの大人が早く気づき、子どもの思いを聞き出せるよう、学校関係者や専門職、行政関

係者も早くヤングケアラーの存在に気づき、早期発見・早期対応をしてまいります。 

 また、同時に、子どもに対してもヤングケアラーという概念を知り、自らを守れるように

教育していくとともに、引き続き関係機関と情報共有を密にするとともに、学校との連携を

強化することで子どもの支援に努めてまいりますので、御理解をいただきますようお願いい

たします。 

 以上、浅井まゆみ議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 子宮頸がんワクチンについてですけれども、個別通知については既に11月に送付していた

だいたということで、ありがとうございます。 

 罹患者のほうですけれども、国保の方だけですけれども、15人いるということですけれど

も、国保だけでこれだけということは、健保なども含めますと、２倍から３倍の罹患者の方

がいらっしゃるということになりますので、大変多くの方が罹患されているんだなというこ

とを感じます。やはりワクチン接種が大事になってくるのではないかということだと思いま

す。 

 10月23日の新聞報道によりますと、子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨を中止したこ

とにより、死者が4,000人発生するとの予測を大阪大チームがまとめたとの報道がありまし

た。本市においても５年間で８人の方が亡くなっていらっしゃるということですけれども、

ワクチンを打つ、打たないというのは、それぞれの御家庭での判断だと思いますので、それ

で、怖いから検診をちゃんとしなくちゃいけないねということで御家族で話し合っていって

いただくということになると思いますが、ただ、判断をするのに正しい情報を知っていただ

くということが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 子宮頸がんは、ワクチンと検診で100％治るがんだと言われています。国が積極的に勧奨

していないから打たなくてもいいんだという判断にならないように、今でも定期接種になっ

ていて、対象年齢の方は無料でワクチンを打てるということを知っていただき、正しい判断

ができるよう、がん検診も含めてしっかり周知をし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。 

 次に、ヤングケアラーについて伺います。 

 毎日新聞、11月17日の記事に、今後行われる予定のヤングケアラーの全国調査について、

政府は当初、自治体の教育委員会を通じた学校への調査を想定していたが、学校がヤングケ
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アラーの存在を十分把握できていないとの指摘を受けて、子ども本人への調査を必要と判断

して方向転換したとありましたが、この学校がヤングケアラーの存在を十分把握できていな

いとの指摘がある中で、本市の教育委員会としてヤングケアラーの実態について、先ほどの

要保護児童地域対策協議会の調査以外に把握されているような事案はあるのでしょうか、教

育長にお伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 現状ではございません。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 把握されていないということですけれども。 

 続いて、ヤングケアラーの存在が今本当にクローズアップされ始めている中ですけれども、

市での対応として、先ほどお聞きしたケース会議や家族との面接などをされているというこ

とでしたが、現在、把握されている事案はないとのことですが、今後、市内の学校で把握さ

れた場合、あるいは今後行われる全国調査で明らかになった場合、市との連携はもちろんで

すが、重い事案に至る前に、まず学校で対応していく必要があると思いますが、現在、何か

研修をされるようなことなどはしていますか。また、今後、何か備えをしていく考えはあり

ますか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今の浅井議員さんに対する答弁ですけれども、学校教育、園の教育

も含めてですけれども、学校教育では、子どもたち一人ひとりが健康で安全に楽しく学校生

活を送れるということを第一目標として、教員は一人ひとりのお子さんの世話をさせていた

だいております。 

 それで、その世話をするお子さんは、能力、思考、性格、それぞれ十人十色でございます。

そういったことも配慮しながら、さらにはその一人ひとりの子どもが、また十人十色の家庭

状況の中で育って学校へ登校してまいります。だから、教員については、日頃からそれだけ

個別的存在である一人ひとりのかけがえのない子どもたちの指導をする際に、一番指導の基

になる大事なことは、一人ひとりの児童・生徒の理解だということを教職員にはいつも話さ

せていただいたり、連絡をさせていただいております。 

 子どもたちが学校において示すいろいろな症状やら言動、あるいは持ち物の、あるいは服

装の僅かな変化、気になるところに目を向けて、子どもたちに、気になればすぐ本人に確認

する、あるいはいろいろ尋ねられたときに自分の気持ちをストレートに言える子ばかりじゃ

ないので、各学校では心のアンケートというような、名前はそれぞれ学校で違うわけですけ

れども、アンケート調査によって学校生活で困っておることはないかねとか、友人関係とか、
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勉強のこととか、家庭の中で困っておること、悩んでおることはあれへんかねという、そう

いったアンケート調査等をしながら、子どもの今の心身の状況を把握しながら、それを基に

指導に当たっているというところです。 

 ヤングケアラーの問題が昨今こういうふうに文科省から見え始めてきて、今月中にもまた

通知やらアンケート実施の依頼があろうかと思いますけれども、これを契機としながら、学

校の先生方も家庭内で児童虐待の問題とかケアラーの問題が発症しているのが現状だという

ことを認識、理解しながら、その上で一人ひとりの子にさらによく目配り、気配りできるよ

うに体制を整えていきたいと思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 大変しっかり子どもさんに目を向けていただいているという状況が目に浮かびました。や

はり子どもの状況をいち早く見つけていける、気づいていけるというのが学校であり、教育

現場であると思います。 

 2016年に神奈川県藤沢市で市内小・中学校の先生1,000人以上を対象に行われた調査では、

48％にヤングケアラーがいる、またはいたとの回答があったとの報告書があります。その中

に先生が具体的に気づいたこととして、家でのストレスを抱えたまま登校するので表情が暗

い日、落ち着かない日があったとか、疲れた様子で過ごしているときがあった。また、夜遅

くに家事をするので宿題まで手が回らず、朝も起きられないときがあると話してくれたなど

という報告がありました。 

 また、そうした状況にどのように対応したかについては、ふだんからの見守り、声かけ、

話を聞くなど、宿題を一緒にするなどの学習面でのサポート、また洗濯や料理などの方法を

教えるといった生活能力習得のサポートという直接的な支援も多く上げられていたとの報告

がありました。 

 海津市においては近い状態であるとは思いませんけれども、やはり実際にはこういった事

例の子はいるのではないかと思いますので、学校生活での子どもたちの様子をきめ細かく見

逃さず見ていただくことが大切ではないかと思います。もちろん、福祉部局や地域の方々と

の連携も大切ですので、またよろしくお願いいたします。 

 このことは９月議会で提案いたしました重層的支援体制整備事業との位置づけとして捉え

ていただきまして、そして何より先ほど市長の答弁にもありましたように、ヤングケアラー

という概念を広く周知し、支援につながるための体制づくりを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） これで浅井まゆみ君の一般質問を終わります。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 伊 藤   誠 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、６番 伊藤誠君の質問を許可いたします。 

 伊藤誠君。 

〔６番 伊藤誠君 質問席へ〕 

○６番（伊藤 誠君） 質問の許可をいただきましたので、私から１点、健康づくりに関する

協定につきまして市長にお伺いいたします。 

 質問内容です。 

 全国の地方自治体では、行政上の様々なリスクに備えるため、各種団体との連携協定を数

多く締結しています。 

 本市においても、現在までに災害対策に関するものを中心に82もの協定が結ばれています。

そのうちの約３分の２は災害対策に関するもので、災害時に備え、起こり得る様々なリスク

に対応すべく、分野の違う多くの団体と協定を結んでいます。ほかにも、地方創生の推進、

公共交通に関するもの、空き家の適正管理、大学との連携、移住・定住促進事業、メガソー

ラー設置運営事業、がん検診率の向上に関するもの等があります。 

 健康づくりに関しましては、平成30年１月にがん検診受診率の向上とがん予防と早期発

見・早期治療を目的として、朝日生命保険相互会社岐阜支社、日本生命相互会社岐阜支社、

それぞれと「がん検診受診率向上に関する広報活動業務連携協定」を、本年９月には明治安

田生命保険相互会社岐阜支社と「健康増進に関する連携協定」を締結しています。 

 少子高齢化により医療費の削減や健康寿命の延伸が強く望まれている中、全国健康保険協

会（以下協会けんぽ）では、ここ七、八年、全国の地方自治体との健康づくりを目的とした

包括的な協定を数多く結んでいます。 

 協会けんぽの自治体との連携の主な取組として、特定健診の受診促進、がん検診の同時受

診、集団健診の実施、中小企業に対する健康づくり支援事業の連携、健康経営セミナー等の

健康増進イベントの共同開催、糖尿病や慢性腎臓病等の重症化予防に係る受診勧奨、健康づ

くりの取組に積極的な優良事業所に対する認定や表彰、医療費・健診データの共同分析によ

る効果的な保健事業の推進、関係機関との連名の広報や記事提供があります。 

 協会けんぽ岐阜支部においては、平成25年に岐阜市との連携以来、岐阜県をはじめ11市１

町と健康づくりに関する協定を結んでいます。 

 以下、お尋ねします。 

 １．本市の国保及び後期高齢者医療制度のそれぞれの加入者の総数と年齢別割合は。 

 ２．公的な医療保険者は、加入者の多い順に、協会けんぽ、国保、組合健保、後期高齢者

医療制度、共済組合がありますが、本市では市内在住者のそれぞれの加入者数は把握されて
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いますか。 

 ３．本市の糖尿病及び慢性腎臓病患者数は把握されていますか。 

 ４．協会けんぽとの協定に関しては、都道府県により大きな差があり、全ての市町村で協

定を結んでいる県もあれば、市町単位では結ばれていない県もあります。この差はどのよう

なことが原因だとお考えになりますか。 

 ５．協会けんぽは、主に中小企業で働く従業員とその家族など約4,000万人の加入者、200

万以上の事業所から成る我が国最大の医療保険者で、加入者は、勤労世帯の家族です。本市

が把握できている国保と後期高齢者医療制度の加入者は、当然のことながら年齢的な偏りが

あります。コロナ禍において協会けんぽとの健康づくりに関する包括的な連携協定締結のメ

リットはますます大きいと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 伊藤誠議員の健康づくりに関する協定についてお答えします。 

 １つ目の国保及び後期高齢者医療制度それぞれの加入者の総数と年齢別割合につきまして

は、まず国民健康保険加入者の状況としましては、令和２年10月末現在、8,369人で、年齢

別割合は、10歳置きに読んでいきますが、ゼロ歳から９歳が2.8％、９歳から19歳が5.5％、

20歳から29歳が3.9％、30歳から39歳が5.8％、40歳から49歳が9.7％、50歳から59歳が10％、

60歳から69歳が33.4％、70歳から74歳が28.9％であります。 

 次に、後期高齢者医療制度加入者は5,332人で、年齢別割合は、65歳から74歳が0.3％、75

歳から79歳が39.4％、80歳から84歳が29.1％、85歳から89歳が18.7％、90歳から94歳が

9.7％、95歳から99歳が2.5％、100歳以上が0.2％であります。 

 ２つ目の協会けんぽ、国保、組合健保、後期高齢者医療制度、共済組合の本市、市内在住

者のそれぞれの加入者数につきましては、国民健康保険・後期高齢者医療制度については、

先ほど答弁したとおりであります。 

 協会けんぽにつきましては、市内在住で県内にお勤めの方の数になりますが、令和２年３

月末現在、7,279人の加入者数となっております。 

 なお、組合健保・共済組合につきましては、組合の数が多く、加入者数は把握できており

ません。 

 ３つ目の本市の糖尿病及び慢性腎臓病患者数につきましては、本市の糖尿病患者数は、国

民健康保険加入者で1,131人、後期高齢者医療制度加入者で1,317人、また慢性腎臓病患者数

は、国民健康保険加入者で68人、後期高齢者医療制度加入者で36人と把握しています。 
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 ４つ目の協会けんぽとの協定数の差につきましては、議員仰せのとおり、協定に関しまし

ては、協会けんぽ岐阜支部において令和２年９月25日現在で県をはじめ11市１町と「健康づ

くりの推進に向けた包括的な連携協定」を結んでおりますが、本市とは未締結となっており

ます。 

 県や市町によって協定を締結した、または未締結となっている理由について確認は取れて

おりませんが、本市では、「第２次かいづ健康づくりプラン」の中で「市民・家庭の役割」

「地域・自治会などの住民組織、ボランティア団体などの関係団体の役割」「行政の役割」

と役割分担し、健康づくりを実践しており、「行政の役割」では、全ての部署が連携を図り、

組織全体で健康づくりの取組を展開していることから、計画当初、本市以外の保険者との連

携については想定していなかったことも一因ではないかと考えております。 

 ５つ目の協会けんぽとの健康づくりに関する包括的な連携協定締結のメリットにつきまし

ては、連携協定締結による本市の健診データとの共有や幅広い健康づくり事業への展開など、

議員仰せのとおりメリットは大きいと考えますので、前向きに進めていきたいと考えており

ます。 

 今後は、協会けんぽに限らず、さらに協力していただける関係団体と連携を図りながら、

健康に関する情報提供、相談支援、健康づくりの機会や場の提供を行うなど、積極的に健康

づくりの推進に努めてまいりますので、御理解をいただきますようお願いをいたします。 

 以上、伊藤誠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。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） 細かく年代別に数字を出していただきまして恐縮でございます。 

 １番目から３番目までの質問は、これは一連の質問でございますので、ちょっと多少前後

するかもしれませんのでお許しいただきたいと思います。 

 まず、２つ目の質問でございますが、当然、国保と後期高齢者医療制度はいろんな意味で

十分把握されているはずですが、そのほかのものにつきましては、協会けんぽさんについて

は、当然人数程度しか分からないんだろうなと、それから組合健保・共済組合につきまして

は、答弁のとおり、これは組合数が多くて、当然人数は把握できないというのが、これもま

た当然のことだろうというふうに思います。 

 ただ、全般的に公の大ざっぱなデータとして、協会けんぽが一番多くて全体の29％、組合

健保23％、共済組合７％、国保27％、後期高齢者12％程度というのが大体の資料を確認しま

すと、そのような数字になっているんではないかというふうに想像されております。 

 それで、一般の会社員の方が加入されています組合健保、それから協会けんぽでございま
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すが、協会けんぽは全国健康保険協会という団体が運営して、主に中小企業の従業員が加入

されているわけですが、現在は厚生労働省の所管で、平成20年10月に設立されております。

前身は社会保険庁が実施していた政府管掌健康保険組合、我々はどちらかというと、この政

府管掌という名前のほうが分かりやすいのでございますけれども、現在は協会けんぽという

形になっております。 

 それから組合健保、これは常時700人以上の従業員を持つ企業またはその系列企業という、

自前で健保組合を設立したもので、ピーク時には1,827組合あったものが、非常に今は順に

少なくなっていまして、どうも今は1,400を切っているというふうに聞いております。それ

で、いろいろ事情はあるんでしょうか、組合健保から後期高齢者医療制度への拠出金という

ものが義務づけられて、その関係でかなり財政状況も厳しくなっているところも多いという

ことで、今後、最近では協会けんぽさんのほうへ変わられるところも増えているというふう

に聞いております。 

 それで、３番目に糖尿病と慢性腎臓病患者の数をお伺いしましたが、これは特に糖尿病と

慢性腎臓病にこだわったわけでもなく、一応一例としてお伺いをしております。 

 ちょうどタイミングよく、先ほど浅井まゆみ議員の子宮頸がんの患者数というようなこと

もありましたので、それも併せてお考えいただくと非常に分かりやすいかと思いますが、こ

れは要するに国保と後期高齢者の加入者数しか、現在は市内での患者数というのは把握でき

ないというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○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） 議員が仰せのとおり、市では保険者である国保と、それから

後期高齢者の分しか把握できません。 

 先ほど協会けんぽの加入者の話がありまして、協会けんぽとの協定の内容の中に、先ほど

議員の御質問にありました共同のデータ分析ということがありますので、協定を結べば、そ

の数字がもし聞ければ、それにプラスできるかなということは思います。 

 もう一つ申し上げますと、先ほどの協会けんぽの加入者の数ですが、これは岐阜県支部か

らの情報でして、岐阜県内にお勤めの方だけの人数で、先ほどたしか29％ぐらいの方がとい

うふうにおっしゃったと思いますけれども、うちのほうは協会けんぽの加入者数は、多分

20％ぐらいかなというふうに把握しておりますので、その分プラスできるかなと思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） 今、答弁いただいたように、協会けんぽの加入者は、特に本市の場合、

県境に近いということで、愛知県、三重県にお勤めの方の協会けんぽの加入者についてはち

ょっとカウントされていない。実際には、協会けんぽさんは３分の１から４分の１ぐらいが
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普通というふうに聞いておりますが、本市はちょっと５分の１ぐらいということで、状況か

ら理解できることだろうと思います。 

 そして、当然、同じ理由で、組合健保さんもそのような形に恐らくはなるんだろうという

ふうに想像されます。 

 それで、最初の１番目の質問に戻るんですが、先ほど細かく年代別に答弁をいただきまし

た。それで、少しそれをちょっと整理をさせていただきますと、国保8,369人、後期高齢者

医療制度5,332人、合わせて１万3,701人の年代別でちょっと若干整理しますと、両方合わせ

まして、20歳未満５％、20歳以上60歳未満18％、60歳以上75歳未満38％、75歳以上39％とい

うことになります。そうしますと、60歳以上の方が全体の77％のデータしか持ち合わせてい

ないと、そういう団体の国保と後期高齢者医療制度のデータだけだと、実際には60歳以上の

方が77％を占める団体のデータなんだというふうなことが言えるのではないかと思います。 

 先ほど浅井議員の子宮頸がんのデータがありましたが、これも国保のデータですが、実際

には子宮頸がんというと、国保に入っていらっしゃらない方の恐らく割合が非常に高いんで

はないかと、その若い方の割合が高いんではないかということで非常に実態がつかみにくい。

現在のままでは非常に実態がつかみにくいんではないかというふうに思いますが、この辺り

の認識はいかがでしょうか。 

○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。 

 議員仰せのとおり、全体、年齢が偏った中での国保、後期高齢者の割合ですので、全体の

４割の年齢が偏った中での把握しかできません。 

 あと、県の全体の数字の中でその偏りについては、先ほどありました市町村別の年齢構成

を修正したもので比較する程度しかできないというふうに思います。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） 患者数に限らず健康に関するデータというのは、地域差とか、それか

ら地域的な特徴というのは、恐らく随分あるんだろうというふうに聞いておりますが、コロ

ナ禍においては、今後、様々な健康づくりに関する施策をこれから打っていかれるんだろう

というふうに思いますが、偏ったデータではなくて本当に現状に即した正しいデータを、ま

ず実情を把握するということが今後の施策を打つために、非常にまず重要なことではないか

なあというふうに思っております。 

 それで、先ほどの協会けんぽの方の数を加えますと、全体の人口の62％程度が把握できる

わけでございますし、そして勤労世帯の方が加わって、非常に年齢的にもバランスの取れた、

実情に近いものの把握ができるのではないかということで今回の提案をさせていただいてお
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りますし、先ほど冒頭で申し上げましたように、協会けんぽさんの加入者の方は、恐らく組

合健保さんから流れてといいますか、変わって、さらに増えるのではないかということも予

想されております。 

 それから、今度４番目の質問に入りますが、都道府県別に見ますと、先ほど市長も答弁い

ただきました県内では11市１町で、全国的に見ますと、特に愛知県、広島県、それから山口

県、ここはほぼ100％の市町村が加入されております。それで、広島県は、特に県が主導し

て全市町一斉に、平成25年でしたかね、同じ年の同じ月に一斉に加入をなさっています。こ

れは、恐らくいろんな理由はあるんだろうと思いますが、協定に関しましては、災害対策に

代表されますように、非常なリスクといいますか、大きなリスクに備える。当然、災害は、

行政にとりましても市民にとりましても最大のリスクだろうと思いますので、数多くの協定

をいろんな角度から、今現在、結んでいただいているということは大変感謝をするところで

ございますが、それは当然必要性を認めた、分かったから、必要性があるからということで

協定を結んでいらっしゃるんでしょうが、この中に重要だと判断するかどうか、重要だと判

断するのかしないのかということで、協定を結ぶ、結ばないという判断も一つあるだろうと

思いますし、それから先ほどの県の働きかけみたいなものも当然あるでしょうし、もう一つ

は、重要なんだけれども、重要性に気づいていないということも、これも一つひょっとした

らあるんではないかと、その辺りをちょっと重要性に気づくという部分も非常に大切なこと

だろうというふうに考えております。 

 それで、岐阜県の直近では、関市が今年の８月だったと思いますが、協定を結ばれており

ますが、その中で24日の関市の尾関市長さんのブログをちょっと紹介させていただきますが、

提携を結ばれた日の市長さんのブログでございますが、一部ちょっと紹介させていただきま

す。 

 協会けんぽは、中小企業の従業員、御家族が加入している健康保険で、関市内では約３万

2,000人超の方が加入しています。今後、協会けんぽ主催のイベントを関市がＰＲしたり、

関市が行う健康診断案内を協会けんぽ加入者の方に対しても同封をいただいたり、お互いの

事業の勧奨をします。 

 また、協会けんぽ保有のデータを提供していただくことにより、これまで行ってきた地域

分析がより正確で意味のあるものになることを期待していますというようなことをブログで

おっしゃっております。 

 本市の場合も、先ほど御答弁いただいたように、このようなことの重要性というのは十分

御理解をいただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから、先ほど答弁の中でも第２次かいづ健康づくりプラン、これは平成30年度ですか

ら、平成30年３月から６年計画で出しますが、これによりますと、外部との連携というのは
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余り想定していないんだというお話がございましたが、ちょうどそれと同じ時期に日本生命

さんと朝日生命さんと協定を結んでいらっしゃいますので、想定はしていないけれども、協

定はしたということだろうと思いますが、それで、私も以前といいますか、議員になる前は

10年ほど外資系の生命保険会社に在籍をしておりましたので、生命保険会社にちょっと非常

に反応してしまうんですが、平成30年１月に朝日生命さんと日本生命さんと協定を結んでい

らっしゃいますが、これはその結ぶに至った背景とか、それから結んでいただいて今日まで

何か成果とか、何かあったらお願いしたいと思いますが、まず背景を教えてください。 

○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。 

 保険会社さんからの提案によるものなんですけれども、先ほど市長の答弁にもありました

ように、市が保険者である市民の方に対しての健康づくりということを健康づくりプランの

中ではうたってございまして、協会けんぽさんのようなほかの保険者であるとか、それから

民間との連携ということについて想定していませんでした。 

 その中で、先ほど言いましたように、保険会社さんのほうから働きかけがありまして、中

身を検討させていただいた結果、幅広い健康づくり事業に生かしていけるかなという判断を

して締結をしたということでございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） そして、その後、本年９月、明治安田生命さんとも協定、これは内容

が多少違うのかもしれませんが、ちょっと背景とか理由とか、教えていただけませんか。 

○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。 

 さきの２件につきましては、がん検診に特化したような協定でございまして、後の追加の

１件につきましては健康増進に関する協定ということで、中身は、イベントへの参加ですと

か、認知症・感染症対策などの健康づくりといった、より幅広い提案をいただきましたので

締結に及んだということでございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） 先ほどの３社と協定を結んでいただいたんですが、具体的にこれが何

か本市の政策に生かされたとか、具体的なものが何か一つでも現在までにあればお聞かせく

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。 
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 がん検診勧奨のリーフレットを一緒に配布したということはあります。 

 あと、健康展のイベントへの参加を計画しておりますけれども、今のところ、まだ未開催

となっておりますので、そんなようなことにも生かしていきたいと思っております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございます。 

 それでは、今度最後の質問に入りますが、協会けんぽとの連携のメリットとして健診デー

タの共有は当然ですが、先ほどの答弁の中で幅広い健康づくり事業の展開というようなこと

も御答弁いただいたようですが、幅広い健康づくり事業の展開、一口で言われ、ちょっと分

かりにくいんですが、何か具体的に想定していらっしゃるようなことはございますか。 

○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。 

 協会けんぽさんと一緒に取り組んだ事業をちょっと調べさせていただきますと、チラシの

中でも、具体的に子どもの医療費の無料がなぜできているのかとか、そういった具体的な御

案内を出して、そのようなチラシを配ったということもありますし、また先ほども言いまし

たようにイベントへの参加もしていただけるということですので、これは今後生かしていき

たいなというふうに思っております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） それからもう一つ、協会けんぽさん等に限らず、関係・関連団体との

連携も視野に入れていくんだというような御答弁をいただきましたが、今、具体的に、特に

こんな団体とちょっと今後考えてみようかなというようなことを想定していらっしゃること

があればお聞かせください。 

○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。 

 具体的な締結相手というのはまだ考えておりませんけれども、いろいろ調べてみますと、

健康づくりだけにかかわらず健康づくりを含んだ協定ということで、子育て支援であるとか、

スポーツの振興、それから防犯に関することみたいな協定、そういう包括的な連携を結んで

いるところもあるようですので、その辺も調べて、今後、より幅広く締結できればいいなと。 

 それから、もう一つ、さらには変わった健康づくりの提案ができるかなというので、製薬

メーカーとか、それから飲料メーカーなどと締結を結んでいるところもありますので、面白

いと言ってはちょっと語弊があるかもしれませんけど、若い人に興味、知っていただけるよ

うな企画ができたらいいなというふうに思っております。 
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〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございました。 

 いろいろと積極的な前向きな答弁をいただきまして、大変感謝をしております。 

 市民の健康に関しましては、市民の幸せの、とにかくまず第一歩でございますので、今後

も引き続き市民のためによろしくお願いいたします。 

 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで伊藤誠君の一般質問を終わります。 

 ここで10時20分まで休憩といたします。 

（午前１０時００分）  

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

○議長（服部 寿君） 通告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。 

（午前１０時１９分）  

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

◇ 二ノ宮 一 貴 君 

○議長（服部 寿君） ２番 二ノ宮一貴君の質問を許可いたします。 

 二ノ宮一貴君。 

〔２番 二ノ宮一貴君 質問席へ〕 

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

させていただきます。 

 私の質問は２点です。 

 １点目、要旨、スケートパーク整備について、質問相手は、市長、教育長です。 

 ２点目、要旨、森林管理制度と森林環境税及び森林環境譲与税について、質問相手は市長

です。 

 では、質問に入ります。 

 １点目、スケートパーク整備について。 

 まず初めに、スケートパークについて簡単に説明します。 

 スケートパークは、主にスケートボード、アグレッシブインラインスケート、フリースタ

イルＢＭＸ向けに造られた運動施設です。舗装面にジャンプ台等の構造物（セクション）が

設置されており、屋内・屋外、どちらでも整備が可能です。 

 さて、このスケートパークですが、公共・民間、屋内・屋外、広さやセクションの種類等、

施設の形は様々ですが、全国各地にあります。スケートパークまでの規模でなくとも、舗装
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された場所を専用エリアやスポットに指定している場合もあります。 

 近年は、来年に延期となった東京2020大会 ―― 東京オリンピックのことですが ―― で

スケートボードとＢＭＸフリースタイルが正式種目になることもあり、幼少期から10代、20

代の若者を中心に、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる遊び、スポーツとしてさらに

人気が高まっており、スケートパークの整備も増えている状況にあります。 

 また、スケートボードやＢＭＸをしない人でも、遊んでいる人を見ながら盛り上がったり

して一緒に楽しんだり、送迎の親さん同士でお話をしたり、利用者を中心に地域や異世代交

流の場にもなっています。 

 本市周辺のスケートパークですが、垂井町を流れる相川の河川敷にある「相川スケートパ

ーク」や、愛知県あま市の「Ｈi-５スケートパーク」等があります。ただ、どちらの施設も

子どもたちだけで行けるような距離ではありません。 

 本市内には、スケートパークはもちろん、専用エリア、スポットもありませんので、遊び

たい人は、市外の施設を利用したり、市内の道路や公園、駐車場の限られたスペース等で楽

しむしかありません。 

 幼少期の遊びからスポーツや競技へとつながることは、スケートボードやＢＭＸに限った

ことではありませんが、その活動場所を提供するのは行政の役割だと思います。 

 もちろん、スケートパークにおいてはよいことばかりではありません。利用者のマナーや

周辺住民とのトラブル、そもそも近年の人気だけで整備するのは安易だとの意見もあります。 

 ただ、それはスケートパークを整備するまでの検討段階で解決できることや、利用者や地

域交流の場所として、地域に根づいた施設にするようなしっかりとしたビジョンを持つこと

でその価値も高まると思います。ぜひスケートパーク整備を検討していただきたいと思いま

す。 

 そこで、お尋ねします。 

 スケートパークの必要性と市内での整備について、本市の考えを教えてください。 

 ２点目の質問です。 

 森林管理制度と森林環境税及び森林環境譲与税について。 

 平成30年５月25日、新たな法律である「森林経営管理法」が可決成立し、平成31年４月１

日に施行され、森林経営管理制度がスタートしました。 

 この森林経営管理制度について、林野庁のホームページには次のように書かれています。 

 国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽された杉やヒノキなどの人工林が大きく育ち、

木材として利用可能な時期を迎えようとしています。利用可能な森林が増える中、国内で生

産される木材も増加し、木材自給率も上昇を続け、平成29年には過去30年間で最高水準とな

る36.2％となるなど、国内の森林資源は、「伐って、使って、植える」という森林を循環的
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に利用していく新たな時代に入ったと言えます。 

 一方、我が国の森林の所有は、小規模・分散的で、長期的な林業の低迷や森林所有者の世

代交代等により森林所有者への森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われない、伐採

した後に植林がされないという事態が発生しています。 

 83％の市町村が管内の民有林の手入れが不足していると考えている状況であり、森林の適

切な経営管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など、森林の公益的機能の維持増

進にも支障が生じることとなります。加えて所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森林

の管理に非常に多くの労力が必要になるといった事態も発生しています。 

 このような中、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を林業経営者に集積・集

約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで森林の経営管理を

確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしていますと書かれてい

ます。 

 本市の面積は約112平方キロメートルですが、そのうち森林は約26％です。木材としての

利用もありますが、養老山脈を西側に望む本市の立地状況を考えると、森林を適切に管理す

ることで災害防止を図ることは大変重要であると思います。 

 また、平成31年３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに

より、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。 

 「森林環境税」は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の

達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から

創設され、令和６年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として１人年額1,000

円を市町村が賦課徴収することとされています。 

 また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理

制度の導入時期も踏まえ、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私

有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で案分して譲与されています。 

 なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から森林整備を一層促進するために、令和２

年度から令和６年度までの各年度における森林環境譲与税について、森林環境譲与税の譲与

額を前倒しで増額されています。 

 令和６年度からですが、森林環境税として１人年額1,000円が徴収されますので、森林を

所有する方はもちろんですが、市民の皆様にも知っていただき、ぜひ有効に活用していくべ

きだと思います。 

 そこで、お尋ねします。 

 森林管理制度と森林環境税及び森林環境譲与税を活用した事業について、本市の考え方と

現在の状況、今後の計画を教えてください。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 二ノ宮一貴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） １点目のスケートパーク整備については、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。 

 ２点目の森林管理制度と森林環境税及び森林環境譲与税についての御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、森林経営管理法の施行により森林経営管理制度が開始されました。 

 令和元年度から各市町村へ森林環境譲与税の譲与が前倒しで開始され、令和６年度から国

税として森林環境税が課税される予定であります。 

 森林環境譲与税は、全額が都道府県及び市町村へ譲与され、私有林人工林面積割50％、林

業就業人口割20％、人口割30％を譲与基準とされております。 

 本市では、令和元年度に227万円、令和２年度から令和３年度に482万円、令和４年度から

令和５年度には624万円と算定され、譲与されます。 

 森林環境譲与税の使途は、間伐、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等

の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされております。 

 市町村が森林環境譲与税を活用する使途として主なものを４つ上げさせていただきますと、

１つに森林経営管理制度の実行に必要となる経費、２つ目に間伐等の森林整備、３つ目に林

業の担い手確保・育成、４つ目、国産木材の利用促進として木造公共建築物の整備等が上げ

られます。 

 また、森林経営管理制度は、適切に経営管理が行われていない森林に対し、新たに市町村

が仲介役となり、森林所有者の意向確認を行い、経営管理を市町村に委託することができる

制度として創設されました。 

 森林所有者にとっては、市町村が働きかけ、場合によっては介入することにより、長期的

に安心して所有する森林の経営管理を行うことができます。 

 林業経営者が経営を担うことで所有者は安心して経営管理を任すことができ、林業経営者

にとっては多数の所有者と長期かつ一括した契約が可能となり、経営や雇用の安定・拡大に

つながるメリットがあり、本市にとっても大変有効な制度であると考えております。 

 ここで本市の森林の概要について御説明させていただきますと、森林面積は約3,031ヘク

タールですが、これは行政面積の26.8％になります。民有林面積は約3,028ヘクタールであ

り、そのうち人工林が約951ヘクタールを占め、人工林率は31.4％となります。 

 この人工林のうち、森林経営計画が樹立されておらず、10年以内に間伐もされず適切な管

理がされていない人工林が森林管理制度の対象地となります。 
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 森林経営管理制度と森林環境譲与税を活用した事業につきましては、まずは森林の区割り

である林班の70のうち、手入れが行われていない林班を特定するため、施業履歴や現況等の

調査を行い、併せて現在の所有者を確認した上、人工林所有者へのこれからの経営管理に関

する意向調査を実施いたします。 

 今年度の事業といたしましては、１つの林班について森林所有者への意向調査を実施する

予定をしております。その結果を踏まえ、経営管理を委ねたい森林所有者と意欲と能力のあ

る林業経営者をつなぎ、適切な経営管理に至るよう進めていきたいと考えております。 

 そのほかに、大雨によるのり崩れで通行不能となった作業道の修繕や、木材利用の啓発施

設として有益な月見の森「月見台」の手すりを維持するための防食塗装に森林環境譲与税の

活用を予定しております。 

 また、自治体間連携の取組としましては、西南濃森林組合を構成する市町が連携し、林業

経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図るため、西南濃森林経営管理推進

協議会を設立いたしました。 

 協議会では、適時、事業の進め方の検討や連絡調整等を行い、連携を密にしております。 

 次年度以降も森林環境譲与税は、主に意向調査に関する必要な経費に活用してまいりたい

と考えておりますので、御理解をいただきますようにお願いをいたします。 

 以上、二ノ宮一貴議員の２つ目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） 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） それでは、二ノ宮一貴議員の１つ目の御質問、スケートパーク整備

についてにお答えいたします。 

 本市には、類似競技として平田リバーサイドプラザにインラインスケートが楽しめる場所

があります。指定管理業者であります株式会社技研サービスが管理するホームページには施

設案内として紹介がされており、昨年度、インラインスケートでの施設利用者は、200名の

利用があったと聞いております。 

 しかし、議員仰せのとおり、本市にはスケートパークや専用エリア・スポットはございま

せん。 

 西濃地域内で調べましたところ、垂井町に「相川スケートパーク」、大垣市上石津町に

「上石津スケートパーク」、池田町に「池田チャレンジパーク」がございました。いずれの

施設も誰もが簡単に始められるようなレベルの施設ではなく、利用団体からの依頼によって

場所を提供し、利用団体の自主運営となっております。 

 また、愛知県あま市の「Ｈi-５スケートパーク」については、民間で運営されている有料

施設であります。 
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 スケートパークの必要性と市内での整備につきましては、まずは西濃地域内にある３施設

を訪問して、施設の運営状況や利用状況を直接確認したいと考えております。 

 本市においてスケートボード、アグレッシブインラインスケート等を本格的に楽しもうと

する機運が高まり、競技人口が増え、愛好者団体等が組織されれば、本市の地域資源を生か

したスポーツツーリズムを核とした交流人口の拡大も期待できるのではないかと考えており

ます。 

 なお、現時点では、平成30年度に策定いたしました「第２次海津市教育振興基本計画」及

び令和元年度に策定いたしました「海津市スポーツ推進計画（改訂版）」に基づいて、スポ

ーツ施設の必要性を検討してまいりたいと考えております。ぜひ御理解いただきますようお

願いいたします。 

 以上、二ノ宮一貴議員の１問目の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。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 二ノ宮議員。 

○２番（二ノ宮一貴君） 答弁ありがとうございました。 

 答弁していただいた順は市長、教育長でしたが、質問の順番に再質問させていただきたい

と思いますので、まずスケートパーク整備についてのほうから再質問に入りたいと思います。 

 答弁の中で、現在、市内にある施設で類似ということでインラインスケートができる平田

リバーサイドプラザの紹介をしていただきました。昨年度、利用者200名ということで、ち

ょっとこちらのほかの施設等の状況が分かりませんので、この数が多いのか少ないのかは比

較できませんけれども、利用していただける方が見えるということで、これからも有効活用

していただきたいと思います。 

 さて、スケートパークについてなんですが、私も実際、自分がスケートボードとかＢＭＸ

をするわけではないので、どうしてこういうスケートパークについてという質問をしようか

と思ったかといいますと、私の子どもの世代、ちょうど今、中学校から高校と、そういうス

ケートボードなりＢＭＸをする世代になるんですけれども、このコロナ禍の状況によって休

業期間がありました。その中で家の中ですることも限られて、ただ外に遊びに行くにしても

人と接することは基本的にはできないという中で、一人で気軽にできるスポーツ、体を動か

すということでスケートボードを始めた子が大変増えたということを実際に伺っています。

それは愛好者である本人たちから聞いたこともあるんですが、実際に大垣にあるショップに

その愛好者の方が出向きますと、もうその方はずうっと前からスケートボードをやっていた

んですが、そのショップにスケートボードがなくなるという事態が起こったと、そんなこと

はそこのショップが始まってから初めてだということで、そのショップの経営者の方も言っ
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てみえました。そのぐらい、１年間の売上げがその数か月、そのぐらいの時期で売上げを上

げてしまうような、そんな状況が起こったということを一つ紹介しておくんですけれども。 

 それで、このスケートボードに関しては、今、スポーツ施設ということで教育委員会の管

轄ということで教育長に答弁いただきましたけれども、私が思っているのは、それに加えて、

先ほど通告書の中でも触れましたが、遊びから始まって子どもの居場所づくりということで、

そちらの面も非常に期待できるのではないのかなと思っています。 

 スケートボードは、今回、オリンピックでの正式種目になりましたけれども、冬季にはス

ノーボードもありますけれども、皆さんはどういう印象をお持ちか分かりませんけれども、

過去には代表選手の外見を批判するような意見もありましたけれども、こういう若い世代の

スポーツというのは遊びから始まることが多いですので、一見すると、今までしっかり競技

に携わった人から見ると、はみ出し者とは言いませんけれども、外見から判断すると、少し

やんちゃな部分が見えるような競技という印象があるかもしれませんけれども、決してそう

いうわけではなくて、今はそういうスポーツ、遊びも含めてそういったことが若者にもはや

っているということを皆様にも認識していただきたいという面もあって、今回、取り上げさ

せていただきました。 

 それで、先ほど答弁の中にも上げていただきました西濃にある幾つかの施設ですが、おっ

しゃられたとおり、本格的なスケートパークもありますけれども、今、海津市の中で求めて

みえる、その愛好者の方がぜひ何とかと言われているのは、ただ単に舗装してある、そうい

うエリアでも、それでも十分だという意見をいただいています。それはなぜかというと、ス

ケートボードといいますと、結構音がするわけですね。舗装面ですけれども、滑るときには

ガーという音がしたり、ジャンプとかもしますので、そういった面で結構音がするというこ

とと、舗装面と言われますと道路とかになりますので、そうすると近隣の住民の生活道路と

か、そういうところで、今、限られたところでやっているということですので、そういった

状況がある中で、自分たちがその競技、遊びをする場所を確保してほしいということを望ん

でみえます。 

 ですので、まず最初にお聞きしたいのは、スケートパークといいますと予算を投じて何か

整備をするというふうに考えられるかもしれませんが、そういうエリアやスポットを市内の

どこかの施設、あるいは統廃合により余った施設等々で検討していただくことができないか

ということをまずお聞きしたいんですが、こちらは教育委員会といいますか、総務のほうも

関係するかもしれませんけれども、そういうふうに予算をかけず、既存の施設でそういった

ことを検討できないかということをまずお聞きしたいですので、もしお答えができるならお

願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 
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○教育長（中野 昇君） 二ノ宮議員の今の御質問に対する答弁をさせていただきますが、先

ほどお答えしましたように、施設のことを今お尋ねですけれども、まず基本は、競技人口が

増えてきているとか、そういった愛好者団体が増えているとかという、そういったこの地域

内の要望が高まることがあれば、また検討していくというふうなことを先ほども私は答えさ

せていただきましたけれども、その中で、20年とか、そのぐらい前からスケートボードがい

っぱいはやりましたわね。小・中学校ではそのことを止めるということはできませんので、

いわゆる危険な運動というふうなことも意識しまして、ヘルメット着用とか、膝とか肘にガ

ードをしてやるというようなことを盛んに、生徒指導上、随分子どもたちに指導してきた覚

えがあります。 

 そんな中、最近はそういった姿が見かけなくなりまして、私、城南中でテニスコートでテ

ニスを子どもたちと一緒にやっている中で、ここ一、二年の間で一度だけ、羽根谷の坂を２

人の若者がザーと258のほうから駒野のほうへ下っていくのを見ました。そこで私は、一言

声をかけました、テニスコートから「ヘルメットつけよ」と言って、そういうことを一度だ

け言いました。 

 また、こういったコロナの状況になって、うちの近所の道路で三、四人の子どもたちが１

日か２日、ちょっとやっておるのを見ました。 

 それ以外、そういう姿には私も出くわしていないし、学校からもそういう状況はありませ

ん。そういう状況にあるということは御理解いただきたいと思います。 

 その中で機運が高まったり、必要性を求める若者がさらに増えてくるようなことがあれば、

先ほど言いましたように、まずは子どもたちの安全な遊び、スポーツとしてやれる環境を提

供していかなきゃいけないなということを思います。 

 垂井町とか、あちらが利用団体の自主運営、民営化された有料施設ということは、危険・

安全対策のために責任を持ってやれるかどうかということだと思います。その辺りを基本と

しながら、公共施設等、学校の教育施設等で空き場所が幾つかある中で、そういうものがク

リアできるというような状況になれば、学校の統廃合等での跡地なんかを検討してまいりた

いなあということを思っています。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 二ノ宮議員。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 教育長がおっしゃられることは、教育の面でいいますと、やっぱり子供の安全、それから

教育上の指導ということですね。おっしゃられることもごもっともだと思うんですが、子ど

もたちがふだん遊ぶということから考えますと、舗装面の開放というのは公園を整備するよ

うなもので、例えば公園があって、そこの遊び方を、その何をするか分からないですが、最
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低限のルールを決めた上で、そこまで学校の教育の権限の中で使用のルールを定めないかん

のかというところはこれから検討が要るとは思うんですが、まず思うのは、人口が増えると

か、機運が高まるというのは大事なんですけれども、遊べる場所がなければやろうとも思え

ないというか、そういった一面もあると思うんですね。だから、確かにその費用対効果も考

えるかもしれませんが、私の提案しているものの一つで、既存の施設であれば何も投資をせ

ずにそういったことに活用できると思いますので、そういった面での開放ということも検討

していただきたいと思います。 

 あと、相川のスケートパークの話が何度も出ますけれども、こちらはＪＲ垂井駅の近くで

河川敷にあるわけですが、もちろん電車で来る子も見えますが、大人になると滋賀県のほう

からも遊びに来ているということがあります。私も土・日、１か月に数回通ることがあるん

ですが、一人もいなかったという日はないぐらい愛好者が遊んでいる状況を目にしますので、

そういった施設があれば、そこから始めようかな、例えば海津市内じゃなくても、他市町か

ら来る、その関係人口という面でも期待できるのではないかなと思っています。 

 そういった面で何度も重ねて言いますけれども、本格的な造形物を全て行政のほうで準備

する、そういうことは求めませんので、まずは予算がかからない、そういった部分で教育と

いう部分とまちづくり、居場所づくりというところが必ず関わってくるわけですが、そうい

った部分で自由に使える場所、あとは自己責任ということでやっていただければ、何とかそ

の辺はクリアできる方向も見えてくるのではないのかなと思いますので、ぜひ検討していた

だきたいんですが、１つ、やっぱり競技人口の増加と機運の高まりだけ待っていると、今、

オリンピックでせっかく注目された、この機を逃すことにもつながりますので、その辺りは

どうか前向きに検討していただきたいと思います。 

 もう一つ、先ほど答弁の中で海津市スポーツ推進計画について触れられていましたので少

し紹介しますが、これはアンケート調査が市民の方にされています。令和元年７月ですが、

このアンケートの中で、「今の子どもたちのスポーツや外遊びの環境についてどう感じる

か」というアンケート項目がありましたけれども、「よい」と「どちらかといえばよい」と

合わせたのが全体の12％しかありません。逆に、「どちらかといえば悪い」「悪い」と答え

た方は、56％になります。 

 さらに、「子どものスポーツや外遊びの環境を充実させるためにどのようなことに力を入

れたらよいと思うか」というところに関しては、「子どもが体を動かしたくなる場所の充

実」というものを求める方が一番多くて全体の59.8％というような結果もありますので、こ

ちらのアンケートの対象の中ですけれども、そういった遊ぶ場所を求めているという声が実

際あるわけですので、そういった面も考えて、今後、前向きに検討していただきたいと思い

ます。 



－１３０－ 

 では、続けて森林管理制度と森林環境税及び森林環境譲与税についての再質問をさせてい

ただきます。 

 こちらは、まず取り上げたのは、令和６年度からですが、国税として、言葉は悪いんです

が、強制的に年間で1,000円、賦課徴収されるわけですが、まず海津市は森林があるのでい

いといえばいいんですけれども、これは森林が全くない自治体でも、全国民というか、対象

の国民から取られるというか徴収される税金になりますので、しっかりとその財源をもとに

した事業は行っていかなければいけないと思っております。 

 それで、さらに岐阜県は、この制度に先駆けて、既に平成24年度から清流の国ぎふ森林・

環境税といって、これも同じ年額1,000円なんですが、これが既に平成24年度から徴収され

ています。ですので、岐阜県民にとっては、もう既にあるような制度を次は国がまた始める

ということで、まだ平成34年度までこの岐阜の環境税は続きますが、それ以降どうなるかは

決まっていません。ですので、もしかしたらダブルで徴収されるかもしれないという海津市

民の状況におきますと、やはりそれだけ有効な市民に還元するような事業に充てるべきだと

思っております。 

 その中で対象となる可能性があるのは951ヘクタールの人工林、その中で10年以内に間伐

等がされていなく、森林経営計画がないところが森林管理制度の対象となるということです

が、先ほど答弁にもありましたが、まず意向調査が全ての始まりだということだと思います。

70もの林班の中でどこから手をつけなければいけないかということから始めるのも大変です

けれども、まず令和２年度、一つの林班について意向調査を開始するということであります

けれども、こちらは今後の計画ということで行っていくわけですが、この意向調査、70を終

わるというめどは多分ついていないと思うんですが、今後、どのような、何年サイクルぐら

いでその間伐を回していくといいますか、それをどのくらいで実際に森林の手入れに入れる

のかという、もしそういう見込みがありましたら教えてください。 

○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） 今、二ノ宮議員から御質問がありました海津市の森林、非常

に多うございます。その中で該当の林班から効果が期待できるようなところ、優先順位をつ

けまして選定をして、取りあえず今年度、一つの林班で意向調査を実施していくと。 

 当然、非常に年数もかかりますし、費用もかかります。長期的なビジョンもまだ立ててお

れない状況でございますが、国のほうでも、育てて、切って、使って、また植えるという方

針でございますので、基金にためるときもございますし、事業をするときにはそれを崩して

使うというようなところで、長期的な計画と短期的な修繕と組み合わせて実施していきたい

と思っております。 

〔２番議員挙手〕 



－１３１－ 

○議長（服部 寿君） 二ノ宮議員。 

○２番（二ノ宮一貴君） ありがとうございます。 

 面積もそうですが、所有者もかなりの人数になると思います。まずはやれるところからや

っていくという、そういう考え方にはある程度理解できますけれども、手入れがされていな

い森林というのは、手入れがされなければ当然そのままですので、先ほど通告書でも、また

答弁の中にもありました。やっぱり災害防止の観点から考えますと、一刻も早くといいます

か、やっぱり手入れは必ず必要になってくる、そういう森林があると思いますので、そので

きるところからといいますか、意向調査を行って、ある程度の範囲の森林の状況が確認でき

ましたら、今後の計画を早急に立てていただいて、森林の適切な管理に進めていただきたい

と思っております。 

 時間ももう僅かですので最後になりますが、こちらは県の今の環境税とか、ほかにもいろ

んな制度がありまして、この国の森林環境譲与税の適用になる事業が何にでも使えそうで何

にでも使えないみたいな、どの事業に使えるかという見極めもすごく大変だということをお

伺いしておりますので、意向調査をしつつ、海津市でそれが適用される事業も計画しながら、

並行して、計画が立った時点ですぐにそういった制度の活用ができるように今後進めていた

だきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 私の一般質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで二ノ宮一貴君の一般質問を終わります。 

 これをもちまして一般質問を終結します。 

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

   ◎散会の宣告 

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

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 次回は、12月11日午前９時に再開しますので、よろしくお願いいたします。 

 大変今日は御苦労さまでございました。 

（午前１１時００分）  
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