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令 和 ２ 年 海 津 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 

 

◎議 事 日 程（第２号） 

 

令和２年６月８日（月曜日）午前９時開議  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

 

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

 

◎出席議員（１５名） 

     １番   里 雄 淳 意 君       ２番   二ノ宮 一 貴 君 

     ３番   松 岡 唯 史 君       ４番   松 田 芳 明 君 

     ５番   浅 井 まゆみ 君       ６番   伊 藤   誠 君 

     ７番   橋 本 武 夫 君       ８番   飯 田   洋 君 

     ９番   伊 藤 久 恵 君       10番   六 鹿 正 規 君 

     11番   藤 田 敏 彦 君       12番   川 瀬 厚 美 君 

     13番   赤 尾 俊 春 君       14番   服 部   寿 君 

     15番   水 谷 武 博 君 

 

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

 

◎欠席議員（なし） 

 

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

 

◎地方自治法第１２１条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

 市     長  松 永 清 彦 君   副  市  長  福 田 政 春 君 

                      総 務 部 長 併 
 教  育  長  中 野   昇 君   選挙管理委員会  白 木 法 久 君 
                      事務局書記長 

 総務部地方創生 
 ・行財政改革  髙 木 康 一 君   市民環境部長  寺 村 典 久 君 
 担 当 部 長 

 健康福祉部長  近 藤 敏 弘 君   産業経済部長  河 合 敏 明 君 
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 産 業 経 済 部 
 農林振興課長併  佐 野 正 美 君   建設水道部長  石 原 敏 彦 君 
 農 業 委 員 会 
 事 務 局 長 

 教 育 委 員 会              会計管理者兼 
 事 務 局 長  伊 藤 一 人 君   会計課長事務取扱  松 岡 由 紀 君 

                      総務部総務課長併 
 消 防 長  木 村 謙 二 君   選挙管理委員会  近 藤 康 成 君 
                      事務局書記次長 

 総 務 部 
 企画財政課長  近 藤 三喜夫 君 

 

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

 

◎本会議に職務のため出席した者 

                      議 会 事 務 局 
 議会事務局長  長谷川   誠     議会総務課長兼  森 島 敬 子 
                      議事調査係長 

 議 会 事 務 局 
 議 会 総 務 課  原 田   憲 
 課 長 補 佐 兼 
 総 務 係 長 
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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

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

ます。 

（午前９時００分）  

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（水谷武博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において11番 藤田敏彦君、

12番 川瀬厚美君を指名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長（水谷武博君） 日程第２、一般質問を行います。 

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

たりの質問・答弁の時間を30分以内とし、これを許可いたします。 

 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

は質問席にて行い、答弁者は、初めは壇上にて行い、再質問があった場合は自席において願

います。 

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

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

◇ 赤 尾 俊 春 君 

○議長（水谷武博君） それでは、初めに13番 赤尾俊春君の会派政和会・清流くらぶの代表

質問を許可いたします。 

 赤尾俊春君。 

〔13番 赤尾俊春君 質問席へ〕 

○13番（赤尾俊春君） おはようございます。 

 議長のお許しを頂きましたので、政和会・清流くらぶを代表して質問させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症対策により、一般質問も持ち時間を30分に短縮し、運営されま

す。政和会・清流くらぶ所属の議員各位には、コロナウイルス対策に配慮いただき、一般質

問を控えていただきましたことをお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染予防対策で約２か月間、日常生活が失われました。その間、市民

の皆様には感染予防対策に御協力を頂き、今のところ本市では感染者もなく過ぎています。

皆さん、お疲れさまです。 
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 ５月14日には、特定警戒都道府県５県を含む39県を対象に緊急事態宣言が解除されました。 

 ５月25日には、全ての都道府県で解除になり、６月１日には、岐阜県内も２か月遅れで小

学校、中学校の子どもたちや高等学校の生徒の皆さんがマスクをつけ、感染症予防対策に留

意しながら登校できる日常が戻ってきました。 

 地元の今尾小学校でも、父兄に付き添われて、交通事故に遭わないよう上級生が引率しな

がら集団登校をされていました。平田中学校も同様です。また、教職員の皆様も校門や街頭

に立ち、登校・下校の安全を見守られていました。御苦労さまです。 

 それでは、質問いたします。 

 本市も合併をしてから16年目を迎え、松永市長就任以来、４期目の最終年です。 

 そこで、お尋ねします。 

 本市の現状をどのように評価されますか、お答えください、と申し上げても抽象的な質問

に対し答弁に苦慮されるかもしれませんので、考えを述べます。 

 松永市長は、平成17年５月に市長に就任されました。当初は議会議員も40名で構成されて

いましたので、議会対応も合併当時を知る議員の一人として気苦労が絶えなかったと拝察い

たします。 

 旧３町の融和を意識した行政運営に奮闘、努力をされましたし、合併後の事業や施設整備

も３町の特色を生かした事業を心がけておられました。中でも教育関係の施設整備を最優先

に市政を運営されたと感じます。 

 石津小学校校舎・体育館の改築に始まり、市内施設の耐震化工事や南濃町地内中学校の統

合により城南中学校校舎の増築、体育館の改築を行い、さらに地震が頻発する日本の状況を

考慮し、市内小・中学校校舎の耐震化や、熱中症予防のため、各教室にエアコンの設置を他

市町に先駆け取り組まれました。次の世代を担う子どもたちへの投資を積極的に進められ、

現在は小・中学校のトイレの洋式化を計画し、令和２年度の予算に盛り込まれ、実施されま

す。 

 しかし、人口が大幅に減少に転じています。人口減少は、日本全体の大きな問題です。人

口が都市部に集中、田舎と言われる市町村が抱える難問であり、特効薬が見つからないのが

現状です。 

 よく市民の皆様から、自治体は会社経営の感覚が必要と言われます。一般の会社は、利潤

を追求し、コストを最大限カットし、社内留保金を蓄えるのがベストの会社運営と言われま

す。 

 しかし、自治体の事業に利潤の追求はなじみません。各事業の原資は、市民の皆様からの

税金と国・県からの補助金などと起債（借金）で賄われます。例えば、子どもたちが学ぶ校

舎の新築や改修工事も国・県の補助金と起債で賄い、子どもたちや父兄から使用料は頂きま
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せん。次の世代への投資です。広く世代間で御負担いただき、数十年かけて起債の返済をし

ていくのです。ほとんどの事業がこのような経緯で成り立っています。市民サービスや市内

の施設、図書館、文化会館、社会体育施設などの利用も同様です。こうした観点から、自治

体には起債（借金）は付き物なのです。 

 こうした事情の中で二元代表制の我々議員の仕事が必要なのです。議会の重要な役割は、

本市の各年度の予算と決算及び事業等の承認、議決です。不要な事業への投資等に目を光ら

せ、健全な財政運営を監視する重大な役割があります。 

 近頃、「嘘とごまかし市政を問う」とのビラが新聞折り込みやポスティング等により配布

されました。内容は、「３町合併後、当初は一般・特別会計合わせて借金100億円が15年経

過した今、借金350億円以上に膨れ上がり、合併特例債を当てにした松永市政で約250億円以

上の借金と金利がかさむのが現状です」。ビラの原文を一部抜粋させていただきました、と

の御指摘を頂いています。 

 合併時に、一般会計、特別会計、企業会計を合わせて390億円の起債（借金）があるのは

知っていましたし、各年度の決算時に監査委員から監査報告書が提出され、起債残高の報告

を確認しています。今は約345億円の起債です。今回配布された「海津市民の皆様へ 嘘と

ごまかし市政を問う」の文章は、借金（起債）の数字が間違っているとすぐ気がつきました。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 １．合併時、平成17年度の予算規模と起債残高、基金の額、予算に占める起債償還額。 

 ２．以降５年度ごとの予算規模と起債残高及び基金の額、予算に占める起債償還額、平成

30年度までの数字をお聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 赤尾俊春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） 政和会・清流くらぶを代表しての赤尾俊春議員の合併後15年経過した

本市の財政状況についての御質問にお答えします。 

 私は、平成17年３月28日、３町の合併後、市長に就任させていただきまして以来、「海津

に生まれてよかった、住んでよかった」といった幸せと笑顔があふれる元気な海津市を市民

の皆様と一緒に創造することを目指して市政を担わせていただきました。 

 市民憲章には、海津市は、先人が汗と知恵で築いた歴史に支えられ、水と緑の恵みを受け

るまちですと。私たちは、このまちを愛し、市民としての誇りを持って魅力あふれる未来を

目指しますとあります。 

 本市は、長い歴史と伝統を有し、豊かな自然にも恵まれ、ぬくもりあふれる市民の皆様が

学び、働き、生活してまいりました。市民の皆様が郷土に誇りを持ち、健やかに育つ子ども
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たちが将来に向かって夢を持って暮らせるよう、市長として４期にわたり、議員の皆様とと

もに市政発展のために「海津市総合開発計画」「海津市第２次総合計画」により、議員の仰

せのとおり、教育環境の整備に重きを置きながら、斎苑・海津苑の改修、防災施設・設備の

整備、統合庁舎の建設、駒野工業団地、スマートインターチェンジの整備などを行い、近年

は老朽化した公共施設等の解体工事を実施し、公共施設等の適正な配置等に取り組んでまい

りました。 

 また、市民の多様化するニーズにお応えすべく、様々な事業サービスの向上に取り組んで

まいりましたが、急激な人口減少を鑑みますと、力不足であったと反省することもございま

す。 

 さて、議員仰せの「嘘とごまかし市政を問う」と題した文書の存在は承知しております。

市民の皆様に正確な財政状況をお示しするよい機会でもありますので、改めて詳しく御答弁

させていただきます。 

 １つ目の合併時、平成17年の予算規模と起債残高、基金の額、予算に占める起債償還額に

つきましては、平成17年度の一般会計当初における予算規模は148億2,200万円、起債残高は

120億8,953万1,000円、基金残高は62億9,288万5,000円、予算に占める起債償還額は９億

3,136万1,000円で、割合は6.3％となっております。 

 ２つ目の５年ごとの起債残高と基金の額、予算に占める起債償還額につきましては、平成

22年度の一般会計当初における予算規模は145億1,700万円、起債残高は147億2,418万7,000

円、基金残高は54億9,438万7,000円、予算に占める公債費は11億7,716万6,000円で、割合は

8.1％となっております。 

 平成27年度の一般会計当初における予算規模は157億8,300万円、起債残高は181億6,044万

2,000円、基金残高は55億2,177万7,000円、予算に占める公債費は13億545万2,000円で、割

合は8.3％となっています。 

 平成30年度の一般会計当初における予算規模は150億7,800万円、起債残高は183億203万

2,000円、基金残高は45億8,933万8,000円、予算に占める公債費は15億5,548万2,000円で、

予算に占める割合は10.3％となっております。 

 一般会計だけの数字で判断いたしますと、確かに起債残高や公債費の予算に占める割合は

増加しております。 

 一方で起債の詳細を述べさせていただきますと、平成30年度末の普通会計起債残高182億

6,364万5,000円の内訳は、臨時財政対策債83億4,650万円、合併特例債87億2,892万5,000円

と、起債残高の約93％をこの２つが占めております。平成17年度の28％と比較すると大幅に

増加しております。 

 臨時財政対策債は、地方交付税として交付されるべき財源が不足した場合に地方交付税の
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穴埋めとして地方公共団体に地方債を発行させる制度で、償還に要する費用は後年度地方交

付税で措置されるもので、実質的には地方交付税の代替財源となっております。 

 また、合併特例債は、合併に伴う事業に充てることができる起債で、その元利償還金の

70％が後年度の普通交付税の基準財政需要額に算入されるものであります。 

 このことは、合併以来、本市にとって有利な債務に順次変更していったことを示しており、

実質的な本市の債務に係る負担額は、起債残高よりも大幅に少ないと言えます。 

 なお、本市の運営は、一般会計だけで成り立っているわけではありません。一般会計以外

にも、クレール平田運営特別会計、月見の里南濃運営特別会計、国民健康保険特別会計、水

道事業会計及び下水道事業特別会計等の特別会計や企業会計が存在しております。 

 全会計で平成17年度末の起債残高は390億6,307万3,000円で、平成30年度末の起債残高は

345億578万1,000円であり、合併時に比べ45億5,729万2,000円減となっており、私が市政を

お預かりして以来、借金が250億円以上も増えたというようなことは決してありません。 

 市政運営の全体像は、一般会計だけでなく、全会計をもって判断すべきであります。この

データから、合併以来、本市は市債の返済を積極的に行ってきたということが言えます。 

 しかしながら、今後、新型コロナウイルスによる経済の低迷により税収等の減少が予想さ

れるなど、財政状況はさらに厳しいものとなると見込んでおりますので、適切な財政運営に

向けて透明性を確保し、説明責任を果たしながら行財政改革に取り組んでまいりますので、

議員の皆様、また市民の皆様には、御理解、御協力を頂きますようお願いを申し上げます。 

 以上、赤尾俊春議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） 答弁ありがとうございました。 

 私は合併以前からの議員です。仮に平成17年度の合併以降、借金が250億円以上も膨らま

せたとなれば、松永市長と同様に議員としての職務怠慢を指摘されるでしょう。そうした事

実はありません。 

 何度も確認しますが、一般会計、特別会計、企業会計、合わせて390億円の借金が今現在

345億円に、約45億円の減額がなされたとの理解でよろしいでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） 赤尾議員が御理解のとおりでござい

ます。 

 繰り返しになりますが、市長も答弁されたとおり、市政運営の全体像は、一般会計だけで

なく特別会計や企業会計も含めた全会計をもって判断すべきだと考えております。 
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 全会計の起債残高は、平成17年度末と比較して、およそ45億6,000万円減少しております。

これは、本市が合併以来、順調に借金といいますか、起債といいますか、それを返済してき

たということを示していると考えられます。以上です。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） 合併当初の予算額148億2,200万円は、合併協議の中で市民のサービス

低下と負担の増加を招かないための予算措置で、本市市民の皆様の安心・安全を担保するた

めの予算です。５年度ごとの予算規模や起債残高、基金残高、起債償還額を示していただき

ました。一概に比較はできませんが、各年度ごとの予算額には多少の違いはあるが、普通会

計の起債は増え、基金残高は減り、予算に占める公債費は年々増えていますが、この要因は

何でしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 赤尾議員御指摘のとおり、海津の財政は、予断を許さない状況にあると考えられます。財

政状況の悪化には複数の要因があると考えられまして、一概に何かこれがあったから財政が

悪くなっているというふうなものは言えないんですが、主な考えられる要因を上げますと、

まず１つ目が歳入の減少にあると思います。合併以来、市税収入は、ピークの平成19年度の

48億円から平成30年度にはおよそ６億円減少しております。地方交付税は、平成25年度のピ

ークから平成30年度にはおよそ２億円減少しております。このように歳入の減少が進んでお

ります。 

 ２つ目が義務的経費の増加にあると思います。人件費は一貫して低下しているんですが、

扶助費、社会保障に関係するようなものなんですが、こちらは平成17年度の12.7億円から平

成30年度には25.4億円と、およそ２倍に増えております。こちらが１つ。 

 そして３つ目が、今述べた２つは全国共通の理由と言えるんですが、海津市特有の理由を

いろいろ述べますと、合併により重複した公共施設の維持費や、橋梁の補修や、下水道特別

会計への繰り出しというのが考えられると思います。平成26年度に、海津市じゃなくて、橋

梁、トンネルの大きな事故がありまして、それ以来、トンネルや橋梁の点検・補修というふ

うなものが義務づけられまして、それに関する費用が平成26年度から増えております。 

 また、海津市は、地理的に人口密度が低く、集落が点在しているため、下水道に関係する

一般会計からの繰出金が類似の市町村と比べてかなり悪い状況にありまして、こういうふう

な地理的要因がかなり財政の悪化に影響しているんじゃないかなあと考えられます。 

 これらの要因が重なって財政状況が悪化しているものと私は考えております。以上です。 

〔13番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） ありがとうございます。 

 平成30年度の普通会計の起債残高の内訳は、先ほど臨時財政対策債と合併特例債、合わせ

て182億6,000万円ほどと答弁されました中で、市民の皆様が聞き慣れない臨時財政対策債と

合併特例債、この言葉が出てきました。仕組み及び違いを分かりやすく説明を頂きたいと思

います。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 確かに臨時財政対策債と合併特例債、ほかにもいろんな債権というか、借金の方法といい

ますか、そういうのがありまして、これは国と地方のまた財政の違うところで、私も来た当

初、こんないろいろあるのかということで驚いたんですが、これがまた地方財政をある意味、

国家財政でも複雑といいますか、かなり分かりにくくしている要因の一つではないかなあと

個人的には思っていますが、取りあえずお答えいたしますと、臨時財政対策債といいますの

は、地方公共団体の一般財源の不足を補うため、地方財政法の規定に基づき特別に発行され

た地方債でございます。臨時財政対策債の発行に伴い、地方公共団体が将来にわたって支払

うべき元利償還金は、後年度の地方交付税としてその全額が措置されることとなっておりま

す。つまり、市の一般財源の負担というものが理論上は存在しない。地方交付税というのは

一般財源なんですが、それが国の税収とかがいろいろ減ってきたりとか、そういういろんな

要因があるので、必要なものが満額払えないとなると、その地方公共団体にその分を借金し

てもらうといいますか、一応あけすけに言うと、地方公共団体が交付税をもらえない分、無

理やり国から借金させられるというとちょっと強い表現なんですけど、そういうふうなもの

になりまして、その分、その元利償還金、借金の返済に関しては後年度の地方交付税で見て

もらえるというふうな立てつけになっております。 

 合併特例債というのは、合併した市町村、普通の合併していない市町村は使えないんです

が、合併した市町村が使える借金の形態でして、合併した市町村が新しいまちづくりに必要

な事業に対する財源として、新市建設計画に基づき借入れをすることができる地方債になり

ます。事業費の95％まで借入れが可能で、元利償還金の70％が普通交付税により措置されま

すので、借金の返還の70％が地方交付税に、先ほどの臨時財政対策債は100％だったんです

けど、こちらは70％が措置されるということで、いずれにせよ、ほとんど国の財源で返して

もらえるということなので、非常に地方から見ると大変有利な起債であると言えます。 

 海津市の一般会計だけで見ると、借入金、起債の額というのは大きくなっているんですが、

これが臨時財政対策債と合併特例債に順次置き換わっていますので、市の一般財源で負担す

べき、市税とかで返済すべき借金の額というのは大変少なくなっているということが言える
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と思います。以上です。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） ありがとうございます。 

 本年度、令和２年度の予算編成は、従来の積み上げ方式から過去の収入を基本に各課に配

分をする予算編成方式を導入すると第１回定例会の予算説明会で説明がありましたが、昨年

７月に財務省から地方創生部長として本市に赴任いただきました財政に詳しい髙木部長に、

再度その方法といいますか、説明をお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 財政の基本は、「入りを量りていずるを制す」という言葉が中国の古い言葉にあるんです

けど、どれだけの歳入があるかによって歳出を決めるというのが本来あるべき姿なんですが、

それが昨今の低成長によって国もそれができていない状況なんですが、地方も同じような状

況にありまして、歳入が不足する中、扶助費等必要な経費が増大している昨今では、どれだ

けの歳出があるかということからまず出発して、その後、どれだけの歳入不足を、例えば基

金の取崩しで補うかという流れになってしまっていまして、それが積み上げ方式の予算編成

になります。 

 それを180度転換いたしまして、まずどれだけの歳入が今年は見込めるのかというのを財

政係のほうと、あと税務のほうで検討いたします。そして、幾らの基金を取り崩すのか、取

り崩せるのが今年度はということをまず先に決定して、市の一般財源の大枠というか、そち

らを先に決定いたします。その後、各部局に過去の予算額やその執行率を基にその財源を割

り振って、枠配分というのを行います。それで、その各部局長がマネジメント力を発揮し、

その枠内に予算を収めるということを目指すということで、これまでの積み上げ方式だと、

繰り返しになるんですけど、どれだけ歳出が必要なのかというところから、結果的にどれだ

け基金を崩すのかということを決めるというか、それでどんどんちょっと基金が少なくなっ

ていたんですが、最初にどれだけ基金を崩すと、今年度はこれだけ崩そうということを決め

てしまって、そこから各部局ごとに枠をつくって、各部局長がマネジメント力を発揮して、

資金を融通してその枠を守るということで、歳出がどんどん膨らんでいくのを抑えようとい

うふうに、それがこの包括予算制度というふうな制度になります。以上です。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） ありがとうございました。 

 時間もございませんので、基金は非常時の貯金だと私は思っておりますので、なるだけ崩
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さないように頑張っていただきたいと思っております。 

 30分の時間ですので質問時間が本当に短いですので、お許しいただければ、次回、またこ

うした質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

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

◇ 松 田 芳 明 君 

○議長（水谷武博君） 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） では、いつものように一市民の目線から３つの質問をいたします。 

 １つ目の質問は海津市の防災対策について、質問相手は市長です。 

 ２つ目、市内のこども園の人員の拡充と施設の充実について、質問相手は教育長です。 

 ３つ目の質問、今後の小・中学校の学習指導について、質問相手は教育長です。 

 では、質問の内容に入ります。 

 １つ目の質問、ここ数年の日本列島における多発する地震、活発化する火山活動等の地殻

変動、異常に多い日本に上陸する台風の数、線状降水帯による集中豪雨等の異常気象による

災害に備える必要が年々高まっています。 

 そこで、防災対策について、市長に次の３点の説明を求めます。 

 １．自然災害の発生時に住民の避難費用を補償する避難保険に加入することを検討された

ことはありますか。 

 ２．昨年度末までに民間企業と提携し、万が一の場合に必要数（量）を確保することにな

っていた液体ミルクについての市の対応策は。 

 ３．小泉原子力防災担当相が今年２月４日に、原発30キロメートル圏内の住民にも積極的

に事前配布するように求めた安定ヨウ素剤の配布に対する海津市の対応策は。 

 ２つ目の質問です。 

 認定こども園への専門職員の配置、園児が快適に生活できるためのトイレの改修について、

教育長に説明を求めます。 

 １．認定こども園の職員の職務内容は、保育、幼児教育を主に、衛生管理、事務管理等と

多岐にわたり、肉体的にも精神的にもかなりハードだと聞いています。園内の衛生管理、園

児の健康管理やけが等に対処するため養護教諭が必要だと考えますが、現在市内にある公

立・私立の認定こども園の現状はどうなっていますか。 

 また、一般事務を担当する施設事務員が必要だと考えますが、市内の園の状況はいかがで

すか。 
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 ２．こども園では生活指導の一環としてトイレ指導も行われると聞いていますが、寒いと

きにはヒーター付の便器・便座が必要だと思いますが、市内の園の状況はいかがですか。 

 ３つ目の質問です。 

 新型コロナウイルスの感染対策として、長く休業の続いた小・中学校の児童・生徒に対す

る今後の学習指導等について、次の３点の説明を教育長に求めます。 

 １．夏休み返上、土曜日授業といった案も浮上していますが、今後の小・中学校の学習指

導はどのように進められるのでしょうか。 

 ２．夏休みの長期休業でも１か月半ほどですから、今回の新型コロナウイルスによる休業

は、子どもたちに心身ともに大きな影響を与えていると想像はできます。特に小学校では教

員が児童の心身のケアに努めることが求められます。そのような中で、教科指導の専門性を

図るために小学校でも教科担任制が推進されています。今年度の海津市内の小学校の教科担

任制の実施状況はどうなっていますか。 

 ３．海津市として、次年度以降の小学校における教科担任制に対する基本的な考え方を説

明してください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君の質問に対する市長、教育長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 松田芳明議員の１点目の海津市の防災対策についての御質問にお答え

します。 

 １つ目の避難保険に加入することを検討されたかにつきましては、議員仰せの避難保険は、

平成29年４月から全国市長会、同年５月から全国町村会で全国市町村向けの防災・減災費用

保険として商品化され、保険会社４社の共同保険により運営されております。 

 この保険は、自然災害、またはそのおそれが発生し、市町村において防災を目的とする避

難指示、もしくは避難勧告を発令、または避難準備情報を発表したときに、避難所の開設費

用、配布するの食料の費用、職員の超過勤務手当等が保険により補償され、既に全国の市町

村のうち、約２割が保険に加入していると伺っております。ただし、災害対策救助法の適用

を受けた災害は、この保険の対象外となっています。 

 保険料については、年間支払い限度額が500万円、1,000万円、2,000万円の３パターンが

あり、本市の人口規模から計算しますと、それぞれ年間保険料が約132万円、約200万円、約

266万円となります。 

 参考までに、本市が昨年度防災関連で支出しました中で保険の対象となる費用は、約88万

円でありました。 
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 本市も早期避難を市民の皆様に呼びかけており、今後、費用面の負担は増加することが予

測できることから、とても魅力的な保険ではありますが、保険料等も考慮し、他自治体の動

向も見ながら、今後、判断していきたいと考えています。 

 ２つ目の液体ミルクについての市の対応策につきましては、令和元年12月18日に株式会社

ユタカファーマシーと本市とで地域防災計画に基づき、生活救援対策等に必要な物資の供給

を円滑に行うための必要事項を定めた災害時応援協定を締結し、液体ミルクの供給について

も優先的に支援していただけるようお願いをしているところであります。 

 本市では粉ミルクを５万8,320グラム備蓄しており、仮に現在の乳児130名が避難された場

合、３日分の備蓄量となっています。 

 液体ミルクにつきましては、昨年、第３回定例会の浅井まゆみ議員の一般質問でも答弁し

ましたように、液体ミルクは備蓄せず、基本的には流通備蓄を活用するとともに、妊産婦及

び乳幼児等を持つ保護者さんに対し、災害時に備えて乳児用液体ミルクの有効性やＱ＆Ａを

掲載した普及啓発用のチラシを配布することで平常時からの備えについて理解し、準備して

いただくことが重要であると認識しております。今後、一層の働きかけを行うとともに、関

係機関と連携し、必要な対策を進めてまいります。 

 ３つ目の安定ヨウ素剤の配布に対する対応策につきましては、平成24年９月に岐阜県が発

表した放射性物質拡散シミュレーション結果によりますと、夏季の気象条件下で本市に影響

の可能性がある地域は、海西地区の北側の一部の地域であります。 

 本市では、ヨウ化カリウム丸が6,000丸、安定ヨウ素剤内服液調合のためのヨウ化カリウ

ムが100グラム、単シロップ及び滅菌精製水がそれぞれ３リットルを備蓄、海西地区の人口

分以上の備蓄量となっています。 

 県では、西濃保健所に30万3,000人分、県全体では56万4,000人分の備蓄がされております。

これは、揖斐川町を含む西濃・岐阜圏域12市町の人口分に相当しております。 

 また、有事の際は、県の指示により避難所に併設される避難退域時検査場所へ本市の職員

を派遣し、避難された方の受付、誘導、医療従事者の立会いの下、安定ヨウ素剤配布補助等

の会場運営を行います。 

 なお、市民の皆様への周知は、防災講話や海西小学校区避難訓練時等の際に行ってまいり

ますので、御理解、御協力を頂きますようお願いを申し上げます。 

 以上、松田芳明議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 続いて、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 松田芳明議員の２点目の市内の認定こども園の人員の拡充と施設の

充実についての御質問にお答えいたします。 
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 １つ目の養護教諭及び施設事務員の配置につきましては、議員仰せの養護教諭及び事務職

員は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第14条の

規定に置くことができるとあり、配置を義務化するものではないため、海津市立認定こども

園条例施行規則においては養護教諭の配置を定めておりません。 

 しかしながら、公立認定こども園では、本来養護教諭が行う業務を保育教諭が行っており

ますが、副園長をフリーにし、園全体を常に目配りすることにより、園児のけがや園児の異

変等にも迅速に対応できる体制を整えております。 

 また、小学校の養護教諭を講師にお招きし、アレルギー等に関する勉強会を開催するなど

研修の充実に努めるとともに、職員の共通理解を図っております。 

 なお、近隣市町におきましても、養護教諭の配置はされていないと認識しております。 

 事務職員につきましては、平成25年度より一般事務補助員を配置しており、保育教諭の負

担軽減を図っております。 

 私立認定こども園におきましても、公立認定こども園と同じ体制で養護教諭は配置してお

りませんが、事務職員は配置しております。 

 ２つ目のこども園におけるヒーター付便器の設置状況につきましては、公立認定こども園

における園児用便器の設置状況は、小便器50基、和式便器６基、洋式便器38基が設置され、

そのうち22基がヒーター付で、整備率は57.9％となっており、残りの16基についても、園児

の保育環境の改善のために計画的に整備を進めてまいります。 

 また、私立認定こども園におきましては、小便器58基、和式便器24基、洋式便器57基が設

置され、そのうち17基がヒーター付で、整備率は29.8％と低いことから、保育協会を通じて、

子どものための教育・保育給付費を適切に運用して計画的に施設整備を進めていただくよう

お願いしてまいりたいと思います。 

 今後も市内の全園児が安心・安全に過ごせるよう、適切な園運営に努めていきたいと考え

ております。 

 ３点目の今後の小・中学校の学習指導についての御質問にお答えいたします。 

 １つ目の小・中学校の学習指導につきましては、県では５月14日の国による緊急事態宣言

の解除及び５月15日開催されました第３回教育推進協議会において、６月１日より県立学校

を再開することが決定されました。 

 本市におきましても、その指針に基づき、５月25日より各小・中学校において数日間の登

校日を位置づけ、授業再開の準備を進めてまいりました。 

 ６月１日よりコロナウイルスの感染拡大防止に十分配慮した上で段階的に学校を再開し、

授業を始めております。今週は、給食を提供した上で、小学校は半日、中学校は一日の登校

を行っており、来週、６月15日からは全ての学校が一日の生活を行う予定でおります。 
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 ここまで３か月にわたる休業となりましたので、確実に学習内容を指導するために授業日

数の確保は不可欠となっております。そのため、議員仰せのとおり、大変やむを得ないこと

ではありますが、夏休みの短縮等を行う必要があります。現在のところ、夏休みにつきまし

ては、８月８日から23日までの16日間といたします。冬休みにつきましても、12月26日から

１月４日までの10日間といたします。また、土曜授業日を位置づけ、午前中の授業を月に１

回、年間で計８回行うことで授業時数をできる限り確保する予定でおります。 

 例年とは大変異なる状況となっておりますが、今後、コロナウイルスの感染状況や国・県

の動向を踏まえながら、児童・生徒が確実に学習を行えるよう努めていきたいと考えており

ます。 

 ２つ目及び３つ目の小学校の教科担任制の実施状況及び次年度以降の考え方につきまして

は、平成29年告示の小学校学習指導要領において、小学校３年生から６年生までの授業時数

が年間35時間増加することが示されました。外国語の学習やプログラミング教育など、これ

まで以上に専門的な知識が求められる内容も加わっております。特に教科の指導内容が専門

的になる高学年においては、学級担任の負担が増えることも予想されています。 

 国の中央教育審議会においては、小学校の教科担任制の導入について継続して検討がなさ

れています。令和元年12月の中央教育審議会初等中等教育分科会においては、児童の発達の

段階や教科内容の専門性の向上などを踏まえ、令和４年度をめどに小学校高学年から教科担

任制を本格的に導入するよう話し合われています。 

 そんな中で、学級担任制、教科担任制については、それぞれのよさを踏まえて効果的に実

施することが必要であるとされております。 

 本市におきましては、各校の校長先生方の要望に基づいて、特に専門的な知識が必要な教

科において、主に高学年を指導する教科担任の教員を配置しております。教科の内訳としま

しては、理科、英語、音楽で教科担任制を導入しています。具体的には、英語（外国語活

動）ですが、高須小学校、石津小学校、城山小学校、音楽は、吉里小学校、西江小学校、石

津小学校、理科は、今尾小学校、城山小学校、下多度小学校となっております。 

 また、教頭先生や教務主任の先生方が高学年を中心に、学級担任に代わって一部の教科の

授業を担当するという専科指導を行っている学校も多くあります。 

 理科の免許を保有する本務の教員１名を例として挙げますと、４年生から次第に学習内容

が専門的になるなどの理由から、教科担任として、４年生、５年生、６年生の理科を指導し

ております。 

 今後も国の動向を踏まえつつ、学級担任制と教科担任制のよさをそれぞれ大切に生かした

教育活動の展開を図ってまいります。御理解を頂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。 
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○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） 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。 

 １つ目の質問の先ほど液体ミルクについて、一般の企業と提携したという話でありました。

130名の乳幼児を想定して、それに見合うだけの粉ミルク、液体ミルク等の確保に努めてい

るという市長の答弁でしたが、具体的でとても分かりやすく、ありがとうございました。 

 そこで、先ほどチラシなどで市民の皆さんにその辺のことについて啓発するようなことを

行っていくということがあったんですが、一番やっていただきたいのは、どんな災害が起こ

るか分からないと。そのときに、災害の状況によりましては道路が寸断され、こういった提

携していてもそういった物資が届かないと、それについて、まず市民の皆さんに届かない場

合のために各自である程度の備蓄はお願いしますというようなことを求めていっていただき

たいと。今までですと、自助よりも公助のほうが優先され、お上がやってくれる、国・県・

市町がやってくれるからというような考えの方が多いんですが、今は災害等が非常に大規模

になりましてそのようなことは言っておられませんので、自助ということをうたっていただ

いて、そういった備蓄を各家庭でお願いするというのが一番だと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それで、質問なんですが、先ほど提携しているという話だったんですが、そういったとき

に災害が起きた場合、液体ミルクを例にして、どのような手順で避難所にいらっしゃる方ま

で届くのか、その手順をちょっとお話しいただきたいと思うんですが、よろしくお願いしま

す。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 協定先とは担当者等を毎年、まず誰が担当者になったということをお互いに登録し合って、

何かあったときにはその担当から担当に対して要請をかけまして、そのときの災害の状況に

もよりますけれども、直接その避難所のほうにお届け頂けるのが一番ベストですけれども、

状況によっては市のほうで受け取って、市のほうから配送するということも当然やっていか

なくてはいけないというふうに考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 無事に届いたと、この役所が中心になると思うんですが、ここに来て避難所となったとこ
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ろ等の連絡によって、またそこへ運ぶということだと思うんですが、その辺のことも手抜か

りないように、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３つ目の質問の中で安定ヨウ素剤なんていうことを聞くと、えらい物騒な話に

聞こえるんですが、今回のＣＯＶＩＤ－19でも分かったように、相手が分からないと、やは

り人間は不安になると思うんです。ですから、万が一のときはこうなるよということがはっ

きり分かっていれば、原発の事故が福井県のほうで起こったとしても、それにどう対処する

かということが分かり、安心感が高まると思います。 

 それで、私も３年ほど前に安定ヨウ素剤がこの海津市にも備蓄されているという話を初め

て聞きまして、これはぜひ、特に今市長の答弁で海西地区という話が出ましたので、そうい

った方々にも周知徹底を図っていくことが大事だというふうに思いまして、この質問をいた

しました。 

 ただ、何でも怖がればいいというものじゃなくて、万が一のときにはこうだから、こうす

れば大丈夫だよという、そういうことを伝えていただきたいということを思います。 

 今まで市報にもこの件が載ったのは記憶にないんですが、ただ脅すために載せるのではな

く、正しく知っていただくために市報等でもこういったことを啓発していただきたいという

ふうに思います。 

 そこで、１点質問したいんですが、揖斐川町の訓練というのが行われていると聞いたんで

すが、そういったところのことで、今後、市の職員さん、あるいは自治会の代表者の方が一

度そういうのを見学してみるというようなことは考えてみえないか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 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） 揖斐川町のやつは県のほうが主催

でやっておる訓練でありますけれども、本市のほうでも職員が一度、その訓練に研修という

形で参加させていただいております。 

 今後につきましても、職員をちょっと参加させていきたいというふうに考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ぜひ参加していただいて、万が一のときに備えていただきたいという

ふうに思います。 

 それと、先ほど市長の答弁で海西地区とおっしゃったんですが、海西地区でも一応県の想

定なので、どこまでその基準の放射能が漂ってくるかというのは分からないんですが、私も

見せていただいたら、勝賀のほんの一部、それから西勝賀のほんの一部の辺りということで、

輪之内町に接している辺りまでのことなんです。ですから、ほぼほぼ大丈夫だと思うんです
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が、一応やっぱり勝賀地区とか須賀地区とか、あるいは野寺地区の方々にも万が一の場合は

こうだというようなことの徹底を先ほどやるというお話でしたので、ぜひ進めていただきた

いということを思います。よろしくお願いします。 

 では、２つ目の質問です。 

 認定こども園の話ですが、養護教諭はなかなか難しいというお話だったんですが、これか

ら特に、先ほど赤尾議員の話の中で市長が教育に熱心に取り組んできたという話もありまし

たので、養護教諭のほうは要望で終わりたいと思います。 

 それから、２つ目のヒーター付の便座の話ですが、私立でも29.8％の設置率と言われまし

たが、残念ながら、これは私、７年前からこの話、トイレ、トイレという話をしておったん

ですが、今は私立のほうで経営してもらっておる西島のこども園とか、あるいは海西のこど

も園も公立時代にお願いして改修していただきました。それも含めて29.8％の私立のほうの

設置率だと思いますが、この辺ちょっと確認したいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 今の認定こども園の設置状況ですけれども、今おっしゃいました秋桜こども園については

洋式が２基ありまして、ヒーターがゼロ、それでわかば海西こども園につきましては、洋式

が８つでヒーター付が５つということです。 

 それぞれ公立の認定こども園につきましては、高須認定が10基中８個がヒーター付、今尾

認定こども園が12基中６個、石津認定こども園が12基中８個です。 

 それから私立ですけれども、東江こども園は、洋式が17でヒーターがゼロ、わかば海津北

こども園は、７基中全部がヒーター付ということです。下多度保育園ですけれども、洋式が

４個でヒーターがゼロ、駒野認定こども園が洋式が６基にヒーター付が１個、庭田保育園が

洋式が８個でヒーターがゼロということです。やまざきゆめの森こども園につきましては、

１基中ゼロということですので本当に低いです。 

 ですので、保育協会を通じまして、給付金の中に改修の費用も含まれていますので、その

辺を含めて計画的に進めていただくように積極的に話しかけていきたいと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 なかなか私立ですので、こちらのほうから強制的にやれとか、要請という言葉をお使いに

なる、お願いしかできないと思いますが、よろしくお願いします。 

 それでは、もう時間もなくなりましたが、先ほどの教科担任制の話なんですが、海津市は
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まだ本当に、今、教育長の説明にありましたように、教員の働き方改革等の問題でうまいこ

とやっていただいていると思うんですが、中には、ほかのところを聞いてみますと、体育の

授業まで教科担任制でやっているようなところがあって、体育といったら担任と接する一番

のいい時間なんですが、そこまでというとなかなかだと思いますので、今、教育長さんの説

明にありました理科とか音楽とか英語とか、そういった範囲でとどめていただきたいと、来

年度もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで松田芳明君の一般質問を終わります。 

 ここで10時20分まで休憩をいたします。 

（午前１０時０３分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１８分）  

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

○議長（水谷武博君） ９番 伊藤久恵君の質問を許可いたします。 

 伊藤久恵君。 

〔９番 伊藤久恵君 質問席へ〕 

○９番（伊藤久恵君） 議長のお許しを得ましたので、質問させていただきます。 

 コロナ禍における自粛要請の長期化に伴う危険性について、質問相手、市長でございます。 

 質問内容、新型コロナウイルス感染収束に向けて、外出や休業要請が政府や自治体から発

信されてきました。６月からは少しずつ自粛も緩和されるようではありますが、これ以上自

粛要請のメッセージを出し続ければ、企業は経営危機に陥り、大企業の倒産や、ひいては経

済・社会インフラが人為的に破壊的な打撃を受けることになり、大量の失業者を生むことに

なります。その結果、人々の生きがいや尊厳を傷つけ、経済苦による自殺者が増えることも

懸念されます。失業率と自殺率には相関関係があり、リーマンショックなどの大不況時は自

殺者が急増しました。コロナ不況によって、自殺者が年間１ないし２万人増加するという試

算もあります。感染抑制策が行き過ぎて経済苦による自殺者が増えるとなると本末転倒と言

えます。 

 また、教育への弊害として、休校措置を受けて多くの子どもたちが自宅で過ごしていまし

たが、家庭学習への取り組みには限界があります。ゲームばかりしていて昼夜逆転している、

生徒の学力の低下が著しいなどの声もあり、長期的には学力低下は国家の衰退につながりま

す。 
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 そのような国難の中、今回質問させていただくのは、コロナ禍における児童虐待について

と乳幼児の子育て支援についてであります。 

 外出自粛、学校休校などに伴い、イギリスでは家庭内暴力（ＤＶ）の電話相談が65％増加

し、フランスでも配偶者暴力が36％増加しています。政府は、児童虐待やＤＶの防止策を強

化する考えです。今後、コロナウイルス感染拡大の第２波、第３波が来るのではないかと言

われています。 

 今回、自宅などでの長期の巣籠もりや、テレビなどのマスコミ報道によるコロナウイルス

感染に対する恐怖がストレスとなり、頭痛や不眠、鬱病を招くケースも見受けられます。そ

こで、今後、精神的不安的からくる虐待やＤＶ、そして自殺などの被害の増加を未然に防ぐ

ことが重要となってまいります。 

 今までのコロナ禍での経験を教訓として、行政や地域において市民の生活を守り、絆を深

め、支え合う中でコロナウイルス感染の次なる波を打ち破っていくことが大切であると考え

ます。 

 そこで、児童虐待や乳幼児の子育て支援についての質問です。 

 １．本市における家庭相談と家庭虐待の実態として、今年度の相談・通報件数、相談種類

別件数、経路別件数、年齢構成、その推移と対応内訳について、また現在、コロナ禍による

影響はないのか。 

 ２．児童虐待防止への具体的な取組状況とその効果について。 

 ３．コロナ禍の中において母子保健事業として、すくすく赤ちゃん訪問や健診、各種教室

や相談などの乳幼児への取組はどのようにされているのか。 

 以上、３点お尋ねいたします。 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 伊藤久恵議員のコロナ禍における自粛要請の長期化に伴う危険性につ

いての御質問にお答えします。 

 １つ目の本市における家庭相談と児童虐待の実態、現在、コロナ禍による影響はないのか

につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３月から学校が休校となり、

子どもたちの家庭での生活が長期化していることへの懸念からの御質問と拝察いたします。 

 今年度の相談・通報件数は、２件であります。西濃子ども相談センターと連携して対応し

ております。いずれも議員仰せの家庭生活の長期化に起因するケースではございませんが、

本市の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、教育委員会等、対象世帯

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
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会議を行っております。 

 また、会議での検討結果を踏まえ、世帯との関わりを維持しながら児童の養育環境の把握

に努め、支援を継続しております。 

 次に、相談種別件数、経路別件数、年齢構成、その推移と対応内訳につきましては、件数

が僅かであると、したがいまして、個人世帯が特定される可能性がありますので回答は控え

させていただきますが、参考として県が公表しております平成30年度の件数を申し上げます

と、まず相談種別件数は、児童虐待相談対応件数1,405件のうち上位のものから、大声や言

葉による脅しなどの心理的虐待が612件、全体件数の43.5％、身体を殴る、蹴るなどの身体

的虐待が497件、35.4％、適切な衣食住の世話をしない保護の怠慢・拒否、いわゆるネグレ

クトが272件、19.4％となっております。 

 続きまして、経路別件数は、上位のものから、警察等が465件、全体件数の33.1％、隣

人・知人等が271件、19.3％、学校等が208件、14.8％となっております。 

 また、年齢構成につきましては、上位のものから、７歳から12歳が559件、全体件数の

39.8％、３歳から６歳が360件、25.6％、ゼロ歳から３歳未満が215件、15.3％となっており

ます。 

 また、議員仰せの現在コロナ禍による影響はないかにつきましては、現時点では影響がな

いものと考えておりますが、県により示されておりますコロナ社会を生き抜く行動指針によ

りますと、今後も日常生活を営むに当たっては多くの配慮や制限を伴うこととなり、その分、

家庭内でもストレスの蓄積が懸念されますので、引き続き学校等の教育機関や地域と連携し

ながら、子どもたちの成長の拠点である家庭環境が維持できるよう支援に努めていきたいと

考えております。 

 ２つ目の児童虐待防止への具体的な取組状況とその効果につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、今年度の本市における児童虐待ケースは２件にとどまっておりますが、平成

29年度には、新聞やテレビ等で報道される事案がＤＶ事案を含め４件ありました。 

 このような事案に備え、児童虐待の未然防止に関する啓発活動をはじめ、警察署、認定こ

ども園及び学校等からの情報や、地域からの、いわゆる泣き声通告などに迅速に対応できる

ように努めております。 

 また、啓発活動の具体例として、11月の児童虐待防止推進月間の取組では、全ての幼児・

児童・生徒を通じて保護者に「ストップ！児童虐待」と題したリーフレットを配布しており

ます。リーフレットには、児童虐待は犯罪ですと明記するとともに、虐待が児童に与える影

響や、通告・相談先についても掲載し、注意喚起とともに子育てに関する相談先も紹介して

おります。 

 この取組は、平成29年度以降毎年行っており、中には学校側から入学説明会で配布したい
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ので追加で欲しいとの要望もあるなど、児童虐待に関する関心の高まりを感じております。

このような取組が保護者の児童虐待への意識の高まりにつながっているものと考えておりま

す。 

 当然のことながら、リーフレット配布だけで児童虐待の発生を抑えることはできませんの

で、今後も関係機関との連携強化とともに、地域の皆様から情報も頂きながら児童虐待防止

に努めてまいります。 

 ３つ目のコロナ禍の中において母子保健事業として乳幼児への取組につきましては、母子

保健事業については、今年３月より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団での

乳幼児健診は延期、ベビママ学級、離乳食学級、１歳児・２歳児教室など各種教室は中止さ

せていただき、これらは全て保健師さんとか、栄養士さんとか、助産師さんの専門職による

個別対応に切り替えました。また、母子保健推進員による家庭訪問も中止しております。 

 生後３か月までの乳幼児で第１子には専門職、先ほど申し上げました保健師とか栄養士と

か助産師さんが感染防止の対策を講じて自宅に訪問し、体重測定や相談に応じ、第２子及び

第３子は、保健師が電話で状況を確認し、訪問の希望があれば自宅訪問をいたしました。３

月から５月の間で電話での状況確認は10件、自宅への訪問は36件でありました。 

 また、３月から５月に実施予定であった全ての乳幼児健診の対象者延べ330件に電話で延

期の連絡を行い、子どもの発育・発達状態の確認や、母子・家族の体調確認、不安・育児ス

トレス解消などの相談に丁寧に応じております。 

 特に外出自粛により不安やストレスが強い母親や発育発達の確認が必要な乳幼児には、海

津総合福祉会館「ひまわり」にて、専門職が感染防止対策を講じ、個別で面会し、母乳相談、

栄養相談、はみがき相談及び保健相談等を実施し、３月から５月で延べ94件の相談がありま

した。 

 ベビママ教室は、離乳食学級及び１歳児・２歳児の教室は、はがきで中止を案内しました

が、離乳食に悩む母親や教室での発育発達のフォローが必要な乳幼児154件には、電話また

は自宅訪問で、保健師・栄養士が個別で対応いたしました。 

 いずれの事業も今までの実施体制を取ることができなかった分、できる限りきめ細やかな

心のケアを含めたフォローを心がけましたが、今後は、段階的に実施する健診や教室の中で、

お母さん方にさらに安心していただける母子保健事業を進めてまいります。 

 なお、緊急事態宣言が解除されましたので、健診事業を健診医と相談し、実施日を追加の

上、再調整し、感染症対策を講じ、３密を避けた状態で６月より再開させていただきます。 

 教室や母子保健推進員の活動につきましても、感染拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、

段階的に再開していきたいと考えていますので、御理解を頂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ていただきます。 
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○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 再質問の前に、最初に、今回の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた

方々に本当に心よりお悔やみを申し上げます。一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束

することを心より願っております。 

 私は大切な視点といたしまして、この中国発の新型コロナウイルスが世界中に広がった原

因について、今後の対応のためにも真相を究明する必要があると本当に思います。 

 新型コロナウイルスの大流行において、今言われている中国の情報隠蔽とか初動の遅れに

よって本当に世界中で膨大な死者、感染者が出ているということに、今、中国の周辺国に対

する軍事的挑発もありますし、その国家体制にすごく憤りを感じています。 

 それでは、質問に入ります。 

 虐待の発生件数についてですが、平成30年度、全国では約16万件、県では先ほど1,405件

ということで、５月25日の岐阜新聞、社説でございますが、「コロナと虐待・ＤＶ」という

中で全国の児童相談所で対応した虐待の対応件数ですけれども、１月は１万4,974件、２月

は１万4,997件、３月は２万2,503件となり、同年同月に比べて一、二割増加しております。

緊急事態宣言が出されて以降の４月、５月、事態がより悪化していることも考えられて、厚

生労働省は何らかの対応を検討したいとしています。突然の休校ということもあって、本当

に対応が追いついていない状況で児童虐待が増えなければいいなということで、今回、質問

させていただきました。 

 しかし、海津においては２件ということで、この長期にわたる学校や保育園のお休みに虐

待の報告がなかったということに本当に安堵しております。 

 それでは、ここで質問させていただきたいんですが、そもそもこの児童虐待はなぜ起こる

のか、またその原因と背景についてどのようにお考えになられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 そもそもなぜ起こるのかという御質問ですので、一般的にどうして起こるのかというよう

なことかなと思いますが、これはちょっと取りあえずコロナとは一部関係ないかもしれませ

んが、専門ではないので、「子ども虐待対応の手引き」という厚生労働省から手引きが出て

おりますので、一般的な要因をそこから御紹介させていただきますと、要因としては、身体

的・精神的・社会的・経済的等な要因が複雑に絡み合って起こると。背景としては、経済不

況、コロナの関係もそうだと思います。それから、少子化であるとか、核家族化の影響から
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くる未熟さ、それから育児技術の不足、あとは地域社会からのサポートの希薄さといったこ

とが背景として上げられております。これらが幾つかが重なり合うと起きると思います。 

 先ほどの背景の幾つかがあった中で、その中で今回、コロナの影響で経済不況で影響を受

けて表面化した虐待が全国的には増えているというような分析かなあというふうに思います。

以上です。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 今、お答えいただきましたけれども、やはり今のこの状況ですね。コロナ禍でのこういう

家庭の経済問題が起きやすいとか、その経済問題から発展して夫婦が不仲になってＤＶが起

きるとか、それから長期の自粛によってストレス等がたまって、お母さんなんかも育児ノイ

ローゼになったりとか、ずうっとのステイホームで地域や親戚なんかからも孤立してしまう

という、そういう本当にいろんな今おっしゃった要因が重なるときが、本当にこのコロナ禍

の中で起きるのではないかなということをすごく考えております。 

 今後もコロナウイルスの第２波、第３波が来て、また自宅で自粛で家にずうっとステイす

るという場合、表面化していない虐待とか家庭内暴力の危機にさらされるという環境や背景

も出現する可能性がありますので、本当にこれからも気をつけていかなければいけないので

はないかなと思っております。 

 虐待がすごく深刻だと思うのは、自分が親から受けた暴力というのを子どもにまた反映し

てしまうというような、そういう負の連鎖が起こることがありますよということをお聞きい

たしました。そういう自分を冷静に見詰めることとか、また周りのそういう配慮がとても必

要かなということを考えております。 

 幸いですが、本市での虐待が少ない要因として何か考えられますことはございますでしょ

うか、お聞きします。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 現状２件ということですけれども、学校とか園が始まりましたので、そちらから発見され

るケースが結構ありますので、このままだといいなという懸念はありますけれども、その少

ない要因の一つとして、先ほど言いました幾つかの要因の中に地域社会からのサポートがな

い場合に起きるということがありますので、このサポート体制が市の相談機関であるとか、

周りの方の支援というか、そういうものが充実しているのかなあというのが一つの原因とし

て考えられると思います。 

〔９番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 今年度、令和２年３月、海津市の「海津市子ども・子育て支援事業計画」というのが、す

くすくプランというのが出ましたけれども、その中の31ページでしたか、就学前児童保護者

の気軽に相談できる人の有無、相談できる人があるかないかということのアンケートが取ら

れました。このアンケートは、平成30年12月に実施されております。この保護者のアンケー

トによりますと、気軽に相談できる人がいる割合というのが93.1％と非常に高く、そういう

のがないという方が5.2％ということで、すごく海津市においては家族であるとか、祖父母

であるとか、親族であるとか、知人・友人ですけれども、そういう人に頼れるという、そう

いう環境が整っているのかなということが考えられます。 

 また、それに加えて、今年４月１日より親の体罰禁止法が施行されました。虐待に関する

認識が高まってきたことも一つの要因かと考えられます。これからも子どもたちの成長の拠

点である家庭環境が健全に維持できますように、引き続き行政のほうの支援をよろしくお願

いしたいと思います。ありがとうございます。 

 次に、健康課におきましての母子健康事業についてでありますが、このコロナ禍において

電話でのサポート、今聞いておりました件数を聞いても本当に半端じゃないなということを

感じておりますが、皆様大丈夫なんでしょうかね。本人の健康チェックも大事かなというこ

とを感じております。 

 乳幼児の健康チェックで、やはりどうしても顔を合わせて、胸の音を聞いたりとか、顔色

を見たりとか、その体の張りを見たりとか、いろんなそういうチェックをしないといけない

ということもありますし、このコロナ禍の中で、新しい生活様式の中で職員の仕事もとても

増えているのかなと思いますが、６月からは教室とか健康診断も増えてくるということで相

当きついのではないかと思いますが、これは職員の人員は足りているんでしょうか。 

 また、あと社会福祉のほうでも福祉課のほうで臨時特別給付金の児童手当と本市の上乗せ

の１万円分もということもありますし、それからこの間ちょっとお聞きしたんですけど、独

り親世帯への一時金支援も増えてくるということで、こういう状態の中で職員の人員が足り

ているのかなということをすごく心配しておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 まず、母子保健事業のほうでございますが、当然、予算編成の時期にはこんなことを想定

されていませんでしたが、職員の減と、それから育休の職員がちょっと想定されていました

ので、会計年度任用職員１人の増をお願いしてありまして、手当てをしていただけましたの

で、事務のほうをなるべくそちらのほうでフォローして、今のところ何とか、ちょっと専門
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職の不足は否めないところがありますけれども、何とか乗り切ってきたところですが、今度

は教室とか健診が密にならないように回数を増やしたりしていますので、またちょっとそち

らのほうがうまくなるかなという懸念はありますけれども、何とかやっていきたいなという

ふうに考えております。 

 それから、子どもの給付金のほうですけれども、こちらのほうは今度の補正予算のほうで

１人上げさせていただきましたので、またよろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 本当に多忙な中、また新しい生活様式の中でのお仕事は大変かと思いますけれども、子ど

もというのはどんどん成長も早いですし、待ったなしですので、その中でも気をつけて行政

のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 親さんにとっては本当に一言かけていただく言葉ですごく安心いたしますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 最後に、本日取り上げたＤＶとか虐待などの原因であるその経済問題なんですけれども、

本当に今まさに多くの事業が倒産に追い込まれています。国や市からの給付金や支援もあり

ます。ありがたいです。でも、一時的なものなんですね。ですから、これは市長に、時間も

なくて要望という形になりますけれども、消費の喚起と経済支援のために、国に対して市長

会とか、そういうのを通じて、県と協調して国に対して消費税の減税を求めることが私はす

ごく必要だと思うんですが、市長の御見解を少しお聞きしたいかなと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（水谷武博君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今回、コロナで大変、大災害なんですね。それで、海津市も表面上は

患者さんもいないし、平穏無事に過ぎているように見えていますけれども、実は全く仕事が

なくなってしまったという会社があります。それから、学校が休みで、ほとんどのお母さん

が働いておられる中で子どもの面倒を見なくてはいけない、あるいは仕事を確保するために

はどうしたらいいかと、大変困っておられる方も多いんだろうと思っています。そういった

意味で、子どもさんに対して１万円のプラスをそれぞれお届けさせていただくということを

したわけでありますが、それとサプライチェーン、これが完全に今まで壊れています。これ

は、国内・国外を通じて、そういった中で海津市の企業さんもほとんど仕事がない状態があ

る。ですから、早く仕事を始めていただいて、ゼロじゃなくて、せめて７割とか８割とか仕

事ができる状態にしていただきたいと。そういったことは、今御指摘がありました市長会を

通じ、また今回、県知事さんたちが非常に声を上げてやっていただいておりますが、声を上
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げていきたいと思っています。 

 そして、１つは、これは目安があるんですね。例えば、今、ワクチンの開発が進んでいま

す。来年の１月ぐらいからワクチンが使えるかもしれない。そうすると、秋口には大きな投

薬がされる可能性があるということになりますと、この２年、今年と来年、これをいかに乗

り切っていくかということが肝要であろうと思っています。 

 そういった中で、政府が補正予算をつくりました。いろいろ問題になっていますが、しか

しながら、何が起きるか分からないという中では必要な予算であろうというふうに認識をし

ております。それを正確に使っていただけるように、また市長会を通じて努力してまいりた

いと、このように思っております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 伊藤久恵君。 

○９番（伊藤久恵君） すみません、時間が過ぎてしまいましたが、丁寧にお答えいただきま

してありがとうございました。 

 本当に海津市の未来に向けて、これから産業構造も大きく変わりますので考えていきたい

と思います。今日は本当にありがとうございました。 

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

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

 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 質問席へ〕 

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

 要旨１．障害者福祉年金制度の創設について、質問相手、市長。 

 要旨２．新型コロナウイルス感染症対策について、質問相手、市長、教育長であります。 

 １．障害者福祉年金制度の創設について。 

 先日、市内の障がい者の方から、隣の養老町には障害者福祉年金制度があるのに海津市に

はない。家計が厳しいので海津市でも養老町のような障害者福祉年金がもらえないだろうか

といった御要望を頂きました。 

 そこで、同制度の有無を社会福祉課に確認したところ、本市合併前の３町の頃からそのよ

うな事業はなく、現在も本市には同様の事業はないとのことでありました。なお、西濃地域

で同様の事業がないのは本市のみでありまして、本市を除く西濃地域の各自治体では、事業

名や受給資格、給付額等はばらばらでありますが、主に身体・知的・精神障がい者に対して、

障がいの程度によって年間で5,000円（輪之内町の精神障がい者の場合など）から２万6,400

円（垂井町の身体障がい者１級及び２級の場合など）を給付する事業があります。 
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 一方、2016年５月にきょうされん、障がい者を支援する小規模作業所などの事業所の連絡

会で、旧称は共同作業所全国連絡会が障がい者の方の生活実態を調査・発表した「障害のあ

る人の地域生活実態調査の結果報告」によりますと、障害基礎年金や障害厚生年金、障害手

当、給料・工賃等を全て含む本人の月額収入は、４万2,000円から８万3,000円の方の割合が

48.8％と最も多く、８万3,000円から10万5,000円の方が21.3％、10万5,000円から12万5,000

円の方が11.2％であり、かなり少ないことが分かります。 

 また、調査は本人の所得状況なので貧困線とは単純に比較はできないものの、月額収入か

ら年収を積算しますと、相対的貧困とされる貧困線122万円を下回る方は81.6％、ワーキン

グプアと言われる年収200万円以下の方は、98.1％という結果が報告されております。さら

に、生活保護を受給している方は全体の11.4％と、一般の方の６倍以上も高いという結果が

出ております。 

 以上のことから、障がい者の方の多くは所得水準が極めて低いことが分かります。 

 日本共産党は、障害年金は所得補償という観点から、支給額や認定基準などを抜本的に見

直し、障害年金を自立できる額に引き上げるように求めております。同時に私は、障がい者

の方の所得水準の低さや、西濃地域では本市以外の全ての自治体が現金給付による支援をし

ている状況を勘案し、本市におきましても、障がい者の方に寄り添い、できる限りの支援を

する必要があると考え、ほかの自治体のように給付金を支給する事業、障害者福祉年金制度

の早急な実施を要望しますが、市長の御認識をお尋ねいたします。 

 ２．新型コロナウイルス感染症対策について。 

 新型コロナウイルス感染症から市民の方や市内事業者の方の命、暮らしや営業を守るため、

本市におきましても、日々懸命な努力をされていると思います。 

 そこで、本市における新型コロナウイルス感染症対策と今後の方針につきまして幾つかお

尋ねをいたします。 

 １．新型コロナウイルス感染症の影響により市内事業者の方が何に困っていると認識をさ

れていて、その対策として何をされておりますか。 

 ２．この一般質問通告時点では、６月１日から小・中学校が再開されることになっており

ますが、学校再開後における児童・生徒の精神面や健康面及び学習面のケアに対する方針を

お尋ねします。また、今後、児童・生徒等が新型コロナウイルスに感染した場合の学級閉鎖

や学校閉鎖の基準はあるのでしょうか。 

 ３．経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費を援

助する就学援助制度の受給資格は本市就学援助規則にて定められておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして収入減少や失業等、就労環境の変化などから学用品費等

の経費負担が困難となった保護者の方は就学援助の対象になるのでしょうか。 
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○議長（水谷武博君） 松岡唯史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） 松岡唯史議員の１点目の障害者福祉年金制度の創設についての御質問

にお答えします。 

 議員仰せのとおり、障害者福祉年金制度については、本市を除く西濃圏域１市９町には、

対象となる障がい区分や金額は異なるものの、一定の要件に該当する障がいのある方に対し、

福祉年金、福祉給付金、あるいは福祉手当等の名称で年額5,000円から２万6,400円が支給さ

れているものと承知しております。 

 それでは、なぜこれまで本市だけが単独事業として障害者福祉年金を制度化していなかっ

たのかということになりますが、第一義的には、本市合併前の旧海津郡３町において障害者

福祉年金を制度化しておらず、結果的に合併時の事務協議においても議論されていないこと

が上げられます。 

 議員御存じのとおり、この年金制度の歴史は古く、大垣市の昭和45年制定を筆頭に、昭和

50年代半ばまでには９町のうち６町が制定されております。その後、輪之内町、大野町が平

成14年に、揖斐川町は平成17年の町村合併時に制定されておりますが、合併前の揖斐川町・

旧春日村では昭和57年に、旧谷汲村、旧藤橋村、旧坂内村では昭和56年に制定された経緯が

あります。 

 このように西濃圏域の１市７町が昭和50年代半ばには年金支給が開始されていたことにな

りますが、当時の障がい者福祉を取り巻く環境は、県や社会福祉法人により設立された身体

障がい者療護施設等の入所型施設、身体障がい者・知的障がい者の更生施設や授産施設によ

る施設福祉サービスと車椅子や義足等補装具の給付等による在宅福祉サービスなど、利用で

きるサービスが少なく、制度の不足を補うため、当時の各市町が単独事業として年金支給制

度を創設されたものと推察いたしております。 

 その後、障がい者福祉を取り巻く環境は大きく変化し、昭和61年には、障がい者の所得保

障策として障害基礎年金制度が開始されました。また、障がい福祉サービス面におきまして

は、平成18年に障害者自立支援法が施行され、それまでの身体障がい、知的障がい、精神障

がいの３障がいの制度を統合し、サービスの一元化が実現しました。 

 このような変遷の後、現在は障害者総合支援法により各種障がい者福祉サービスが提供さ

れ、当時からは飛躍的に充実した制度となりました。 

 一例を申し上げますと、昭和後期から平成の時代、心身に障がいのあるお子さんの保護者

の方々からの行政への要望は、親亡き後、我が子が安心して暮らせる施設やグループホーム

等の福祉サービスの充実であり、約30年にわたる要望活動の結果、ようやく本市にも障がい
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者が入居できるグループホームができました。 

 議員御存じのとおり、本市の障害福祉費は毎年大幅に伸び、平成21年度の決算額が約２億

8,700万円であった扶助費は、その後、就労継続支援事業やグループホーム入居に係る共同

生活援助サービスの増加、児童へのサービスである放課後等デイサービス、児童発達支援に

係る給付費の増加により平成30年度には約６億5,600万円となり、この10年間で2.3倍となる

など、今後も障がい者の方々のニーズは高まっていくものと考えております。 

 障害者福祉年金として、例えば御本人に２万円を支給した場合、その価値は２万円のまま

でありますが、御本人のニーズに基づく障害福祉サービス費の２万円は、就労支援、生活援

助、あるいは児童発達支援など生活を補うサービスとして提供され、結果的に御本人が希望

される在宅生活の充実に資することで金額以上の価値になるものと考えております。 

 このため、本市は事業の選択と集中の方針の下、障害者福祉年金制度を創設するのではな

く、限りある財源をこれまで同様、各種サービスの計画的・効果的支給に充て、継続可能な

障害福祉サービスの充実に努めてまいります。 

 ２点目の新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えします。 

 １つ目の新型コロナウイルス感染症の影響により市内事業者の方が何に困っていると認識

され、その対策はにつきましては、政府は４月７日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策を決定し、国と県において中小・小規模事業者や個人事業主の事業の継続を強力に支援す

べく、新型コロナウイルス感染症特別貸付、持続化給付金、持続化補助金及び雇用や設備投

資への助成など、多種多様な支援を行っております。 

 本市におきましても、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者への資金

繰り支援措置として、セーフティネット４号等の認定受付を令和２年２月18日から開始し、

６月５日現在、134件の認定を行っております。 

 また、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的

に協力いただいた事業者の皆様に支払われる感染拡大防止協力金の３分の１を負担、働く方

の生活の安定を図るため事業主を支援する雇用調整助成金に対して10分の１の上乗せ補助、

テイクアウト・デリバリー促進事業では、７万円を上限に補助いたしました。そのほかにも、

市内飲食店等での消費喚起につなげる取組として、全市民に１人当たり3,000円のかいづっ

ち買物券を配布、観光業を支援するために既存のツアー造成事業への上乗せとして、ツアー

参加者へのお土産相当分を助成するなど、新型コロナウイルス経済支援事業により事業者の

皆様を支援し、地域経済の活性化を図る準備を進めております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金、融資施策、税制施

策、さらには給付金と幅広い支援策があり、情報が多過ぎてどれに該当するのかが分からな

いという声をお聞きしております。 
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 また、持続化給付金や雇用調整助成金等はオンライン申請が可能でありますが、パソコン

の操作が苦手な高齢者の方も多いと認識しております。 

 岐阜労働局では、ハローワーク大垣の協力の下、５月19日より毎週火曜日午後１時から５

時まで社会保険労務士による雇用調整助成金などを中心とした無料個別相談会を市商工会で

開催しており、開催案内については、市報６月号に折り込みチラシ等で御案内をしておりま

す。 

 また、県では各種申請についての相談窓口や申請サポート会場を設置しており、本市は、

市ホームページにおいて各種支援制度を一覧表にして、分かりやすい情報提供を行っており

ます。 

 事業者の皆様には、５月14日に緊急事態宣言が解除されたことを受け、県が作成した「コ

ロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策マニュアルや感染防止チェックリスト

等、作成の協力依頼を行い、感染防止対策の徹底を行っていただいております。 

 今後、国・県において示される緊急対応等の動向を注視しながら、関係機関との連携を密

にした支援を行うとともに、本市としての対策をしっかりと取り組んでいかなければいけな

いと考えておりますので、御理解いただきますようにお願いをいたします。 

 以上、松岡唯史議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 続いて、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 松岡唯史議員の２点目の新型コロナウイルス感染症対策について、

この御質問にお答えいたします。 

 ２つ目の学校再開後の児童・生徒の精神面や健康面及び学習面のケアに対する方針、今後

の学級閉鎖や学校閉鎖の基準につきましては、５月25日より学校再開の準備として登校日を

位置づけ、６月１日より半日の日程で授業を開始、本日、６月８日より給食を提供した上で、

小学校は半日、中学校は一日の授業を行っております。 

 また、来週からは全ての小・中学校で一日の授業を行う予定であります。 

 今年度は例年とは大きく異なる状況であり、児童・生徒の安全に配慮し、学校生活におき

ましても３密（密集・密閉・密接）、これらを回避、マスク着用、手洗いを徹底し、定期的

な消毒を行うなど、感染防止対策を実施してまいります。 

 議員仰せのとおり、精神面、健康面、学習面において例年以上のケアが必要となってきま

す。各学校においては、これまでの臨時休業期間中に児童・生徒に電話連絡や家庭訪問を行

ったり、登校できる日を位置づけ、担任と話す時間を設けたりするなどして、精神面、健康

面のケアに努めてまいりました。 

 また、学習面では、宿題のプリントを配付するなど、可能な範囲での支援を行ってまいり
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ました。 

 精神面のケアにつきましては、各学校において、これまでも定期的に児童・生徒にアンケ

ートを取り、悩み事や不安に思うことなどをつかみ、その悩みや不安を解消できるよう教育

相談を行ってきております。また、各中学校区にスクールカウンセラーが１名ずつ配置され

ており、必要に応じて小・中学校の生徒がカウンセリングを受けることができる体制を整え

ております。今後も、児童・生徒との対話を大切にするとともに、専門家との連携を図りな

がらケアに努めてまいります。 

 健康面につきましては、児童・生徒には「健康観察チェックカード」を渡し、毎朝家庭で

健康観察を行い、学校へ参ってから提出を依頼しております。学校と家庭とが連携を取り合

いながら、早期の対応に努めていきます。 

 学習面につきましては、これまで臨時休業が続いておりましたので、今後、授業日数の確

保のため、当初の予定より変更が必要となっております。松田芳明議員の御質問でも答弁い

たしましたように、夏休みにつきましては、８月８日から23日までの16日間といたします。

冬休みにつきましても、12月26日から１月４日までの10日間とします。また、土曜授業日を

位置づけ、午前中の授業を月に１回、年間で計８回行うことで授業時数をできる限り確保す

る予定でおります。 

 また、そのほか各学校におきましては、行事の縮小、中止等、いろいろ工夫していただい

て授業時間の確保を図っていただきます。 

 学級閉鎖や学校閉鎖の基準につきましては、県の「学校における新型コロナウイルス感染

症対応 学校再開ガイドライン」に記されております。それに基づきながら、各学校の校医

の先生、衛生部局及び保健所や県教育委員会等と協議の上、対応してまいります。 

 ３つ目の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少や失業等就労環境の変化など

から学用品費等の経費負担が困難となった保護者の方については就学援助の対象になるのか、

このことにつきましては、議員御承知のとおり、就学援助は、海津市就学援助規則に経済的

な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒及び入学予定者の保護者に対し、教育に

係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資すると規定されております。 

 また、受給資格については、就学援助を受けられる方を要保護者、準要保護者の２つに分

け、要保護者は生活保護法に規定する方、準要保護者は、要保護者に準ずる程度に経済的に

困窮していると教育委員会が認める方となっています。 

 例えば、職業が不安定で生活状況が厳しいと認められる方、学校納付金の納付が未納の状

態が続くなど、生活状態が極めて厳しいと認められる方、学用品、通学用品等に不自由して

おり、生活が極めて厳しいと認められる方など、恒常的に生活が厳しい方がおられます。学

校は、保護者からの相談や申請に応じて、その都度個別に対応し、認定の可否については、
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所得額のみで判断するわけではなく、家族構成やその年齢といった情報も加味して、丁寧に

教育委員会で検討した上で判断をしております。 

 なお、教育委員会の新型コロナウイルス感染症緊急対策としましては、全児童・生徒に

100回ほど洗っても抗菌・消臭効果が持続すると言われるマスクを各１枚ずつ配布したり、

教室などの除菌作業に係る除菌水や作業に必要な手袋などを購入し、児童・生徒の安全への

配慮を行ってまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、全国民を対象とした特別定額給付

金、子育て世帯の生活を支援するための子育て世帯への臨時特別給付金、本市独自の子育て

世帯の生活を支援するためのかいづっこ笑顔の給付金の活用など、それぞれ関係部局とも連

携して丁寧に相談対応を行うとともに、各小・中学校に依頼し、生活状態が極めて厳しいと

思われる児童・生徒が在籍している場合には、学校からもその保護者に対して必要と思われ

る情報の提供にも努めてまいります。何とぞ御理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上、松岡唯史議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 時間もありませんので、数点御質問させていただきたいと思います。 

 まず、障害者福祉年金制度の創設につきましては、なかなか厳しい御答弁でした。現在の

本市の財政運営ですとか予算配分の方法の中におきまして、先ほど言われたような理由とい

うのも多少は理解できます。ただ、本市におきまして、市内障がい者の方の収入状況などに

ついて把握されているかもしれませんけれども、市内の障がい者の方が特段所得が高いとい

うことはあり得ないと思いますし、一方で、各市町で程度の差はあるものの、サービス給付

の部分で海津市が劣っているかというと、そういうわけでもないと思います。 

 では、なぜ西濃地域のほかの自治体が現金給付をいまだ行っているかというと、やはり障

がい者の方の厳しい所得状況からしまして、本当に必要なものだからと私は考えます。ぜひ

前向きに御検討いただきますようお願いを申し上げます。 

 新型コロナウイルスの関係なんですけれども、商工関係についていろいろ制度等も御説明

いただきました。まだ決まっておりませんけれども、２次の補正予算で地方への交付金が２

兆円上乗せされるということも言われております。市内事業者を支援するためにも、既存の

制度でカバーできない事業者の方に事業全般に幅広く使えるような給付金を検討していただ

けたらと思いますし、また持続化給付金などは原則オンライン申請でありまして、そういっ

た申請がなかなか難しいと言われる方も見えると思うんです。そういう方に関しまして申請
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のお手伝いをするような職員の方の配置ですとか、会場の設置みたいなものを検討していた

だけるとありがたいと思います。 

 さらに、今後、先ほどの御説明でもありましたように、市民への買物券配布なども予定さ

れておりますけれども、商工会のプレミアム付商品券発行を増額したりですとか、あと以前

本市でもありましたリフォーム助成金制度のような制度を復活していただいて、市内の事業

者の方にお金が回るような仕組みもぜひ検討していただきたいと思います。 

 教育関係につきましても、スケジュールですとか、今後の対応について丁寧に御答弁いた

だきましてありがとうございます。ぜひ児童・生徒が無理のない学校生活を送れるように丁

寧な御対応をお願いします。 

 また、学級閉鎖や学校閉鎖の基準に関しましても、県のガイドラインに沿ってということ

でありますが、今後の状況次第では、自主的に学校を休ませたいという保護者の方もお見え

になることがあるかと思います。保護者の方が安心して学校に送り出せるような、そういう

ような体制づくりをよろしくお願いいたします。 

 最後に就学援助に関しましてですけれども、先ほど御答弁いただきましたが、このことに

つきましては、今年３月24日付の文科省の学校再開ガイドラインにも就学援助等に関するこ

とといたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し、年度の途中に

おいて認定を必要とする者については、速やかに認定し、必要な援助を行うこととあります

ので、こういう状況の中で、ぜひとも柔軟な御対応をよろしくお願いいたします。 

 １つここで要望というかお尋ねをしたいんですけれども、今年度から全学年に就学援助の

周知をしていただいておりますけれども、新型コロナの影響で、先ほどもありましたように、

急激に収入ですとか就労状況等が変わった保護者の方というのもお見えになるかと思います。

こういう方のために、例えば各小・中学校ホームページ上に就学援助の案内などを貼り付け

たり、各小・中学校のメールで配信するなどしまして、もう一度保護者の方に知らせてはと

思うのですが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 議員仰せのとおりだと思いますので、ありとあらゆる機会を通じて周知できるようにした

いと思います。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 松岡唯史君。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 制度を知らない方ですとか、本当に困ってみえる方のためにも学校からの声かけとともに

早急に御対応をよろしくお願いいたします。 
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 最後になりますが、この異常事態の中、また第２波が来るおそれもある中で、引き続き市

民や市内事業者の方の命、暮らし、営業を守るために知恵を出して行動していただきますよ

うお願いを申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで松岡唯史君の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時２１分）  

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

○議長（水谷武博君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時５９分）  

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

◇ 二ノ宮 一 貴 君 

○議長（水谷武博君） ２番 二ノ宮一貴君の質問を許可いたします。 

 二ノ宮一貴君。 

〔２番 二ノ宮一貴君 質問席へ〕 

○２番（二ノ宮一貴君） 議長のお許しを頂きましたので、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つです。１点目、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策について、質

問相手は市長です。２点目、感染症の発生等による学校の臨時休業等への対策について、質

問相手は教育長です。よろしくお願いいたします。 

 １点目、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策について。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、手洗いの徹底やマスクの着用等、新し

い生活様式が実践されています。 

 海津市議会としてもこうした新しい生活様式を積極的に実践しつつ、現在の状況下におけ

る議会として避けるべき事態として、１．議会機能の停止、２．議会内でのクラスターの発

生と位置づけました。 

 その上で今定例会の一般質問については、１人当たりの発言時間を30分以内とし、適宜休

憩を取り、おおむね１時間ごとに換気をすることとしました。 

 また、傍聴の自粛もお願いさせていただきましたので、御理解と御協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 さて、この新型コロナウイルス感染症については、ワクチンと治療薬が開発されるまでは

現在のような規制と緩和を繰り返す生活が続くと考えられます。 

 本市においては、市民の皆さんをはじめ、本市に関わる全ての皆さんの努力により、いま

だ感染者は出ていません。これは、外出自粛をはじめ、感染拡大防止に取り組んだ証拠であ
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り、大変ありがたいことだと思います。 

 ただ、感染者は出ていませんが、市民生活と経済活動が制限された影響は大変大きいもの

となってしまい、国・県・本市の緊急支援策が行われていますが、厳しい生活が続いている

方が大勢見えます。 

 今後も市民生活と経済活動の回復のため、国・県へはさらなる支援策を要望しつつ、本市

独自の感染防止を図るための事業や経済支援策等を行う必要があると考えます。 

 そこで、お尋ねします。 

 １つ目、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策について、５月１日付専決処分と今

定例会の補正予算の概要と財源の内訳を教えてください。 

 ２つ目、本市独自のさらなる対策の必要性とその財源確保についてどのように考えていま

すか。 

 ２点目、感染症の発生等による学校の臨時休業等への対策について。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、３月から続いた学校の臨時休業が終了

し、分散登校から通常登校へ、学校の新しい生活様式が始まりました。 

 臨時休業中の学びについては、休業期間が延長されるたびにその対応が求められ、児童・

生徒、家庭、学校、それぞれの負担も大きくなっていました。 

 このような状況下で国の政策として、学校の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活

用により全ての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現する目的で、令和５年度ま

での計画であった児童・生徒が使用するＰＣ端末の整備の前倒し等のための補正予算が組ま

れました。 

 学校や家庭において端末を用いて学習するためには、学校ネットワーク環境の整備や家庭

学習のための通信機器の整備等が必要になります。 

 学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策や臨時休業の影響で今年度の

学校生活が例年とは大きく異なっており、学習の進め方等の年間計画の見直しや、感染拡大

防止対策に関わる人員不足等、厳しい状況ではありますが、子どもたちが安心して学習に取

り組める環境の整備は大変重要だと考えます。 

 そこで、お尋ねします。 

 １つ目、４月に児童・生徒の保護者を対象に実施された「インターネット環境に関するア

ンケート」の結果を教えてください。 

 ２つ目、小１から中３の児童・生徒１人１台端末の整備、学校ネットワーク環境の整備、

家庭学習のための通信機器の整備について、詳細と導入時期を教えてください。 

 ３つ目、学校と保護者との連絡手段の充実のため、スマートフォンアプリでの配信機能や、

教職員が必要と考える機能を備えた情報発信システムへの変更を検討してはどうですか。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 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） 二ノ宮一貴議員の新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策につい

ての御質問にお答えします。 

 １つ目の５月１日付専決処分と今定例会の補正予算の概要と財源につきましては、国の事

業である特別定額給付金について34億2,540万9,000円、子育て世帯への臨時特別給付金が

3,848万5,000円、市独自の事業であるかいづっこ笑顔の給付金が3,745万2,000円、市内飲食

店のテイクアウト及びデリバリー促進事業補助金が356万円、日新中学校コロナ対策空調設

置が152万円の合計35億642万6,000円となっており、歳入につきましては、全額国庫補助金

を充てることとしております。 

 次に、今定例会の歳出につきまして、県の事業である新型コロナウイルス感染症拡大防止

協力金負担金が3,116万7,000円、市独自の事業である市内飲食店等で消費喚起のため、全市

民に3,000円分の食事券等を配布する新型コロナウイルス経済支援事業補助金が１億858万

3,000円、参加者１人1,000円分のお土産代相当分を助成する市ツアー造成事業補助金が100

万円、子育て世帯への臨時給付金の対象外となる新生児及び高校２・３年生等を対象に１万

円の支給を行う子育て推進給付金が1,231万7,000円、小・中学校のＧＩＧＡスクール構想及

び医薬材料費が３億4,126万円を追加し、歳入につきまして主なものを上げさせていただき

ますと、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億2,205万円、ＧＩＧＡスク

ール構想等に係る教育費国庫補助金１億2,976万2,000円、県からの補助金である新型コロナ

ウイルス感染症対応地域の活力補助金1,000万円、合併特例債の起債7,460万円、前年度繰越

金１億1,289万1,000円、財政調整基金の繰入れ１億円を追加しています。 

 本市の財政は大変厳しい状況にありますが、新型コロナウイルスによる経済へのダメージ

の大きさを考慮し、財政調整基金についても取崩しをさせていただいたところであります。 

 ２つ目の本市独自のさらなる対策の必要性とその財源確保につきましては、５月14日をも

って、県は特定警戒県及び緊急事態宣言指定区域の対象から除外されております。また、５

月25日には、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の５都道府県で継続していた緊急

事態宣言が解除されました。 

 これに伴い、経済活動の再開が本格化していくことが予想されますが、県の公表した「コ

ロナ社会を生き抜く行動指針」にも示されているように、今後、第２波、第３波も予想され

るコロナとの闘いは、長期戦にわたる可能性が高く、また３つの密を避けながら新しい生活

様式をつくっていくことの重要性が首相の緊急事態宣言解除後の会見でも示されているとこ
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ろであります。そのため、緊急事態宣言の解除後の経済のＶ字回復については不透明な部分

もあると思われます。 

 一方で、新型コロナウイルスによる経済の低迷により税収等の減少が予想されます。加え

て本市の財政調整基金についても、既に本予算で４億4,000万円を繰り入れることとなって

おりますが、今回の補正予算により追加で１億円を繰り入れることとしており、財政状況に

ついては予断を許さない状況となっております。 

 そのため、本市独自のさらなる対策につきましては、国や県からの追加的な支出金が得ら

れる場合、緊急事態宣言解除後の経済情勢を踏まえつつ判断したいと考えておりますので、

御理解を頂きますようにお願いいたします。 

 以上、二ノ宮一貴議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 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） 二ノ宮一貴議員の２点目の感染症の発生等による学校の臨時休業な

どへの対策について、この御質問にお答えいたします。 

 １つ目の４月に児童・生徒の保護者を対象に実施したインターネット環境に関するアンケ

ートの結果につきましては、まず本アンケートの目的ですが、今後、インターネットを活用

した学習支援を行うことを想定し、各家庭でのインターネット環境がどの程度整っているか

を把握するためのものであります。 

 次に、アンケート調査方法は、現在保護者への連絡手段として使用しております「すぐメ

ール」を用いて、登録されている保護者2,289名を対象にアンケートを送信し、返信につい

ては、１家庭１回答でお願いいたしました。 

 質問は３問で、質問内容と結果を申し上げますと、問い１として「御家庭にインターネッ

トができる環境はありますか」と、この問いに1,344名の方から御回答を頂き、「ある」と

回答された方が1,289名で95.9％、「ない」と回答された方が55名で4.1％でした。 

 問い２として、「問い１であると答えた方にお聞きします。Ｗｉ－Ｆｉや通信料定額制な

ど追加料金なしで動画などを見られる環境がありますか」、この問いには1,302名の方から

御回答を頂き、「ある」と回答された方が1,224名で91.0％、「今後整える予定」と回答さ

れた方が19名で1.4％、「ない」と回答された方が59名で4.3％でした。 

 問い３として、「お子さんが利用できるパソコンや携帯端末（スマートフォンやタブレッ

ト）はありますか。複数の端末がある場合は、お子さんが主に使用されるものについてお答

えください」、この問いには1,345名の方から御回答を頂き、「ウェブカメラのついたパソ

コンがある」と回答された方が290名で21.6％、「ウェブカメラのついていないパソコンが

ある」と回答された方が141名で10.5％、「スマートフォン・タブレットがある」と回答さ
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れた方が723名で53.6％、「ない」と回答された方が191名で14.2％という結果になりました。 

 ２つ目の小１から中３の児童・生徒１人１台端末の整備、学校ネットワーク環境の整備、

家庭学習のための通信機器の整備について詳細と導入時期につきましては、ＩＣＴ環境整備

は、新型コロナウイルスのような感染症や自然災害の発生等による学校の臨時休業などの緊

急時においても、ＩＣＴの活用により子どもたちが家庭にいても学習を継続できる環境を整

備しておくことが必要となり、子どもの学びが保障できる環境を早急に実現するため、１人

１台端末とネットワーク環境の整備を進めるものです。いわゆるオンライン授業を可能にす

るためのものです。 

 本市では、国のＧＩＧＡスクール構想に合わせて児童・生徒の端末整備支援事業などを活

用し、小・中学校合わせて2,341台の端末の購入を予定しております。 

 この事業は、１台当たり４万5,000円を上限に、端末の必要台数の３分の２の国の補助が

受けられるというものです。 

 また、大容量の通信ができるように学校ネットワーク環境の全校整備事業を活用し、学校

のネットワーク環境の整備を予定しています。 

 具体的には、各校の無線ＬＡＮのアクセスポイントと幹線ＬＡＮを一度に大容量の通信が

可能なものとするため、ルーター、スイッチ類を100メガバイトから１ギガバイトへ更新を

行い、併せて各小・中学校に１人１台の端末を保管する電源キャビネットの設置を予定して

おります。 

 この事業では、事業費の２分の１以内が補助をされます。 

 これらの事業以外にも、小・中学校の全ての普通教室に大型モニターを105台設置する予

定をしております。 

 導入の計画につきましては、今定例会において予算をお認めいただければ、６月下旬まで

に交付申請を終え、７月中旬に交付決定、その後、入札を行い、議会の議決をもって本契約

の予定で考えており、端末が各学校に配備されるのは２月頃を予定しております。 

 なお、端末の選定、使用規定などについては、各校のＩＣＴ担当教員によるＩＣＴ活用検

討委員会を開催し、学校の意見を取り入れながら検討を進めてまいります。 

 また、家庭学習のための通信機器の整備については、アンケートの結果などを踏まえ、国

の家庭学習のための通信機器整備支援事業の活用を検討するなど、モバイルＷｉ－Ｆｉルー

ターの貸与等の支援に努めていきたいと考えております。 

 ３つ目の学校と保護者との連絡手段の充実のため、スマートフォンアプリでの配信機能や

教職員が必要と考える機能を備えた情報発信システムへの変更を検討しては、この点につき

ましては、議員も御存じのとおり、現在、市内の小・中学校、こども園において、緊急時の

連絡を主な目的としましたメール配信システムを導入しております。 
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 このメール配信システムについては、台風が接近した際の気象警報発表時の休校連絡や、

万が一、大きな地震が発生した際の学校から保護者への引渡しの連絡など、緊急時の連絡手

段となっております。しかし、現在では、利便性が高いので緊急時以外にも保護者への連絡

等でよく使われています。 

 アンケート機能を備えており、先ほど申し上げましたアンケート調査のほか、例えば学校

からの引渡しを行う際には、誰がどの時間帯にどのような交通手段で学校に来るのかを把握

するため、また今年度の例を挙げますと、コロナウイルス感染防止のために臨時休業を行っ

ておりましたが、学校再開に向けて設定した登校日について、児童の登下校の方法を尋ね、

把握することで安全に登下校を行えるように利用した学校もありました。 

 このように緊急時を想定したメール配信システムとしましては一定の機能が備わってはお

りますが、現在は配信方法が登録されたメールアドレスへのメール配信のみとなっておりま

す。そのため、議員仰せのとおり、今後、スマートフォンアプリ等での配信機能など、機能

の充実が望まれる面もあります。 

 様々な企業がメール配信システムを販売しておりますが、比較をしますと、現在使用して

いるシステムを含めてメールとスマートフォンアプリの両方による配信を行うことができた

り、今後、対応予定であったりしています。しかし、機能が多様になれば料金が高額になる

という側面もあります。 

 今後、スマートフォンアプリを使用した配信などの多様性、導入費用やランニングコスト、

緊急時の配信の安定性、導入後のサポート体制など、多くの視点から総合的に判断し、シス

テムの更新について検討してまいります。ぜひ御理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上、二ノ宮一貴議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 二ノ宮一貴君。 

○２番（二ノ宮一貴君） 答弁ありがとうございます。 

 30分という時間をすごく短いなと思いつつ、時間もそんなにありませんので提案という形

も含めてさせていただきます。 

 まず、５月１日付専決処分と今定例会の補正予算ですが、この後、委員会で審査があり、

最終日に可決するかどうかということが決まるんですが、現時点で市の持ち出し分といたし

まして合併特例債の起債、それから前年度繰越金、財政調整基金の取崩しを含めますと、約

３億円をコロナ関係で使うことになります。これは当初予定されていなかった予算ですので、

もちろん今年度、コロナの影響で中止になったイベントや事業、それから延期になった事業

等々もございますが、持ち出し分を賄うまでにはならないと思います。 
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 本市の財政状況は大変厳しいものになっておりますけれども、コロナウイルスに対するこ

の緊急対策は、必ず必要だったものだと思っております。こうなった以上は、先ほど答弁に

もありましたが、今後も長期戦にわたる可能性があります。しかも、経済のＶ字回復は不透

明ということが考えられますので、来年度予算等も含めまして、より一層事業の選択、それ

から見直し、それからコスト削減を突き詰めていっていただきたいと思います。 

 また、個人の収入減、それから事業者さんの収入減で税収も減少すると思われますので、

そういったことも十分検討して、来年度以降の財政、予算を組むべきときに考慮していただ

ければと思います。 

 それから、学校教育のほうですが、インターネット環境のアンケート調査をしていただき

ましたが、この数字ですね、現在の数字が分かっただけでも今後の対策にとっては大きいこ

とだと思います。今は手探りの状態で、各学校でオンラインといいますか、動画を配信した

り、資料の補助的な学習方法として、このようなインターネット環境を活用した学習をして

おりますけれども、今後、このタブレットに関しては来年２月頃の導入予定、それからそれ

をＩＣＴ活用検討委員会で検討していると。また、環境の面では、家庭に定額通信がない世

帯にはモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの貸与も検討しているということですので、海津市に住

む全ての子どもたちが、できれば同じ環境で学習に取り組んでいただきたいと思いますので、

その辺りは十分に検討していただきたいと思います。 

 そのタブレットに関しては、今回は2,341台の購入を予定されているということで、１台

当たり４万5,000円を上限に国の補助がありました。しかし、御存じのようにタブレットは

半永久的に使えるものではありません。例えば、義務教育が小１から６、中学校３年生まで

の９年間といたしますと、半分の例えば５年とか４年で買換えなり、必要になる可能性が高

いと思われます。そういった場合に、この２月までに、使い出す前に、ぜひ保護者のほうに

は、例えば更新のために積立てをするのか、次に買うときに保護者の負担はないのか、その

ようなことも、できれば使い出す前にある程度の方向性を決めていただきますと、もちろん

大切に使うのは当たり前なんですが、保護者としても子どもたちにどのように使うというこ

との教育といいますかアドバイスができると思いますし、学校側としてもその壊れた場合の

対応があると安心して学習に使用できるかと思いますので、その辺りを十分に検討していた

だきたいと思います。 

 最後に、このコロナウイルスですね、皆さんはちょっとマイナスの影響が大きくて、これ

からもコロナウイルスが収束するまで耐える、我慢するという気持ちが多いかもしれません

が、僕はこれを逆にチャンスに変えられるんではないのかなと思っています。海津市は、こ

の豊かな自然があります。大都市圏では、公園が閉鎖されたり、外出規制があり、家からも

出られないということで困ってみえる家庭も多くありました。しかし、海津市は、外で散歩
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をしても密になる可能性は限りなく少ないですし、公園で遊ぶにしても閉鎖をするというこ

ともございませんでした。そういった意味で、もしテレワーク等が今後もっと進むといたし

ましたら、また週休３日制も検討されています。大都市圏に海津市から通勤するということ

も可能になるような時代になるのではないかと思っています。ですから、海津市のそういっ

た自然を生かしたよさをぜひＰＲしていただいて、これからの移住・定住政策に反映してい

ただきたいなと思っております。 

 それから、学校に関しては、今、休業中は学校からいろんなプリントと学習についてもら

ってきていると思うんですが、そのプリントの中のフォント、文字ですが、大概明朝体であ

ったりブロック体が多いと思うんですが、今ＵＤフォントといいまして、ユニバーサルデザ

インの頭文字を取ってＵＤフォントというものが普及し出しております。これは、誰にでも

読みやすく、誤読、間違って読むことを減らすために開発された書体です。ウインドウズ10

からは標準装備されているフォントになります。先ほどお聞きしましたら、市役所のパソコ

ンはウインドウズ10に今移行期間ということで、まだまだ全てのパソコンで使えるわけでは

ないと思いますが、学校現場も含めまして、ぜひこういったフォントの活用をしていただき、

子どもたちが文章を読むときに少しでも負担を減らしていただきたい。そして読解力を深め

ていただければ、休業中のプリント等を読む場合にも少しは軽減されるのではないかなと思

っております。 

 これからもコロナ対策は必要だと思いますが、市民の目線に立った政策をしていただきま

すようお願いして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで二ノ宮一貴君の質問を終わります。 

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（水谷武博君） 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） 議長から質問のお許しを頂きました。今回は小学校統合について教育

長にお尋ねします。 

 教育委員会から頂いた資料「海津市学校施設の長寿命化計画」を読んでおりまして、教育

委員会が何を考えておるのかなと、分からなくなってまいりました。なぜならば、私は、平

成30年第３回定例会で小学校の統合について市民アンケートをしてはどうかと質問いたしま

した。教育長の答弁は、小中学校の適正規模等に関する検討委員会を設置しました。そして、

約3,600名にアンケート調査を行うと答弁されました。 

 その後、昨年２月４日に検討委員会から小学校の適正規模に関するアンケート調査の報告
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書が提出されました。 

 報告書の中では、地域にとって学校がいかに必要か、また人々の学校に対しての思いなど

が感じられる内容として拝見いたしました。 

 「適正配置（学校統合など）としてあなたの考えに近いのは」という問いでは、「賛成」

が52.2％、「反対」が25.4％、「今の段階では分からない」が21.8％でした。 

 そこで、お尋ねします。 

 １番目として、海津市公共施設等管理計画において、学校の規模の適正化、統廃合を検討

していくこととして定められているが、今日までの会議は開催されたのか。 

 ２番目として、本計画期間は2020年度から2029年度までの10年間として、必要な場合は期

間にかかわらず随時見直すものとするとなっているが、簡単に見直せるものなのか、お尋ね

します。 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 

○教育長（中野 昇君） 六鹿正規議員の小学校統合についての御質問にお答えいたします。 

 学校施設の長寿命化計画は、全国的に公共施設の老朽化対策が課題になっていることから、

国が平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、地方公共団体においては「公

共施設等総合管理計画」を平成28年度までに、「個別施設毎の長寿命化計画」を令和２年度

までに策定を完了するよう求められています。 

 本市では、平成27年12月に「海津市公共施設等総合管理計画」を策定しており、この計画

に基づき、学校施設の維持管理及び整備方針をまとめました「海津市学校施設の長寿命化計

画」を今年３月に策定し、策定義務を果たすことができております。 

 この計画は、対象施設が小学校10校、中学校３校の13校で、学校規模の適正化、統廃合の

検討状況を踏まえながら、老朽化対策及び改修工事の優先順位を設定しつつ、予防保全的な

改修を行うことによりコストの削減を図り、財政負担の軽減と平準化を図ることを目的とし

てます。 

 また、この計画は、統廃合を検討する上で一つの大切な指標になるものと考えております。 

 １つ目の学校規模の適正化、統廃合を検討していくとして今日まで会議は開催されたかに

つきましては、議員仰せの「海津市公共施設等管理計画」の学校教育系の施設におきまして

は、今後の方針として、将来の少子化の動向を注視しつつ、学校規模の適正化、統廃合を検

討していくこととしております。 

 これまで教育委員会では、平成29年度に学校の統廃合を検討する際の条件の一つとしてお

りました複式学級の編制が懸念される状況に至ったと意見の一致を見て、保護者、地域の代
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表及び教育関係者などで構成する小中学校の適正規模等に関する検討委員会を設置し、同年

７月に第１回の検討委員会を開催いたしました。以後、平成29年度は２回、平成30年度は３

回、令和元年度は12月までに４回、合わせて９回の検討委員会を開催してまいりました。そ

の間、保護者などにアンケート調査などを行い、学校規模の適正化や学校の小規模化に伴う

諸問題への対応策などについて議論を深めてまいりました。 

 そして検討委員会として、本市の小学校の適正規模の方針、小規模化対応の方策及び統合

の検討を進めるための基本的な考え方を示した基本方針を報告書としてまとめていただきま

した。 

 今後は、この報告書を踏まえ、小学校の歴史的な背景や地域コミュニティを鑑みて、海

津・平田・南濃、旧町単位で小規模化に対応する方策を検討してまいります。 

 今年度は、現時点において複式学級や単式学級が存在する海津町の小学校、高須・吉里・

東江・大江・西江の５小学校を対象に統合計画検討委員会を設置し、幅広い観点から御意見

を頂きながら統合基本計画案の検討を図ってまいります。 

 小学校の適正配置につきましては、各学校の歴史や伝統、地域活動との深い結びつきや地

域の活動拠点となっていることから、十分な協議を重ね、その理解を得るよう努めることが

重要であります。また、まちづくり、防災、財政面などの検討も併せて行う必要があると認

識しております。そのため、関係部局と協議しながら慎重に意見の集約を図ってまいりたい

と考えております。 

 ２つ目の学校施設の長寿命化計画は10年計画で、必要な場合は期間にかかわらず随時見直

すものとするとなっているが、簡単に見直せるものか、この点につきましては、本計画では、

本市の公共施設等管理計画の基本方針を受け、既存施設の活用による長寿命化の推進と適正

配置の実施を基本方針に定めております。 

 実施計画では、築20年を目標に大規模改造を行い、築40年を目標に長寿命化改修を行い、

目標使用年数を80年と設定して、老朽化状況や学校規模の適正化、統廃合の検討状況を踏ま

えて優先順位を決めていくことになっております。 

 また、実施計画は５年ごとに見直すものとしているため、令和６年度には見直すことにな

ります。さらに、計画の基礎となる児童・生徒数の推移や社会環境の変化及び学校規模の適

正化、統廃合の検討状況などにより、必要に応じて計画を見直すものとしております。 

 一方で、学校施設は、子どもたちが生き生きと学び、生活する場であるとともに、地域住

民にとって生涯にわたる学習、交流、スポーツなどの活動の場であり、災害時には避難所と

しての役割を果たす重要な施設であると考えております。ぜひ御理解を頂きますようお願い

いたします。 

 以上、六鹿正規議員に対する答弁とさせていただきます。 



－８９－ 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 今、教育長の答弁の中にもございました。私もこのアンケートを見な

がら、いかに学校というのは、また小学校というのは地域に根づいた、地域の人々のよりど

ころ、そういったことも大きな役割を果たしておるというふうに考えておりました。 

 しかし、残念ながら、私どもの住む海津市は、大幅に人口減少、また子どもも今後何人に

なってしまうのかなあということが想像できます。 

 今の計画の中には載っておりますように、令和元年度には小学校の子どもたちが1,556名

ですか、このようになっております。しかし、令和８年度には1,026人という予想が立って

おります。ということは、これは約500人ですかね、1,556から1,026ということは500人以上

の子どもたちが減っているということが予想されておると。ということは、大きな言い方を

しますと、一つこの参考までに載ってきておりますけれども、高須小学校がこれは270人と

いう数字が載っております。この高須小学校の児童２つ、学校の２つ分の子どもたちが減る

ということが予想されております。 

 そういった中で、今後、この10年間の中で学校の大規模改修等々、いろんなことを考えて

みえます。そういった中で、さあ近い将来、どことどこの学校が統合するのかなあというこ

とを、やはりこれは冷静に市民の皆様にも御理解を頂く、その努力というのは、絶対にこれ

はやらなくてはならない問題かと私は考えます。 

 そういった折、しかし、統合するまでの間、やはりその子どもたちの学校での環境等々は

整えていく、これは大切なことだと思います。 

 しかし、やはり私ども、また教育委員会も、こういった数字に対してもっと敏感になって、

いかにどの地域にこういった問題を投げかけていくのか、これは十二分検討していただく必

要があろうかと思います。 

 そして、学校の統合になってきますと、どこへ行っても大きな問題になるのは、子どもた

ちの通学の安全性、当然、スクールバスも問題になってくるかと思います。 

 そういった中で、私も昨年度、委員会研修で長野県のほうへ行ってまいりました。そこで

も、やはり適正配置の問題で統合に踏み切って、いろんな苦労があったということはお聞き

しました。その中で、私どもに注意というのかお話を頂いたことが１つあります。スクール

バスを出すのはいいけれども、今まで歩いて通ってみえた子どもたちの体力が必ず落ちます

よと。しかし、統合に関しては御父兄の皆さんも要望に必ず従ってくると思います。そうい

ったことに対しても、やはり教育委員会としては毅然とした態度で皆さんを説得していただ

く。子どもたちのことを考えて私どもはやっていくんだという、その教育委員会に毅然とし
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た態度を持っていただけるか。それとも、やはり情に流されて、子どもたちの体力等々に問

題が出てくるようになるのか、これは大変危惧される大きな問題だと思います。その点につ

いて、どのような形で、またいつ頃から統合に関しての御説明に入っていくのか。大体の目

安で結構でございます。お聞かせください。 

○議長（水谷武博君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの六鹿議員さんの御質問にお答えいたします。 

 本年度の予定では、本来ならば先月ぐらいに第１回目の海津町内の小学校の統合委員会を

集めてやる予定でしたけれども、こういった状況に入りまして、６月末には第１回目を開く

予定でおります、５小学校区のいろんな立場の方々の選定とか依頼もさせていただきました

ので。本年度中にそういった統合委員会、５地区から集まられた皆さん方の意見を基に、先

ほどお話が出ました、どことどこを統合したらいいのかという、どんなような統合の在り方

が望ましいのかを本年度中、ちょっと検討していただくことになっております。それが本年

度末までに明らかになれば、その統合する学校区ごとに、今度はすり合わせとか、具体的な

話合いに入っていくことになろうかと思います。速やかに、やっぱり大江小学校の非常に少

ない子どもたちが少しでも大きい集団の中で学べることが早くできるように、そんな願いを

持っております。 

 すみません、感染症の問題で第１回目は、今月とか来月じゃなくて８月の頭しかできない

ということ、すみません、８月上旬です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） ありがとうございます。 

 当然、私がどうのこうのと言う前に、教育委員会としては海津市の子どもたちの減少、こ

れについては大きな関心といいますか、学校行政に関しての危機感も当然お持ちになってお

みえになると思います。現実に皆様方に正しい情報をお伝えして、令和８年度までには約

500人の子どもたちが減ってしまうんですと、この状況をよく皆さんに御理解いただいて、

地域住民の方々の御理解を頂けるような、大きな反対運動が起きないような統合に向けての

今後の教育委員会としての活動をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（水谷武博君） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

 ここで２時５分まで休憩をいたします。 

（午後１時４８分）  

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

○議長（水谷武博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後２時０５分）  

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（水谷武博君） ５番 浅井まゆみ君の質問を許可いたします。 

 浅井まゆみ君。 

〔５番 浅井まゆみ君 質問席へ〕 

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

きます。 

 私は、１点、新型コロナウイルス感染症対策について市長にお伺いいたします。 

 このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、御遺族の皆様方

に対しまして謹んでお悔やみ申し上げます。 

 市当局におかれましては、刻々と変化する状況への連日の対応、御尽力に敬意と感謝を申

し上げます。厳しい局面はまだ続くものと思われますが、引き続き万全の対応をよろしくお

願いいたします。 

 また、市民の皆様方の御努力により、現在まで市内におきましては感染者が発生していな

い状況であります。市民の皆様に対しましても感謝申し上げます。 

 初めに、特別定額給付金についてお伺いします。 

 全ての人に一律10万円を支給する特別定額給付金、識者の方々からは、大衆の心が分かる

公明党が主導的な役割を果たさなければなし得なかった、社会の分断をつくらない方向に導

いたなど、高い評価の声を寄せていただきました。 

 市におきましては、オンライン申請、ダウンロードによる申請、郵送による配送作業等々、

少しでも早く市民の方々に支給されるよう休日を返上しての作業、また市民から多くの問合

せ、御相談等にも対応していただいていることかと思います。大変御苦労さまです。 

 そこで、特別定額給付金についての現在の申請状況、支給状況（６月５日時点）について

お伺いいたします。 

 次に、企業に対する支援について伺います。 

 事業の継続と雇用を守るための支援策として持続化給付金、雇用調整助成金、また休業を

要請した飲食店等への休業協力金など様々な支援策がありますが、これらの支援が着実に事

業主に周知され、届いていなければ意味がありません。また、申請書類が煩雑で大変という

声もお聞きします。 

 そこで、これらの支援が着実に事業主に届くよう周知はどのようにされているのか伺いま

す。 

 次に、災害対応策について伺います。 
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 感染症が収束していない中で出水期が近づいております。自然災害発生に対応することが

急務であり、感染リスクを解消するための避難所の整備、救援体制、情報提供の在り方など、

あらゆる想定を踏まえた準備を急ぐ必要があります。 

 国は、避難所の３密防止のため、避難所の増設、健康チェック、間仕切りの徹底など、方

針を打ち出しています。 

 感染リスクを回避するするため、これまでの避難所運営マニュアルに感染症対策を加え、

早期に検証して運用の体制を整える必要があります。 

 また、感染症が収まらない中での自然災害発生時において、市民がどのように行動すれば

よいかについて早急に整理すること、特に感染による重症化リスクが高い、既往症がある、

高齢者の方に対する判断基準を整理するなど、避難所に行くべきか否かの明確化、避難所に

行かない場合の対処の仕方を明示することが大切です。 

 さらに、感染防止に必要なマスク、消毒液、体温計、手洗いのための石けん、紙ペーパー、

間仕切りや段ボールベッド、野外テントなど、感染予防に必要な資材を早急に整備する必要

もあります。 

 そこで、避難所の感染拡大防止について３点伺います。 

 １．避難所運営マニュアルの見直しについて。 

 ２．自然災害発生時の避難の在り方について。 

 ３．感染予防のための必要な資材準備と配備について。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 浅井まゆみ議員の１点目の特別定額給付金についての御質問にお答え

します。 

 新型コロナウイルス感染症による経済的影響への緊急経済対策として、簡素な仕組みで迅

速かつ的確に家計への支援を行う制度であります。 

 対象者は、令和２年４月27日の基準日において住民基本台帳に記録されている方で、世帯

主に対して給付対象者１人につき10万円の定額を給付するものであります。 

 本市では、新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響を重視し、施策の目的にあ

る迅速に対応するため、５月１日付でコロナ対策支援室を立ち上げ、専任２人、兼務10人を

配置し、同日において特別定額給付金を含む新型コロナウイルス感染症対策関係補正予算を

専決処分いたしました。 

 できる限り早く申請していただけるよう、補正予算成立後の５月１日からオンライン方式
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による受付を開始し、５月９日からは、家庭の事情から一日でも早く給付金が必要との相談

を多数いただいたことから、市ホームページ上の申請書を印刷し、必要事項を記入して郵送

していただく申請書ダウンロード方式による申請受付を開始しました。 

 また、通常の郵送方式での申請書類の発送を５月20日から開始し、各御家庭には数日をか

けて郵送されております。 

 全ての方に特別定額給付金を御申請いただくために、急ぎ市ホームページにて周知し、市

報６月号においても御案内させていただいております。 

 また、市ホームページ上では、「全ての方に御支援が行き渡るよう、御近所の御高齢の方

やお体の不自由な方などにお声がけを頂き、申請書類作成のお手伝いを頂くなど、お心遣い

をお願いします」と呼びかけを行い、社会福祉課や高齢介護課でも所管する業務で関わって

いる方にお声がけするなどの対応をしております。 

 また、先行した他市町の申請・相談窓口への混乱状況を鑑み、本市でも臨時相談窓口を市

役所西館大会議室に設置し、飛沫感染拡大防止策等を講じながら、丁寧に申請のお手伝いを

させていただきました。 

 郵便による申請書が短期間に大量に配達されることを想定し、コロナ対策支援室職員はも

ちろんのこと、会計年度任用職員、他課からの応援職員、委託業者により審査・確認業務、

入力作業等を行い、多い日では40人ほどが業務に当たり、迅速かつ的確に事務を進め、一日

でも早く給付できるよう取り組んでまいりました。 

 特に申請者、口座情報及び金額等の入力作業に当たっては、今年から試行導入しておりま

すＲＰＡにより審査済みの申請書をＯＣＲで読み込み、事前に指示したデータを自動でリス

ト化することで人的労力の省力化、人的ミスの防止、申請から給付までの期間短縮を図って

おります。 

 １つ目の特別定額給付金について、現在の申請状況、支給状況につきましては、６月５日

時点では１万2,372世帯が対象で、受付件数は１万1,372件で、給付件数は１万99件となって

おり、給付率は81.6％となっております。 

 受付率では、既に91.9％の方が申請されております。内訳といたしましては、オンライン

方式での受付は221件で、給付件数は220件、ダウンロード方式での受付は105件で、給付件

数は105件、郵送方式での受付が１万1,046件で、給付件数が9,774件となっております。 

 給付金額にいたしますと、28億5,560万円となっております。申請期限は８月20日までと

なっておりますので、給付漏れのないように今後も取り組んでまいります。 

 ２点目の企業に対する支援についての御質問にお答えします。 

 松岡唯史議員の御質問でも答弁しましたように、社会保険労務士による雇用調整助成金な

どを中心とした無料個別相談会を市商工会において、５月19日より毎週火曜日午後１時から
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５時まで開催しております。 

 また、県は、各種申請についての相談窓口や申請サポート会場を設置しており、本市は市

ホームページにおいて各種支援制度を一覧表にして、分かりやすい情報提供を行っておりま

す。 

 １つ目の持続化給付金につきましては、原則電子申請が基本となっており、事業者の皆様

からは、申請の手順、申請に必要な書類作成が煩雑で困っているとの相談を頂いております

ので、その際は無料個別相談会を御案内しております。 

 ２つ目の雇用調整助成金につきましては、５月20日より事業主の申請手続の負担軽減が図

られ、初回を含む休業等計画届の提出が不要となるなど、申請手続が簡素化されております。

さらに、電子申請が可能になったこと等の情報を市ホームページにより周知しております。 

 ３つ目の休業協力金につきましては、４月17日の朝、県より感染拡大防止協力金実施概要

が示され、翌日の18日からの協力要請であったため、商工会及び観光協会と連携し、電話で

の連絡、個別訪問による資料配付等により、各事業者の皆様へ周知徹底を図りました。 

 結果的に、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全

面的に協力いただき、協力金の申請件数は221件と、多くの事業者の皆様に御協力を願えた

ことに心より感謝申し上げる次第であります。 

 また、テイクアウト・デリバリー促進事業においても、市ホームページ、ＳＮＳ及び郵送

にて周知しております。 

 今後の新型コロナウイルス経済支援事業につきましては、かいづっち買物券取扱事業所の

募集を市報７月号、市ホームページ、ＳＮＳ及び郵送等を活用して周知してまいります。 

 今後、国・県において示される緊急対応等の動向を注視しながら、関係機関との連携を密

にした支援を行うとともに、本市としての対策をしっかり取り組んでまいります。 

 ３点目の災害対応策についての御質問にお答えします。 

 １つ目の避難所運営マニュアルの見直しにつきましては、令和２年５月９日に「岐阜県避

難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」」が策定されたことを受け、本

市におきましても、「海津市避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策

編」」を作成中であります。 

 避難所の準備、避難所への避難、避難所での生活に至るまで、市民の皆様に新たにお願い

することや準備していただく内容を７月号市報に掲載を予定しております。 

 ２つ目の自然災害発生時の避難の在り方につきましては、県のガイドラインでは、住民が

避難する前に準備、検討することとして、１つに、安全な場所にいる人まで避難所に行く必

要はないことを認識していただき、まずは自宅の災害の危険性を確認し、自宅で居住が継続

できる場合は自宅避難（垂直避難）も検討すると。２つ目に、事前に避難所以外の安全な親
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戚や友人宅などの避難先を検討すると。３つ目に、非常持ち出し袋には、マスク、消毒液、

体温計に加えて、タオル、スリッパ、ビニール手袋などの感染予防に必要な衛生用品を準備

すると記載されております。 

 また、岐阜大学の小山真紀准教授のグループがまとめられた「新型コロナウイルス感染症

流行下における水害発生時の防災・災害対策を考えるガイド」には、１つに、感染による重

症化リスクが高い人は、転居あるいは一時退避が望ましいが、高齢者の場合、別のリスクが

高くなることも考えられるので、その人の状況、家族、支援者との相談によって方針を考え

る必要があること。２つに、これまでの防災の対応では、人が集まること、人が接触するこ

とを前提としているため、新型コロナウイルス感染症流行下の自然災害対策は、これまでと

違う考え方、やり方で行う必要があると記載されております。 

 こういった状況を踏まえた上で本市に合った対策を講じ、感染リスクをゼロに近づけてい

く必要があると考えております。 

 ３つ目の感染予防のための必要な資材準備と配備につきましては、県が感染防止に必要と

なる資機材の購入に対しての補助制度を創設されましたので、避難所における事前受付で使

用する非接触型の体温計、予備のマスク、消毒液、避難所における飛沫感染防止のためのパ

ーティションの整備に108万7,000円を本定例会の補正予算に計上させていただいております。 

 物によっては品薄なものもありますが、議決後、速やかに避難所に整備してまいりますの

で、御理解を頂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（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 まず、特別定額給付金についてですが、連日連夜、職員の皆さん方には作業に御尽力いた

だきますことを改めて感謝申し上げます。速やかに入金されておりまして、市民の多くの皆

様方より喜びの声を頂いております。 

 先月の議会全員協議会でも御報告がありましたが、オンライン申請が238件、それからダ

ウンロード方式による申請が106件ということで、二十七、八件不備があって給付できなか

ったようですが、そこら辺のところは確実に給付していただけるよう対応していただいたの

かということと、それから他市町でも報道されておりますように、オンライン申請と、それ

から郵送と二重申請してしまわれた方はなかったのか、お伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部企画財政課長 近藤三喜夫君。 

○総務部企画財政課長（近藤三喜夫君） オンライン申請、それからダウンロード方式、それ
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から郵送方式、それぞれで皆様方から御申請を頂いておりますが、添付資料の不備とか申請

書類の不備とかがございまして、そういった方々につきましては、まずは電話で御連絡を差

し上げて、不備のないよう丁寧に説明して対応させていただいております。 

 それから、連絡がつかない方につきましては、郵送で再度送らせていただいて、不備の内

容を文書にさせていただいて、もう一度送り返していただくような対応をさせていただいて

おります。 

 それから、他市町で発生しておりましたオンラインとその他の郵送方式の申請の二重申請

につきましては、こちらはシステム上、入金の際にチェックがかかりましてはじかれるよう

なシステムになっておりますので、二重申請ということは現在のところ発生しておりません。

以上です。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 それならよかったです。引き続き給付漏れのないよう、あと少しですが頑張っていただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 企業に対する支援については、本当に個別に訪問していただいたり、事業者の方に寄り添

っていただいて取り組んでいただいているようですので、引き続きサポートのほうをよろし

くお願い申し上げます。 

 次に感染リスクを防ぐための避難所運営ですが、避難所運営マニュアルについては県のガ

イドラインに沿って作成中ということですが、県の避難所運営ガイドラインには、ポイント

として２メートル間隔の確保やパーティションの設置により３密の回避とか、事前受付を設

置し、体調不良者等の完全分離、また毎日の体温・体調チェック、マスク常用、手洗い及び

消毒の徹底、さらには住民への広報や避難所不足への対応が必要不可欠等々がありました。 

 まず、この２メートル間隔のスペース確保ということで避難所の確保ということが言われ

ておりますが、こうなりますと、今まで500人収容できたのに200人ぐらいになるのではない

かと言われていますが、そこのところはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 まず、第一には、避難所ではなくて自宅避難、もしくは親戚、知人の方たちの別の避難所

を検討していただきたいというふうに思います。 

 また、避難所につきましては、今まで基本的には体育館のほうを開設させていただきます

が、普通教室の活用等も含めて検討していく必要があると思っております。 

〔５番議員挙手〕 
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○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） よろしくお願いいたします。 

 それから、避難所の受入れ時の健康チェック体制について、県のチェック表がマニュアル

のほうに示されていましたけど、非常に簡単なものになっておりまして、市ではどのような

ものを使って健康チェックを行っていくのか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 即座に感染者、もしくは濃厚接触

者、あるいは要配慮者、あと一般の方というのを分けてトリアージができるような、居住区

分の分離が可能なチェック項目を設けてまいりたいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） よろしくお願いします。 

 それから、今回、定例会に県の補助制度で非接触型の体温計、マスク、消毒液、パーティ

ションが追加で準備されるということですが、そのパーティションはどのようなものを購入

されるのか。 

 それから、パーティションのほかに、床に寝ないことでウイルスの吸入防止に効果があっ

たり、高齢者の方が寝起きしやすいといった段ボールベッドの備蓄も必要かと思いますが、

段ボールベッド等は用意されるのか、お伺いいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） まず、購入予定のパーティション

でありますが、ワンタッチパーティションといいまして２畳ほどの大きさのものですけれど

も、キャンプなどで使われるようなテントのような形をしたものでございます。 

 あと、段ボールベッドの件ですけれども、なかなかしまってあっても場所を取る、備蓄す

るのに大変なものでございますが、長期に避難される場合には大変重要なものでございます

ので、その製作してみえるところにお聞きしますと、３日ほどあれば配送可能ということで

ございますので、そういったところと流通備蓄を活用しながら、協定を結びながら行ってい

きたいと思いますのでお願いいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございます。 

 なかなか大きいものですので置く場所がないということもありますので、提携を結んでい

ただいて用意されるといいかと思います。ありがとうございます。 

 それから、避難所において発熱している人が見える場合、健康な人と別々にしなくてはい
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けないと思いますが、なかなか専用スペースが設けられない。今、教室等と言われましたけ

ど、そういった場合に野外テントなどが有効かと思うんですが、そういった備蓄はお考えで

しょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 今回の感染症対策なんかでは事前

の受付であったりとか、その感染者等を別室で分離する上においてテントというのは非常に

有効かとは思いますが、財源のこともございますので、有効な財源がありましたら、備蓄の

できる方向性で検討していきたいというふうに考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

○５番（浅井まゆみ君） 財源ということでお話がありました。５月27日に閣議決定した国の

2020年度第２次補正予算案において、地方創生臨時交付金が感染予防のための資材購入にも

活用できるようですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 今日の岐阜新聞にも１面に大きく載っておりましたので、よろしくお願いいたします。 

 また、こういった感染症予防のための避難所訓練というものも必要かと思いますが、先日、

美濃加茂市で行われたということで新聞で報道されておりました。 

 今日の新聞に載っていたんですが、岡山県高梁市というところでも避難所訓練が行われた

そうです。市職員が300人参加されて、受入れ体制とか、それから住民らと協力して段ボー

ルベッドの組立てとか、パーティションの仕切りの組立てとかという訓練をされたそうです。

これは昨日の話ですが、そういった感染対策を念頭に置いた訓練を実施したほうがいいと思

いますが、どうでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） 明日、あさってなんですけれども、

４回に分けまして、職員に対して職員研修を予定しておりまして、その中身ですけれども、

財政の件と今回の感染症対策に伴う、その避難所の開設に関わる職員に対する研修を今予定

しておりまして、職員は一応全員で、あと会計年度任用職員については希望者という形で、

この避難所をどうやって開けるかとか、今の健康チェックシートの関係ですとか、そういっ

たところをちょっと職員に研修させたいというふうに思っておりますのでお願いいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 浅井まゆみ君。 

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

 これから台風シーズンを迎え、新型コロナウイルスが収束しない中で感染を広げないため

に、自然災害にどのように備え行動すべきか、市民の皆様にしっかりお示しして万全な対策
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を早急に整えていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（水谷武博君） これで浅井まゆみ君の一般質問を終わります。 

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

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（水谷武博君） 続きまして、12番 川瀬厚美君の質問を許可いたします。 

 川瀬厚美君。 

〔12番 川瀬厚美君 質問席へ〕 

○12番（川瀬厚美君） 議長の許可の下、アンカーとなりましたけれども、２点の質問をした

いと思います。質問相手は市長、よろしくお願いします。 

 要旨１．定住希望者に市民税無料は考えられるか、質問相手は市長。 

 要旨２．隣接市町とその後、協力関係は構築されたか、質問相手は市長。 

 １．海津市が誕生して丸15年が経過をし、全国的な傾向といえども我が市の人口も御多分

に漏れず人口減少が激しく、若い年齢層の流出は、自治体経営に大きく影響を及ぼします。 

 各地方公共団体は、あの手この手と定住者増にあらゆる手段を用いているのが現状であり

ましょう。 

 当市においても、定住奨励金交付事業、結婚新生活支援事業や就農支援、職業紹介所等々、

多角度からの取組を発信しているが、特に大きな成果が上がっていると思えるものはない。

限られた財源であり、ない袖は振れなく、手法も大変難しく思えるが、あるものを生かす、

付加価値をつけるでありましょう。物事は、小出ししていてはインパクトは薄い。固定資産

税が３年間実質無税になる制度もあるが、定住の決心に至るまでの条件ではなさそうであり

ます。 

 そこで提案ですが、生産年齢である御夫婦、あるいは市内で世帯を持たれる方々には、市

民税を向こう何年間無税ですよと言えないか。違法であるならばワンコインですよと。市民

税が無税とは他市町には聞いたことがなく、新しいインパクトがあるのではないかと思いま

す。 

 また、市内には空き家が500件もあり、再利用の道も開けていない。持ち主の中には無料

でお譲りしますよと言われる方々、中には登記料も当方で持ちますよという方もあります。

市内には耕作放棄地も増加の一途。 

 そこで、さらなる提案ですが、当市独自色のある商品として、無市民税、住居のあっせん、

無料家庭菜園、ミカンの木１本プレゼント等、個性あるＰＲをしてはどうかと思いますが、

市長の所感をお伺いします。 

 質問２．私は、平成29年第３回定例会一般質問の中で隣接市町との協力関係構築はできな
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いのか、経済、文化、教育等、お互いが協力し合い、共に栄える話合いはしないのかと尋ね

たところ、当時の青木総務部長は、挙手をされて、今後話し合っていくと答弁をされました

が、市として、その後どのような部門で話合いがされたのか。結果が出ている案件があるの

か。市民目線では、今のところ、感じて行動に移そうと思えるものは見当たりません。進ん

でいることがあれば市民の皆さんに公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、

よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 川瀬厚美議員の１点目、定住希望者に市民税無料は考えられるのかの

御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、本市の人口減少が続く中、移住・定住者を増やすことは喫緊の課題と

なっております。 

 個人に対する住民税については、都道府県民税と市町村民税、また均等割と所得割に分か

れております。 

 均等割は、非課税となる人を除き、ある一定以上の所得がある人は全員同じ金額を負担す

ることとなっており、所得割は、所得金額に応じて所得の多い人ほど多くの負担をすること

となっております。 

 均等割については、地方税法第310条に個人の均等割の標準税率は3,000円とすると規定さ

れており、また東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に

必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から令和５年度

の10年間に500円が加算され、市民税が3,500円、県民税が2,500円の年間6,000円が課税され

ています。 

 所得割については、課税標準額に県民税４％、市民税６％が課税されておりますが、この

税率につきましても、地方税法及び海津市税条例にて規定しております。 

 以上のように地方税については法定されている事項が多く、地方税法第５条第２項には、

市町村民税を課するものとする。ただし、中略、その他特別の事情があるものについては、

この限りでないとなっており、特別の事情とは、税源が豊富であるなどの場合の標準税率の

引下げなどが想定されております。 

 また、地方税法第295条で非課税の範囲、同法第323条で減免を規定しておりますが、いず

れも移住・定住者のみを対象とすることは法の趣旨に沿わないものと考えております。 

 そのため、市民税の減免という形ではなく、移住・定住者への何らかの優遇策を検討して

いくことが望ましいと考えております。地方創生・行財政改革担当部長の下、海津市定住奨
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励金交付事業に代わる新たな移住・定住施策を検討しており、本市独自の個性ある施策を打

ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の隣接市町とその後協力関係は構築されたかの御質問にお答えします。 

 本市は、岐阜・愛知・三重の結節点に位置し、木曽三川の合流点でもあります。そういっ

たことから、近隣市町とはもとより、東海３県の市町村及び三川地域の市町村との協力・連

携は、議員仰せのとおり、重要かつ効果的であると考えており、現在、46自治体が加盟する

木曽三川流域自治体連携会議、３市９町での西美濃創生広域連携推進協議会による各種事業

のほか、岐阜県の西濃地区３市９町と三重県の北伊勢地区２市２町等で構成されております

西美濃・北伊勢サミットによる特産品バザールが名古屋市などで定期的に開催され、また羽

島市、桑名市、愛西市などとの交流や防災面での連携を行うなど、地域全体の活性化を図っ

てまいります。 

 具体的な施策については、現在、地方創生・行財政改革担当部長の下、調査・研究中であ

ります。 

 今後は、西濃地域の市町が抱える共通の課題について、共に解決を図るプラットフォーム

を構築していければと期待しておりますので、御理解を頂きますようお願いいたします。 

 以上、川瀬厚美議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（水谷武博君） 再質問はございますか。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 納税者が納める均等割、所得割の合算が地方税の納税額になって、そ

のパーセントは全国一律ではないかと思いますけれども、安いまちも若干ある。また、高か

ったまちも、夕張なんかは高かって、道知事になられた鈴木さんが税額を同じにされたと。 

 ですから、全国一律ではないけれども、しかし、安くするということは、優遇するという

ことは、また地方交付税とか、そういったことに影響するかと思いますので、そういうこと

ができないということであれば、先ほど市長さんが答弁の中で独自の優遇策というふうに言

われましたけれども、そういったものはどういったものか、ちょっとお尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 ちょっと現在、検討・研究中なんですが、先ほどの答弁にもございましたとおり、海津市

定住奨励金交付事業に代わる新たな施策というふうなものを今考えておりまして、市内の住

宅不動産業者である方、そういう方にいろいろヒアリングした結果、なかなか現状では、海

津市に名古屋であるだとか、遠くのところから移住者が来ていたのはバブル前までで、そこ
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から以降は、川を挟んだ愛西市であるとか津島市であるだとかの地価も、現状も海津市より

は高いんですけど、また十分に下がっているので、なかなかこちらまで来てくれてはいない

ということで、漫然と名古屋なり、この近隣の市等から来てもらうとか定住してもらうとい

うような政策ではなかなか難しいのではないかと考えておりまして、何らかの海津市に縁が

既にある人、例えば中学校なり、海津市の高校に通っていてあれだとか、そういうふうな人

にターゲットを絞った施策というのを打っていきたいなと考えております。 

 その支援の額についても、住宅金融支援機構であるだとか、そういうふうなところと、支

援の額をある程度の額以上のものにすれば、その住宅金融支援機構の「フラット35」という

ような住宅ローンの仕組みがあるんですけど、そちらを優遇してもらえたりだとか、そうい

うようないろんなことがありますので、ちょっとそのどのような支援額にするかと、どのよ

うな人を対象にするかということを引き続き検討していて、令和３年度予算の段階でその政

策をのせることができればいいなと考えているところです。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 市民税といえば直接的な税金でありますので、市民税を無料というこ

とは言えなくても、仮に実質こうなりますよとか、とにかくばっとうたうということはイン

パクトがあるかなと思いますね。実質、先で無料になりますよとか、やっぱり市民税をうた

う。そして、いろんな今申し上げましたような住宅の無料あっせんとか、耕作放棄地とか、

果物の木を家族の人数分プレゼントしますよとか、またお米を何か月分、協賛企業を募って、

来てもらったら何か月分プレゼントしますよとか、やっぱりあるものを生かす。さらに、来

てもらうためにその付加価値をつける、こういうインパクトがあってもいいかなと思うんで

すけど、そういったことは考えられるかどうか、いかがでしょうか。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） 議員が仰せのとおり、インパクトの

ある政策といいますか、そういうふうな人の目に留まるような政策を打つということは大変

重要だと考えておりますので、そのような工夫が何かできないかなと、今、課で研究してま

いりたいと考えております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） よその市町にない、商品と言っていいのかよく分かりませんけれども、

そういったものに商品の発売という言葉がいいかどうか分かりませんけれども、そういった

ことが必要ではないかというふうに思います。 

 それと、現在、このたびの中国から発せられた新型コロナウイルスは世界的に蔓延して、
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そして対策としてテレワークなる作業方法が多くの企業が取り入れ、そして実施されている。 

 ヤフーの安宅和人氏は、「疎開ワーク」という言葉を使われて、地方ビジネスのチャンス

だというふうに言っておられます。今やどこにいても世界中とビジネスができる、こんな時

代でありまして、ましてやこの機会をもって海津市を売り込む、ＰＲする、絶好のチャンス

じゃないかな、そのことを思っております。 

 すばらしい環境が、また南濃中学も空いておりますので、ぜひお使いください。そして住

居もお世話しますよとか、地方を生かす、テレワークという観点からも積極的に取り組んで

いただけないか、この点からもちょっとお答えを頂きたいと思います。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 確かに先ほど二ノ宮議員からの質問にもあったとおり、新型コロナウイルスが蔓延したと

いうことで、都会に比べて地方が今脚光を浴びているといいますか、そういうふうなところ

は、まさにそのとおりなんだと思います。 

 要するに、地方といっても確かにいろいろありまして、しっかりと海津市が、地方といい

ましても、大垣市のような人口の多い地方といいますか、そういうところもあって、海津市

のような比較的人口が少ない、さらに人口密度が低いような市町村のところで、海津市がそ

のような特色をどのように生かしていくのかということを引き続き、その情勢を見ながら検

討していく必要があるかなと考えています。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 海津市は、どの方々も結構ＰＲ下手だというふうによく言っておられ

ますし、お聞きしますので、ぜひとも精いっぱい、このいい環境なり資源のほうを生かして

ＰＲをしていただきたいと、そんなふうに思っております。 

 それと、先ほど申し上げました平成29年の第３回定例会で隣接市町と協力関係をと申し上

げまして、その１か月半後に瑞穂市の朝日大学の公開講座で岐阜市長の講演がありまして、

岐阜市長は、これからは岐阜市だけのことではなくて隣接の市とお互いに経済協力を結ぶよ

うに話し合っていきたいというふうに言われまして、私が言っていることと同じことを言っ

てみえるなというふうにお聞きしておりましたけれども、その後、具体的なことはお聞きは

できませんけれども、しかし、何か話し合っておられるようであります。ですから、私たち

海津市に隣接、養老、輪之内、羽島から愛西市から桑名から、三重県のほうがありますけれ

ども、お互いに交流を深めることによって同じ行政の在り方も参考になることも多々あるか

と思います。 

 また、いろんなその産物の物販の売買、こういったことも、もっともっと私は考えられる
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のではないかなと思っております。そういう意味で、それからイベントの紹介、そういった

こともお互いに行き来し合うということによって人の交流が生まれる。さらに、その消費も

高まるということを思いますので、そういうつながりが、それはイベントに出店してもらっ

ておると、行くよということだけではなくて、さらなるいろんなもっと深い交流が必要であ

ると思いますけれども、その点は考えられないかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（水谷武博君） 総務部地方創生担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 議員仰せのとおり、近隣の市町村と共同していくということも大変重要だと考えておりま

して、事務方での交流としても羽島市の企画財政関係のところとうちの企画財政課のところ

では、今年はコロナの関係でちょっと止まっているんですが、そういうような意見交換とい

いますか、そういうふうなことをする枠組みもございますし、先ほど市長の答弁にもあった

んですが、まだこちらも研究中で、まだちょっと具体的には進展はしていないんですが、西

濃地域の市町が抱える共通の課題について、共に解決を図るプラットフォームを構築してい

きたいというふうに考えておりまして、その協力というのは、一つの市町村だけが利益があ

ってほかの市町村は利益がないというふうなものでは全く続かないわけでございまして、何

か近隣の市町村、輪之内、養老と協力できないかというふうなことを今ちょっと課で研究中

でして、まだ具体的なところには進んでいないんですが、１つあるのは、結婚率といいます

か、それが西濃地域では、特に養老とか輪之内とか海津市はかなり低いなと。結婚率という

のは人口何人当たりの結婚件数というか、そういうものなんですが、大垣は比較的全国平均

と近いぐらいあるんですけど、輪之内とか海津とかはちょっと少なくなっているということ

で、この地域の抱える共通の課題だと考えておりますので、それは少子化につながりますし、

ひいてはこの西濃地域全体での人口減少につながっていくものだと思われますので、何かそ

ういうふうなところの解決を図るようなプラットフォームというか、西濃地域で何かできな

いかということをちょっと研究して順次進めていきたいなと考えている次第です。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（水谷武博君） 川瀬厚美君。 

○12番（川瀬厚美君） 企業であれば本当に生存をかけてしっかり取り組むわけでありますの

で、地方自治体は、当然倒産することもありませんので、研究と検討ということも常に聞こ

えますけれども、やっぱり取り組むべき課題は、目の周りにいっぱいあると思います。です

から、いろいろ申し上げましたので、ぜひひとつ参考にしていただきたいと、そのように思

っております。 

 海津市の発展と市民の皆さんの幸せを願って、質問を終わります。市長、お願いします。

以上です。 
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○議長（水谷武博君） これで川瀬厚美君の質問を終わります。 

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

   ◎散会の宣告 

○議長（水谷武博君） 以上をもちまして、本日の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、６月16日午前９時に再開をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 皆様、御苦労さまでした。 

（午後２時５５分）  
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