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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９番 伊藤久恵さ

ん、10番 六鹿正規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30分以内とし、これを許可いたします。 

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

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

 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。 

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

◇ 松 田 芳 明 君 

○議長（服部 寿君） 最初に、４番 松田芳明君の質問を許可いたします。 

 松田芳明君。 

〔４番 松田芳明君 質問席へ〕 

○４番（松田芳明君） おはようございます。 

 それでは、いつものように一市民の目線で３つの質問をします。よろしくお願いします。 

 １つ目の質問、海津市財政再生プログラムについて、質問相手は、市長、教育長です。 

 ２つ目の質問、旧平田庁舎跡地周辺公共施設等民間利活用可能性調査業務委託報告書につ

いて、質問相手は、市長、教育長です。 

 ３つ目の質問、海津市スポーツ推進計画の進捗状況について、質問相手は教育長です。 

 では、１つ目の質問に入ります。 

 昨年12月に提示された海津市財政再生プログラムについて、市長、教育長に次の３点の説

明を求めます。 

 １．市民にこのプログラムの必要性を知っていただくために、本プログラムのねらいを簡
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潔に説明してください。 

 ２．（別冊）「取組一覧」には、歳入の確保と歳出の抑制に分けて、各課からたくさんの

取組内容が列挙されています。その歳入の確保の中にふるさと納税の推進が入っていないの

はなぜか、説明をお願いします。 

 ３．歳出の抑制の中で公共的施設の見直しとして上げられている平田図書館、生涯学習セ

ンター用途変更、公立認定こども園の削減の現段階での実施計画を簡潔に説明してください。 

 ２つ目の質問に入ります。 

 一昨年度、500万円の事業として平田庁舎周辺の利活用調査が業務委託され、昨年、その

報告書が提出されました。そして、今年１月の全協でその内容が明確になりました。その件

について、市長、教育長に次の説明を求めます。 

 １つ目の質問内容、海津市財政再生プログラムとの関連で歳出抑制を計画、実施している

中、生涯学習センターの改修等には市が多額の支出をすることになり、市の財政再建に矛盾

するのではないかと思いますが、いかがですか。 

 ３つ目の質問に入ります。 

 2020年４月から、５か年計画で「海津市スポーツ推進計画」が進められています。その計

画実現に向けての進捗状況について、次の３点の説明を教育長に求めます。 

 １．今年４月から市内にある３中学校の部活動が任意・選択制になると聞いていますが、

何がどのように変わるのか、説明をお願いします。 

 ２．任意・選択制の部活動になると、指導者の問題が出てきます。海津市では、今年度当

初、今後５年間の計画「海津市スポーツ推進計画」が作成されました。その中のページ32に

は「スポーツ指導者バンク」の文言がありますが、スポーツ指導者バンクとはどのようなも

のか、またこの事業は、１年経過してどの程度進んできたのか、説明をお願いします。そし

て、その登録者が今後部活動を指導することになるのかという点についても説明をお願いし

ます。 

 ３．推進計画の33ページにある体育協会の法人化に向けた検討は、どの程度進み、いつ頃

法人化に踏み切る予定ですか。また、体育協会を法人化することによるメリットについて説

明をお願いします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

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

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 松田芳明議員の１点目の海津市財政再生プログラムについての御質問

にお答えします。 
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 ３点目の海津市スポーツ推進計画の進捗状況につきましては、後ほど教育長から答弁いた

しますので、よろしくお願いします。 

 議員御存じのとおり、地方行政改革につきましては、合併時から３次にわたり「行政改革

大綱」を策定し、行政改革を推進してまいりましたが、令和２年３月に財政面をより一層強

く意識した「行財政改革大綱」を策定いたしました。 

 行財政改革大綱は、人口減少や少子高齢社会の進展、足踏み状態の続く経済情勢、被害想

定の拡大が懸念される南海トラフ地震への備えなど、本市を取り巻く社会環境や対応すべき

行政課題は、年々変化し、新たな行政需要は増え続け、一方で、市税をはじめとする自主財

源の減少、社会保障関係経費をはじめとする義務的経費の増加により、本市の財政状況はよ

り厳しい状況下に置かれるものと考えられます。また、喫緊に迫った財政調整基金が底をつ

き予算を組めない事態を回避し、将来にわたり持続可能な自立したまちづくりを進めるため

に、真に必要な行財政改革をより確実に実行していくためのものであります。 

 基本目標は、最適な財政構造等への改革及び最適な事務事業への見直しとし、取組内容は、

歳入の確保と歳出の抑制、事務事業の見直し、公共的施設の見直し、外部委託の推進、公営

企業等の健全経営を掲げております。 

 １つ目の財政再生プログラムのねらいにつきましては、財政再生プログラムは、令和７年

度までを期間として、行財政改革大綱の具体的取組内容をまとめたもので、未来の本市を担

う子どもたちに負担を残さず、持続可能な財政を取り戻すため、令和７年度決算時に財政調

整基金残高10億円を堅持することを目指しております。 

 この取組は、行政だけでなく、議員各位や市民の皆様と議論を続けながら、持続可能な行

財政基盤の構築を目指すものであり、市民の皆様に御協力と御理解をお願いするものであり

ます。 

 ２つ目の歳入の確保にふるさと納税の推進が入っていない理由につきましては、ふるさと

納税は、自分の出身地域や応援したい自治体に寄附ができる制度で、自治体独自の取組に対

して支援する趣旨であります。本市では、市総合計画に掲げる５つの基本目標及びなんでも

支援の中から１つを選んでいただき、寄附を頂いており、性質といたしましては指定寄附金

に当たるもので、寄附者の意向を踏まえ、事業を予算化するものであります。 

 令和３年度予算編成では、海津市未来創生予算枠を設け、移住・定住施策をはじめとした

本市の活性化事業の財源としております。 

 そのため、財政再生プログラムにおける歳入の確保とは別枠で考えておりますが、当然、

ふるさと納税の推進につきましては、さらに取り組んでいくべきものと考えております。 

 ３つ目の平田図書館、生涯学習センター用途変更、公立認定こども園の削減の現段階での

実施計画につきましては、議員御存じのとおり、本市の公立認定こども園は、いずれも昭和
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40年代から50年代に建築された施設で、老朽化が進み、近い将来、建て替え等の対応が必要

となってまいります。 

 また、本市においても依然として少子化に歯止めがかからない状況を鑑み、公立認定こど

も園の再配置を検討する中で、今後、多様な保育ニーズに対応していくためには、民間の力

を借りながら幼児期の教育・保育環境を充実させ、継続可能な実施体制を整える必要がある

と考え、「公立認定こども園民営化・統廃合計画」の策定を行っており、今年４月には計画

書を取りまとめる予定であります。 

 この計画書の中で今尾認定こども園は、築47年が経過し、老朽化が著しく、既に更新の時

期を迎えていること、また公私連携法人が運営している旧西島保育園（秋桜こども園）の協

定期間が令和５年３月31日をもって満了となることなどを考慮し、２園を廃園し、新たな認

定こども園として、生涯学習センターの建物を認定こども園へ機能転換を行う形で社会福祉

法人の募集を行い、令和５年４月に公私連携保育所型認定こども園として開園する予定で準

備を進めてまいります。 

 なお、生涯学習センターの改修に係る費用は、社会福祉法人の負担となり、国の保育所等

整備交付金及び認定こども園施設整備交付金制度を活用した場合は、改修事業費の４分の１

が本市の負担となります。 

 次に、平田図書館については、平田総合福祉会館「やすらぎ会館」を活用し、平日はもち

ろん、休日でも子どもと一緒に絵本を読んだり、読み聞かせをしながら過ごせる場所、親子

で交流や相談ができる場所の提供ができ、子育て世代が利用しやすい施設として生まれ変わ

る計画で準備に取りかかるところであります。 

 ２点目の生涯学習センターの改修等には市が多額の支出をすることになり、財政再建に矛

盾するのではにつきましては、本市は今年度、「海津市公共施設等総合管理計画」の改定と

「海津市建物系公共施設個別施設計画」の策定を進めておりますが、策定当初の海津市公共

施設等総合管理計画において、将来の人口構造の変化や市民ニーズの変化、公共施設等の改

修・更新等、厳しい財政事情への対応を課題とし、今後40年間で公共施設等の更新費用を

49％圧縮することを目標としており、課題に対する基本方向では、公共施設の適正配置、既

存施設の有効活用による効率的な行政経営、予防保全の推進、民間活力の推進を掲げており

ます。 

 １月の議会全員協議会において「旧平田庁舎跡地周辺公共施設等再編方針」をお示しさせ

ていただき、平田図書館を含む生涯学習センターにつきましては、民間こども園に機能転換

する計画として報告させていただきました。 

 この計画は、先ほど答弁したとおり、老朽化により更新の時期を迎える公立今尾認定こど

も園と旧西島保育園を統合し、公私連携保育所型認定こども園とするもので、公共施設等管
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理計画に沿ったものと考えております。公立認定こども園の民営化、統廃合、また市内重複

施設であるやすらぎ会館を市内にはない子育て支援施設等に機能転換することは、住民サー

ビスの向上を図りながら将来的な支出を縮減できるものと考えておりますので、御理解をい

ただきますようお願いいたします。 

 以上、松田芳明議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 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、松田芳明議員の３点目、海津市スポーツ推進計画の進捗

状況についての御質問にお答えいたします。 

 本市におきましては、平成27年３月に「海津市スポーツ推進計画」を策定し、「みんなで

スポーツ いきいきライフ ～スポーツの力で人と地域が元気になるまちかいづ～」を基本

理念とし、本市のスポーツ振興の充実を目指してまいりました。 

 令和元年度に計画策定から５年が経過し、計画期間の中間年を迎えましたことから、計画

策定後の状況の変化等を踏まえて見直しを行い、令和２年度から令和６年度までの５年間を

計画期間とする「海津市スポーツ推進計画（改訂版）」として策定いたしました。 

 １つ目の中学校の部活動が任意・選択制となると何がどのように変わるのかにつきまして

は、これまで中学校の部活動は、全員加入を原則として行ってまいりました。全ての生徒が

在籍する中学校にある部活動の中から選択し、いずれかの部活動に必ず所属するというもの

です。 

 これに対し、任意制や任意・選択制と呼ぶものは、学校部活動に限らず、学校外の任意の

スポーツ団体や習い事なども含めた様々な選択肢の中から自分が希望する活動を選択するも

のであります。 

 日新と平田中学校につきましては、先行して本年度より任意・選択制を導入しています。

来年度４月からは、城南中学校も任意・選択制を導入する予定であります。 

 生徒数の減少に伴う教職員定数の減少により、学校部活動だけでは限られた種目しか設置

できず、また教員の働き方改革が進められる中で活動時間も限られてまいります。学校部活

動以外の選択肢が増えることで、生徒は自分が本来希望する活動、自分が活躍できる場所を

選択することができるようになります。 

 ２つ目のスポーツ指導者バンクとはどのようなもので、どの程度進んだのか、そして登録

者が今後部活動を指導するのか、この点につきましては、まずスポーツ指導者バンクとは、

新しいスポーツを始めたいが、指導者がいない、仲間と楽しくやっているスポーツだが、も

っと技術を高めたい、そのため専門の指導者に指導してほしいなどの要望に応え、指導者を

紹介、派遣する制度であります。 
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 スポーツ指導者バンクの立ち上げの準備を模索しておりましたところ、昨年９月にスポー

ツ庁及び文化庁より「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」の通達があり、休

日の部活動の段階的な地域移行を進める方向性が示されました。 

 これを受け、生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツや文化活動が

実施できる環境を整備していくことが必要となります。そのため、スポーツ団体、地域の指

導者、学校関係者の方々にお集まりいただき、これまで３回、協議の場を持ってまいりまし

た。また、中学校部活動から地域クラブへの移行についてのアンケート調査を実施するなど、

競技種目ごとに調整を行い、その都度課題を洗い出し、今後の方針について協議を重ねてま

いりました。 

 現在のところ、令和３年度末までを準備期間とし、令和４年度から地域クラブにおいて休

日部活動の受入れを目指して準備を進めており、スポーツ指導者バンク制度の創設も併せて

協議を行っていくこととしております。 

 いずれにしましても、部活動の地域での支援、地域への移行の受皿となり得る新たな地域

スポーツ推進体制を構築していく必要があると認識しております。 

 ３つ目の体育協会の法人化に向けた検討は、どの程度進み、いつ頃法人化に踏み切る予定

か、また法人化することのメリットは、この点につきましては、体育協会の法人化は、今後

の理想目標としております。現時点におきましては、方向性を示す程度で具体的な動きまで

には至っておりません。 

 法人化することのメリットとしましては、受託などの契約行為を行えるようになります。

例えば、大会の運営等を受託できるようになるほか、公共施設の維持管理等も委託を受ける

ことが上げられます。 

 体育協会の各種事業及び組織の一層の充実を図るためには、法人格を取得することが望ま

れます。今後は、法人化に向け、さらに調査・研究を行うよう働きかけを行ってまいります

ので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、松田芳明議員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。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） すみません、議長にお願いしたいんですが、１番と２番の大きな質問

について、ちょっとあっちへ行ったり、こっちへ行ったりということがあるんですが、お許

し願えますか。 

○議長（服部 寿君） はい。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 
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 それでは、１番、２番をひっくるめて再質問をしたいと思います。 

 まず、一般の方に財政調整基金って何だろうなあということが分からんという御意見もい

ただいています。私なりに考えると、特別な災害が起きたり、何かの不測の事態が起きたと

きに、海津市として手当てする自由に使えるお金というふうに私は考えているんですが、そ

うすると家庭内でいったら、財政調整基金というのはへそくりのようなもので、何かのとき

のためにあるというふうに考えていいのか、いけないのか。ちょっとへそくりという古風な

言い方はどうかと思いますが、そういったようなものだというふうに理解していいかどうか、

ちょっとお願いしたいですが。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 へそくりという言葉だと、家族でお父さんやお母さんが個人で隠して持ってという感じの

イメージのある言葉なのでちょっとあれかもしれないんですけど、財政調整基金はどんな額

が残っているかというのは公開されていますし、かつ誰か個人に属するわけじゃなくて全体、

市が持っていて、市民の方全体のというふうな意味があるので、ちょっとへそくりという言

葉はあれかもしれないんですけど、今、松田先生がおっしゃったように不測の事態に備えて

使用できるという点は、まさにおっしゃるとおりだと考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 へそくりというイメージで考えていただくと、市民の方にも分かりやすいかなあというこ

とでお尋ねしました。 

 それと、ふるさと納税は、先ほど市長の答弁に５項目で海津市外の方から寄附を願ってい

るものだということで、この歳入の確保には入れていなかったという話がありましたが、今

年度は7,000万以上のふるさと納税額があるとお聞きしています。 

 以前、二ノ宮議員の一般質問の中で4,000万ぐらいのふるさと納税額を頂ければ、収支と

いうか、それがとんとんになると。だから、7,000万ということは、今年度は3,000万ぐらい

のお金がゆとりというか、返礼するものとか、いろいろあるので、全てが全てそうとは限ら

ないんですが、そのぐらいあれば、先ほどの市長の答弁の中にあった海津市の移住・定住と

か、そういったプログラムの財源として確保できるということだったんで、この7,000万ぐ

らいというのが一応の目安なのか、それとももっとこれから今後、この額を増やしていきた

いと考えてみえるのか、市の意向をお伺いします。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 
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 海津市未来創生予算枠は、来年度の予算で1,500万の予算枠を確保しておるということで、

大体少なくとも3,000万ぐらいのふるさと納税を集めようというふうな感じでは考えていま

す、その海津市未来創生予算枠との関係では。とはいえ、7,000万を別に本年度は目指して

いたというわけではなくて、これもかなり想定していたより多く来たなあというふうに考え

てはいるんですけど、具体的などのくらいの額を目指すかというのはなかなか言いづらいし、

難しいと思うんですが、今後も引き続き、海津市としてはふるさと納税の確保というのをし

っかりと頑張っていきたいと考えております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ぜひよろしくお願いしたいということを思います。 

 先ほど市長の答弁の中で、生涯学習センターの改修等に、国とか、そういうところの補助

を頂いた場合、本市の負担額はその全体の４分の１だという答弁があったんですが、４分の

１と言われても金額的に分からないので、これも市民の方に分かりやすく、大体このぐらい

だと。私がちょっとお聞きしているのは、1,000万円から2,000万円ぐらいじゃないかという

話を聞いているんですが、大体の額でよろしいのでその辺をお知らせください。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 一応改修費は１億円ぐらいとお聞きしていますので、市の負担になりますと、2,500万ほ

ど負担になるかと認識しております。以上です。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） ありがとうございます。 

 ちょっとこれは要望になってしまうんですが、議長、ちょっとお許し、よろしいですか。 

○議長（服部 寿君） はい。 

○４番（松田芳明君） 2,500万の支出をするということでしたら、以前に野寺と西島の認定

こども園を私立の経営者にその経営を継続してもらうということで、無償で土地建物等をお

貸ししたという経緯があります。2,500万円をかけるなら、支援者の中には、その分ぐらい

は貸すんだからお金を頂いたらどうだと。年間50万でも100万でもいいのでお金を頂いても

いいんじゃないかというのがあるんですが、そういった契約は今後可能かどうか、お願いし

ます。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 国の制度を使って負担ということがありますけれども、認定こども園を民営化するに当た
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っては、ある程度市のほうも負担は必要かなというようなことは考えています。 

 今回、民営化にすると、大体1,100万ほど財源的には削減になります。併せて学習センタ

ーを使うということになりますと、2,500万ほど経費も削減になってきますので、議員がお

っしゃるとおり、その辺のところの金額については検討すべきものではありますけれども、

一応ある程度民営化を推進するに当たっては、ある程度の負担は必要ということで認識して

おりますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） まだ契約はされていないそうなので、検討ということで結構ですので、

今おっしゃったことはよく分かりますので、ぜひ検討事項に入れてください。 

 ３つ目の質問を教育長さんにちょっと答弁を願おうと思ったんですが、時間がありません

ので、また機会を見て、このスポーツ推進計画についてはお伺いしたいと思います。 

 最後に、先ほど市長さんの答弁の中に歳出の抑制ということで、これは62品目の非常に細

かいものがありました。その中には、海津市が他市町に誇れていた教育・福祉の面でかなり

切り詰めた部分があります。先ほど答弁にありましたように、財政調整基金を５年後には10

億円にしたいという話でこういったことが出てきたと思いますので、何とぞ、市長さんはあ

と１か月半ほどの任期しかないんですが、ぜひ次の市長さんにこの辺り、教育・福祉は多少

市民の皆様に御不便をかけるが、この10億円というのが達成されたら、またこの面で海津市

はすばらしいというふうにしていきたいということを引継ぎの形でしっかり引き継いでいた

だきたいと思いますので、そこだけちょっと御答弁願います。 

○議長（服部 寿君） 市長 松永清彦君。 

○市長（松永清彦君） 今まで子どもの教育、あるいは福祉、それに対してしっかりやってい

こうということでやってまいりました。その点につきましては、引き続き新しい市長さんに

引き継ぎたいと、このように思います。 

 多分どの方がなられても、市長になられたら、やはり子どもの教育、これは一番に考えて

なさるんではないかなあと期待をいたしております。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） はい。 

○４番（松田芳明君） 時間ですので、私の一般質問は終わりにします。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（服部 寿君） これで松田芳明君の質問を終わります。 

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 
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○議長（服部 寿君） 続きまして、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、私は１点、新型コ

ロナウイルスワクチン予防接種について市長にお伺いいたします。 

 新型コロナウイルスワクチンについては、人口の65％から70％の方が接種を受ければ集団

免疫が実現するとされ、特に市民の関心も高いと思われます。 

 各市町村で行われる新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け優先接種は、いよいよ４月

12日から順次始まると報道がありました。 

 それによると、高齢者向けワクチンは、４月５日の週から各自治体に順次発送、ただし、

どう配分するかは県に調整をお願いする。全ての市町村にワクチンが行き渡り、接種が本格

化するのは４月26日の週になる見通しということです。 

 本市においても、過日の議会全員協議会においてワクチンに係るスケジュール等が示され

たところです。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １．スケジュールでは、３月下旬から65歳以上の方への接種券、案内文書が発送される予

定ということですが、予定どおり準備は進んでいるのでしょうか。予約受付はいつ頃になる

のでしょうか。 

 ２．県から本市へのワクチンについて、いつ頃、どれだけの量が来ると示されていますか。 

 ３．今後のワクチン接種の進め方に関して、短期、中期、長期の接種率を含めた進捗目標

とスケジュールを現時点で分かる範囲でお示しください。 

 ４．ワクチン接種会場については文化センターで集団接種ということですが、今後、医療

機関での個別接種もお考えでしょうか。 

 ５．基礎疾患をお持ちの方に対しての接種はどのようになっているのでしょうか。 

 ６．副反応に対する体制は十分にできているのか。アナフィラキシーショックに対するエ

ピペンの確保等はできているのでしょうか。 

 ７．住所地以外、里帰り出産や単身赴任の方などの接種できる体制はできていますか。 

 ８．ワクチン接種に向けた庁内体制ですが、十分な職員の配置が必要と考えますが、現状

の人員体制と必要な職員数はどのくらいでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 浅井まゆみさん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） 浅井まゆみ議員の新型コロナウイルスワクチン予防接種についての御
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質問にお答えします。 

 本市では、新型コロナウイルスの蔓延防止のため、国の指示の下、予防接種法上の臨時接

種の枠組みでワクチン接種体制の準備を進めております。 

 現在のところ、使用するワクチンは、マイナス75度Ｃで冷凍保存が必要な、取扱いにも非

常に制約があるファイザー社ワクチンが供給されます。接種会場において接種可能な人数を

可能な限り多くするため、駐車場が広く、空調設備が整備された海津文化センターの１階と

２階にて集団接種を予定しております。 

 16歳以上の市民の皆様を対象に、ワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、

国が指示する優先順位に従って、21日間隔で２回接種のワクチン接種を実施いたします。 

 なお、接種に係る費用を国が全額負担するため、市民の皆様は無料で接種していただけま

す。 

 それでは、現時点での状況について順次お答えします。 

 １つ目のスケジュールにつきましては、ワクチンの供給時期、量が国・県より決められま

すので、本市のワクチン接種開始時期、予約受付については、その供給時期、量に応じて、

決まり次第、市民の皆様に御案内いたします。現在のところ、４月中に65歳以上の方へ接種

券、予診票、お知らせ案内文書を個別送付する予定で、５月から順次ワクチン接種を実施で

きるよう準備を進めております。 

 ２つ目の本市へのワクチン供給につきましては、国から２月25日付で県への高齢者向けの

ワクチン配布の連絡があり、県には１箱975回接種分のワクチンが４月５日からの週で２箱、

４月12日からの週に10箱、４月19日からの週に10箱と予定されています。４月25日までに県

内で22箱しか届きませんので、県内42市町村に分けることは難しく、感染者数もクラスター

も多くない本市に届くのは、４月19日の週に１箱、４月26日の週に１箱の予定で、その後の

供給量については未定となっております。 

 ３つ目のワクチン接種の進め方、４つ目の個別接種につきましては、接種率７割と見込み、

接種順位については、65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、60から64歳の方、以降それ

以外の方となっております。 

 高齢者の接種につきましては、県ではクラスターの予防的防止の観点から、高齢者施設の

入所者、居宅サービス事業所の利用者を優先することとなりましたので、高齢者施設入所者

から開始し、その後、高齢者の集団接種ができるよう準備を進めてまいります。 

 順次、国の指示に従って10月頃まで集団接種で実施する計画でおります。 

 また、個別接種につきましては、随時、国の動向を注視するとともに、今後供給されるワ

クチンの種類、量等に応じて、市医師会の先生方と引き続き協議をしながら検討してまいり

ます。 
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 ５つ目の基礎疾患をお持ちの方につきましては、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、

血液疾患等の基礎疾患を有する方が対象になり、基本的には自己申告となります。 

 予約をする前に必ずかかりつけ医に御相談をいただき、ワクチン接種を受けてもよいとの

判断を受けてから、本市が設置しますコールセンターへ予約をお願いすることとなります。 

 また、接種会場で診察する先生に接種の適否を判断していただくため、事前にかかりつけ

医の判断を予診票に記入していただく必要がありますので、その旨を併せて周知させていた

だきます。 

 ６つ目の副反応に対する体制につきましては、アナフィラキシー等緊急に対応しなければ

ならない状況が発生した場合に備え、あらかじめ会場スタッフの役割分担を徹底し、救護ス

ペースの確保、救急処置用品や薬剤の準備、発生者に対する迅速な治療、場合によっては救

急搬送体制等について準備してまいります。 

 ７つ目の住所地以外の接種できる体制につきましては、長期入院・入所している方は、申

請は不要ですが、お住まいが住所地と異なる方、例えば里帰り出産や遠隔地へ下宿している

学生さん、単身赴任の方は、実際にお住まいの地域でワクチン接種を受けられますので、現

在お住まいの市町村の相談窓口へお問合せをいただき、申請による接種券の発行をしていた

だくことで接種を受けることができます。 

 ８つ目のワクチン接種に向けた庁内体制については、本年２月より健康課内に新たにワク

チン接種担当として課長補佐１人、担当係長１人を配置し、３月には、会計年度任用職員で

保健師１人、事務職１人を、また４月からはワクチン接種推進室として、さらに増員し、人

員体制を強化いたします。 

 また、市民の皆様からの問合せやワクチン接種の予約を受け付けるコールセンター業務、

接種会場の事務スタッフについては、一部外部委託にて対応する準備を進めております。 

 いずれにしましても、国家プロジェクトである新型コロナウイルスワクチン接種について

は、喫緊の最重要課題であると認識しております。万全の体制で臨んでまいりますので、御

理解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。 

 このワクチン接種は、コロナウイルス感染拡大の終息の鍵を握る史上最大のプロジェクト

であります。 

 公明党は、党本部及び各都道府県本部にワクチン接種対策本部を立ち上げまして、各自治
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体での課題などを共有し、いち早く政府に届けています。 

 また、３月初めには、全国一斉に各自治体へのコロナワクチン接種体制に係る自治体意向

調査も実施したところです。 

 岐阜県では、２月19日から長良医療センターにおいて先行接種が始まり、３月上旬からは

医療従事者等に対する優先接種が始まったところです。 

 ワクチンの供給は、本市の配分は、４月19日の週に１箱、26日の週に１箱という僅かな量

ですが、海津市は16歳以上の方が２回接種するとして、70％の方の接種が目標ですと、60箱

以上は必要となると思うんですけれども、今のところ政府は、３月13日の報道によりますと、

６月末までには65歳以上の高齢者２回分は行き渡る量が来るだろうとしておりますけれども、

本市の65歳以上の方、70％の方に行き渡る量というのは何箱ぐらいになるのでしょうか、お

伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 約70％で8,000人を予定しておりますので、１人２回で16箱ぐらいになるかと思います。

以上でございます。 

〔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。 

 それだけの量が６月末までに来るといいと思いますが、期待したいところでございます。 

 それで、まずは高齢者施設入所者への接種を優先して進めていくということですが、供給

されるワクチンが限られる中で、予約受付開始をどのように市民にお伝えするのでしょうか。 

 それから、予約の方法としては電話予約のほかにインターネットの予約もできるのか、ま

たＬＩＮＥ等を使っての予約も必要と考えますが、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。 

 高齢者の方には接種券等をお送りすることでお知らせをする予定でございます。先ほど市

長答弁がありましたように、４月中には送りたいというふうに考えております。 

 それから、あとインターネットの予約のほうは、今、できるようにということで進めてお

ります。 

 それから、ＬＩＮＥは、そのインターネットの予約にＬＩＮＥの画面から入り込むような

仕組みができるというようなふうに聞いておるんですけれども、その仕組みを使っていいの

かどうかというところがちょっと問題がありまして、今、その辺は検討しておるところでご

ざいます。 
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〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 予約受付開始というのは、その接種券の中に時期というのは書いて

あるのでしょうか。 

○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。 

 接種券と、それからお知らせ等を入れますので、そこの中にいつから予約できますという

ようなお知らせを入れる予定でございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） はい、分かりました。 

 計画の遅れは、確保した会場や医療従事者等が当初予定した期間内に収まらないことで練

り直しとか追加確保が必要になってくるのではないかと思われますが、計画がずれ込むこと

で人員確保や医師会との調整、また会場確保は大丈夫なんでしょうか。 

○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） 一番問題になるのは接種いただく先生と、それから会場の問

題だと思いますので、その辺は進捗状況を見ながら調整していきたいというふうに思ってお

ります。 

 会場については、今のところ、９月までの予定でしたけれども、少し延ばせるように調整

をしておる状況でございます。 

 あと、スタッフのほうも外注分については延期ができるというふうに聞いておりますので、

あと庁内の体制については、また人事のほうと相談していきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 当初、９月までということで文化センターなんですが、10月まで延

ばしたとしても、10月までには到底終わらないと想定されますが、その後の予定はどうなり

ますでしょうか。 

○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。 

 そのときにどこまで進んでいるかということもありますけれども、教育委員会さんのほう

も成人の集いとか、非常に大きな行事がありますので、小分けというか、少しの規模ででき

るようになれば、海津の総合福祉会館とか、平田のやすらぎ会館とか、そういうところを使
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う方向も考えていますし、そのときも大きな人数でやらなければならなくなれば、また大き

い会場を探すというか、延長を協議していくというような格好になると思います。 

〔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。 

 それから、アレルギー反応が出たときの方に対してエピペンという対応が必要となると思

うんですが、そこのところの答弁がなかったように思いますが、その確保は大丈夫でしょう

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。 

 エピペンを含めまして医療品については医師会の先生に確認いただいて、これだけあれば

というような御返事をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） それから、基礎疾患をお持ちの方に対しても事前にしっかりとかか

りつけ医の先生方に御相談して受けていただくということですが、万が一、重篤な副反応が

出た場合に国の救済制度等というのはあるのでしょうか。 

○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。 

 これは予防接種法上の臨時接種というような位置づけになっておりまして、定期予防接種

と同じく一番高度なというか、補償が健康被害救済制度で受けられるというふうに聞いてお

ります。以上です。 

〔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。 

 それから、財政上の問題としては国が全額負担するということで心配はしていませんが、

過日も限度額２億950万円の追加交付もあるということもお伺いいたしました。 

 これだけスケジュールが遅れると、計画を見直さなければならないために、既に先行して

準備していた経費が無駄になるという部分も出てくるのではないかと思いますが、例えば印

刷した通知チラシが無駄になってしまったという場合でも対象経費として全額認められるの

か、そこら辺のところをお伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 
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 経費としては認められるというふうに聞いております。 

 市の状況は、国のワクチンの状況もはっきりしなかったということから、特に今のところ、

先に進めてしまったものというのはないというふうに認識しておりますが、コールセンター

が予定どおり、一応３月16日、明日から相談業務を始めるということですけれども、受付業

務だけでなくても相談業務も対象となるというようなふうに聞きましたので、それも大丈夫

だというふうには思っております。以上です。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 安心いたしました。 

 それから、１つ、予約しても当日忘れてしまったりとか、当日、急に熱が出て受けられな

くなったりした場合など、ワクチンが無駄になってしまうという場合があると思いますが、

そこのところの対応はお考えでしょうか。 

○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。 

 予約して忘れられるとか、それから当日に受けないとかもあると思いますし、集団接種で

やると、１シリンジ５人分というようなことになっていますので、ちょうど５人になるとい

う場合のほうが少ないかなというふうに思っていまして、そのことについてはちょっと最初

から問題視しておるんですけれども、国のＱ＆Ａでは廃棄もやむを得ないというような感じ

なんですけど、なるべく無駄にしないような方法ができないかなということは、今、医師会

の先生とも相談しております。最初から問題視しておって解決はしていませんが、以上でご

ざいます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） よろしくお願いいたします。 

 １つ、今回、補正予算に上げられておりました送迎サービスについてお伺いいたします。 

 ワクチン接種会場までの送迎サービスの委託料と車借り上げ料が含まれていますが、具体

的な内容が決まっていればお知らせください。 

○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。 

 予算のほうは、タクシーの借り上げ料とレンタカーの一応両方上げさせていただきました。

想定は、会場まで自分か、または御家族と一緒に来られない方を想定して、近くまで出てい

ただいてタクシーで拾うか、レンタカーで職員なりがお迎えに上がるかというようなことを

想定して両方上げさせていただいたんですけど、実はいろいろ単純にお迎えに行くという、
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御希望を取るといってもなかなか難しいというか、たくさんになってしまうとか、全然ない

とかということがあるので、少し始まる頃をめどに、今、どんなふうに行ったらいいかとい

うのをほかの高齢者の見守りをしてみえる方とか、いろんな方に相談しているんですけれど

も、なかなか難しいなと。バスを単純に走らせても、多分乗られない、ほとんど利用されな

いのかなということもありますし、いろんな方法をちょっと考えておりまして、最終的には

何か支援はしたいなというふうに考えております。 

〔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。 

 次に、障がいをお持ちの方に対しての支援を伺いたいと思うんですが、３月３日付で厚労

省より「コロナワクチンに関する障がい者への合理的配慮の提供について」という通知文書

が来ていると思いますが、これは我が党の佐々木さやか参議院議員の質疑に答えたものなん

ですけれども、視覚障がいとか聴覚障がい、また発達障がい等をお持ちの方などへの配慮が

必要ではないかというもので、ファクスやメールでの相談対応について可能にすることとか、

接種時におけるコミュニケーションボードの活用、また遠隔手話などの意思疎通支援などが

示されているんですけれども、そういった障がいをお持ちの方への支援体制はできているん

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） お答えいたします。 

 まず、ファクスやメールなんですけれども、今のところ、ちょっと専用というものは設け

る予定はありませんが、コールセンター以外で通常の健康課へのファクスとかメールでの御

相談は受け付けることができるようにしております。 

 それから、コミュニケーションボードですけれども、筆記できるものを用意して対応した

いなというふうに思っております。 

 それから、遠隔の関係は、外国語対応とか、いろいろ問題があるかなあということを認識

しておりますが、現在、検討中でございますので、よろしくお願いいたします。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） よろしくお願いいたします。 

 それから、移動が困難な方への配慮も必要かと思うんですけれども、訪問診療とかされて

いる方の接種も今後考えなければならないと思いますが、練馬区では訪問診療をしている方

6,000人を対象に接種計画をつくっているということもお伺いしたんですけれども、そうい

うこともお考えでしょうか。 
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○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。 

 そこも問題視しておるところなんですけれども、何せワクチンの取扱いが非常に、今のワ

クチンですと１シリンジ５人というようなことと、何時間以内に全て使い切らなければいけ

ないというような問題もあって、なかなか訪問による接種というのは難しいなあということ

で、今、これも医師会の先生とも相談しておりますし、先ほどの練馬区のやり方等もちょっ

と研究したいなというふうに思っております。 

〔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。 

 最後に、政府は、現在、ワクチンの接種状況を迅速に把握するため、ワクチン接種記録シ

ステムの構築を進めています。先週、このシステムの説明会も開かれたと聞いています。こ

のシステムは、引っ越し等により２回の接種を異なる自治体で受ける必要がある場合や、今

後、職場での集団接種が行われた場合など、誰が、いつ、どのワクチンで何回目の接種を受

けたのか、全国の自治体で共有できることや、接種券を紛失した場合などの利便性があると

されております。 

 政府は、入力作業の手間を少なくすることや必要な経費を支援する方針を示していますが、

先週の説明会を受けて、このワクチン接種記録システムの導入を順調に進めていけるのかど

うか、課題があるとすればどのような課題があるのか、お伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤敏弘君。 

○健康福祉部長（近藤敏弘君） お答えいたします。 

 この記録システムなんですが、このシステムの話が出る前に、Ｖ－ＳＹＳというワクチン

の供給量を国が管理するようなシステムがありまして、それとまず連携ができないというふ

うにはっきり聞いております。それと、市が予約するシステムとも、その接種記録システム

とＶ－ＳＹＳというのが連携していないと。さらに、市は「健康かるて」というものを持っ

ていまして、全てのワクチン接種を残してある記録があるんですけど、その４つのシステム

がそれぞれ連携していないということで、非常に１つずつは簡単かもしれませんけど、後で

使いにくいなというのを非常に問題視しております。以上です。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 分かりました。また、そこのところも我が党に伝えたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 市長の任期もあと僅かとなりました。最後に、このワクチン接種事業を大成功させるため
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に、全庁挙げての十分な職員の人員配置をしていただきますことを要望いたします。 

 明後日にワクチン接種のシミュレーションを実際の会場の文化センターで行うということ

ですが、そこでの課題をしっかりと洗い出していただきまして、この国を挙げての一大プロ

ジェクトが大成功し、一刻も早くコロナウイルスが終息しますことを願って質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで浅井まゆみさんの一般質問を終わります。 

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

（午前１０時０２分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１７分）  

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

○議長（服部 寿君） 10番 六鹿正規君の質問を許可いたします。 

 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○10番（六鹿正規君） 議長のお許しをいただきました。通告に従って質問させていただきま

す。 

 要旨といたしましては、海津市財政再生プログラム（案）の見直しにおけるタウンミーテ

ィングの開催について質問いたします。質問相手は市長でございます。 

 当初は、昨年、令和２年12月にタウンミーティングを２回開催して、当プログラムを広く

市民に周知した上でパブリックコメントを求める予定であった。 

 しかし、新型コロナウイルス感染拡大のため、タウンミーティングは中止され、開催する

ことなく、意見募集のみが予定どおり、市報かいづ、令和３年１月号に掲載されました。 

 プログラム（案）は、市民サービスに直結した重要な提案であるがゆえに、タウンミーテ

ィングを開催して、パブリックコメントで広く意見集約する予定ではなかったのか。 

 コロナ禍の下、タウンミーティングの開催が不可能であれば、それに代わる周知を行った

上でパブリックコメントを実施するべきではなかったのかと考えます。 

 市民への広報活動も十分にされない上に、プログラム（案）へのアクセス自体が市ホーム

ページ、もしくは各支所での閲覧に限られていて、市民がアクセスしづらいものとなってい

た。「海津市財政再生プログラム（案）」が示されてから、多数の質問、御意見をいただき

ました。 

 １．公共的施設の見直しについて説明の資料が足らない、充実を求める。 
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 ２．公立認定こども園の統廃合については、市内の認定こども園は、全般的に定員に達せ

ず、特に公立の空き状況は目立っている。 

 ３．平田図書館の移転・縮小については、我が海津市の２つの図書館を重荷として捉える

のではなく、むしろ強み、宝として捉え、市民の文化活動を支える身近な拠点と考えるとす

る。例えば、「読書のまち」、これは仮称でございますが、宣言をして、さらに多くの市民

に利用を促し、平田図書館を維持存続し、南濃町に平田図書館同様の図書館を設けて多様な

ニーズと活動に応えたらどうか。 

 ４．子育て世代向け多目的アリーナ建設の検討については、令和７年度決算時に基金残高

10億円を堅持することを目標にして、市民サービスの低下と負担を伴いながら、毎年の削減

額や増収額を数百万円から1,000万円と想定して、その積み重ねで目標を達成しようとして

いる。しかしながら、プログラム（案）に子育て世代向け多目的アリーナ建設の検討が盛り

込まれている。恐らく建設費は数十億円となるであろう。市民に痛みを押しつけてまで目標

を達成しようとする財政再生プログラム（案）。 

 市の人口は、２月１日現在、３万3,533人で、先月より41人減っています。教育委員会の

シミュレーションでは、令和８年度には、子どもの数は約500人減ると予測されている。し

たがって、海津町内の小学校統合に踏み切られました。 

 市の人口は、2040年には２万2,000人となると予測されています。それから考えると、果

たしてアリーナ建設の検討が必要なのか、考えなければなりません。 

 今まで述べてまいりましたが、まだまだたくさんの意見、提案、提言を市民の皆さんから

いただいております。海津市財政再生プログラム（案）は、市民にとっても大切な問題と考

えます。したがって、昨年開催できなかったタウンミーティングを開催することが必要と考

えますが、どのように考えておられるのか、お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 六鹿正規君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 六鹿正規議員の海津市財政再生プログラム（案）の見直しにおけるタ

ウンミーティングの開催についての御質問にお答えします。 

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

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

った毎年度の歳入では歳出を賄うことができなくなり、財政調整基金の取崩し等により歳入

不足を補うことが続いております。このままでは、早晩財政調整基金が枯渇し、予算編成が

難しくなることが予想されるため、財政がさらに悪化する前に先手の対策を打ち、財政を持

続可能なものにしていく必要があります。 
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 未来の海津市を担う子どもたちに負担を残さず、持続可能な財政を取り戻すために、令和

２年６月16日には「海津市財政再生対策」を公表いたしました。 

 本対策では、財政について数値目標を定めており、令和７年度決算時に財政調整基金残高

10億円を堅持することを目指しております。 

 財政再生プログラムは、松田芳明議員の質問でも答弁しましたように、行財政改革大綱の

具体的取組をまとめたもので、計画期間を大綱と同じく令和７年度までとしております。 

 プログラムの策定に当たり、当初は昨年12月にタウンミーティングを行い、市民の皆様に

財政再生対策の概要をお伝えし、御意見をいただく予定でしたが、折しも新型コロナウイル

スの流行により感染者が市内で発生していたこと、コロナ禍の中、開催した前回のタウンミ

ーティングでも御指摘があったこと等を考慮し、市民の皆様の安全を考え、残念ながら中止

と判断させていただきました。 

 パブリックコメントについては、本年１月５日から２月３日まで実施させていただき、14

人の方から５件の意見が提出されました。パブリックコメントで寄せられた御意見の概要と

それに対する市の考え方につきましては、市のホームページ等で公表させていただいており

ます。 

 さて、タウンミーティングにつきましては、市政について幅広い市民の意見を反映し、ま

た市政に対する市民の理解を深めるために大変有効な手段であると認識しております。今般

の財政再生プログラムについて実施できなかったことは大変残念なことであります。 

 なお、財政再生プログラムに規定されている個別の事項についてタウンミーティングが必

要だと判断した際には、新型コロナウイルス感染症の流行状況を注視しなが実施を検討して

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、六鹿正規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。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 今、市長のほうから答弁がありました。必要に応じてやっていくとい

うような答弁だったと考えます。 

 今回のパブリックコメント、これは14件だったと今お聞きしました。この私どもの海津市

の財政再生プログラム、これに関して私は先ほどお話しさせていただきました。いろんな御

意見もいただいております。そういった中で、このパブリックコメントの14件という数が多

かったのか、少なかったのか、それに関しての件数にどのような感覚をお持ちか、お尋ねし

ます。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 
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○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。 

 いろんなパブリックコメントをやっておりますけれども、全く意見のない場合もございま

すし、三、四件の御意見をいただくものも結構あります。 

 今回については14人の方から、意見としては５件でございますので、若干多いかなという

感じでおります。以上です。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） これは大変なことなんですけれども、14人の数、意見が多いんだと、

それを多いと考える執行部のちょっと認識、いかがなものかなと思いますよ。 

 私どもは、やはりタウンミーティングの必要性、これはすごく大きいと思うんですよ。で

すから、これから施策を進めていく中で、やはり広く意見を求めて修正するところは修正す

る、こういった姿勢が大事ではないかなと考えますけれども、いかがお思いですか。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 六鹿議員のおっしゃるとおり、タウンミーティングの重要性ということは市としても大変

認識しております。私が前回、説明者として初めてやらさせていただいたんですけど、市民

の方の意見を直接聞くことができる場でもありますので、海津市の職員も今後、もし私が海

津市を離れてもしっかりとそれを続けていっていただきたいなと思いますし、また市民の

方々も、市の人間がしっかり説明をいたしますので、いろいろと建設的な御意見といいます

か、そういうのをしっかりといただいて、市民の方にもさらに協力していただいて、よりよ

いものにしていけたらなと考えております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 財政調整基金の10億ということを目標として頑張ってみえるわけでご

ざいますけれども、先日も執行部のほうから新聞の切り抜きを頂きました。今、財政調整基

金残高は、平成18年度決算以降11億6,000万円を維持しているというふうに載っておる記事

を頂きました。ということは、今、市長がおっしゃった令和７年度末に10億円の堅持、これ

は恐らく今回の見直しを進めていけば、大変難しくはないと考えます。 

 しかし、残念ながら、この海津市の一つの目標といいますか、子育ての関係なんですけれ

ども、今回も議案第21号、子宝祝金支給に関する条例の廃止、これが提案をされております。

これに関しても私は反対討論をしますけれども、こういったことを、この条例をなくす意味

があるのか。 

 私は、今現在、11億強の財政調整基金があるんであれば、例えばこの廃止を今回提案され
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たのを残しつつも、さらに子育て、子どもを産んでいただく皆さんを応援する、そういった

ことを私は取り組むべきではないかと考えます。 

 市長は、今回、提案理由の中で自身の16年間を振り返ったお話をされております。これは、

市長が今までやってきたことが多く載っております。私はいつも言うように、こういったこ

とではなく、やはりその16年間の大きな反省を述べるべきではなかったのかと。 

 以前にタウンミーティングを行いました。大変皆さんのきつい御意見をいただきました。

これは、まさしく松永市政４期に対する大きな批判ではなかったかなあと私は考えます。 

 本来は、もっともっと皆さんが合併に対しては、将来の海津市に夢を見ていたわけでござ

います。ところが、夢とは全く正反対な海津市になってしまった。これこそが市長が本来施

政方針の中で述べるべき、述べなければならなかった言葉ではないかなと私は考えます。 

 中でも市長のお話では、私は行政経験のない民間の出身であると、いや、そうじゃないで

しょう。県会議員を務めてまいりました、あなたは。民間から県会議員を務めて、それから

この海津市のかじ取りをやられております。だから、この辺の感覚がちょっとずれておりま

すわね。民間じゃないです、あなたは。行政経験があるんですよ。 

 そういったことを踏まえて、残念ながら人口というのは４万1,000から３万3,000、これだ

けに減ってしまった。また、いろんなサービスも低下してきた。 

 今、私どもは、これから海津市で若者が定住していただく、それについては、まだまだそ

の政策が不足しておるということを考えるわけですよ。 

 この中で私が指摘をするのは子宝祝金、これが若者の定住につながっていない、これはア

ンケートをいただいた。定住につながっていない、これはなぜだろう。これは松永市政の政

策の失敗なんですよ。そこを市長も、また職員の方も十二分に認識をされなければならない。

そして、こういった議案第21号の廃止なんていうことは全く考えちゃあ駄目なんですよ。そ

ういったことを考えると、この海津市に、果たして本当に若者が定住してくれるんだろうか。 

 今、市長は、農業関係で一生懸命応援してみえます。農業関係じゃない、じゃあ商業はど

うなんだろう、工業はどうなんだろう。あなたに託したこの16年間で、商業は大幅に大変な

時代を迎えました。本当にこの先、あなたがこの海津市を安じるんであれば、今回、市長選

挙があります。私は、このままで新しい市長に責任を転嫁するということは、これは大変あ

なたは虫がよすぎるんじゃないかなと。私の身近には、いや、市長はもう一期やったらどう

なんだと。もう一期やって、海津市の方向をもっともっとよくしてから新しい人にバトンタ

ッチをするべきではないのかと。そういった中において、当然、市長の報酬は無報酬でやっ

てもらえばいい、そんな意見があるんです。 

 市長、そういった意見に対して何かお答えは。 

○議長（服部 寿君） 市長 松永清彦君。 
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○市長（松永清彦君） まず、子宝祝金をなくすということで、このことは一つ残念なことで

ありますが、一つは子育て包括支援制度というのができます。今、一番、子どもさんを生ま

れる、それから産みたいと思っておられる方々、そういった方々にどういうサービスを提供

していくのか。それに向けて、今、海津市も助産師さんを雇い、そして若い女性に寄り添っ

てやっていく。特に子どもを産んだ後には、鬱病になるとか、いろんなことが今言われてい

ます。だから、そこに寄り添うことが一番の子育て応援だと認識をいたしております。 

 したがいまして、その制度のほうに活用させていただくということで、今回、決断をさせ

ていただいたということであります。 

 それから、もう一期ただでやれと、楽しいうれしい話を言っていただきますが、申し上げ

たとおり、私も残念ながら元気であれば、もう一回古田知事のようにチャレンジすることも

考えましたが、一つは、しっかり市民の皆さん方に責任が取れる、そういう体調でなくては

いけないと思っておりまして、そういったことができなくなったので、今回、新しい方に担

っていただこうということでお願いをいたしたわけであります。それ以上でも以下でもあり

ません。 

 それから、いろいろやってまいりました。いろいろやってまいりました、その成果という

のは、それは市民の皆さん方が判断していただけるだろうと思います。 

 したがいまして、今度のパブリックコメントの結果、これは六鹿先生、多いんじゃないで

すか。今までやった中では多かったということを部長が申し上げたわけでありまして、そう

いった御意見をいただきながら進めていくということが肝要かと思っています。 

 行政というのはそのときそのときの時代によってどのように進めていくか、そういうこと

が真摯に求められるわけでありまして、いっときも止まるわけにはいかないと。だから、そ

れに向けて16年間やらせていただいた、そういう認識を申し上げたわけであります。 

 それから、私は民間の人間でありました。県会議員を６年間やりました。正直言って、い

ろんな行政言葉、そういったものが最初は全然分かりませんでした。しかしながら、一つの

事案を、御依頼があったことを突き詰めていくと、そのことで多くのことを勉強しました。

だから、その勉強する過程の中で、やっぱり一番難しいのは財政の確立だと、そのように思

っています。 

 したがいまして、中日新聞社の記者の方に申し上げたのは、私は実質公債費比率は悪くし

ない、そして合併のときにお預かりした負債、それをそれ以上にはしない、その２つを必ず

守ると。その中で、非常に多くの市民の皆さん方の御要望があり、それに応えていかなくて

はいけないということでやってきたことを述べさせていただきました。何も民間だからしや

すいからということではなくて、専門、やっぱりそれはプロの人にいい運営方針をしっかり、

私も勉強しますが、提示していただきながら進めていくことが一番肝要だと、このように思
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っています。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 市長、大きな問題をお話しすれば駒野工業団地、あの団地も、あなた

が前回、市長に再選されて、その折に私もあそこの関係者とお話をして、あなたが宅へ行っ

て和解をしていただきました。和解をして、そしてあの草ぼうぼうの工業団地から、皆様に

買ってもいいかなというふうに考えていただけるように整備をさせました。これは、あのと

きに関係者と和解することができなかったんであれば、まだまだあのまんまで終わったのか

なというふうに考えております。あの問題も大きく年数がかかり、その間には皆さん方に大

変御心配をかけてきた、そういったことは忘れちゃあ駄目なんですよ。 

 ですから、私は、あなたと第１回目の市長選挙、３人で戦いました。もし、あなた以外の

方が市長になっておれば、こんなふうにはなってこなかったなあというふうには思っており

ます。そして、あなたも今ここで、いろんな責任を感じておる、またいろんな今までの思い

出を話されましたけれども、やはり現実にこの海津市から人口がこれだけ減ったというのは

事実なんです。 

 私どもは議員研修でいろんなまちへ訪れます。必ずその先では、海津市はいいところです

ね、いいところなんですねとお褒めをいただき、また羨ましがられることも多々あるんです

よ。なぜこうなってしまったのか。残念ながら、海津市の職員の中からも海津市から離れる、

またＩターンしてみえる方も見えると聞きました。しかし、ここまでこうなったのは紛れも

ない事実なんです。市長と私ども議会の責任だと、私は思っております。何もあなた一人の

責任だとは思っておりません。ゆえに議員報酬の削減、また市長に対する給与の削減も申し

てまいりました。 

 ここで、市長、どうですか、どんなことを申してもあなたの責任は大きいと思うんですよ。

間違いなく大きいと思うんですよ。そして、市民の皆さんは、議会や市長にこの海津市のか

じ取りをお任せしておるんですよ。投票によってあなたも選ばれた、私ども議員も選ばれた。

しかし、こんなまちになってしまった、その責任というのをどこで感じるんだろうか。報酬、

期末手当、これはきちっと頂けます。市民がどんな生活になっても、例えば税金を払うのが

困難な状況になってみえる市民もお見えになると思います。そういった方に対してあなたを

含め私どもは、もっともっと責任を痛感するべきではないのかと思います。 

 したがって、これは可能な話ではないと思うんですけれども、市長も今回勇退されるんで

あれば、せめて16年間の締めくくりで退職金を残されていったらどうかなと思いますけれど

も、その思いはあるのかないのか、最後にお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 松永清彦君。 
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○市長（松永清彦君） 退職金のことは、まだ今考えておりませんので、任期はまだ５月明け

までありますので、そのときに考えていきたいと思っています。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、９番 伊藤久恵君の質問を許可いたします。 

 伊藤久恵君。 

〔９番 伊藤久恵君 質問席へ〕 

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

 コロナ禍におけるワクチン接種と高齢者の健康維持について、市長にお尋ねします。 

 質問内容、初めに、昨年より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

にお悔やみ申し上げますとともに、闘病中の方々の一日も早い御回復をお祈りいたします。

また、日々、感染のリスクと闘いながら治療や感染拡大防止に御尽力いただいている医療関

係の方々に対し深く感謝を申し上げます。一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束する

ことを願いまして質問させていただきます。 

 感染拡大から１年以上も遅れて、ようやくＷＨＯが中国の武漢への調査に入りましたが、

遅きに失した感があります。このウイルスがどこから現れ、いかにして広がってしまったの

か。そこにもしも人為的な何かがあったとしたならば、責任は厳しく追及されるべきだと考

えます。 

 私たち市民の生活様式は、大きく変化しました。様々な社会の問題点が浮き彫りになって

きました。 

 １点目に経済です。 

 昨年来の緊急事態宣言等による休業要請や外出自粛で経済活動は停滞しています。売上げ

の減少した店舗などへ国等による給付金の支援はあるものの、個々の事情に合わせた支援を

行えるわけではありません。経済の停滞によって、本市においても税金として納められた地

方財政の自主財源の市税も、一昨年と比べマイナス11.5％、約4.6億円減額しているようで

す。公助にも限界があります。また、給付金や支援金は、将来の私たち市民への大増税とし

て必ず返ってくるものと予想されます。これから先、コロナ禍の終わりが見えない中ではあ

るものの、そこから立ち直るときに大切な精神は、たとえ厳しい環境の中でも二宮尊徳のよ

うな勤勉さや自助努力の精神だと考えます。行政としても民間の足かせにならないよう、ス
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リムで機動力の高い行政を目指すべきだと考えます。 

 ２点目に自由と人権です。 

 ２月３日、新型コロナウイルス対策の特別措置法が改正され、飲食店等が休業や時短の命

令に従わない場合や患者の入院の拒否等に過料を科すことができるようになりました。これ

は、私権を制限し、個人の人権や自由権を侵害し、基本的人権を脅かすものであります。人

権宣言を掲げる本市であるならば、このような我が国の政府の政策が全体主義的な流れをエ

スカレートさせることがないよう、地方議会からも注視していくことが必要と考えます。我

が国が監視国家のような国にならないようにすべきです。 

 ３点目には医療です。 

 日本の医療は、断トツの病床数と優秀な医療環境を整えていると聞き及んでおりましたが、

なぜ医療の逼迫が起きてしまうのでしょうか。実際にはコロナ患者用の病床確保の不足と医

療スタッフの偏在が原因であり、あらかじめ第１波、第２波のときに第３波を見越して国等

が民間の医療機関の経営や感染対策などを適切に支援し、もっと病床や医療スタッフの確保

に努力していたならば、患者の受入れが可能となり、緊急事態宣言の再発令は不要だったか

もしれないのではないでしょうか。緊急事態であるならば、医療体制の構築も緊急体制で臨

むべきところではないでしょうか。宿泊業や飲食店などに過度なしわ寄せがいく中、行政は

もっとリーダーシップを発揮し、医療体制の強化を急ぐべきです。当市からも声を上げてい

ただきたいと思います。 

 ４点目にはマイナンバーです。 

 ２月中旬にマイナンバーの申請用紙が送られてきました。ワクチンの接種状況をマイナン

バーとひもづけして管理する方針が政府から示されています。今後、マイナンバーカードの

機能のスマートフォンへの搭載も進められようとしているようですが、ワクチンの接種を証

明できなければ移動が制限されたり、例えばお店への入店を拒否されるような事態にならな

いように注意深く見ていかなければならないと思います。ワクチンの接種は自由であります。

少なくとも当市内においてそのような人権侵害が起きないよう、行政として姿勢を明確に示

すべきだと考えます。 

 幸福実現党は、人間は神の子、仏の子だと信じるものであります。一人ひとりの人間の尊

厳を傷つけるような全体主義は、断固として容認できません。当市は、これからも未来永劫

にわたり人間の尊厳を守る自治体としてその公的使命を果たせるよう、私も微力ながら精進

してまいりたく存じます。 

 さて、今回質問させていただくのはワクチン接種についてです。 

 ワクチンの接種が国内でもスタートしました。今回のワクチンは、僅か１年程度で開発さ

れたものであり、その安全性への懸念の声があることは当然のことと言えるでしょう。世論
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調査でも２割程度の方がワクチン接種を希望していないとする報道もあります。 

 先ほど指摘させていただきましたように、ワクチン接種は義務ではなく任意でありますが、

判断の際に必要な情報が提供される必要があります。これはマスコミの報道等に頼り過ぎる

ことなく、行政の自助努力が求められる部分ではないかと考えます。 

 また、ワクチン詐欺の問題も発生しております。今回の新型コロナワクチンについて正し

い情報が市民に行き渡ることは極めて重要だと考えます。 

 そこで、質問します。 

 １．接種の予定が明らかにでき次第、その周知とともに、ワクチンの有効性や安全性、副

作用に関する情報など、市民が必要とする情報をまとめて全世帯に周知すべきかと考えます

が、いかがでしょうか。 

 その上で、現在考えている取組の予定はどのようなものになっているのか、お聞かせ願い

ます。併せて、現段階で接種開始等の予定を分かる範囲でお聞かせください。 

 ２．ワクチンの接種をしていない方が不当に差別される事態は、絶対に避けなければなら

ないと思います。ワクチン接種記録とマイナンバーとのひもづけ等、将来的に接種証明がな

ければ自由が制限されるおそれを感じるものでありますが、当市としての政府の政策への認

識及び差別を引き起こさないために当市としていかなる対策を行うつもりか、考えをお聞か

せください。 

 外出の自粛が要請され、運動や趣味、ボランティア活動も自粛を余儀なくされています。

日々の生活が不活発になり、コロナ感染への恐怖心などが心身の健康や社会的問題を引き起

こし、高齢者や認知症の方々の介護度や認知度が悪化してしまう。また、外出や人と会った

りする機会が少なくなると、老化は加速し、フレイルを進行させる可能性もあると懸念され

ています。 

 フレイルとは、高齢期に生理的予備機能が低下することでストレスに対する脆弱性が高進

し、生活機能障がい、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態で、筋力低下などによ

る身体的問題のみならず、認知機能障がいや鬱などの精神・心理的問題、独居や経済的困窮

などの社会的問題を含む概念とあります。 

 そこで、質問します。 

 ３．フレイル防止や健康維持に関する市の対策事業の現状について。 

 ４．コロナ禍での高齢者に対して、現状から見えてくる課題と新しい生活様式をどのよう

に構築すべきかについて。 

 よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 
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〔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ワクチン接種と高齢者の健康維持に

ついての御質問にお答えします。 

 １つ目の新型コロナワクチン接種の取組予定につきましては、浅井議員の御質問にも答弁

しましたように、国の指示どおり、ワクチンの供給時期、量が決まり次第、ワクチン接種を

開始してまいります。 

 現在のところ、市報や市ホームページにてワクチンの有効性や安全性、副反応に関する情

報やワクチンの接種手続に関する問合せを受け付けるコールセンターの設置時期など、取組

内容や準備状況をお知らせしております。現段階では明確にお伝えできる情報が少ない状況

ですが、最新情報の周知に努めてまいります。 

 ２つ目のワクチン接種記録につきましては、３月10日のワクチン接種記録に係る自治体向

け説明会にて、内閣官房ＩＴ総合戦略室が接種記録システムを開発中で、全国全ての接種会

場へタブレット端末を配送し、接種記録を入力する仕組みを全市町村において導入していた

だきたいとの説明がありました。 

 これについて、現在のところ、内閣府から正式な通達文書等は届いておりませんので、詳

細についてはお答えすることができません。 

 国の指示に基づき準備を進めておりますが、議員が仰せのとおり、職場や周りの方などに

接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないように市民の皆

様への周知に努めたいと考えております。 

 ３つ目のフレイル防止や健康維持に関する市の対策事業の現状につきましては、介護予防

普及啓発事業としまして、保健師や栄養士、歯科衛生士等の専門職等が講師となり、介護予

防の重要性と自宅などで手軽にできる運動、栄養、口腔ケア、認知症予防、閉じ籠もり予防

等に関する出張型介護予防教室、運動教室等を実施しており、加えて社会福祉協議会に各種

教室を委託し、開催していただいております。 

 この事業には、かいづ介護予防リーダーと呼ばれる、地域において介護予防の普及啓発や

介護予防教室やサロン等に従事、協力していただく応援者である皆様にも御活躍をいただい

ておりまして、現在、養成講座を受講された24名の方に登録いただいております。 

 また、認知症総合支援事業としまして、認知症カフェを市内３か所において毎月１回開催

しております。 

 認知症カフェは、認知症の人が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるよう、御本人、

家族、地域の方々、支援者がお互いに情報交換ができる集いの場として利用いただいており

ます。 

 さらに、認知症に対する知識と理解を高めていただくために作成した「認知症あんしんガ
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イドブック」（認知症ケアパス）を市ホームページに掲載したほか、昨年９月には全戸配布

と、市内の医療機関や薬局などにも設置をいたしました。 

 そのほかに、配食サービス事業、見守りメッセージ訪問事業など、社会福祉協議会に委託

して実施している事業もございます。 

 また、地域社会全体で高齢者や認知症の人を見守り支えていく仕組みとして、高齢者見守

りネットワーク事業、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業による体制整備に取り組んでお

ります。 

 今年度につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により実施方法の変更や中止など

を余儀なくされている現状であります。 

 ４つ目のコロナ禍での高齢者に対して現状から見えてくる課題と新しい生活様式をどのよ

うに構築すべきかにつきましては、長期にわたる自粛生活や外出控えによる高齢者の心身の

健康の悪化は、議員仰せのとおり、非常に懸念されるところであります。 

 今年度は訪問による見守り活動を電話やインターホン越しに行ったり、フレイル予防や感

染症対策に関するチラシを作成し、市内介護保険事業所、ケアマネジャー、いきいきクラブ

海津の会員の皆様に配布、介護保険証の郵送の際に同封するなど、普及啓発活動にも努めて

まいりました。 

 また、コロナ禍の中、サロン活動の会場を室内から屋外や広い会場に変えたり、近くの公

園の散策や、ラジオ体操だけ行うなど、参加者同士の３密を避けた内容にして実施されるな

ど、今後も新しい生活様式の中で高齢者や地域の皆さんが安心して参加いただけるよう、

様々な工夫を凝らし、触れ合いと人のつながりを大切にした事業を他市町の好事例なども参

考にしながら企画し、フレイル予防をはじめとした介護予防事業や高齢者の健康づくりを推

進していきたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 以上、伊藤久恵議員に対する答弁とさせいただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 今回、いろんな多岐にわたって、国の政策等にもちょっと及んだりしていますけど、今考

えていることといいますか、経済とか、先ほど申しました自由、人権、医療のこと、またデ

ジタル化としてのマイナンバーのことなど、本当にるる述べさせていただきましたが、私も

今回、来期で４年目を過ごすことで見ていて思うんですけれども、本当に国のかじ取り一つ

で、やっぱり国は発展するし、衰退もすると思いますね。ですから、自治体という組織が、

こういう地方も国から言われる政策を本当に従順に素直に受けて、一生懸命施策を頑張って
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いるんだなあということをつくづく見させていただきました。 

 このワクチン接種のことでございますけど、先ほど浅井議員にも本当に詳しく御説明いた

だきましたので、私としては内容が重複しますので控えますけれども、明後日ですか、どの

ようにするかということで皆さんがシミュレーションをしてやられるということで、これか

ら進められていきますので本当にやってみないと分からないというところがあって、試行錯

誤の中でされるんだろうなということで、本当に御助力いただくこと、大変な中で御苦労さ

まだなということを思っております。 

 でも、本当に市民にとっては皆様が頼りで接種を受けられると思いますので、やはり私は

マスコミで、いつも恐怖と言ったら悪いんですけど、そういうので流される情報よりも、や

はり市政の中から大丈夫ですよとか、そういうちゃんとした周知ですね、そういうのを丁寧

にしていただけたら、特に高齢者なんかは喜ばれるんかなということを感じます。 

 今回、一番言いたかったことは、やっぱり接種できない方がいますよね。だから、そうい

う接種されない方が本当に不当に差別されないかと。コロナ・ハラスメントということで、

岐阜県の感染症対策基本条例も昨年７月ですか、できたというようなことが書いてありまし

たが、答弁もいただきましたが、再度確認いたします。そういうような差別に対しては市の

ほうはどのようにされるのでしょうか。 

○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。 

 先ほど伊藤議員がおっしゃいました県のストップ「コロナ・ハラスメント」というものは、

県の感染症対策基本条例という条例に基づいて行われていまして、これが感染症の患者、医

療従事者等に対しというような条例になっているものですから、ワクチンを打たなかった人

の差別についてはあえて書いていないと思うんです。 

 ただ、県のコロナ対策については、「オール岐阜」というようなことをいつも知事がおっ

しゃってみえまして、恐らくといいますか、今でもそうですけれども、打ちたくて打たない

といいますか、打ちたくなくて打たない人もそうですけれども、打ちたくても打てない人、

アレルギーとかがあって打てない人も見えると思いますので、そういう差別をしないような

ことの広報については、県の何かひな形みたいなものがあれば、それを周知していく格好で

すし、市としてもそういうことは周知していかなければいけないなということは考えており

ます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。よく分かりました。 

 次に、社会が大きく変化してまいりまして、新しい生活様式の構築ということでございま
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すけれども、これからもデジタル化が進んでくると思うんですが、先般、天皇誕生日のとき

の天皇陛下のお言葉の中にもございましたんですけど、その会見の中で、こういう状態、コ

ロナ禍の中で人とのつながりを築き、本当に国民の皆さんのためになるために何ができるか

をいつも考えていると、オンラインでの交流の可能性を検討しましたというようなことを言

っていらしたんですが、このデジタル化というのですね。私、実はＡＩに支配される社会と

いうのは、これからの社会は絶対に抑えていかなきゃいけないと思っているんですけれども、

やっぱり利便性の面からデジタル改革というのは必要と考えます。国の予算も本当に大きく

取られておりまして、例えばデジタル改革の1,788億円でしたか、マイナンバーカードで

1,336億円とか、あと５Ｇなんかのでも1,400億円とか、デジタルの改革は、ポストコロナに

向けた、その経済構造を変換するということですごく巨額なお金がされているんですけれど

も、そういった行政デジタル化されていく、教育もそうです。仕事の働き方、テレワークで

もそうですし、携帯の値下げなんかもその一環だと思うんですが、菅首相の肝煎りの政策と

聞いて、デジタル庁が９月１日に創設されると。 

 行政のほうでもデジタル職員とか、そういうものの採用とかは、今、考えていらっしゃる

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。それで一体市としてそういう何が変わっていくの

かということを教えていただけましたら、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えいたします。 

 昨年の12月に任期付職員の条例を可決いただきまして、そういった特殊な専門的な知識の

ある方を採用できるような制度として用意させていただきまして、ＣＩＯ補佐官という形で、

ＣＩＯというのは情報、副市長が一応今管理者というような形になっておりますが、それを

補佐する参事という立場で採用を今検討しております。 

 何をするかということでございますけれども、国のほうで進めておられますデジタル庁、

ＤＸ関係のいろんな、マイナンバーも含めてですけれども、そういったことについて全般的

に専門的な立場から見ていただこうというふうに考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 この方は民間の方でございますか。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 民間から採用しております。 

〔９番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。 

 行政のほうもどんどん変わっていくということでございますが、今回、フレイルのことを

最後にお聞きしたいと思います。 

 フレイルといいますと介護になる前の段階という、介護を要するふうになる前の段階なん

ですけれども、やはり健康寿命というものをこれから延ばしていくということが、行政にも

医療費なんかも増えないように抑えていくという面ではとても大切なことかなと思うんです。 

 先般、地区社協のちょっと会合がございましたときに、社協の方から「認知症やフレイル

を予防しよう」という、こういうチラシも頂きまして、フレイルチェックをやってみようと

かという感じで、結構やったら、ああ、ちょっと気をつけないかんなというような、そんな

ような項目もございまして、またこういう皆さんがこうやって気をつけようと思うような、

こういうこともしてくださっているんだなということでありがたく思っております。 

 私、やはり一番大事なのは、新型コロナウイルスって突然現れたようなことでございまし

て、どうやって対応したらいいのかなとか思いますけど、やはり免疫力を上げていくという

ことが大切かなと思うんですね。そのために、もちろん食べ物もそうですけれども、やっぱ

りコロナを撃退するには結構心の持ち方って大事なんじゃないかなと考えております。やは

りコロナを引き寄せるような、いつもそういう不安を増すような、恐怖心を増すような、そ

ういう情報ばかりいただけば、どうしても気持ちが暗くなって病気になりがちになりますし、

気力が出てきませんよね。ですから、こういうときに限って、やっぱり笑われるかもしれま

せんが、幸福実現党では、やはり感謝の心を持とうとか、明るい心が大事だよって、大丈夫

だよって声をかけるとか、人のぬくもりというものをもっと大切にしなくちゃいけない。コ

ロナで距離を取るという、ソーシャルディスタンスで言われておりますけれども、こういう

ときこそ心がつながって大丈夫だよって寄り添える、そういう政策が大事なんじゃないかな

って思うんですね。そういう、私、一個人でありたいなっていうことを常々思っております。 

やはりそれを大きくしていけば、恐怖心で国民を管理する社会がいいのか、あと国民を尊重

するような自由な社会がいいかと考えたときに、やはり明るく未来に希望を持てるような社

会というのを構築していくべきではないかなということを思っております。 

 なかなか毎日テレビをつけますと、本当に大丈夫かなと思うような不安なことが多いとき

であるから、皆さん同士、心のつながりをもっと深めていけたらと思いますが、何か言いた

いことだけ言ってどうですかというのは失礼ですけれども、福祉の面から部長さんなんかは

どのようにお考えでしょうか。 

○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） 伊藤議員がおっしゃるとおりだと思います。確かに、今、人
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と接する機会が非常に少なくなって、特に高齢者の方は閉塞感といいますか、そんなふうに

なっていると思います。 

 ちょっとなかなか今、やっぱり直接触れ合うというのは難しいと思います。先ほどたまた

ま情報関係のお話が出ましたように、自治体ＤＸという推進計画の中を見ますと、多様な幸

せが実現できる社会、誰一人取り残さないというような、その推進の意義が掲げられていま

して、中には高齢者に対する、情報のことはあまりというふうにおっしゃったんですけど、

そういうものも活用して、モデル事業としては、高齢者の方のスマホの使い方の勉強会であ

ったりとか、そんなことを楽しくできる。そんなにたくさん人を集めずにやっているような

事例もありますので、新しいことを考えて、何か励みになるようなこと、高齢者の方に限り

ませんけれども、そういう励みになるようなことをちょっと考えていけたらなあということ

を思っております。以上です。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございます。 

 本当に高齢者の方に寄り添うという形でいろいろ考えてくださっていることは感謝申し上

げます。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで伊藤久恵君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時１８分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２８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１点、学校給食について、質問相手は教育長です。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 質問内容、１．学校給食について。 
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 本市の学校給食は、海津市学校給食センターで調理されており、平成21年４月の開設時は、

１日当たり約4,500食を調理していましたが、今年度は１日当たり約3,000食となっています。

対象は、本市内の公立認定こども園、私立認定こども園の一部、小学校、中学校、海津特別

支援学校です。 

 １つ目の質問は、地場産物の使用についてです。 

 地産地消が言われてから随分とたちますが、学校給食においても海津市産の米やトマト、

ミカン、キュウリ等が食材として使用されているのが献立表に記載されています。また、今

年度は、岐阜県を代表する特産品の一つである飛騨牛を使用したメニューが提供され、とて

も好評であったと伺っています。 

 地場産物を使用することで地産地消の大切さを学ぶ機会になるのはもちろん、地域への関

心を高め、郷土愛にもつながっていくこともありますので、今後も積極的に地場産物を使用

していただきたいと思います。 

 そこで、お尋ねします。 

 今年度の地場産物の使用割合はどれくらいですか、また今後も使用割合を増やしていかれ

ますか、教えてください。 

 ２つ目の質問は、学校給食費の公会計化についてです。 

 現在、本市において学校給食費の徴収・管理は、各認定こども園、学校の教職員が行って

います。 

 学校給食費の公会計化について、令和元年７月の文部科学省の通知では、「地方公共団体

における学校給食費の公会計化を促進し、保護者からの学校給食費の徴収・管理に係る教員

の業務負担を軽減することなどを目的として、学校給食費の公会計化の取組を一層推進いた

だきますようお願いします（一部抜粋）」と書かれています。 

 また、令和元年12月に文部科学省が学校給食を実施している学校を設置管理している教育

委員会を対象に行った調査では、学校給食費について公会計制度を導入し、徴収・管理を学

校ではなく地方公共団体自らの業務として実施しているのは、回答数1,799のうち26.0％、

準備・検討しているのは31.1％、実施を予定していないのは42.9％となっています。 

 さらに、実施を予定していないと回答した教育委員会において支障となっている事由とし

て、情報管理のための業務システムの導入、改修、運用に係る経費、人員の確保、徴税部門

等との連携、保護者と信頼関係のある学校が担ったほうが円滑等が上げられています。 

 本市としても今後の方針について検討すべきだと思います。 

 そこで、お尋ねします。 

 学校給食費の公会計化を実施した場合の業務システムの経費や人件費等の試算と、学校給

食費についての今後の方針を教えてください。 
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 ３つ目の質問は、学校給食センターの維持管理についてです。 

 最初に触れましたが、学校給食センターは、平成21年４月の竣工から12年が経過しようと

しています。個人住宅では、水回りは10年ぐらいで修理が要るものよなどと言われるように、

修理や更新が必要な機器が出始める時期かと思われます。 

 学校給食センターにおいては、台風で破損した雨どいの修繕工事はありましたが、これま

でに大規模な施設の改修や機器の更新等はしていません。しかし、今後は経年劣化等による

改修や更新が必要になってくると思われます。 

 そこで、お尋ねします。 

 学校給食センターの維持管理について、施設の改修や機器の更新等の計画はどのようにな

っていますか。また、このほか懸念される事項があれば教えてください。 

 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） 二ノ宮一貴議員の学校給食についての御質問にお答えいたします。 

 １つ目の地場産物の使用割合は、また今後も使用割合を増やしていくのかにつきましては、

県産の地場産物の使用割合は、今年度11月の調査では30.7％、昨年度の調査より3.6ポイン

ト増加しております。 

 具体的には、ＪＡや関係機関と協議し、給食で使用するお米は、平成30年度より海津市産

のハツシモ100％で提供しております。また、青果物につきましては、ＪＡと連携し、可能

なものは積極的に海津市産を使用し、２市６町の西美濃産のものも使用しております。ＪＡ

に海津市産や西美濃産の「青果物出回りカレンダー」を作成してもらい、意図的に献立に取

り入れるよう努めております。 

 本市は農業が盛んであるため、学校給食に新鮮な野菜の御寄附も頂いております。大変感

謝しておりますが、例年、胡瓜部会よりキュウリ、トマト部会よりトマト、今年度は平原営

農さんよりタマネギやキャベツを御寄附いただき、献立にもよりますが、野菜の量が多いと

きには３日に分けて給食で提供いたしました。 

 また、青果物のみに限らず、生産者と連携し、米麺、南濃みかんジャムやチップ、富有柿

のピューレといった海津市産の特産品や加工品も給食に使用しております。 

 その他、岐阜県産の地場産物も積極的に取り入れております。 

 学校におきましては、栄養教諭が作成する本日の給食の狙いを「食の話」として、毎日お

昼の放送で説明し、児童・生徒にも伝えております。 

 現在、できる限りの地場産物を取り入れている状況のため、今以上に使用割合を増やすこ
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とは容易ではありませんが、今後もＪＡ等と地域産物の学校給食への使用拡充に向けて協

議・検討を重ね、安全・安心でおいしい海津市産や西美濃地域の農産物を積極的に活用して

まいります。 

 ２つ目の学校給食費の公会計化を実施した場合の業務システムの経費や人件費等の試算と

学校給食費について今後の方針につきましては、この点につきましては、議員仰せのとおり、

令和元年７月、文部科学省の通達では、教員の業務負担軽減等の観点から、学校給食費につ

いては地方公共団体の会計に組み入れる公会計制度を採用するとともに、徴収・管理を学校

ではなく、地方公共団体が自らの業務として行うことを求めております。 

 公会計化とは、公会計制度と徴収・管理を地方公共団体が自らの業務として実施している

ことの双方を満たしたものをいいます。 

 本市の学校給食は、従前より公会計制度を採用しておりますが、徴収・管理については学

校に依頼しておりますので公会計化とはなっておりません。 

 公会計化による効果としましては、教職員の業務負担の軽減だけではなく、小・中学校等

における徴収・管理業務の効率化、支払い方法の多様化による保護者の利便性の向上、債

権・債務関係の明確化による公平性の確保などが考えられます。 

 一方で、給食費の催促が教職員ではなく市町村に移ったことにより、ある市では未納者が

４倍に増加したとも伺っております。 

 公会計化導入に伴う経費としまして、給食費システムの導入費用として374万円、保守費

用等の経常経費が５年間で726万円、合わせて1,100万円の費用が見込まれます。 

 また、給食センターには、職員１名、栄養教諭２名、会計年度任用職員の栄養士１名の４

名が常駐しております。給食センターに係る事務処理は、職員１名で行っていることから、

公会計化を実施する場合には、新たに職員１名以上の配置が必要と考えております。 

 公会計化につきましては、今後の重要な課題であり、検討すべきものと認識しております。 

 ３つ目の学校給食センターの維持管理について、施設の改修や機器の更新等の計画はどの

ようになっているのか、また懸念される事柄はあるかにつきましては、給食センターは、学

校給食衛生管理の基準に即したドライシステム方式を採用し、最新の調理・洗浄システムや

消毒保管システムを導入するなど、機能性や作業効率に優れた設備を有し、空調システムに

よる温度・湿度の管理もできる施設となっています。 

 しかしながら、機械の故障が発生すると給食が提供できなくなります。毎日の給食を楽し

みにしている子どもたちをがっかりさせ、保護者にはお弁当作りの御負担をおかけすること

になるため、計画的に各種機器の保守点検を実施しております。そのほか、調理委託業者か

らも機器の故障や不具合などがあれば、すぐに報告を受け、早期対応に努めております。 

 また、当施設は竣工して12年がたとうとしており、機器の更新は最優先課題であると認識
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しております。 

 配送のコンテナ、食缶や厨房機器など部品を取り替え対応しているものや、何度も修理を

行っている機器などを使用しているのが現状でもあります。 

 一度に全ての機器を更新することは工程の都合上難しいこと、補助金等がなく、自主財源

での更新となることなど課題も多いですが、子どもたちに安定した給食を提供するため、更

新計画を策定し、順次進めてまいります。 

 給食センターでは、今後も衛生管理を徹底し、安全・安心でおいしい給食の提供に努めて

まいりますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、二ノ宮一貴議員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。 

〔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。 

 では、順番に行きますが、その前に、まずこのコロナ禍において昨年度末、３月から休校、

学校は休業ですかね、休校が始まり、そして令和２年度の４月、５月末まで続きました。そ

の間、私も中学生、高校生の子どもがいるわけですが、特に中学生は学校がありませんと、

当然ですが、学校給食もありません。それで、３食を家庭で準備するわけですが、中学校で

いうと１食260円で今作っていただいておると思うんですが、とてもその値段で自分で栄養

管理をして、家庭で毎日の献立を作るというのは多大な苦労がありまして、できないと言っ

ても過言ではないのではないのかなと思います。もちろん、されている家庭もありますが、

我が家ではそういうことが難しく、前から給食のありがたさは感じてはいましたけれども、

その休校を目の当たりにして、ますます給食はありがたいなという気持ちが強く感じられま

した。 

 また、そういったことを親の中で話すときにも、やはり私だけではなく、そういったこと

を思う親さんもたくさんいましたので、こうやって、今、コロナ禍ですけれども、安心・安

全、そしておいしい給食の提供のため、日々感染対策等を心がけている職員の皆さんと、あ

と御自身の体調も管理されている皆さんに大変感謝申し上げたいということで、まず最初に

そちらのほうを伝えさせていただきます。 

 休校中には、給食の提供の中で牛乳がありますが、そちらの牛乳の販売を助けるというこ

とで職員の皆様もありまして、議員の中にも自主的に購入して、その行き場のなくなった牛

乳を消費するというような助ける運動に参加できたことは、自分たちとしても少し貢献でき

たのかなと思いますし、また今後、どのような状況にあるか分かりませんけれども、そうい

ったことがあればできる限り協力して、今後も安定した給食の提供を助けたいなと思ってい
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ます。 

 では、質問に入ります。 

 まず、地場産物の割合についてですが、米に関しては平成30年度から100％海津市産のお

米を使用しているということで、お米の名産地、海津市にとっては当たり前かもしれません

が、自分たちのまちで作ったお米を食べるということで、子どもたちにも、ああ、自分のま

ちはお米はいっぱい取れるんだなと、そういった教育にもつながるのではないかなと思いま

す。 

 また、そのほかのものも含めて令和２年11月の調査では、全体の30.7％、前年度比3.6％

増ということで、年を追うごとに海津市産の、またＪＡにしみの産、県内産の地場産物が給

食の中で提供されているということで、これは大変いいことなのかなと思っております。 

 また、海津市産のキュウリ、トマト、そして令和２年度はタマネギ、キャベツと、たくさ

んの御寄附を頂いておるということで、こういったことは献立表にも載っておりますが、子

どもたちに伝えていただいて、ますます海津市はいいところだなということを学校給食を通

して知る機会になっているのはありがたいなと思っております。 

 それで、１つ質問をさせていただきたいのですが、もちろん本市の地場産物、加工食品を

含むということで、先ほど米麺であったり、南濃みかんジャム、それから柿のピューレ等も

ありましたが、こういった学校給食で本市が使えるということは、他市町でも、もちろん使

用している、基準を満たしていると思われます。 

 こういったことで本市を知ってもらうことをつくる機会として、学校給食の場がそういっ

たことに利用といいますか、そういう場になるとしたら、積極的に他市町でも海津市産のも

のを使っていただけるような働きかけをしてはどうかなと思いますが、現在、そういったよ

うな、他市町で海津市産のものが使われているような状況はどのようになっているのでしょ

うか。 

○議長（服部 寿君） 教育総務課長 渡辺昌代さん。 

○教育委員会事務局教育総務課長兼学校給食センター所長（渡辺昌代君） 今の二ノ宮議員の

質問にお答えさせていただきます。 

 給食センターで物品を納入するのに岐阜県の学校給食会というところからも物品の調達を

しているんですが、こちらの県の給食会では、岐阜県産の農作物をふんだんに取り扱ってお

られまして、各センターの栄養教諭が開発した開発物資というものも幾つかございます。毎

年、この給食会のほうからセンター宛てに取り扱ってほしい商品はないですかというような

調査がありまして、海津市の給食センターからも幾つかの商品を推薦いたしております。 

 今回、海津市の商品がちょっと配送の関係で給食会ではなかったんですが、給食センター

の物品の納入業者のほうから、この２月に取り扱っていただけることになりまして、そちら



－７６－ 

は食物アレルギーのお子さんにも使用できるということで、ほかの給食センターでも使って

いただいているというふうに伺っております。よろしくお願いします。 

〔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。 

 では、まだ２月からということですが、そういった事例も出てきたということですので、

今後、ますますほかの市町でも使っていただけたらいいのかなと思いますので、またそうい

った登録ですかね、働きかけもお願いしたいと思います。 

 それから、栄養教諭さんが各学校を回ったりとかしながら、その給食についてとか食べ物

について指導、それからいろんな教育をしているということですので、そちらも子どもたち

が食について知る機会になりますので、これからも続けていただきたいと思います。 

 では、２つ目の質問に移ります。 

 学校給食費の公会計化についてですが、先ほど答弁にもありましたが、公会計化というこ

とで、会計については一般会計のほうに入っていますが、給食費の徴収について、まだ各学

校で行っているということで、そちらがまだということで答弁をいただきました。 

 答弁の中でも、学校給食費の徴収を自治体自らやることで教員の負担軽減になることはも

ちろん、保護者の支払い方法の選択がある程度増えるということで、ほかの市町といいます

か、事例では、例えば児童手当の支給日にそのまま給食費に引き落としをかけたりとか、そ

ういったこともできると伺っておりますので、今後、課題として検討すべきものだというこ

とで、答弁の中にもありましたので、そういったことも検討していただきたいと思います。 

 ここで１つ提案なのですが、毎年報告があります。これは、令和元年度のものは令和２年

11月に出された、「教育委員会の事務に関する点検評価報告書」というものが毎年出されて

います。ここの中の施策７で学校給食の充実及び食育の推進という項目があって、その中に

学校における事務負担の軽減という項目があります。課題の中に今言った公会計化、給食費

の自治体の自ら徴収が書かれているのですが、導入に際しては、先ほど言われましたコスト

がかかるということと滞納者が増えるかもしれないということがあって、ここには給食費の

段階的な無償化についても検討する必要があるというふうに書かれております。 

 ただ、現在の海津市の予算の組み方として枠予算となっておりますので、今、どれほど教

育委員会に予算があるのかということが問題になりますが、ちなみに１年間で、例えば小学

校と中学校単位でよろしいですが、どのくらいの給食費を徴収しているのか、概算で結構で

すが教えていただきたい。 

○議長（服部 寿君） 教育総務課長 渡辺昌代さん。 

○教育委員会事務局教育総務課長兼学校給食センター所長（渡辺昌代君） お答えさせていた
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だきます。 

 １年間で給食の提供日数を200日といたしまして、人数は今年度の４月１日の児童・生徒

数で試算をさせていただきますと、小学校で児童数1,523人で給食費が7,919万6,000円、中

学校の生徒になりますと836人で5,016万円、合わせますと１億2,935万6,000円となります。

あと、そのほかにも認定こども園とか特別支援学校のほうからも頂いておりますのでもう少

しなります。 

〔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。 

 今、答弁いただきましたが、小学校で約8,000万、それから中学校で約5,000万となってお

ります。中学校は、大体１年に１人５万5,000円前後ですので、３年間だと16万5,000円前後

が無償化になれば、ほかの家庭で使うお金に使っていただけるということにはなりますけれ

ども、これはやっぱり枠予算でいくと教育委員会だけでは検討ができないと思います。そう

なると、海津市の政策として、子育て支援として学校給食費の無償化の検討も必要かと思い

ますので、今後、こちらの報告書にもありますが、もし検討するのであれば、教育委員会だ

けではなく、市長部局も含めた市全体での政策としての検討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。 

 では、次に３つ目の質問の再質問ですが、学校給食センターの維持管理についてですが、

答弁にもありましたが、今まで大規模な改修はなく、その都度、小さい修理とか、そういっ

た更新を進めてきたので、今後は改修、更新のための計画を策定して進めていくということ

です。答弁でありましたが、自主財源となることや、一気に更新すると学校給食の提供が滞

りますのでなかなか難しい部分がありますので、そういったことは早く計画を立てて行って

いただきたいと思います。 

 それで、先ほど通告書でも述べましたが、海津市の最初の給食の提供は１日当たり4,500

食、ただいま約3,000食ですが、学校給食センターのパンフレットによると、調理能力は１

日当たり5,500食となっています。これは、もちろん施設的なことで、今の職員の数では、

もちろん無理だとは思っていますけれども、せっかくこの能力がある学校給食センターです

ので、今後の機器の更新にも関わってくると思います。例えば、今、5,500食に対応できる

機器であれば、それを今後どう、何人を目標にその機器を運用するかによって、例えば今よ

りも規模を少し小さくして3,500食が作られる能力に落とすのかとか、そういったことも検

討になると思いますが、近隣市町では、同じように学校給食センターを活用しているところ

とか、自校調理をしている自治体もあると思います。例えば、そういったところでその学校

給食センターを単市、一つの行政単位で運営するよりも、西南濃粗大廃棄物処理センターみ
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たいに組合とかを使って新しい学校給食センターを共に使って更新して、一緒に運用してい

くという手もあると思いますので、そういったことを調査・研究していただいて、請負とい

う形かもしれませんが、こういう更新の費用とかを削減できるのであれば、そういったこと

も検討していっていただきたいなと思っております。 

 最後になりますが、学校給食は安全・安心、そしておいしい給食ということを目指して、

先ほど教育長も答弁されています。子どもたちの食から学べることや、子どもたちの健やか

な健康には、学校給食は大変重要な位置づけになっております。これからも市の学校給食セ

ンターで作った給食を子どもたちが食べられる、そんな環境を維持していっていただきたい

なと思っております。 

 また、市長にお願いしますが、市長は５月７日で任期、勇退されるということですが、こ

ういった給食費の無償化等も含めて、子どもたちに今予算をかける、子育て支援をするとい

うことは、今後も海津市にとっては非常に大切なことだと思います。よく市長が言われます

「海津市に住んでいてよかったと思えるまち」にするということにもつながりますので、次

の市長にもぜひこういったことを引き継いでいただきたいと思います。 

 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで二ノ宮一貴君の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前１１時５９分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時５７分）  

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

◇ 松 岡 唯 史 君 

○議長（服部 寿君） ３番 松岡唯史君の質問を許可いたします。 

 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 質問席へ〕 

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

 要旨１．海津市財政再生プログラムについて、質問相手、市長。 

 要旨２．新型コロナウイルス検査体制の整備・拡充を、質問相手、市長。 

 １．海津市財政再生プログラムについて。 

 海津市行財政改革大綱及び海津市財政再生対策を受けて作成された、財政再生のための具

体的な取組事項である「財政再生プログラム」についてお尋ねをします。 

 ①平田図書館は、廃止し、児童書をやすらぎ会館にて閲覧可能とする方向で検討されてい
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ると認識しておりますが、平田図書館の入館者数や貸出利用者数は、海津図書館と比べても

８割以上と、それほど変わらず、役割は小さくないと考えられます。今後、市民の教養、調

査・研究、レクリエーションの場を確保するためにどうするのか、御認識をお尋ねします。 

 ②本市は子育て支援の充実をうたっているにもかかわらず、１歳から中学３年生の保護者

を対象にした任意インフルエンザ予防接種の助成額の上限額を引き下げることとしておりま

す。このほかにも、既に実施済みのものも含めて子育て支援の充実に逆行するのではないか

と思われる取組が幾つか見られます。子育て世帯の負担軽減は、維持・拡充すべきと考えま

すが、御認識をお尋ねします。 

 ③当初予定されていたタウンミーティングが新型コロナ感染拡大に伴い、中止となりまし

た。財政再生プログラムには市民の負担増やサービス低下を受ける取組も多く含まれること

から、広く市民へ説明し、また市民からの御意見もお聞きするなど、丁寧に合意形成を図っ

て進めるべきだと考えます。 

 そこで、もっと分かりやすい説明資料（パンフレット）を作成することや、市報への詳し

い掲載、新型コロナの感染状況が収まり次第、より多くの市民からの意見聴取が行える説明

会を早急に開催することなどが必要だと考えますが、御認識をお尋ねします。 

 ２．新型コロナウイルス検査体制の整備・拡充を。 

 本市では、来月から高齢者への新型コロナウイルスのワクチン接種が始まります。しかし、

ワクチンの必要量を確保できるのかは見通せず、今のところ、接種日程は流動的と言われて

おります。 

 そこで、ワクチン接種を進めるとともに、ＰＣＲ検査等の検査体制の整備・拡充といった

感染対策を同時並行で行うことが重要ではないかと考えます。 

 ある市民の方からも、自分の周りには無症状でも感染していないかと心配している人がた

くさんいる。無症状の人も含めた検査体制を市でつくってもらえないだろうかといった御要

望をいただいております。 

 全国には、独自でＰＣＲ検査対象の拡大をしている自治体もあります。また、今年３月１

日付の「しんぶん赤旗」によりますと、元日本癌学会会長の黒木登志夫岐阜大学元学長が新

型コロナは無症状感染が特徴であり、日本のコロナ対策の最大の問題は、ＰＣＲ検査を制限

したことという趣旨のことを述べられています。また、コロナ感染を予防して社会経済のダ

メージを防ぐという意味でこれほど大きなコストパフォーマンスはないとも述べられており

ます。こうした観点からも、本市においてＰＣＲ検査等の検査体制をぜひ整備・拡充してい

ただきたく思いますが、市長の御認識をお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 松岡唯史君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 
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〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 松岡唯史議員の１点目の海津市財政再生プログラムについての御質問

にお答えします。 

 六鹿正規議員の質問でも答弁しましたように、厳しい財政状況に対応すべく、昨年度策定

いたしました「行財政改革大綱」、またさらに市民の皆様に財政状況を御理解いただくため、

令和２年６月に「海津市財政再生対策」を公表いたしました。 

 財政再生プログラムは、行財政改革大綱の具体的取組をまとめたものになりますが、策定

に当たり、昨年12月にタウンミーティングを行い、市民の皆様に財政再生対策の概要をお伝

えし、皆様の御意見をいただく予定でしたが、新型コロナウイルスの流行により、市民の皆

様の安全を考え、残念ながら中止と判断させていただきました。 

 財政再生プログラムの作成に当たりパブリックコメントを実施し、市民の皆様から御意見

をいただき、御意見に対する本市の考え方につきましては、市ホームページ等で公表させて

いただいておりますが、２月26日に開催されました行政改革審議会において財政再生プログ

ラムの内容について諮問させていただき、修正することなく答申を頂いております。 

 １つ目の平田図書館は、廃止した後、市民の教養、調査・研究、レクリエーションの場を

確保するためにどうするのかにつきましては、やすらぎ会館へ機能変更になった場合におい

ても、児童書の閲覧のみではなく、今までどおり、児童書の貸出しや海津図書館の図書資料

の予約等のサービスは継続して行う方向で検討しております。 

 また、市民の教養、調査・研究、レクリエーションの場の確保につきましては、松田芳明

議員の質問でも答弁しましたように、平日はもちろん、休日でも子どもと一緒に絵本を読ん

だり、読み聞かせをしながら過ごせる場所、親子で交流や相談ができる場所の提供ができ、

子育て世代が利用しやすい施設として生まれ変わる計画で準備に取りかかるところでありま

す。 

 ２つ目の子育て世帯の負担軽減につきましては、令和２年３月に策定した「海津市子ど

も・子育て支援計画」で実施したアンケート調査では、就学前の子どもを持つ約５割の保護

者が子育てに関して不安や負担を感じるとなっており、少子化や核家族化がさらに進み、地

域のつながりの希薄化、子育て不安の増大が顕著化しています。 

 このようなことから、本市では子育て支援の充実を図るべく、昨年11月に開設した子育て

世代包括支援センターでは、これまでの保健師、管理栄養士を中心とした支援に加え、助産

師による妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない総合的な支援の充実に努めます。 

 また、４月からは新たに母子保健事業において産婦健診、産後ケア事業を実施し、さらに

子育て世帯への負担軽減の充実を図ってまいります。 

 その後、令和４年度を目途に子ども家庭総合支援拠点を設置し、育児やしつけ、家庭内暴
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力や不登校など、より専門的な知識を有する職員が相談や訪問等で対応し、未然防止、早期

発見、早期対応、再発防止をさらに強化する体制を整備してまいります。 

 このような事業の充実を図ることで、一時的な金銭的支援ではなく、全ての母親の妊娠・

出産・産後・子育ての不安を軽減し、安心して子どもを産み育てることができるよう、さら

なる環境整備を行い、子育ての専門的な支援、途切れのないサービスの提供に努めてまいり

ます。 

 ３つ目の財政再生プログラムについて、多くの市民から意見聴取が行える説明会を早急に

開催することが必要につきましては、六鹿正規議員の質問でも答弁しましたように、財政再

生プログラムについてのタウンミーティングにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により実施ができなかったものの、このプログラムに規定されている個別の事項に

ついてタウンミーティングが必要と判断した際には、新型コロナウイルス感染症の流行状況

を注視しながら、分かりやすい資料を用い、市報への掲載も踏まえ実施を検討してまいりま

す。 

 ２点目の新型コロナウイルス検査体制の整備・拡充をの質問にお答えします。 

 県内でＰＣＲ検査ができる医療機関は、現在のところ、県内では589か所、西濃圏域で78

か所となっております。令和３年３月１日現在で検査件数は、県内で累計13万6,143件とな

っております。 

 県は、感染が多い岐阜市でモデル的に２月から３月中に、岐阜市内の高齢者入所施設の従

業者に対する予防的なＰＣＲ検査を自己負担なしで実施されていると伺っております。 

 そのほか、県内市町村においては独自で無症状の方へのＰＣＲ検査等の費用助成事業を計

画しているところはございません。 

 今後は、この岐阜市のモデル事業の成果や評価を踏まえて検討したいと考えております。 

 いずれにしましても、新型コロナウイルスの蔓延防止のため、まずは国家プロジェクトで

ありますワクチン接種を最優先にして、県の協力の下、接種の推進に全力で努めてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願いをいたします。 

 以上、松岡唯史議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございました。 

 早速再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、財政再生プログラムについてなんですけれども、平田図書館の廃止に伴って、児童

書等につきましてやすらぎ会館のほうに子ども図書館みたいなものを造るというような御説
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明だったかと思いますが、大人向けの蔵書についてはどうされる予定ですか。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 特色として子ども図書館ということでありますが、大人の方の図書も置く予定をしており

ますので、そのようでございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 子ども図書館をという名称であるんだけれども、大人の蔵書も置いて、大人の方も楽しん

でもらえるというか、利用ができるという、そういう趣旨だと思いますが、平田図書館の利

用状況、入館者数ですとか貸出利用者数、貸出数を見てみますと、この施設を廃止する一方

で、図書館としての機能、言い換えれば市民サービスの維持を図るということは非常に重要

なことだと思っております。そのためにも子ども図書館をいかに充実させていくかというこ

とが大事ですし、残りの海津図書館についても充実させていくということが重要ではないか

というふうに思います。 

 ただ、一方で、どうしてそこまで平田図書館を廃止しなければならないのかという点で私

は疑問に思っておりました。つまり、この計画は、今尾認定こども園を廃止して、代わりに

平田図書館に私立の認定こども園やら保育施設を造る、そして平田図書館の代わりにやすら

ぎ会館に子ども図書館を造るというものであると理解しておりますが、どうしてこうしたこ

とをするのかということについてであります。 

 財政再生プログラムの平田図書館、生涯学習センターの用途変更、公立認定こども園を削

減の説明の中におきましては、民間利活用可能性調査によって旧平田庁舎跡地周辺公共施設

について実現性が高いと考えられる事業として、子育てとスポーツの拠点を目指す事業スキ

ームが報告され、その報告書に沿って利活用する方針としたというふうにあります。 

 先ほどの松田議員の質問のときの御答弁にもありましたけれども、そもそも何で今尾認定

こども園を廃止して、平田図書館を認定こども園とするのでしょうか。どこが出発点なのか

を教えていただけますか。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 認定こども園につきましては、今尾認定こども園は開園してから46年ですかね、建物が。

実は認定こども園の適正配置の方針の中で、認定こども園はこれから大規模改修等を行う必

要があります。そこで、いろいろ園児数の減少とか建物の老朽化をどうするかという中で、

方針の中で整理をしていくということです。それで、海津市の場合は私立こども園がたくさ
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んありますので、公立認定こども園は、中心的な機能を持つこども園として１園を持って、

あとの２園は検討するという方針の中で進めております。 

 その中で、今回、市長部局のほうから財政再生プログラム、あるいは公共施設の管理計画

の中で方針が示されましたので、認定こども園を改修するのに当たって生涯学習センターを

利用させていただいたほうが有利ではないかということと、現在の公私連携で２件、秋桜こ

ども園と海西こども園をやっておりますが、これも協定期間が５年間ということがあります

ので、それも整理しながら再編を図りたいということで、認定こども園についてはスタート

したということです。それに伴って、図書館については２館ありますけれども、特色ある図

書館運営ということで、子どもに特化した図書館を持ちたいという中で今回進める。ただし、

今おっしゃるように、平田図書館はかなり利用者が多いです。ですので、それについては、

機能を変換するに当たってはいろんな課題が出ます。スタートしてからいろんな課題を見極

めながら検討していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 御答弁ありがとうございます。 

 もう一つお尋ねしたいんですけれども、どうして新しい認定こども園の場所が平田図書館

なのか。つまり、先ほどもお認めになりましたように、利用者がかなり見られるという図書

館であって、今はほとんど空きの状態になっているようなやすらぎ会館の隣にあるかと思う

んです。どうしてそのやすらぎ会館ではないのか。なぜやすらぎ会館では駄目なんでしょう

か。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 生涯学習センターにしましたのは、市長部局のほうか

ら方針を示されて、そこにというお話があったというのが１点あります。 

 それと、面積的に、今の２園、１園と統廃合して新しい今尾認定こども園を民営化するに

当たっては、定員数を確保するに当たって生涯学習センターが適当というようなことで判断

しております。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） すみません、最後のほうがちょっと聞き取れなかったのでもう一度お

願いできますか。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 認定こども園は定員数がございますけれども、園児数

を推計しまして、今の今尾認定こども園１園を学習センターに持っていくのではなくて、計
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画ではもう一園、秋桜こども園を廃園して、そこに統合して新しい民営化のこども園を造る

という考え方でおりますので、定員数を考えますと、ある程度面積的に余裕がある生涯学習

センターが最もふさわしいんではないかということで、市長部局のほうで示された生涯学習

センターの方針に従ったということで御理解いただきたいと思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 

 平田図書館については民間が改修するということで先ほど松田議員からの質問のときに御

答弁もあったかと思うんですけれども、一部負担するということも御答弁があったかと思う

んですが、やすらぎ会館のほうは市が改修するのであれば、当然、全額市が負担することに

なりまして、市の歳出が、当然ですけれど、増えるということになりますが、やすらぎ会館

の改修は、誰が負担をして、どのくらいかかるものなのか、教えていただけますか。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 まだどのような額がかかるかということに関しては未定ではありますが、子育て施設とい

うふうなことに関して海津市は、やはり高齢者向けの施設というのは大変充実していると、

それは恐らく市民の方は全く認識しておられないと思うんですけど、温泉だったりだとか、

かなりそういうふうなサービスは充実しているんですけど、ちょっと子育て向けの施設があ

まり充実していないと。そこは、やはり少子化の原因は本当にいろんな原因が絡み合ってい

るので、その何か一つ施設を充実させたらそれで解決するという、そんな単純な話じゃない

んですけど、何か市としてできることはということで子育て施設、子育て関係をもう少し充

実していけばいいのではないかなと考えている次第でありますが、額については、先ほども

言ったように今はちょっとまだ未定となっております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 市が負担するということでよろしいんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 まだ本当にスキームに関してもかなり未定の部分が多いんですけど、恐らく市が負担する

ことになるのではないかなと思うんですが、それがどの程度のものなのかとか、どのような

割合、民間の方に負担していただける部分があるのかとか、そこら辺もまだ検討中ですので、

そこはしっかりと考えていきたいと思っています。 

〔３番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 財政再生プログラムには、この計画の削減額のみが書かれております

けれども、出ていくお金も当然かかってくるであろうということであります。その点も踏ま

えてなんですけれども、今回のこの計画のメリットとデメリットについてどのような御認識

なのか教えていただけますか。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 認定こども園については、持続可能な保育サービス、あるいは幼児教育をしていく上に今

回の統廃合についてはメリットがあると考えております。 

 図書館については、同じ機能を持つ図書館を持つよりも、やっぱり特化した、ある程度特

色を持った図書館運営というのはある程度必要だと思っています。その中で、市民サービス

が低下しないように特色を生かした図書館運営をしていきたいということで、今回の子ども

図書館に特化して機能変換するということは大変メリットがあることだと考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） この間、今回の平田図書館についてお聞きしたのは、どこが出発点の

計画で、なぜこのような計画をしたのか、そしてその妥当性について確認をさせていただき

たかったからであります。私の疑問について答えていただきましたけれども、図書館の機能

を維持するというのは前提としまして、私としましては、旧平田庁舎跡地周辺公共施設等再

編方針のコンセプトにもあります子育て世代のニーズの点について、言葉だけではなくて真

剣に工夫をして考えていただけたらと思っております。 

 この平田図書館の事業に関して言いますと、実は今、私は市民の皆様にアンケートをお願

いしておりまして、回答数はまだ150枚ほどでそれほど多くないんですけれども、中には平

田図書館が子ども図書館となることに反対の方もお見えになります。また、市民の方の関心

の高い事業だと思っております。 

 さらに、特にこの子育て世代にも影響のある計画でありまして、財政再生プログラム自体

が先ほど述べました、こちらのほうがかなり問題があると思うんですけれども、インフルエ

ンザ予防接種の助成額の引下げなど、子育て支援の充実に逆行するんじゃないかというよう

な事業の取組も含まれています。 

 そうしたことから、財政再生プログラムに係る事業について分かりやすい、先ほど御答弁

にもありましたけれども、パンフレットを作成したり、時期を見て早急に説明会、タウンミ

ーティングなどを開催することが必要であると思います。その中で、特に若い世代とか子育

て世代ができるだけ参加していただけるような工夫、努力をしていただけたらなあというふ
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うに思います。 

 六鹿議員の答弁の中にもタウンミーティングの重要性については語られておりましたけれ

ども、そうした中で広く市民の方に周知して、具体的な提案が出たり、合意形成が図られる

のではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、新型コロナウイルス検査体制の整備・拡充をのほうについて再質問させていただき

たいと思いますが、今、御答弁にもありましたように、ワクチン接種の体制づくりを懸命に

やっていただいているかと思います。もちろん、ワクチン接種をしてもらうことは感染対策

として非常に重要なことであるとは思いますが、感染拡大を防ぐためには高齢者施設などで

の定期的な検査など戦略的に、無症状の方も含めて検査拡充が重要であるということは変わ

らないのではないかというふうに私は考えます。 

 先週金曜日、日本共産党の志位委員長が西村経済再生担当相と会談をいたしまして、新型

コロナ封じ込めのため、無症状感染者を発見、保護するＰＣＲ等検査を思い切って大規模に

行うことが必要だとして緊急に要請をいたしました。 

 市でも、もちろん独自の検査体制をつくってもらいたいのですけれども、県ですとか国へ

ＰＣＲ等の検査体制を整備・拡充するよう要望することも重要ではないかというふうに私は

考えます。 

 そこでお尋ねしますが、そのような要望は、市から今現在されておりますか。されていな

いのであれば、ぜひ要望していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（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。 

 今のところ、そのような要望はしておりません。 

 いろんなところで、大都市なんかでは市中の感染状況を調べるために無料のＰＣＲ検査等

を実施しておりますし、先ほど答弁にもありました岐阜市と岐阜県の検査もありますので、

その内容を見て、またそれに合わせた要望ができればというふうに思います。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ぜひ早急に御検討のほうをお願いします。 

 先ほども言いましたけれども、市民の方へのアンケートの中、先ほど私が言いました市民

の方にアンケートを取ったと言ったんですけれども、その中で新型コロナ対策として市に取

り組んでほしいものは何ですかという質問もあるんです。それに対しまして、複数回答を可

能とするものでありますが、最も多かったのが無料のＰＣＲ検査を望む方で、４割以上お見

えになりました。つまり、私や日本共産党だけが言っているわけじゃなくて市民の方も求め

ておられる、こうしたことも踏まえまして、早急に検査体制の整備・拡充を検討することを
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再度お願いを申し上げまして、私の一般質問とします。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで松岡唯史君の一般質問を終わります。 

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

◇ 伊 藤   誠 君 

○議長（服部 寿君） 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、私からは２点、質問をさせていた

だきます。 

 １点目、会計年度任用職員制度について、２点目、第３次新型コロナウイルス感染症対策

対応地方創生臨時交付金について、質問相手は、いずれも市長でございます。よろしくお願

いします。 

 １点目、平成29年５月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律により会計年度任用職員制度が創設され、令和２年４月１日に施行されました。 

 本市においても制度開始以来、多くの方々に会計年度任用職員として勤務していただいて

おり、現在は２年目の令和３年度の採用に向けて、６部署で計６人の一般事務補助員の募集

が行われているところです。 

 一方で、総務省においては、令和２年４月の制度施行日時点における各地方公共団体等

3,272団体の施行状況調査を実施し、同年12月、「会計年度任用職員制度に関する調査結果

（施行状況の概要等）」を発表しました。それによると、制度の目的とする課題の多くが改

善されていない実態が明らかになりました。 

 以下、この制度の本市の実情についてお尋ねをいたします。 

 １．会計年度任用職員、臨時的任用職員、特別職非常勤職員の職員数は、またそれぞれ前

年度と比べてどのように変化したか。 

 ２．会計年度任用職員の男女比及び職種の詳細は。 

 ３．会計年度任用職員の期末手当の支給状況は。 

 ４．会計年度任用職員の導入によって財政にどのような影響があったか。地方交付税交付

金の需要算定額の増加と比較して、上記の費用はどのような状況か。 

 ２番目の質問でございます。 

 国の2020年度第３次補正予算の成立を受け、第３次新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金、以下臨時交付金と称します、の上限額1.5兆円が示されました。そのうち、

市町村には感染症対応分2,000億円、地域経済対応分は3,000億円が上限額として割り当てら

れています。 
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 そこで、上記の件に関し本市の状況について、以下お尋ねをいたします。 

 １．第１次・第２次臨時交付金の執行状況は。 

 ２．本市の第３次臨時交付金の申請内容は、またそのうちで不採用になった事業はあるか。 

 ３．第３次臨時交付金の本市の上限額は示されていますか。 

 ４．第３次臨時交付金の本年度中の執行予定事業は、本年度中に執行できない見込みの事

業については、今後どのように予算計上を行っていくのか。 

 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１点目の会計年度任用職員制度についての御質問にお答

えします。 

 議員仰せのとおり、国において、地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、公務

の能率的かつ適正な運営を推進するため、一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度

の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定する地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年５月に公布され、令和２年４月１日から施行

されています。 

 本市におきましても、昨年度に会計年度任用職員制度に係る条例及び規則等を整備し、本

年度から導入しております。 

 １つ目の会計年度任用職員、臨時的任用職員、特別職非常勤職員の職員数と前年度との比

較につきましては、本年度４月１日現在の会計年度任用職員が266人、昨年４月１日現在で

の会計年度任用職員に当たる日日雇用職員及び嘱託職員が294人でありましたので、比較し

ますと本年度は28人の減となっております。 

 また、本年度の臨時的任用職員の採用はなく、特別職非常勤職員は59人となっております。 

 ２つ目の会計年度任用職員の男女比及び職種につきましては、会計年度任用職員266人の

うち、男性が63人で24％、女性が203人で76％となっております。 

 職種は、一般事務補助員、保育士、学級支援員、図書館司書、看護師、介護員等の59職種

の区分としております。 

 ３つ目の会計年度任用職員の期末手当の支給状況につきましては、会計年度任用職員の定

められた勤務時間による勤務の１週間当たりの平均時間が15時間30分以上である職員に、６

月１日、12月１日を基準日として、それぞれ0.5か月分支給するものです。 

 なお、今年度におきましては、６月１日基準日の期末手当は、在職期間が三月未満となる

ことにより、0.15月分の支給をしております。 
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 ４つ目の会計年度任用職員導入による財政への影響につきましては、本年度と前年度の当

初予算との比較におきまして、857万円の減となっております。これは前年度に会計年度任

用職員に係る職務内容や勤務時間等について各課ヒアリングを行い、精査した結果、会計年

度任用職員の配置を見直したことが主な要因であります。 

 次に、地方交付税交付金の需要算定額におきましては、本年度から会計年度任用職員の施

行に伴う期末手当の支給等に要する経費が計上されております。 

 この交付税算定では、個別算定経費と包括算定経費により算定しておりますが、個別算定

経費の引上げ幅が明確に示されていないことから、会計年度任用職員の期末手当の支給等に

要する財源保障を算出することは困難であります。 

 今後も、制度の趣旨、勤務内容に応じた任用、勤務条件を確保するため、必要な対応を図

ってまいります。 

 ２点目の第３次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交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対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染拡大を防

止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図

るため、経済対策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じて

きめ細やかに必要な事業を実施できるよう創設されたものであります。 

 本市では、この交付金を活用して、子育て世帯への臨時特別給付金の上乗せ分として子育

て応援給付金支給事業、その横出し分として子育て推進給付金支援事業、外出自粛要請及び

休業要請により影響があった市内の飲食店に対する海津市飲食店テイクアウト及びデリバリ

ー促進事業、市内飲食店等の消費喚起や市民への経済的支援のための２回にわたるかいづっ

ち買物券発行事業、新生児特別定額給付金事業、インフルエンザ臨時助成事業、その他感染

症拡大防止対策に関する事業等を実施してまいりました。 

 今後も、ウイズコロナ社会に対応した事業などを進めてまいりたいと考えております。 

 １つ目の第１次・第２次臨時交付金の執行状況につきましては、臨時交付金実施計画にお

ける交付対象事業は64事業あり、全ての事業の執行状況を金額的に集計できておりませんが、

31事業については事業完了しており、残りの33事業は事業継続中で、一部の事業は繰越事業

としております。 

 なお、第１次、第２次の交付限度額は５億7,405万9,000円であり、事業全体に対する交付

対象経費は７億466万7,000円でありますので、交付限度額全てを充当することとしておりま

す。 

 ２つ目の第３次臨時交付金の申請内容、不採用の事業、３つ目の上限額、４つ目の本年度

中の執行予定事業と執行できない見込みの事業につきましては、第３次分の限度額は２億
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950万円であり、そのうち1,950万円は、今回の定例会で県事業の新型コロナウイルス感染拡

大防止協力金に対する負担金、小・中学校の感染症対策支援事業などの財源として補正予算

計上しており、その一部は令和３年度への繰越事業としております。 

 また、残りの１億9,000万円は、令和３年度事業として新市長の下で実施していただこう

と考えております。 

 なお、交付金の申請に当たり不採用になった事業はございません。 

 令和３年度の臨時交付金を活用した事業展開は、雇用と事業を支援するとともに、経済構

造の転換・好循環の実現を図り、防災・減災、国土強靱化の推進など、安全・安心の確保を

進めていく必要があり、経済対策の各施策を感染症の状況を踏まえつつ、迅速かつ適切に実

行していかなくてはなりません。 

 本市の感染状況や特性を踏まえ、十分な検討を行い、ポストコロナの新たな時代に向けて、

新市長の下において政策決定していただこうと考えておりますので、御理解をいただきます

ようお願いをいたします。 

 以上、伊藤誠議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（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） ありがとうございました。 

 最初に、会計年度任用職員制度でございますが、これは制度開始以前からいろんな専門家

からいろんな問題点が指摘されていたというのは事実でございますが、12月に発表された総

務省の調査結果を見ますと、基本的な部分では全国的に各自治体、ある意味大まかなところ

では適正に運用されているのかなということは感じました。 

 ただ、この会計年度任用職員制度は今年度から始まりましたが、関係する職員の皆様にと

りましては制度が変わりまして非常に当初不安に感じていらっしゃった方も多いかと存じま

すが、この制度開始に先駆けて、当然、関係職員の皆様にはいろんな形で説明をされたと思

うんですが、いつ頃、どういう形で、どんな説明をされたのか、ちょっと簡単に説明いただ

けませんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 秘書広報課長 大橋隆幸君。 

○総務部秘書広報課長（大橋隆幸君） お答えさせていただきます。 

 制度改正の説明につきましては、多くの日日雇用職員がおります学校教育課関係につきま

しては、昨年10月に関係者にお集まりいただきまして説明会を開催しております。 

 その他の課におきましては、各担当から個々にそれぞれ、令和２年４月１日から制度改正

が行われ、新たに会計年度任用職員として募集を行うことや、勤務条件等について周知、説
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明をさせていただいたところでございます。 

 それと、募集選考を経て会計年度任用職員を任用しようとするときに会計年度任用協議書

というものを作成しておりまして、この中で、任用期間、再度の任用、勤務時間、休暇、報

酬、期末手当、費用弁償の額、それから服務等につきましても説明し、理解を得ながら任用

させていただいております。以上でございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） 今回の変更で、その立場の違いというのは非常に大きな部分だと思い

ますが、その辺の説明は、今、ちょっと答弁の中にはなかったんですが、大丈夫でしょうか。

公務員としての立場の違いなんですが。 

○議長（服部 寿君） 秘書広報課長 大橋隆幸君。 

○総務部秘書広報課長（大橋隆幸君） お答えさせていただきます。 

 今回の改正におきまして制度の明確化と、併せて会計年度任用職員におきましても一般職

という位置づけが明確化されたということで、立場も今までとは違うということも説明させ

ていただいております。以上です。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） いずれにしましても、納得して働いていただくということが何よりも

大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、当然、基本的には単年度契約ということですので、続けて雇用いただけるか、

非常に心配なさっている方もいらっしゃると思うんですが、そんなことで、中にはごくまれ

な例として訴訟問題にも発展した例というのもあるようでございますが、１年終わったとき

にまた更新するという、その更新の年数の上限というのは本市では設定されていますか。 

○議長（服部 寿君） 秘書広報課長 大橋隆幸君。 

○総務部秘書広報課長（大橋隆幸君） お答えさせていただきます。 

 更新につきましては、任用期間中の勤務態度が良好な場合は、再度任用ができるというこ

とで、再度任用は連続２回までとしています。以上でございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） ありがとうございました。 

 先ほど答弁の中で、業務の精査とか配置を考えて結果的に28人減ったと、結果的に減った

ということなんですが、その減ることの是非については、これはいろんな角度から見れば、

双方それぞれあるんだろうということは推定をしますが、中には、全国は広いものですから、
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意図的に会計年度任用の雇用枠を減らすというような事例もあるようで、本市がそうだとい

うふうに言っているわけで当然ありませんが、その減らすことによって正職員さんとの兼ね

合いというのは何か発生することがあるんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 秘書広報課長 大橋隆幸君。 

○総務部秘書広報課長（大橋隆幸君） 今回、昨年度より、まず28人減った主な要因といたし

ましては、日日雇用職員から会計年度任用制度に移行することにおきまして適切であるかど

うか検討したことにより減となったものが主な原因でございます。 

 具体的に申しますと、健康課におきまして乳幼児健診等における看護師を前までは日日雇

用職員としておったものを、本年度から役務に対する謝礼として報償費で計上したことによ

って20名の減となっております。 

 正職員との兼ね合いにおきましては、一般事務補助を担っていただいております会計年度

任用職員の数は、実質的にはほぼ変わっていないということで、同様であるのかなあと考え

ております。以上でございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） それに関連する話にはなろうかと思いますが、会計年度任用職員の数

を減らすことによって、先ほどもちょっとありましたが、あれが外部委託になるのかどうか

分かりませんが、民間委託の拡大が懸念されるというような指摘もあるんですが、その辺り

はいかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 民間委託につきましては、他市町でも窓口業務等を民間委託したりとかという事例もござ

います。今後、民間委託が可能なものについては、コスト面やサービス面において効果が期

待できると判断した場合については、また導入することも調査・検討していく必要があると

考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） この制度は、冒頭にも申し上げましたようにいろんな問題点が指摘さ

れて今日まで来たわけでございますが、本市の場合、今現在、本市にとってこの制度の最大

の問題点というか課題というふうに感じていることがあれば教えてください。また、もしあ

れば、今後それについてどのような対策を取っていくのかということも併せて御答弁いただ

ければと思います。 

○議長（服部 寿君） 秘書広報課長 大橋隆幸君。 
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○総務部秘書広報課長（大橋隆幸君） お答えさせていただきます。 

 問題点として、運用について１つ上げさせてもらいたいと思います。 

 今回の改正によりまして、会計年度任用職員におきましても人事評価をするということに

なっております。人事評価は、任用開始の際に業務目標の確認を面談を通じて行い、人事評

価基準日において評価を行うものとしております。 

 この人事評価の結果は、再度の任用に際しての根拠となるべきものでございます。本年度

は、この人事評価基準日を２月１日として実施しました。このことにより、再度の任用手続

が年度末になってしまうということが問題点として上げられるのかなと考えております。 

 それで、ほかの市につきましては、この人事評価基準日を早いところでは10月１日として

いるところがございます。ですので、本市におきましても、次年度に向けてこの基準日の変

更等についても検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔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。 

 いずれにしても、働いていただく方の環境を整えて進めていただくよう、よろしくお願い

します。 

 それから、地方交付税の算定の問題が、ちょっとこれは具体的には数字は分からないとい

う話がありましたので、その点について、今日、この場で時間もありませんのでこれ以上取

り上げることはちょっと控えさせていただきます。 

 では、次の２つ目の質問に移らせていただきます。 

 ２億950万のうち1,950万、今回の補正で上げられておるわけでございますが、残りの１億

9,000万については次の新市長、どなたがなられるか分かりませんが、新市長に委ねるとい

う答弁がございましたし、せんだっての先週の新聞のアンケートにも市長はそのようにお答

えしていただいておるようでございますが、かといいましても、市長の任期はあとまだ１か

月半ありますが、今回の補正以外に取り立てて緊急な対策は特にないんだと、緊急性の高い

ものはないんだという判断ということでよろしいんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 緊急に必要と思われるものについては今回の補正予算等で計上させていただいております

ので、１億9,000万円については６月ぐらいに計画を策定していきたいというふうに考えて

おります。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 
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○６番（伊藤 誠君） それから、午前中にワクチン接種に関する質問が２人の議員からあり

ましたが、ちょっとこれ１つ確認なんですけど、今回のこの１億9,000万とワクチン関係の

たしか総額１億3,000万ほどというふうに聞いていますが、これは全く別物で、この地方創

生のコロナ対策がワクチン接種の費用に係るということは、まず私はないという認識を持っ

ているんですが、その辺だけちょっと確認です。お願いします。 

○議長（服部 寿君） 総務部長 白木法久君。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局書記長（白木法久君） お答えします。 

 お見込みのとおりです。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） それでは、いずれにしても新市長に、また海津市らしく、海津市の独

自性を生かした事業の展開をしていただきますようお願いをするところでございます。 

 それで、このコロナ対策臨時交付金の使い道として、いろいろ今、当然予防と、それから

経済対策、大きく分けて２つに分かれるのかなというふうに思いますが、今回の補正でも小

学校関係に空気清浄機、それから消毒液とか空気清浄機という形で予防、換気対策といいま

すか、しておっていただきますし、この議場におきましても、30分の持ち時間、議員２人で

１時間たったら、10分、15分の換気をするという対策を取っていますが、もう一つ、私、個

人的に非常に注目していますのはＣＯ２濃度測定器（二酸化炭素濃度測定器）、これは換気

のタイミングというものを数字で測る。例えば、10分換気したからいい、５分換気したから

駄目だという基準は何もないわけで、部屋の大きさによっても変わりますし、そういった意

味で数字をもって換気のタイミングを計るということで、ＣＯ２濃度測定器というものの導

入というのは結構いろんなところで試みられているんですが、特に岐阜県、愛知県におきま

しては、非常に今のところ空気清浄機に対して関心が高い。これは２つを比べるということ

は全然別のものですので、この２つ、どっちがどうだということを言うつもりはさらさらあ

りません、全く別のものですけれども、岐阜県内にその工場があるということで、どうも岐

阜県、愛知県では空気清浄機の導入に関心が向いている傾向にあるようなというふうに私は

感じておるんですが、二酸化炭素濃度測定器、これは非常に価格的にも数千円から１万数千

円ぐらいのもので随分あるというふうに聞いていますが、それを非常にうまく活用している

例がありますので、また皆さん、二、三後ほどでも確認していただくといいかと思うんです

が、奈良県に宇陀市というところがございます。これは奈良県にあるんですが、人口は本市

よりも若干少ない、２万9,000人余り、面積は本市の２倍、市制が始まったのが平成18年、

非常によく似ているんですが、予算規模も181億、一般会計、本市よりちょっと多い、ここ

がいろんなものを提供しているわけですが、ＣＯ２測定器を１店舗１台、人が集まる業種、
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美容院であったり、もちろん飲食店もそうですけど、いろんな人が集まる業種に対して１店

舗に１つずつ無料配布した、そういう事例もございますし、それから近いところでは羽島市

の堀津小学校、これは教室にＣＯ２測定器を、非常に近いところの例でございますし、それ

から面白いことをやっていたなと思いましたのは、たしか神奈川県だと思いますが、無償貸

出し、ＣＯ２測定器を６か月間無償で貸し出しをして、その時点で返却を頂くか、４分の１

の金額でお買取りをいただくかという御判断をいただくというようなことをやっていらっし

ゃるところもあります。 

 そういったことで、全国、そのほかにも群馬県の富岡市であったり、北九州市であったり、

ＣＯ２測定器に関する試みがなされておりますので、また一度ちょっと参考にしていただけ

たらなというふうに思います。これはいいとか悪いとかじゃなく、一つの換気のタイミング

を計るという意味では私は有効ではないのかなということで、少し注目をさせていただいて

おりますので御紹介をさせていただきました。 

 いずれにしましても、変異株というものもこれからますます増えてくるだろうというふう

に予想されておりますので、適切な対応をお願いしまして、私、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。 

 ここでコロナ対策のため換気を行いますので、２時５分まで休憩といたします。 

（午後１時５４分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時０３分）  

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

◇ 里 雄 淳 意 君 

○議長（服部 寿君） １番 里雄淳意君の質問を許可いたします。 

 里雄淳意君。 

〔１番 里雄淳意君 質問席へ〕 

○１番（里雄淳意君） それでは、議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただき

す。 

 要旨、海津市小学校統合計画について、質問相手は教育長でございます。 

 本市ホームページに掲載のとおり、一昨年、令和元年12月、海津市小中学校の適正規模等

に関する検討委員会より「海津市小中学校適正規模等基本方針」が提出され、その基本方針

に基づき、検討対象となる複式学級を有する海津町地区内小学校の統合計画を検討するため、

昨年、令和２年度に海津市小学校統合計画検討委員会、以後委員会、が設置されており、今
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年２月26日に委員会から報告書が教育長に提出されました。 

 コロナ禍の中、意見書の取りまとめに御尽力いただきました委員会のメンバーである自治

会関係者をはじめ保護者の方々、関係者各位に敬意を表することであります。 

 小学校の統合という問題は、市民の方々、特に子育て世代の方々には最大の関心事であり、

私の母校も関係する事項であることから、いち早く方向性を明確に示すこと、より広く課題

を共有することの必要性を感じており、私は委員会からの意見書提出後となる今定例会で統

合に関する一般質問を以前から考えておりました。 

 過日の新聞報道により、2024年度に海津町の５小学校の統合という大きな方向性の明確化

と多くの市民の方々との課題の共有化が図られたと思いますが、一層の周知と課題の共有を

図るため、下記の点を質問させていただきます。 

 １．海津市小学校統合計画検討委員会で統合へ向けて大きな課題となった点。 

 ２．今後のタイムスケジュール。 

 ３．使用しなくなる４校の校舎の今後についてはどのように考えていくのか。 

 ４．統合へ向けた情報の周知方法についてはどのように考えているか。 

 ５．平田町、南濃町の小学校の統合についてはどのように考えているのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 里雄淳意君の質問に対する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） 里雄淳意議員の海津市小学校統合計画について、この御質問にお答

えいたします。 

 教育基本法において義務教育として行われる普通教育は、個人が有する能力を伸ばしつつ、

社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基

本的な資質を養うことを目的としています。 

 そのため、学校では、児童・生徒に知識や技能を習得させるだけではなく、集団の中で多

様な考えに触れ、認め合い、協力し合うことを通じて、思考力、判断力、表現力などを育み、

社会性や規範性を身につける役割も担っています。 

 本市は少子化が加速し、全校児童が100人に満たない小規模校が海津町に多く集まってお

り、学校の役割である集団での活動が難しくなっている現状があります。教育委員会では、

子どもたちの教育の質と環境整備改善の観点から統合計画に取り組んでいます。 

 １つ目の海津市小学校統合計画検討委員会で統合へ向けて大きな課題となった点につきま

しては、教育委員会では令和元年12月に策定しました「海津市小中学校適正規模等基本方

針」に基づき、令和２年５月から海津町地域を対象としました「海津市小学校統合計画検討
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委員会」を設置いたしました。検討委員会では、複式学級が編制されている学校や近い将来

される学校について、統合に向け、６つの基本項目であります、統合の対象校、統合の組合

せ、統合の方式及び統合校の名称と位置、統合の実施時期、統合の進め方、統合後の新たな

学校づくりについて検討を進めていただきました。 

 課題となりましたのは、特に統合の方式及び実施時期についてであります。 

 統合の方式については、児童数の減少に伴い、近い将来、多くの学校で複式学級になるこ

とが予想できるため、複式学級の解消と海津町地域が１学年２学級以上で構成される望まし

い学校規模へ統合を図るべきとの意見が多く出されました。 

 実施時期につきましては、統合に多額な費用が見込まれることから、地方交付税の需要額

に算定される有利な合併特例債を活用するため、発行期限であります４年以内の統合が望ま

しいことや、統合のスケジュールについて協議されました。 

 また、新型コロナウイルス感染症による感染拡大が統合の時期に大きく影響いたしました。 

 コロナ禍で短期間での統合を実施する場合は、子どもたちの交流、地域、保護者、学校に

よる協議・調整、すり合わせなどを行う時間を十分に設けることはできないとの意見が多く

出されました。 

 最終的には、２月26日開催の第５回検討委員会において海津町地域の小学校５校を一緒に

統合し、令和６年４月１日に新たな学校として開校できるよう進めていく旨の意見で取りま

とめていただきました。 

 ２つ目の今後のタイムスケジュールにつきましては、市民の皆様の御意見を反映すべく、

統合基本計画（案）のパブリックコメントを実施し、４月の教育委員会において統合基本計

画を決定していきたいと考えております。 

 その後は、「（仮称）海津町地域小学校統合準備委員会」を設置し、５校統合に向けた協

議・調整、すり合わせに入っていきたいと考えております。 

 具体的には、分科会を設け、意見交流を行い、統合に向けて進めてまいります。 

 また、同時に、現高須小学校の施設を拡張・改修する整備を行うべく、令和３年度当初予

算に施設の基本設計に係る費用を計上させていただいており、その後、実施設計、開発協議

などを経て整備工事へと入っていきたいと考えております。 

 ３つ目の使用しなくなる４校の校舎の今後についてはどのように考えていくのかにつきま

しては、海津町地域は大半の地域が海抜ゼロメートル地帯であり、昔から水害による治水対

策を施しており、現在に至っています。学校は、地域コミュニティの中心であり、防災拠点

でもあることから、地域の方々の活動の場としての活用を最優先とし、地域及び市全体の活

性化、発展のために、教育分野のみならず、様々なまちづくりの観点から、関係部局が連携

し、市全体で検討していきたいと考えております。 
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 ４つ目の統合へ向けた情報の周知方法につきましては、今後、（仮称）海津町地域小学校

統合準備委員会において様々な協議、検討がなされ、決定された事項について、市報及び市

ホームページによる周知はもちろんのこと、必要に応じて学校を通じて保護者宛てに経過報

告や保護者説明会を開催してまいります。 

 いずれにしましても、保護者や地域の方々に積極的に分かりやすい情報発信に努めてまい

ります。 

 ５つ目の平田町、南濃町の小学校の統合についてはどのように考えているのかにつきまし

ては、適正化方針において「平田町・南濃町地域は、児童・生徒数の動向について注視すべ

きではあるが、まちづくりの進展や地域人口の観点からも当面の間は推移を見守ることとす

る」と示されておりますので、今後も引き続き、人の動き、まちの動き、地域の動きについ

て注視してまいります。 

 まずは海津町地域の小学校５校の統合を、保護者の方、地域の方、学校の協力によりまし

て円滑に進めていきたいと考えていますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 以上、里雄淳意議員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。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 今、今回の統合について、特に少子化の影響によって学校の役割である集団行動が厳しく

なった、このような現状を鑑みて、子どもたちの教育の質と環境整備改善の観点から統合計

画に取り組まれたとお答えいただいたわけでございますけれども、これは非常に大事なこと

だと思うんですが、もう一つ、統合によって経費が削減できるならば統合もやむなしと思わ

れている方も少なくないと思うわけでございますが、学校運営に関しての経費削減という観

点は、今回の統合計画には含まれていないのでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 確かに経費についてはお示しをするのが当然かと思いますけれども、この統合につきまし

ては、検討委員会の中で、いろんな統合の時期とか対象校の組合せ等々あります。それから、

統合してからの形の中で通学の問題、スクールバス等があります。 

 それで、単純に４つの学校がなくなりました、１つの学校に統合しましたという計算では

なくて、これからかかる分も考えますと、具現化していく中で経費が出てくるということで、

この基本計画にはあえて載せていませんので御理解していただきたいなと思います。 

 資料的には、各それぞれの経常的経費は事務局では持っていますけれども、具現化したも
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のを令和３年度、準備委員会を通じてお示ししていきたいなあと考えていますので、よろし

くお願いします。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 では、続きまして、今回の統合に当たって複式学級の解消という大きな点と、それから１

学年２学級以上で構成される望ましい学校規模へ統合を図るということでございますけれど

も、この点につきましては、2019年２月４日付で作成されております「小学校の適正規模に

関するアンケート調査報告書」の中に文部科学省の手引、平成27年１月公表の「学校規模の

適正化に関する基本的な考え方」が抜粋されておりますけれども、望ましい学校規模という

ことについてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 望ましい学校規模についての御質問でございますけれども、里雄議

員さんもその文科省の資料、手引を読まれたら、そこに載っていたと思うんですけれども、

文科省のほうでは小学校及び中学校については、全校12学級から18学級が望ましいと示して

います。小学校12学級といいますと１学年２学級、18学級といいますと１学年が３学級ずつ

という、そんな意味の２学級の文科省が示す範疇にも入っているということも私どもの考え

の中では基本的にはあります。少なくともクラス替えができたり、クラス対抗で競い合いが

できたり、クラス対抗で刺激の試合ができたり、クラス対抗でいろんな面で学び合いができ

るという、複数の学級があることが望ましいという、そんな大まかな捉え方ですけれども、

基本は文科省の示すものを参考としながら、私たちの現実も踏まえて同じような考えでおり

ます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） アンケート調査なんかを見ても２学級が望ましいと答える方が非常に

多い、そういう声もそういうことなんだろうなと思っております。 

 このアンケートのまとめられたものを見てみますと、令和６年度には適正規模校がなくな

ると、このまま行くとですね、海津市内は。同時に、下多度小学校も複式学級が存在する規

模の過小規模校になると予測されております。ですから、これはどうしても避けては通れな

い問題だったんだなと、改めてそのように思わせていただいたことでございます。 

 その中で、今回、いろんな取組をしていただいた中で、今、コロナウイルスの影響で統合

の時期に大きく影響したと、このようにお答えいただいたんですが、このアンケート調査報

告書は、保護者、地域代表者、教職員、保育教諭、児童、それぞれの意見がきちっと調査さ
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れて整備されております。こんな立派なものが2019年２月４日で出ております。僕はこれが

出たなら、もっと早く統合ということに取り組んだらどうかとずうっと思っておったんです

けれども、やはりこれはコロナウイルスの感染拡大ということが影響しておるのでしょうか、

これだけ時間がかかったということについてですね。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今、示されて御説明いただきました報告書につきましては、３年間

かかって海津市内の小学校の適正配置についてまとめ上げさせていただいたものです。それ

の出口は、海津市の小学校の様子を見ると、まずは海津町の地域の小学校が複式学級も編制

されていたり、その周りにも小規模校が連なっているというようなことが出口では示されま

した。 

 その中で、必要とされる学級は最低１学年１学級、ということは、まず複式解消というも

のが必要とされる学校だろうと。けれども、さらに先を見通せば、望ましい学級といいます

と、先ほど申しましたように１学年は複数学級ある、そういった学校のほうが望ましいとい

う、そんなような出口になりました。 

 それを受けて、本年度は１年間で海津町地域の小学校に対象を絞らせていただいて、関係

者の多くの方々に集まっていただいて、先ほど答弁させていただきました６つの項目につい

て、統合の方式とか、名称とか、時期とか、そういった項目について１年間かけ、取決めを

させていただきました。方向性を示していただきました。だから、これ以上短くというのは

ちょっと難しかったかなあという、自分自身では思っています。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。なら、予定どおりということだと思うんです。 

 コロナウイルス感染症によってこの統合の時期が大きく影響したというのはどの点を述べ

ておられるんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 今のコロナウイルスの影響については、先ほど申しましたように、

昨年度末の報告書では、第１関門といいますか、第一義的には必要とされる学校、１学年１

学級、複式を解消するということが第１番目の課題でした。その次に望ましい学校づくりと。

その中で、できましたら複式がまた始まる再来年度以降、そこも複式を解消できんかという

ような計画案を最初は持っておりましたが、１年での準備や調整、協議、交流は難しいとい

う、それはコロナの影響で難しいから、再案をまた検討していただいたということです。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 
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○１番（里雄淳意君） よく分かりました。ありがとうございます。 

 では、２点目お尋ねしますけれども、今後のタイムスケジュールであります。恐らく細か

いことは今から詰めていかなければならないと、大変な作業が残っておると思うんですが、

特に私、これは市民の方々からよくお聞きする質問を１つだけお聞かせいただきたいと思う

んですが、学校の先生方はどうなるんでしょうかと、今、５校にいらっしゃる、その辺をも

し今の段階で言えることがあれば教えていただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 学校の教員の配置につきましての御質問ですけれども、５校が統合

しますので、今５つある学校の先生、全てが１か所にどーんと集まるかと、そういうことは

まずありません。学校の教員の配置は、児童数によって学級数が決められて、教員の配置人

数が決められます。今のところ、ちょっと予測的に言いますと、例えば高須小学校は、今は

11学級の通常学級と２学級の特別支援学級がございます。令和６年度に計画どおりというこ

とになりましたら、通常学級は14学級になろうと思います、複式学級は２。通常学級が11の

ときには、教員配置定数は13人です。14学級になりますと、教員の通常配置人数は17人にな

ります。ということは、現状の時点で11学級の通常があって配置は13ということは、２人し

か余分といいますか、ゆとりがありませんので、そうすると、その２人は教務主任とか教頭

とかという枠になってきます。３人になりますと、生徒指導もフリーになるという可能性は

出てまいります。 

 さらに、統合しますと、私、養南中から城南中に異動させていただいたとき、やっぱり統

合後は、二、三年間の間は県のほうも加配を配慮して、子どもたちが環境が違いますので、

その辺り、子どもたちが少しでも環境に早く適応できるようにというようなことで職員を増

やしてくれました。そんなときに私たちは、この令和６年度に向けては加配措置を県のほう

に要望して、二、三人はつけていただけるような要求をしていきたいと思います。 

 また、市費のほうでも子どもたちの環境の変化に合わせて、そういった支援員とか、アシ

スタントとか、そういった面での配慮をしていくつもりでおります。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 それでは、３点目でございますけれども、統合によって４校ですね。この４校、建物を残

すとなると、またこれランニングコスト、維持管理費がかかると思うんですけれども、ＧＩ

ＧＡスクール構想でＷｉ－Ｆｉ環境に多額の経費がかかっておりますし、トイレもきれいに

なっております。市全体で検討していきたいと、今、御答弁いただいたんですけれども、例

えばの私の案でございますけれども、何でもコンサルタントというよりも、例えば地元の会
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社経営者、こういう方の御意見なんかも伺うと、また利益が出るようなことも考えられるん

でないかと、そういうことも思います。そして、また多分、恐らく電気や水道、ガス、ラン

ニングコストがかかりますので、あまりにもかかるようであるならば建物を整理するという、

こういう選択肢も含めて検討いただけたらなと思うんですが、その辺についてどうお考えで

しょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 先ほど答弁の中でも申させていただきましたけれども、貴重な市の

施設、財産ですので、有効に将来的に活用してもらうのが一番だなということを思います。

ただ、その中で教育分野のみならず市全体として捉えていきたいという考えを持ちましたの

は、統合の暁には教育財産から普通財産に変えていただいて、教育の面だけじゃなしに商業

の面やら農業の面、いろんな面から募ったり、検討していただくように努めていただきたい

と思います。そういった点で市の大事な施設を有効に利用できればと願っております。市長

部局といつも協調しながら、連携を取りながらやっていきたいと思います。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） どうぞよろしくお願いいたします。 

 ４点目でございます。統合に向けた情報の周知方法でありますけれども、子育て世代の大

半の方はスマートフォンを使われると思いますので、特にホームページによる周知に力を入

れていただければと、そのように思っております。 

 今回の総合計画検討委員会の設置につきましても、ホームページを見ますと、議事録まで

載っておって、きちっと公表されております。あれを読めば分かるんですけれども、そこに

たどり着くまでにかなり検索したりしなければ、そこへたどり着きません。調べようと思え

ば調べられるわけでございますが、できればホームページのトップページ、今でいうとコロ

ナ対策の、あれはトップページを開くとすぐ目に入りますし、そのページにすぐ行けます。

それぐらい市民の方の関心事であると思うので、そこのホームページに力を入れていただけ

たらなと、そのように思うわけでございますが、その辺、御答弁をお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 最も関心の高いプロジェクトだと思っていますので、

情報担当課の指導を受けながら、見やすいホームページになるように努力したいと思います。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 このアンケートの回収率を見てびっくりしたんですけれども、94.36％と、ほとんどの方
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が回答をなさっておると、これは本当に多くの方の関心事でありますので、ぜひ積極的な情

報発信をお願いしたいと思います。 

 最後でございますが、平田町、南濃町の統合についてでございますけれども、注視してい

くと、こういう今お答えをいただいたんですが、令和６年度、あと３年で下多度小学校も複

式学級になると予測されております、この資料を見ますとですね。あまり時間がないなとい

うことも思うわけであります。 

 今回の統合について、新聞報道で「旧海津町５小学校を１校に統合 市教育委員会検討」

という、こういう見出しがばっと出まして、その後、いろんな方から電話等で御意見をいた

だきました。反響が大きいなんていうことを思ったわけでございますけれども、いろんな手

順がありまして、やっぱりこういう統合に関わられた委員の方とか、そういう方には細心の

御配慮はいただかなければならないと思うんですけれども、今回、こうやって新聞報道でぱ

っと旗印が出たことは、僕は非常によかったことだと思っております。１つ旗印が出ると、

掲げますと、そちらに向かって、いいも悪いも含めて動きが伴うと思うので注視することも

大事だと思うんですけれども、早い決断とか、早く旗印、こうしていきたいと、このように

考えておるというお考えをできるだけ早くお示しいただけたらなと、そのように思いますけ

れども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ちょっと今の里雄議員さんの御質問は、平田・南濃町のことですか。 

○１番（里雄淳意君） はい。 

○教育長（中野 昇君） 平田・南濃町につきましても、現状、ここ二、三年は、まず様子を

見させてもらわないかんだろうということを願っています。 

 海津町に絞らせてもらったときに、二、三年前の検討委員会の様子を思い浮かべてみます

と、下多度のほうにスマートインターチェンジが計画されているということで、あちらの地

域にはちょっと人の動きが今後予想されるだろうと。 

 そして、もう一方、平田町については、海西地区なんかは、いわゆる児童・生徒数が減っ

ていないんですね。そのような状況もあって、３町の中で特に海津町地域というふうに絞っ

てまとめていただいたというのが経緯でございます。 

 けれども、やっぱり将来的に少子化がどんどん進んでいきますので、平田町地域、南濃町

地域の児童数の動向も注視していきたいという、そういう意味で答弁させていただきました。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 統合という非常に大きな問題でありまして、このアンケートは本当によくできておるなと
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思うんですけれども、この中で子どもさんの御意見を見ると、１学級しかない学校の児童は、

１学級のままがいいと、２学級ある学校は、皆このままがいいと、あんまり変化を求めてい

ないと、恐らくそれはそのとおりです。自分の学校しか分からないので、そういう意見が出

てくるのもよく分かりますし、私が小さな小学校から日新中へ行ったときにも同じような不

安を抱えました。そういう子どもさんの不安をやっぱりクリアしていくと、また保護者の方

の心配を少しでもクリアしていくことが今後必要になってくるかと思いますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 今後、またいろんなことで仕事も増えて大変になろうかと思います。職員さんの体制なん

かもまた検討が必要になってくると思うんですけれども、ぜひ海津市を担う未来の子どもた

ちのために、どうぞよろしくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで里雄淳意君の一般質問を終わります。 

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

◇ 飯 田   洋 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、８番 飯田洋君の質問を許可いたします。 

 飯田洋君。 

〔８番 飯田洋君 質問席へ〕 

○８番（飯田 洋君） それでは、通告によりまして、私は市道上及び市発注工事での事故に

ついて質問をいたします。 

 第１点目、過去５年間において発生した件数及び賠償、または補填のために支出した金額

について、次の項目別にお尋ねをいたします。 

 項目１．道路交通に関するものについて。 

 市道は、車道、歩道ともに日常の良好な交通のため維持管理がなされていますが、それで

も老朽化やその他もろもろの原因により、道路上の構造、工作物が通常と異なる形状等に陥

り、たまたまその道路を利用していた人、車両が被害を被る、つまり事故につながった場合

があります。こういった場合の事故件数及び賠償、または補填のために支出した金額につい

て。 

 項目２．道路工事に関するものについて。 

 市道の新設や補修工事、また市道の地下部分には上下水道管が布設されていますが、その

補修や更新、さらに新規の布設工事が施工されます。掘削や基礎地盤土の入替え、締め固め

のため重機が使用されます。その際に、直近の住宅や工作物等に異常や不具合が発生した件

数及び賠償、または補填のために支出した金額について。 

 項目３．その他。 
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 前項目１、項目２以外で市が発注した工事等が原因で賠償または補填した件数及びそのた

めに支出した金額について。 

 第２点目、これらの事故について再発を防止するため、事故後、新たにどのような対策が

取られたのか、お尋ねをいたします。 

 第３点目、前述の３項目別の件数及びそのために支出した金額については、相手方と解決

した件数であります。 

 しかし、残念ながら話合いが解決に至らず、現在も話合いが継続中のものは何件あります

か、項目別に回答をお願いします。 

 第４点目、公費を投じて施工する工事に起因する事故を未然に防止するためにも、また事

後の適正な措置のため、他市においては以下の事例、抜粋があります。 

 建築工事等における家屋調査仕様書。 

 適用範囲、第１条、この仕様書は、市が発注する建築工事等（以下「工事」という）にお

いて事業損失防止調査として工事着工前に行う既存家屋等建築物の事前調査（以下「家屋調

査」という）を実施する場合に適用する。 

 目的、第２条、家屋調査は、工事に伴う第三者の被害を未然に防止することを目的とし、

被害があった場合にはその因果関係の認定資料とするものである、以下省略があります。 

 また、国においては、公共事業に係る工事の施工に伴う建物等の損害等の調査に関する共

通仕様書、抜粋。 

 第１章、総則。 

 適用範囲、第１条、この仕様書は、〇〇地方建設局の所掌する公共事業に係る工事の施工

に伴い発生する建物等の損害等（以下「事業損失」という）を第三者に及ぼし、または及ぼ

すおそれがある場合において実施する建物等の損害等の調査に関する一般仕様を示し、事業

損失発生時における因果関係の立証及び被害範囲の確定並びに適正な費用負担の用に供する

ものである。 

 仕様書により難い場合、または記載のないもの等については別に指示する特記仕様書によ

るものとする、以下省略の規定があることを見受けました。 

 そこで、本市の公共工事（道路改良）においても、直近の構造物（住宅等）があり、被害

（沈下、傾斜、亀裂等）の発生が想定（予測）される場合に、建造物の現況、現状の把握調

査及び事後調査を実施する条例、あるいは要綱等の制定を提案します。 

 以上、市長にお尋ねをいたします。 

○議長（服部 寿君） 飯田洋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〕 
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○市長（松永清彦君） 飯田洋議員の市道上及び市発注工事での事故についての御質問にお答

えします。 

 １つ目の過去５年間において発生した件数及び賠償、または補填のために支出した金額に

つきましては、まず年度別の道路交通に関する事故件数及び賠償額は、平成28年度が２件で

賠償額は71万271円、平成29年度が２件で賠償額が36万5,617円、平成30年度が３件で賠償額

54万9,342円、令和元年度はゼロ件で、今年度は２件で賠償額が21万1,145円で、過去５年の

発生件数は９件、賠償額は183万6,375円であります。 

 なお、賠償額は、本市が加入する全国町村会総合賠償補償保険で瑕疵比率に応じて決定さ

れた賠償額であり、全額保険で対応しております。 

 次に、道路工事に関する住宅等に異常や不具合が発生した件数及び賠償額は、過去５年で

一度も賠償を伴う案件は発生しておりません。 

 本市では、工事施工において、掘削深、使用する建設機械により直近の住宅や工作物等に

影響するおそれがある場合は、設計段階において影響を未然に防ぐ工法を選択し、実施して

おります。 

 その他の工事において、例えば側溝工事等、掘削深は浅いがブロック塀沿いに布設する場

合などでは、構造物等に影響を及ぼすおそれがありますが、工事請負契約書約款第28条に第

三者に及ぼした損害の事項を定めており、工事請負業者が施工時に影響回避に努め、適正に

対処することと規定していることから、本市では異常が発生した件数については把握してお

りません。 

 したがいまして、本市では、道路交通に関する事故以外に賠償または補填した事案はござ

いません。 

 ２点目の事故について再発防止をするため、事故後、新たにどのような対策を取られたか

につきましては、本市では、道路利用者が安全に通行できますよう、路面の損傷等を未然に

発見するため、市内を５路線に区分して、毎週金曜日に職員による道路パトロールを実施し

ており、損傷を発見した場合は、その場ですぐに修繕工事等の対応を行っております。 

 また、全職員に対して、通勤時や職務における移動時に道路上の異常を発見した際には建

設課に連絡するよう周知するとともに、道路利用者から通報があった場合は、直ちに現場を

確認し、対応する体制を取っております。 

 なお、職員で対応できない規模の補修が必要な場合は、市内業者と市道維持補修について

年間の単価契約を締結し、緊急対応ができるようにしております。 

 しかしながら、市が管理する市道は、実延長約1,137キロメートルと大変長く、道路施設

の損傷箇所を全て確認することは困難でありますので、今後も継続し、自治会長をはじめ市

民の皆様の情報提供を得ながら、道路利用者が安全で安心できるよう適切な市道の維持管理
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に努めてまいります。 

 ３点目の現在も話合いが継続中のものは何件かにつきましては、現在、話合いが継続中の

案件はございません。 

 ４点目の構造物の現況、現状の把握調査及び事後調査を実施する条例、あるいは要綱等の

制定につきましては、本市では、特に下水道工事において掘削深が深く、工事の施工による

地盤変動によりブロック塀等に影響等が生ずるおそれがあることから、工事請負業者との工

事請負契約において特記仕様書により、事業損失防止対策として、事前に影響範囲の調査を

指示しております。 

 なお、本市発注の工事全般において影響のおそれのある規模が大きい工事については、ボ

ーリング調査により地質を確認し、構造計算により適正な工法を選択し、かつ工事の施工に

よる地盤変動のおそれがあると予測する場合は、国が昭和61年４月に制定した「公共事業に

係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」に準

拠して対応しております。 

 このため、議員仰せの条例、あるいは要綱等の制定につきましては、当該要領で対応でき

ると考えております。 

 今後も市道の適切な維持管理に努めてまいりますので、御理解をいただきますようお願い

いたします。 

 以上、飯田洋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。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） 各項目について、交通事故件数の関係についても御答弁をいただきま

した。さらに交通事故をなくすために、また道路上、道路の維持管理の面から関連して質問

させ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。 

 今、市長のほうから道路の維持管理、特にパトロール等につきましては、全職員の皆さん

によって努力されているということでお聞きしました。しかしながら、雨季では、小さな穴

ぼこでも大型車両の通行量の多いところでは短期間に広がり、なかなか隅々まで回ることは

難しいと思います。 

 そんな中、道路異常等通報システムというのがほかの市町で運用されていることを見まし

た。これは、道路の異常箇所を市民の皆さんからスマートフォンアプリを通じて道路の異常

箇所の写真を撮影し、情報提供、投稿していただくものであります。内容は、市道の異常箇

所、穴ぼこ、陥没、段差、ひび割れ、側溝蓋の損傷等、いろいろございますけれども、さら

に街路樹の異常、はみ出し、垂れ下がり等も交通事故につながるものであります。 
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 工事を伴うものについては、まず注意を促す看板を設置することで事故を未然に防ぐこと

につながると思います。これは非常に有効な手段であると思います。 

 そこで、このシステム、現在でも市民の皆さんから電話等の通報があると思いますけれど

も、この新しい通報システムを導入し、お願い、ＰＲとともに、お互いに市民の安全を守り、

交通事故防止、道路愛護の気持ちから、海津市の道路は安心して走れると、そんなようなこ

とから、この新しいシステム、道路異常等通報システムの導入を提案したいと思いますけれ

ども、お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 総務課長 近藤康成君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（近藤康成君） それでは、システムの導

入の件につきましてお答えをさせていただきます。 

 システム関連でございますので、総務課のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 議員も御存じのとおり、新年度予算でＬＩＮＥの導入に伴う経費を計上させていただいて

おります。その中の機能の一つといたしましてオンライン申請機能というものがございまし

て、その中に先ほど議員がお話をいただきました道路破損の通報受け付けという機能がござ

います。それを導入しますと使用ができるようになりますので、建設課とその辺りを調整さ

せていただきまして、早い段階で導入をしていきたいなというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） ありがとうございました。早速お答えをいただきましてありがとうご

ざいます。 

 次に、もう一点、交通事故に関連しまして、事故が起きますと、最初の答弁は、こちらが

払う関係ですけれども、財政的な見地から、事故の状況によっては市が払うばかりでなく、

払ってもらう場合もあると思います。 

 ここに市内をちょっと回りまして写真があるんですけれども、ガードレールの損傷の状況

でございます。恐らく自損事故かなと思います。道路中央に突出していませんので、ある程

度期間がたっておる、放置されている状況であると思いますけれども、しかし、このままの

状態では、ガードレールの設置目的、機能を十分に果たすことができません。修理や取替え

が必要であります。ガードレールの設置は、道路によって規格がありまして、普通１メート

ル当たり、これは5,000円以上かかると聞いております。修理や取替えの費用は、設置者、

道路管理者の市が負担することになりますが、交通事故の場合は、事故を起こした運転者に

負担してもらうことになると思います。自損事故においても、運転者が交通事故を警察に報



－１０９－ 

告する義務がございます。これは道路交通法第72条第１項に規定されておりますし、自損事

故でも報告しないと、この道路交通法第72条第１項の違反になるわけで、この場合も違反に

は３か月以下の懲役または５万円以下の罰金という罰則が設けられております。 

 運転ミスによる自損事故であれば、ガードレールにぶつけたことによる罰則はありません

が、また免許の点数が減点される行政処分も受けません。 

 しかし、自損事故であっても警察に届出をしておかないと、任意保険の車両保険を使って

自分の車を修理することができなくなる可能性もあります。そうなると、今の写真のような

ガードレールの修理費を払ってもらう手配というのは容易にできると思います。つまり、届

出がしてあると思います。自動車の修理費とともに、ガードレールの修理費も保険で賄われ

ると思います。そのために届出がなされている新たな損傷箇所が見つかった場合、警察また

は保険会社に問い合わせる等により、海津市の支出の削減のためにも、これまでにこういっ

たケースで事故を起こした人に修理費を負担してもらう努力がなされていると思いますが、

この１年、分かる範囲内で結構ですけれども、ありましたらお答えをいただきたいと思いま

す。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 飯田議員の交通事故等によりガードレールなどの道路施設が

壊された場合の御質問に対しまして答弁させていただきます。 

 今、議員が仰せのとおり、交通事故により道路施設が損傷した場合、通常はドライバーの

皆さん、自動車任意保険に加入しておみえですので、そういった形で、通常すぐに保険会社

から建設課のほうに連絡が参ります。そして、保険会社が打合せということで来庁されたと

きに、市としましてそのガードレールとか、パイプガードとか、いろんな道路構造物がござ

いますので、現在使用しております仕様書を提示しまして、原形復旧といった形で全額原因

者負担、保険に加入されておる方の保険での対応という形で、復旧で完了届でもって最後に

処理する形になっております。 

 しかしながら、連絡がない場合もございます。そういった形は、先ほどこういった地域の

自治会長、あるいはパトロール等で発見しておりますので、バリケードを立てて、直ちに応

急処置をした上で、２週間、３週間、様子を見させていただくこともございます。その中で

連絡がない場合につきましては、海津警察のほうにお聞きしまして、そこで事故があったか

否か、場合によってはあった場合には、そういった指導をしていただく形にもなるんですけ

れども、どうしても原因が分からない場合、そういった場合には、その構造物に対しまして

道路利用者の安全を考えまして、適切な時期に市の負担にて復旧するという形になっており

ます。 

 現在、橋梁等につきましては、橋梁の下まで高欄、ガードレールがございますが、下まで
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行っておる可能性もある場合もございますので、そういった大がかりなことが発生した場合

には、警察のほうに届出がない場合には被害届に対しまして捜査という形になりますが、そ

ういった形で負担しても後から請求できるような形、こういった形で取り組む方針でござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） もう一点、まだ写真がございますんですけれども、市内を走ってまい

りましたんですけれども、ガードレールについてですが、この赤さびのついた写真でござい

ますけれども、市内に特に白いガードレールの上部がさびで赤茶色に変わっている箇所をよ

く目にします。中には相当さびが中まで進行し、ぼろぼろでひび割れている箇所も見られま

す。 

 また、幅の広い水路には橋がかかり、転落防止用に欄干、パイプ状の手すりが設置されて

いますが、これも多くが、全体が白いはずの欄干がさびで赤茶色に姿を変えているところが

ございます。果たして、本来の欄干、手すりの役目を果たす強度を保っているのかなと思う

ところも見受けられます。ウオーキングの途中、休憩で腰かけたら、そのまま水路にざぶん

という危険も、さらには特に美観的にも大変マイナスな状態であると思います。 

 学校や公園で設置されている遊具等は、規定の強度が保たれているか、規定に沿って定期

的に点検がなされていると思います。ここまでさま変わりしているものはないと思います。 

 現在、市内に設置されている、こういったガードレール、特に水路にかかる橋のパイプ状

の欄干ですけれども、この耐用年数というのは何年ぐらいのものが設置されているのか、お

答えをいただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 飯田議員の御質問に答弁させていただきます。 

 今、まずさびついた橋の欄干といったお話でございますが、いつも一般質問等で答弁して

おりますが、平成26年度より橋梁につきましては５年ごとに実施しております橋梁点検、こ

れが義務化されたということで、令和２年度につきましては、５年、５年の２巡目の２年目

といった形になっております。その際に、橋の欄干、もしくは橋でもガードレールの場合、

先生が今言われたように小さい、圃場整備の中にある床版橋につきましては、転落防止柵と

いう形で小さいパイプの３段といった形をつけておりますが、そういう欄干も併せて点検し

ておりまして、全て1,844橋でございますが、点検調書で全て把握しております。 

 点検結果に基づいて、次の５年後の検査までに補修が必要なものにつきましては、その際

に併せて橋梁の欄干、それからガードレールがついておる場合に、併せて塗装を塗り替えた

り、もしくは取替えといった形で対応させていただいております。 
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 今、機能を果たさない状態であればというお話でございますが、現在、私どもが把握して

おるのは、パトロール等も実施しておりますので、ガードレール等については機能が果たせ

ないことはないという形ですけれども、場合によりましては交通に支障がある場合には、特

にガードレールはカーブのところに設置するものですから取り替えをしていきたいとは思っ

ております。 

 ただ、健全度が高い市内の1,500橋、１年に300橋ずつ職員が直接点検という形をしており

ますが、それらにつきましては、今言いましたように転落防止柵というパイプでできておる

形をしておりますが、それらのさびにつきまして、景観もよくないことは分かっております

が、なかなか対応というのは難しいことでございまして、そういった中で機能が果たせない、

耐用年数というのは直接にはそういった塗装関係でもたせるような形でございますが、予算

の範囲中で状況に応じて取り替え、また塗装等は今後考えていきたいというように考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） 関連しまして、ちょっと重複するかもしれませんですけれども、大き

な橋では時々シートやネットを張り、事故防止策を施した上、大がかりにペンキの塗り直し

がなされているのを見かけます。市内の橋、欄干、パイプ状のものも、ケレンといいますか、

さび落とし、古い塗料を落として防腐剤入りのペンキを塗る作業をした場合、橋の欄干、パ

イプ状のものの延命作業というのは効果があるもんですかね。ただ、せっかく施しても、費

用対効果のことを考えるとちゅうちょすることになると思うんですけれども、今、計画的に

取り替えるという形のほうになされておるのか。 

 今年も交通安全対策費の修繕費では31万2,000円の予算がございますけれども、こういっ

た塗り替えというよりも実際には取り替えるという、そういう計画で進められておるのか、

ちょっと重複すると思いますが、お答えいただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） ガードレールにつきましては、これは取替えが原則という形

を考えています。国道関係は、もう二十数年前から、そういったランニングコストを踏まえ

まして、今、岐阜県は茶色ですね、白から茶色に切り替えておりまして、県道につきまして

は、亜鉛メッキでさびづらいという形を適用しております。 

 そして、はっきり分かるということもあるんですけれども、市道につきましては、一番そ

の中では安価なものでございますが、白のオーソドックスなガードレールを使用という形で

す。 

 ガードレールの塗装関係につきましては、なかなか実施という形ではなくて部分的なこと
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でございますので、そういった形は、先ほど事故等でこすられたような場合は塗装で対応し

ますが、基本的には替えたいというふうに思っております。 

 それから、議員が仰せの橋につきまして、海津地区につきまして職員が直接点検しており

ます1,500橋、３分の１はボックスカルバートですので、約1,000橋ございます。そういった

形につきましては、転落防止柵も丈夫な転落防止柵がついておりますので、そういった橋に

つきましては、原則、今言われたようにケレンをして、さび止めを塗りまして塗装といった

形をしてまいりたいと思っています。 

 それ以外の特に歩道とか、段差が２メーター以上あるところについて、川とかに転落防止

柵という形で通行者が落ちないところが設けてありますが、そういうものは弱いパイプでご

ざいますので取り替えていくといった形で考えておりますので、御理解をよろしくお願いい

たします。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） あと１点、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、項目の

ほうで道路工事に関するものでお答えをいただきました。つまり、注文者である市は、原則

として受注者である請負業者の加害行為については責任を負わないとして、今の工事請負契

約書の約款の第28条に規定があります。今のこの賠償した件数はないというお答えでしたん

ですけれども、結果的にこの規定に基づき、市において賠償責任に応じていない、つまり受

注者自ら責任に応じたものは件数に入っていない、上げていないという、そういうふうでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 契約約款に基づいて業者負担でしておりますが、その過程に

つきましては、検査まで報告を受けておりまして、させております。ただ、５年間の統計に

つきましては把握していないという意味でございますので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

○議長（服部 寿君） 時間が参りましたので、飯田洋議員の一般質問はこれにて終了させて

いただきますが、よろしいでしょうか。 

○８番（飯田 洋君） はい、ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） ここで１時間経過しておりますので、コロナ対策のため換気を行いま

すので、３時15分まで休憩といたします。 

（午後３時０４分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後３時１４分）  

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（服部 寿君） ７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） では、議長の許可をいただきましたので、通告に従い、私、今回は２

点、自治体デジタルトランスフォーメーションについてと観光協会についての２点、市長に

お尋ねをいたします。 

 では、１点目、自治体デジタルトランスフォーメーション、以下自治体ＤＸといいます、

について伺います。 

 将来予測される行政サービスを供給する担い手の不足、デジタル技術の進展によるライフ

スタイルの変化、新型コロナウイルスによる行政サービスの在り方の見直しなどを背景に、

デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させるとともに、既存の行政サービス

や働き方を抜本的に改革する必要があると言われています。 

 令和２年12月25日、総務省から発表された「自治体ＤＸ推進計画」によれば、政府におい

て決定された「デジタル・ガバメント実行計画」における自治体の情報システムの標準化・

共通化など、デジタル社会構築に向けた各施策を効果的に実行していくためには、国が主導

的に役割を果たしつつ、自治体全体として足並みをそろえて取り組んでいく必要があり、そ

のため、総務省はデジタル・ガバメント実行計画における自治体関連の各施策について、自

治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁による

支援策等を取りまとめ、「自治体ＤＸ推進計画」として策定し、デジタル社会の構築に向け

た取組を全自治体において着実に進めていくとしています。 

 自治体ＤＸは変革を伴うことから、その取組を全庁を巻き込んで推進するには、自治体Ｄ

Ｘに関する首長の理解が必須であると言われています。全庁として自治体ＤＸを推進すると

の首長の指針を明らかにすることで、全職員にとってのミッションとするとともに、自治体

ＤＸを共通言語化することができるからです。 

 そこで、まず自治体ＤＸ推進についての市長の認識を伺います。 

 次に、自治体ＤＸ推進計画では、限られた予算の中、組織の壁を越えて全体最適化の見地

から、自治体の情報システムの標準化・共通化などのＤＸを推進するためには効果的な推進

体制の構築が不可欠であり、具体的な取組に先んじて速やかに体制整備に着手することが望

まれるとしています。特にＩＣＴの知見を持った上で、自治体現場の実務に即して技術の導

入の判断や助言を行うことのできるデジタル人材を確保することが必要であるとされていま
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すが、対策はお考えでしょうか。 

 また、市長、ＣＩＯ（最高情報統括責任者）、ＣＩＯ補佐官等を含めた全庁的なマネジメ

ント体制の構築を急がなければならないと考えますが、いかがでしょうか。 

 さらに、自治体ＤＸ推進計画では、重点取組事項として、１．自治体の情報システムの標

準化・共通化、２．マイナンバーカードの普及促進、３．自治体の行政手続のオンライン化、

４．自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用促進、５．テレワークの推進、６．セキュリティー対策の

徹底が示されています。現時点で具体的な対策があればお聞かせください。 

 ２点目、観光協会についてお尋ねをいたします。 

 海津市観光協会は、本市の観光、特産品のＰＲ事業、「かいづの逸品」のＰＲ、販売促進、

市外からの誘客事業、近隣市町との連携による広域観光事業などによって本市の活性化に貢

献していただいていると認識していますが、人的にも財政的にも市に依存している部分が多

いと思います。設立の経緯から現状の運営体制が続いているのかもしれませんが、観光協会

の内部にも専任の職員を採用してはとの議論もあると聞いています。対外的な人間関係が職

員の異動でリセットされるデメリット、市の負担が減っても協会の活動の自由度が上がって

収益事業に取り組むことでマイナス分をカバーできる可能性があることなどから、現状を見

直すことによって、市は経費の削減、観光協会は活動の活性化というウィン・ウィンの関係

になれるのではないかと考えますが、市長の考えはいかがでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 橋本武夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 橋本武夫議員の１点目の自治体デジタルトランスフォーメーションに

ついての御質問にお答えします。 

 １つ目の自治体ＤＸ推進につきましては、議員御存じのとおり、菅総理肝煎りのデジタル

化推進の司令塔と期待されるデジタル庁が今年の９月に創設され、自治体ＤＸの推進に向け

た国の予算が前年の約５倍に拡充されたことから、令和３年度以降、自治体ＤＸへの取組が

加速していくことが予想されます。 

 国が提唱しております自治体ＤＸは、主に行政手続のオンライン化、手続の簡素化、書

面・押印・対面主義の脱却、デジタル基盤の標準化等であります。 

 また、自治体がＤＸを推進するもう一つの理由として、人口減少や高齢化、都市への人口

集中、自治体の財政難などが相まって職員の数が削減され、一人ひとりの業務負担が増加す

る中、ＤＸ推進は、自治体を存続させる上で必須の選択と言えます。 

 このようなことから、限られた予算の中で国が策定した自治体デジタルトランスフォーメ
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ーション（ＤＸ）推進計画に示された取組を一定の期間で実現するには、早い段階から全庁

的・横断的な推進体制を整え、今後のスケジュール策定をはじめとして、計画的に導入に向

け検討する必要があると認識しております。 

 本市では、総合的かつ計画的な情報化を図るため、市情報化推進委員会を組織し、情報化

統括責任者（ＣＩＯ）を中心とする全庁的なＤＸ推進体制を構築いたしました。今後のスケ

ジュール策定やＤＸへの取組については、新市長に託したいと考えております。 

 ２つ目のデジタル人材の確保、３つ目の全庁的なマネジメント体制の構築につきましては、

先ほど答弁しましたとおり、ＣＩＯ、現在は空席となっておりますが、副市長を中心とする

全庁的なＤＸ推進体制を整えましたので、今後のデジタル化を牽引できる外部人材の確保が

必要と考え、12月議会でお認めいただいた海津市任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の規定に基づき、高度な専門的知識を有した特定任期付職員を４月からＣＩＯ補佐官と

して１名を採用することとしました。 

 また、自治体ＤＸの取組事例では、自治体がＤＸを推進する際、ただ、既存の業務デジタ

ル化だけでは思うような成果は出ない可能性があり、押さえておくべきことは、ＤＸを組織

の方針として落とし込むこと、自治体の施策として横断的な体制をつくること、職員のＩＴ

リテラシー向上の３点が重要であるとの報告が出ております。 

 本市におきましても、職員のＩＴリテラシー向上は必須であると考えております。横断的

な組織を設置しただけでは現場は動かず、広く職員がＤＸ推進を理解しない限り成功しない

可能性があると考えられますので、ＣＩＯ補佐官にＤＸを念頭に置いたリテラシー教育を実

施してもらい、組織の風土から変えていく必要があると認識をしております。 

 ＣＩＯ補佐官には、部長級の参事として、ＩＴに関する専門的な知見に基づき、自治体Ｄ

Ｘ推進はもとより、市全体の電子行政の高度化・効率化・合理化や、市民ニーズを的確に捉

え、市民生活において快適・安全・安心を実感できる行政サービスとなるよう、スピード感

を持った市民目線のデジタル化に大きく貢献していただけることを期待しております。 

 ４つ目の重点取組事項６項目の現時点での具体的な対策につきましては、重点取組事項１．

自治体の情報システムの標準化・共通化につきましては、国では令和７年度までに標準準拠

システムに移行を行うこととされており、基幹系ベンダーとは、国が示す工程に基づき、導

入のスケジュールについて、現在、協議を進めております。 

 ２．マイナンバーカードの普及促進につきましては、以前より実施しておりますが、第

１・第４日曜日の休日窓口サービスを昨年12月より対応業務を拡充、さらに開設時間を延長

したこともあり、交付枚数は増加しております。昨年４月から本年２月末までの交付枚数が

3,137枚、累計枚数が7,214枚となり、交付率21.1％でありますが、今後も特設会場を設ける

など、普及促進に取り組んでまいります。 
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 ３．自治体の行政手続のオンライン化につきましては、国が運営するマイナポータル「ぴ

ったりサービス」において、子育てや介護に関する20の行政手続がワンストップで行うこと

ができます。また、来年度導入予定のＬＩＮＥの電子申請基盤等による電子申請の活用につ

いて、今後、検討を行ってまいります。 

 ４番目の自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用促進につきましては、今年度、実証実験を実施して

おり、ＡＩを活用した自動文字起こしについては、当初想定していたエディターでは職員の

事務改善効果が思いのほか期待できなかったことから、音声認識の精度を高めるためにほか

のエディターに変更したところ、音声認識精度が上がり、職員が手作業で行う時間と比較し

て作業時間が大幅に削減され、業務の効率化につながったことから、来年度、本格導入いた

します。 

 また、ＲＰＡについては、企画財政課のふるさと納税、市民課の住民票等申請書作成、税

務課の軽自動車税等において実証実験を行い、削減効果が望めることから、来年度、本格導

入し、スモールスタートによる成功事例や効果実感を積み重ねることで全職員の意識改革を

図り、全庁的に展開していきたいと考えています。 

 ５番目のテレワークの推進については、昨年、第３回定例会の一般質問でも答弁したとお

り、本市が所有する代替パソコン10台にて臨時的な在宅勤務に対応する仕組みを構築いたし

ました。 

 本格導入につきましては、令和３年度に情報システム機器更新時期を迎えますので、本市

の環境に合ったテレワークの仕組みを構築していく予定であります。 

 ６つ目のセキュリティー対策の徹底につきましては、昨年12月28日、「地方公共団体にお

ける情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改定が行われ、自治体の効率性・

利便性の向上とセキュリティーの確保の両立を図る新たな具体的な施策が上げられ、インタ

ーネットを活用した業務やテレワークの拡大も含まれることから、情報システム機器更新時

期に併せセキュリティーの見直しを行ってまいります。 

 ２点目の観光協会についての御質問にお答えします。 

 観光協会とは、地方自治体と営利を目的する民間企業との中間的な存在として、公益的な

観光事業を推進する目的で設立される団体であり、特に県や市町村といった自治体、そして

地域の観光関連事業者等と連携しながら、地域づくり、観光産業情報の発信としての役割を

担っていると認識しております。 

 市観光協会は、平成20年２月４日に発足され、市商工会内に事務所を有し、本市における

観光事業の健全な発展と振興を図り、時代に即した観光事業を積極的に推進し、地域経済の

向上及び発展を促すとともに、地域文化の振興と活性化に寄与することを目的に観光客の誘

致活動を進めております。 
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 本市では、財政的な支援措置のほかに、平成23年４月から３年間、県観光連盟に職員を派

遣し、旅行商品販売促進など観光のノウハウを研修させ、それを引き継ぐ形で職員１名を観

光協会に常駐させております。 

 観光協会では、県観光連盟や西美濃広域観光推進協議会、西美濃・北伊勢観光サミットな

ど関係団体と連携して、中部圏、関西圏で観光キャンペーンの実施や、旅行業者や鉄道会社

と連携した四季折々の本市の魅力を体感できる観光ルートづくりも事業展開しております。 

 観光協会の事務事業は、事務局へ依存度が高いため、組織や事業の見直しと併せて専任職

員の配置も有効な手段であると考えます。専任職員の配置のメリットとして、専門的知識や

ノウハウの蓄積、柔軟性、機動力を生かした新たな事業展開が期待されます。 

 県内市町村においても、専任職員を配置し、将来的には法人化や行政からの独立を目指す

観光協会もあると伺っております。 

 しかしながら、本市においては財政面や人材確保の課題があり、引き続き、観光協会等関

係機関で協議、検討していく必要があると考えています。 

 昨今の観光を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、本市が目指す観光の方向性を観光協

会と共有し、それぞれの事業への積極的な参画を図ることで本市の観光振興につなげていき

たいと考えておりますので、御理解をいただきますようお願いをいたします。 

 以上、橋本武夫議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） 御答弁ありがとうございました。 

 今の御答弁によりまして、自治体ＤＸの推進については、市長の認識と私の認識はほぼ一

致しているというふうに思います。 

 特に自治体ＤＸを推進していく中心として、４月から配置が予定されているＣＩＯ補佐官

は、民間出身のデジタル能力の高い人材ということですけれども、2019年の調査によると、

ＣＩＯ補佐官に外部人材を採用しているというのは、全国でまだ37市町村しかありません。

今後、全国の自治体がＤＸを進めようとすると、優秀な人材の確保が難しくなるということ

は当然予想されているわけで、今回の本市の迅速な対応というものは非常に評価できるもの

だというふうに私は思っております。 

 新しいそのＣＩＯ補佐官には、政府の目指す、人に優しいデジタル化、誰一人取り残さな

いデジタル化と、そういったものを本市においても実現できるように働いていただくことを

期待しております。 

 さて、重点取組事項のうち、マイナンバーカードの普及促進について伺います。 
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 マイナンバーカードは、デジタル社会のパスポートとも言われておりますけれども、国の

計画では、2022年度までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目指すと

されております。 

 ３月４日の国会答弁によると、２月末までで発行枚数は3,800万枚を超えているそうです。

海津市の交付率が21.1％ということですので、全国平均を下回っているというふうに言える

と思います。マイナンバーカードの普及促進には様々な財政支援があると聞いておりますが、

御答弁にあった特別会場を設けるというのはそういった財政支援を活用して行うという理解

でよろしいでしょうか。 

 また、普及促進策について、具体的にお示しいただけるものがあれば教えていただきたい

と思います。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） お答えいたします。 

 先ほど市長が答弁いたしましたとおり、昨年12月の第１・第４の日曜日で、業務を拡張し

たということで、伸び数が３倍増ぐらいになっております。21.1％という数字も従来に比べ

ては多くなってきておりますが、議員仰せのとおり、まだ県平均が22.1で、県平均までも至

っていないという現状でございますが、御承知のとおり、今年の１月から３月に国が申請し

ていない方に対して一斉に申請書を送付しております。先月の申請者数が889件でございま

して、先々週の日曜日も、開設をした日曜日の窓口は130人ほどの方が来庁されまして、大

変市民の皆さんにお待たせをして、大変大混雑を実は毎週第１・第４日曜日はしております。 

 現状のところ、この方々に対しては、申請書のお手伝いと写真撮影をして申請書の書き方

までして、それで申請の郵送は帰りにポストに放り込んでいただくというようなところまで

お手伝いをさせていただきます。 

 また、さらには、マイナポイントが今月がいわゆる期限ということで、そのマイナポイン

トのお手伝いも一緒にさせていただき、また御承知のとおり、３月からは保険証としての活

用も始まっています。この辺りの医療機関ではまだ活用できていないんですけれども、そう

いったことも普及啓発をさせていただきながら進めてまいりたいと。 

 この交付金については、御承知のとおり、２月１日からコンビニ交付が始まっております

し、コンビニ交付と同じ機器をこの市民課の窓口に、７月ぐらいになるかと思いますが、同

じ機器を導入いたしまして、いわゆる非接触型、マイナンバーカードの普及促進に努めてま

いりたい。 

 また、現在検討しておりますのは、いわゆるスマートフォンでデジタル申請ができる。要

は、スマートフォンとマイナンバーカードを連携して、クレジットカード決済をして住民票

や印鑑証明を郵送でお送りすると、いわゆる窓口に来なくてもそういった証明が取れるよう
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な、今、検討を、これはかなり安価でできるというようなこともございまして、そういった

計画もしておりますので、さらに進めてまいりたいと。 

 また、特設会場については、それぞれの市内のスーパーやショッピングセンター、さらに

はお申込みをいただいたら、企業にも訪問して進めてまいりたい。 

 あと、今、ちょっとコロナ禍でなかなかイベントは開催できておりませんが、イベント内

でブースを設けて申請をしてまいりたい。 

 あと、また遅れていますけれども、成人式の会場でも新成人に対して普及促進、申請のお

手伝いをしていきたい、そんな考えをしておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） これまでマイナンバーカードの交付が進まなかったという理由には、

周知や広報の不足、また交付手続が面倒そうだと、マイナンバーカードを保有するメリット

が実感されていないというようなことが原因として上げられておりましたけれども、今、部

長の答弁によりますと、その交付の手続にはしっかりとお手伝いをしていただけているとい

うことで、そういったところもアピールできるところかなというふうに思っております。 

 さらに、マイナンバーカードを保有するメリットというものがどれだけ市民の利便性向上

に役立つかといったところも具体的にもう少し説明をいただいて、市民の皆さんにＰＲをし

ていただきたいというふうに思いますが、先ほどの答弁と多少ダブるかと思いますが、もう

一度ちょっと詳しくお聞きします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 寺村典久君。 

○市民環境部長（寺村典久君） 具体的にといいますと、先ほど申し上げた、今後、保険証だ

とか免許証とひもづけたりですとか、あとネットバンキングを開設するときですとか、電子

契約がマイナンバーカードで行えるというような部分ですね。先ほどの、もちろんコンビニ

交付なんかもそうですし、ＤＸを進めていく上では市民の皆さんがマイナンバーカードの交

付をしていただくということが必要不可欠であるというふうに思っておりますので、どうか

よろしくお願いしたいと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 まず、市民がマイナンバーカードを保有するということは、本当にそのＤＸを推進してい

く、まず第一歩、いかにその体制だけ整えても市民が利用できなければ全く意味がないわけ

であって、市民がみんなデジタル化社会に対応できるというためにもマイナンバーの取得を
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進めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 さて、自治体ＤＸの推進計画によりますと、自治体ＤＸの取組と併せて取り組むべき事項

としてデジタル・ディバイド対策が上げられています。デジタル・ガバメント実行計画では、

社会全体のデジタル化を進めるに当たり、デジタル技術の利活用により、年齢、障がいの有

無、性別、国籍、経済的な理由にかかわらず、誰も取り残さない形で全ての国民にデジタル

化の恩恵を広く行き渡らせていく、環境の整備に取り組む必要があるというふうにしており

ます。このデジタル・ディバイド対策、いわゆる格差の対策ですね、こういったものがあれ

ばどのように取り組んでいかれるか、お願いをいたします。 

○議長（服部 寿君） 総務課長 近藤康成君。 

○総務部総務課長併選挙管理委員会事務局書記次長（近藤康成君） デジタル・ディバイドの

対策についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 本市におきましては、デジタル・ディバイドの取組といたしましては、ホームページのリ

ニューアルに伴いまして、誰もが便利で快適に利用ができるように、ＪＩＳ規格のウェブア

クセシビリティの適応レベルＡＡの基準を満たすものを作成いたしました。その中で、高齢

者、障がいのある方、外国人に配慮したものとさせていただいております。 

 また、市役所の１階に無料の公衆Ｗｉ－Ｆｉ、フリースポットを整備もさせていただいて

おりますし、さらに災害時には、情報伝達手段の確保をするために無料のインターネットが

接続できる環境を市役所のほか５施設でも整えております。 

 今後、デジタル・ディバイドの克服をさせていただくために、今後進めていきます行政手

続のデジタル化がすぐに使えて簡単で便利なものと市民の皆さんに感じていただけるような、

ＤＸで得られる便益が多くの人々に及ぶように配慮させていただくように努めてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ＤＸを推進していく上でも、デジタル社会を構築していく上でも、こ

のデジタル・ディバイド対策は非常に重要なところだと思いますので、しっかり対策を取っ

ていただきたいというふうに思っております。 

 今、国会でデジタル社会形成基本法案が審議をされております。成立すると、2001年に成

立したＩＴ基本法に代わる基本法となります。デジタル社会形成に向けた国の本気度の表れ

というふうに思っております。民間企業では「ＤＸｏｒＤＩＥ」と、ＤＸを推進しなければ

生き残れないという覚悟で取り組んでおられるというふうに聞いております。 

 答弁の中でも、デジタルＤＸは自治体を存続させる上で必須の取組と認識しているという

ふうに言われております。ＤＸ推進計画で重点取組の６項目も既に始まっていることは承知
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しておりますので、今後とも本市の生き残りをかけて、全庁全職員がＤＸ推進に取り組んで

いただくことをお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（服部 寿君） これで橋本武夫君の一般質問を終わります。 

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

   ◎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、３月19日午前９時に再開しますので、よろしくお願い申し上げます。御苦労さま

でございました。 

（午後３時４５分）  



－１２２－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記会議録を証するため下記署名する。 

 

   令和３年３月３１日 

 

     議     長  服 部   寿 

 

     署 名 議 員  伊 藤 久 恵 

 

     署 名 議 員  六 鹿 正 規 

 

 

 

 


