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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14名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。 

（午前９時００分）  

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（服部 寿君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において１番 里雄淳意君、

２番 二ノ宮一貴君を指名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長（服部 寿君） 日程第２、一般質問を行います。 

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

りの質問・答弁の時間を40分以内とし、これを許可いたします。 

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

答弁者は、初めは壇上にて行い、再質問があった場合は自席にてお願い申し上げます。 

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

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

◇ 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。 

 では、いつものように一市民の目線で質問します。 

 １つ目の質問、文化・スポーツ面での子育て環境について、質問相手は市長です。 

 ２つ目の質問、サンリバー松風苑（特養）の今後について、質問相手は市長です。 

 ３つ目の質問、海津図書館の文化的市民サービスの向上について、質問相手は教育長です。 

 では、質問内容に入ります。 

 １つ目の質問。 

 市長は、選挙公約の中で住環境の充実として子育て環境を捉えてみえましたが、文化・ス

ポーツ面での子育て環境の充実については具体的に述べられていませんでした。そこで、文

化・スポーツ面での子育て環境の充実について、市長の方針を説明してください。また、海
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津図書館の周辺にある海津文化センター、市民プール、歴史民俗資料館等の海津市の文化・

スポーツ施設群に飲食ができる施設の設置を望む声がありますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目の質問です。 

 今年３月に策定された海津市公共施設等総合管理計画・海津市建物系公共施設個別施設計

画に民営化する方針とあるサンリバー松風苑（特養）について、市長に次の３点の説明を求

めます。 

 １．直近５年間で各年度ごとに一般会計からサンリバー松風苑に繰り入れられた金額を、

100万円までの概数で報告してください。 

 ２．計画の中では民営化する方針とありますが、今後どのように進めていくのか、現段階

での実施計画（行程表）の説明を求めます。 

 ３．民営化する方針となった理由を簡潔に説明してください。 

 ３つ目の質問です。 

 海津市財政再生プログラムにおける歳出の抑制の一環として、平田図書館・生涯学習セン

ター用途変更が決まっています。その結果、2023年度から海津市の図書館は海津図書館だけ

となります。 

 そこで、海津市で唯一の図書館となる海津図書館の文化的市民サービスの向上を願う市民

の声があり、その声を代弁して、教育長に次の５点の説明を求めます。 

 １．海津図書館のＡＶ（Audio Visual）試聴コーナーを平田図書館並みに拡充してほしい

という声がありますが、いかがですか。また、ＤＶＤ等の貸出しを要望する声がありますが、

いかがでしょうか。 

 ２．海津図書館にある専門書は古いので何とかならないかという要望を聞きました。以前、

東海・北陸地域内の図書館との連携の話を伺いましたが、最新版の専門書が海津図書館にな

い場合どうすればよいのか、簡潔に説明をお願いします。 

 ３．使用目的が変更になる平田図書館の蔵書について、当然、廃棄等の処分対象となる蔵

書があると思いますが、それらを希望する市民に提供することは可能ですか。 

 ４．一本化される海津図書館の学生が長期休暇中等に使用できる学習室の拡充を求める声

がありますが、いかがでしょうか。 

 ５．直近５年間の海津市の図書館運営費の中で蔵書購入に充てられた額（決算額）を、上

から２桁の概数でお示しください。また、図書館が一つになることによって、2023年度以降

の蔵書購入額はどの程度減額されるのでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 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 横川真澄君。 
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〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） おはようございます。 

 松田芳明議員の１点目の文化・スポーツ面での子育て環境についての御質問にお答えしま

す。 

 ３点目の海津図書館の文化的市民サービスの向上についてにつきましては、後ほど教育長

から答弁いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 このたびの市長選挙におきまして、私は、子育て世代の経済的負担の軽減や子育て環境の

整備など子育て世代に対する支援の拡充を図って、子育て世代に選ばれるまちづくりを徹底

してやり遂げることを市民の皆様にお約束いたしました。これからこのお約束を守るべく各

種施策に全力で取り組んでまいりますので、御理解と御支援を心よりお願い申し上げます。 

 １つ目の文化・スポーツ面での子育て環境の充実につきましては、まず中学生の部活動、

小学生のスポーツ少年団活動などに対する支援、グラウンド等の体育施設や文化施設の充実

を図ってまいりたいと考えております。文化面では、教育委員会が毎年策定している「海津

市の教育」の中で市民参加による芸術・文化の奨励を目標に掲げており、このことに基づき

優れた文化、芸術に触れ合う機会を増やしたいと考えております。 

 これまで本市では、市民参加活動による文化振興の一環として、かいづっち合唱団や市民

創作ミュージカル等を行ってまいりました。文化は創造するものであり、伝統は継承してい

くものと考えております。文化振興に当たっては、子育て世代に限らず市民のポテンシャル

と意欲を引き出し、市民主体の文化事業が実施されるよう支援してまいります。 

 スポーツ面での取組についてでありますが、青少年期のスポーツは、責任感・連帯感を養

い、協力や友情を深め、人間性を培うことができるものと考えております。私は、中学生か

らテニスを始め、現在も多くの仲間と共に体力づくりに励んでおります。先ほども述べまし

たが、青少年期におけるスポーツは、今後の人格形成にも大きく影響を及ぼすものであると

自身の体験からも感じ入るところがあります。 

 現在、教育委員会では、市内中学校の部活動について、土日の部活動を令和４年度以降、

地域クラブに移行する準備を進めております。また、学校間の連携を図り、スポーツを楽し

む環境を整え、子どもたちがより多くの種目の中から選択できる体制の構築に向け、協議を

重ねております。将来的には、地域に根差した親しめるクラブを目指しております。 

 私は、子どもたちには数多くの選択肢の中からやりたいこと、自分に合っていることを見

つけ、才能を伸ばしてもらいたい、そう考えております。その結果として、本市出身の東京

オリンピック陸上１万メートル代表に内定した安藤友香選手、東京ヤクルトスワローズの嶋

基宏選手、元バレーボール女子日本代表の櫻井由香氏のように世界に羽ばたくアスリートや

歴史に残る文化人等を輩出できる風土を築いてまいりたいと考えておりますので、引き続き
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教育委員会と連携・協働して施策を推進してまいります。 

 ２つ目の海津市の文化・スポーツ施設群に飲食ができる施設の設置を望む声につきまして

は、市文化センター周辺の文化・スポーツ施設には自動販売機を設置しており、休憩等で喉

を潤していただくことができますが、食事をするところはなく、また新たに施設内に確保す

ることは難しい状況であります。 

 しかしながら、私は、にぎわいと活力を生むため、人が集まりやすい場の創出も必要であ

ると認識しております。イベントの開催時や利用者が多い時期等を踏まえ、集客が見込める

施設周辺にキッチンカーでの出店を打診することも一つの手段であると考えております。 

 今後、商工会等と連携を図りながら、文化・スポーツ施設の利用と飲食店舗とのつながり

が持てるよう検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目のサンリバー松風苑の今後についての御質問にお答えします。 

 サンリバー松風苑は、特別養護老人ホームの先駆けとして昭和63年７月に開設し、老人福

祉の向上に寄与してまいりました。しかしながら、経営状況は厳しく、平成29年度に行財政

改革の一環としてデイサービス事業を廃止するとともに、９床増床して改善を図りましたが、

依然として一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない運営状況が続いており、健全な施設運

営が求められているところであります。 

 １つ目の直近５年間の一般会計からの繰入金につきましては、平成28年度では3,000万円、

平成29年度は3,800万円、平成30年度は4,700万円、令和元年度と令和２年度は2,700万円と

なっております。 

 ２つ目の民営化に向けた今後の進め方につきましては、まずは民営化に向け、学識経験者、

保健福祉関係者、市民団体等で構成する検討委員会を設置し、既に類似施設の民営化を果た

した自治体の手法等を参考に、基本方針、スケジュール等を協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 ３つ目の民営化する方針となった理由につきましては、大きく分けて、財政的状況と社会

的状況があります。 

 財政的状況では、最初に申し上げましたが、経常的に一般会計からの繰入金に頼らないと

運営が難しい状況であります。また、社会的状況としては、当施設の運営悪化の要因の一つ

として考えられることに、平成12年に施行された介護保険制度による影響が極めて大きいと

ころであります。介護サービスの利用が措置から事業者との契約となり多くの民間事業が参

入したことに加え、選ばれる施設への変革が遅れたことにあると考えております。 

 こうした状況を改善するためには、今では標準とされている居室の個室化をはじめ、定員

を最低30床増床することなどが必要であり、さらには、サービスを向上させる職員教育の徹

底、経営ノウハウの構築が求められます。しかしながら、現在の本市の財政状況並びに人的
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体制では、経営改善できる状況にありません。 

 こうしたことから、令和２年３月に策定した海津市行財政改革大綱における取組事項とし

て、外部委託の推進、公営企業等の健全経営を掲げたところであります。 

 県の統計資料によれば、令和３年４月１日現在の県内特別養護老人ホーム190施設のうち、

自治体による直営施設は本市と郡上市の２施設のみとなっております。厳しい財政状況の中、

多様化・高度化する住民ニーズに対応するために、民間が効率的・効果的に行えることは民

間に任せるという基本的な考え方に基づき民営化を検討する方針としておりますので、御理

解をいただきますようお願いいたします。 

 以上、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） 松田芳明議員の３点目、海津図書館の文化的市民サービスの向上に

ついての御質問にお答えいたします。 

 平田図書館につきましては、教育委員会としては、平田総合福祉会館「やすらぎ会館」の

機能変更を行い、施設内に子ども図書館を設置して、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を継続して、２館体制で行っていくことを考えておりま

す。 

 １つ目の海津図書館のＡＶ（Audio Visual）視聴コーナーを拡充してほしいという声につ

きましては、ＡＶ視聴コーナーは、令和２年度からコロナ禍のため利用を禁止させていただ

いております。利用状況につきましては、令和元年度の実績になりますが、海津図書館では

1,152件の利用があり、そのうち７月から９月までの３か月間は610件でありました。 

 ＡＶ視聴コーナーの拡充につきましては、施設改修等の必要がありますので、財政状況を

鑑みて、利用状況、利用者の声を聞き取りながら、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、ＤＶＤ等の貸出しの要望につきましては、紛失・損傷した場合の負担等の問題があ

りますので、現時点では考えておりません。図書館の利用を促進するためにも、ＡＶ視聴コ

ーナーでの活用を今後も進めてまいりたいと考えております。 

 ２つ目の最新版の専門書が海津図書館にない場合、この点につきましては、議員仰せの岐

阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県、そして福井県の各県内の主な図書館が所有する資

料を利用することができる東海・北陸図書館ネットワークサービスと、県図書館を拠点に相

互貸借で県内44図書館の間で定期配送便を運行し、県図書館と市町村図書館との貸し借りを

行うサービス、この２つのサービスがあります。昨年の実績ですが、東海・北陸図書館ネッ

トワークサービスは、当館が借りた件数46件、貸し出した件数35件であります。県図書館と
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市町村図書館との貸し借りを行うサービスは、当館が借りた件数477件、貸し出した件数は

330件であります。 

 ３つ目の平田図書館の廃棄する蔵書について希望する市民に提供することは可能ですか、

この点につきましては、廃棄図書は、その再利用を目的として市民に提供することは可能で

あります。現在でも、希望される市民の方に無償で譲り渡すリユースを、海津図書館は３月

中旬から約３週間、平田図書館では11月初旬から約３週間行っております。令和２年度は新

型コロナウイルス感染症の影響により行うことはできませんでしたので、本年４月24日から

５月16日まで、令和元年度分及び令和２年度分を合わせて4,681冊のリユースを平田図書館

ロビーにて、２館まとめて実施いたしました。 

 ４つ目の学生が長期休暇中などに使用できる海津図書館の学習室の拡充を求める声があり

ますが、この点につきましては、現状では拡充するスペースはありませんが、ＡＶ視聴コー

ナーの拡充と併せて、利用状況、利用者の声を聞き、図書館資料の配置換えや２階多目的ホ

ールの利用の在り方などの検討をしてまいりたいと考えております。 

 ５つ目の直近５年間の海津市の図書館運営費の中で蔵書購入の額（決算額）及び2023年以

降の蔵書購入額がどの程度減額されるのかにつきまして、直近５年間の蔵書購入額は、平成

28年度は730万円、平成29年度700万円、平成30年度700万円、令和元年度690万円、令和２年

度560万円となっております。なお、平成28年度から令和元年度までは南濃図書館を含む３

館の合計額となっております。 

 今後の蔵書購入につきましては、これまで海津図書館と平田図書館の両館で蔵書しており

ました重複する書物の購入などを見直すなど、経費削減に努めてまいりたいと考えておりま

す。今後は、海津図書館では主に一般書を、平田町で行う子ども図書館では主に児童書を充

実させ、特色のある図書館運営を図ってまいりたいと考えております。 

 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） それでは、順序はちょっと逆になるんですが、図書館関係の話から、

先ほど教育長さんに５点の説明をお伺いしましたが、実は、３月の一般質問でこの財政再生

プログラムのことでお聞きして、そして、それをまとめたものを自分の議会通信として配布

しましたところ、４人の方から接触がありました。２人の方からは電話で、２人の方はぜひ

会って話をしたいということでお聞きしました。 

 それは、まず４人の中のお二人の方からは、平田の図書館は、こんな言い方はちょっと失

礼かもしれませんが、たった３万ぐらいのまちの図書館としては立派過ぎるほど立派だとい
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う高い評価をしてみえました。その中のお二人のうち１人の方は、実際、今はそんなに通っ

ていないけど、一番通っていた頃は平田の図書館で月に16冊ぐらい本を借りて読んでみえた

と。今でも月に三、四冊は借りているとおっしゃっていました。何がすばらしいんですかと

いうことをお伺いしたら、蔵書とかそういうものに関して、県の図書館へも時々行ってみえ

るんだけど、県の図書館の蔵書よりも海外文学、その辺りの蔵書はすばらしいと。こんな田

舎にこんないい図書館があるので、これがなくなるのは残念だなというような御意見をいた

だきました。それで、海津図書館にぜひ平田並みの蔵書を増やして、こういう評価をいただ

けるような図書館にしてほしいという要望でこの一般質問をさせていただきました。 

 それから、４人の方の中のお一人はかなり厳しいことを言ってみえて、この髙木地方創生

部長は財務省からいらっしゃって、この財政再生プログラムを中心になってつくられたとい

うことで、これはもっと早くやらなあかんのやないかと。３町の１つずつあった施設を一つ

にするのは、これだけ人口が減ったら当たり前やろうというようなことも言ってみえました。 

 もう一人の方は、１つ目の質問に関連するんですが、おまえは図書館、いろいろ勉強して

おるかというちょっとお叱りのような言葉を受けまして、ぜひハートピア安八へ行ってこい

と。私、５月に、ちょっと連れがいまして１時間半ぐらいちょっと中を見せてもらったんで

すが、ここはまだ造られてから20年もたっていませんのできれいなのは当たり前なんですが、

図書館、それから歴史民俗資料館、それから児童館、天文施設があって、かなりいろんなこ

とに使われているなということを思いました。図書館に関してはそんなにすばらしいとは、

私、申し訳ないけど思わなかったんですが、ここで１つ目の質問のところで先ほど市長が答

弁された中に、にぎわいということをおっしゃいました。その元気ということを前市長はお

っしゃっていたんですが、それがないといろんなことに市が発展性はないということだと思

うんですが、その中でこのハートピア安八の中の何がすばらしいといって、喫茶コーナーが

あったんです。この喫茶コーナーは、私、１時間半お邪魔したと言ったんですが、10時頃に

お邪魔して帰っていったのが11時半だったんですが、ここががちゃがちゃと何か有名なモー

ニングがあるそうなんですが、そこがお客さんが絶えずいっぱいなんです。なるほどなあと。

このことを私に電話された方は、一遍ここへ行ってこいと、安八のこのハートピアへ行って

こいとおっしゃったんやと。そういうことで、やっぱりそういうにぎわいがあるということ

は、やっぱりそこに来たら、ああ、このまち元気やなとか、この海津市は元気やなとかそう

いうことも感じてもらえるということなんです。 

 先ほどキッチンカーの話とか、さすが若い市長さんだけあっていろんなアイデアがあると

思うんですが、10年ほど前に海津明誠高校でアンケートを取ったら、マックが欲しいとかい

うようなことを１番に高校生が挙げたとかいう話もありますが、そういったものを何とか、

今の建物の中に造ることは不可能だと思うので、スペース的に漁協のほうの南側のスペース
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がありますし、そういったものも先ほど検討していただけるという話だったんですが、ぜひ

待っている親さん方とか、あるいは高校生もそうですが、中学生とか勉強した帰りにちょっ

と寄るとかいうようなこともできるような、そういう飲食ができる施設というのはやっぱり

非常に大切じゃないかなということを思います。ぜひ、県の職員をやってみえたということ

だったんで、そういうつながりとかそういうのを生かして実現させてほしいなということで、

そのくらいのことはどうやというようなことも御意見をいただいたので、参考までに市長に

ちょっと一般質問という形で報告させていただきます。ぜひこれから検討願いたいなという

ことなんです。 

 それで、図書館関係なんですが、先ほど５つの要望の中で言わせてもらったことは、これ

は電話していただいた方が要望してみえたことです。それは、例えば１番目のことでＤＶＤ

の貸出しは損傷等のことでできないよとかそういうことが分かっていればいいと思うんです

が、とにかく２館体制だったのを一つにするんだから、海津の図書館は今まで以上に利用し

やすく、そして、そういう図書としての価値の高いものを集めていただいて、そういう文化

的なサービスを向上してほしいということを思いましてこの一般質問をしました。ぜひ、い

ろいろお金の面もかかると思いますが、海津市で唯一の図書館という建前でいい図書館にし

ていってほしいなということを、教育長さんをはじめ教育関係の方にもお願いしたいなとい

うことを思います。よろしくお願いします。 

 それから、２つ目の質問です。 

 ２つ目の質問は、以前、松岡議員がサンリバー松風苑のことについて１年前ですか、何か

質問されたときに、先ほど市長の答弁にありましたが、今大体200ぐらいある岐阜県内の施

設で、公営でやっているところは海津と郡上ぐらいだという話があったんですが、そんなに

少ないんだと、私もちょっと調べて思いました。それには一応、いろいろ要因があると思う

んですが、先ほど財政面とか社会的なこととかということで説明受けたとおりなんです。今

のサンリバー松風苑を何とかプラス・マイナス・ゼロで一般会計からの繰入れなしでやって

いくためには、あそこを80床ですかね、それぐらいにしてやっと、とんとんだと。だから、

もし利益を上げるならば、それ以上の床数が要るということをお聞きしました。それは海津

市にはいろんな民間の施設がありますので、それは難しいだろうと。それから職員さん、こ

れは文教福祉委員会でもいろいろこの点が問題になって、何でこんなに赤字なんやという話

のときに、職員数が減っているので、簡単に言ったら一般のところに引き抜かれているよう

なことが現実にあるそうです。そうすると、何とか一般会計での繰入れがないようにしたい

けど、床数を増やしたいと思ってもそこで働く人がいないとそれは無理な話で、今市長の答

弁にはなかったんですが、かなり今働いてみえる方も劣悪な環境で従事してみえるという話

もお聞きしています。ちょっと個別なことになるので今お話ししませんが、ちょっとこの辺
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は市長さん、勉強していただいて、入所している方のことを考えてもらうと、やはりこれは

民営化しかないなと私も思いました。本当はいざという場合、何かの急にどうしても入所し

なければならないというときには公営でやっているところが融通が利くという話はお聞きし

ているんですが、だけど、現状を考えるとちょっとそれは無理やなと。そうすると、先ほど

市長さんの答弁の中に、現段階での実施計画についてちょっと悠長な考え方を持ってみえた

みたいで、要するに検討委員会を立ち上げてやりますと。検討委員会を立ち上げて何年でで

きるかというと、大概３年ぐらいかかるんじゃないかなと私は思います。そうすると、３年

待てというのはちょっと長過ぎるんじゃないかと。これはちょっと市長の若さで何とか２年

ぐらいを目途に、コロナ禍でなかなかそういう会議も開きづらいということもあるんですが、

中に入ってみえる人がサービスが低下するようなことじゃあ何もなりませんので、ぜひこの

辺よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、市長さんには、こういうチラシが私の家にも新聞に折り込まれて入ってきました。

これを見たときに子育て世代ということで支援がたくさん書いてあったんですが、福祉に関

してにはあまり言及してみえなかったんです。多分知ってみえると思いますが、市長さんに

今の海津市の高齢化率はどのくらいか、分かっていればちょっとお答え願いたいんですが。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 海津市の65歳以上の高齢者の割合は、およそ３分の１弱ぐらいの割合

だと認識しています。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） よく勉強していらっしゃるということで、この海津市の高齢者保健福

祉計画ということで今年の３月に発行されたものですが、これによると各小学校区ごとに高

齢化率が出ています。これはもう１年ちょっと前のデータなので今はもう少し高くなってい

るかもしれませんが、一番低い地区で東江小の校区で31％。高い下多度校区では36％程度に

なっています。多分、今はもっと高くなっていると思うんですが、そうすると、子育て世代

のことも大事なんですが、やはり、今現在海津市に住んでみえる方の、今市長がおっしゃっ

たように３分の１は高齢者です。ということは、その高齢者の方々に住みやすいまちという

ことで市長も昨日の施政方針演説の中でおっしゃってみえたんですが、いい言葉やなあと思

って私は聞いていました。「市民の皆様の誰もが生き生きと自分らしく暮らせる海津市の実

現を目指し、住んでみたい、住んでよかったと思われるような」というようなことをおっし

ゃっていたんですが、この福祉のことについてこれからいろんな施策を打っていただきたい

と思いますが、簡単にちょっとその表明してください。意志を。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 
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○市長（横川真澄君） すみません。なかなか慣れずに、先ほど起立せずに発言をしてしまい

ました。大変失礼いたしました。 

 おっしゃられるとおり、私、昨日の所信表明におきまして、子育て世代だけでなく全ての

世代が生き生きと、そして自分らしく生きる、そういう海津市を目指したいということを発

言いたしました。 

 私、いろいろな施策、子育て世代に選ばれるまちづくり、これが中心となっておりますが、

高齢者を切り捨てるというような思いがあるわけでは決してございません。この子育て世代

に対する住環境、そして生活環境の整備や全ての世代が住みやすい、そういうまちになると

私はそう信じておりますし、今後の高齢者を支えるそういう若い世代を増やす、それが今何

よりも海津市にとって一番重要なことであると、そう認識しております。 

 そういう意味で、子育て世代に選ばれるまちづくり、これを徹底していきたいということ

でございますが、今松田議員からも御紹介いただきましたように、誰もが、そして自分らし

く生きるためには、当然、福祉、介護、そういった分野の施策、必ず必要になってまいりま

す。そういったところもしっかり、削減するのではなくこの点については充実して進めてま

いりたいと、そう思っております。 

〔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。 

 いろんな個別の政策についてはまた今後出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 最後になりますが、この２年間、地方創生担当ということで財務省から来ていただいた髙

木部長にちょっと確認をしたいんですが、それは前回の一般質問でちょっとお話をさせてい

ただきましたが、財政再生プログラムですね。あれの中で重複した施設については３つあっ

たものを一つにまとめていくというような方針で、今回のちょっと話題にしました海津図書

館、平田図書館、南濃図書館はもう廃止というようなことになっていますが、その平田図書

館の用途を変更して、先ほど教育長さんの言葉の中にもあった児童図書館ということで、図

書館という名前はあるかもしれないけど、本格的な図書館ではなくて児童文庫と呼んだらい

いかなと。図書館というと重なるので。もうそのようなことでやっていくとお聞きしていた

んです。ほかの皆さんにも、私の支援者等にもそういうことを説明していたんですが、何か

いやいや、そうじゃなくて場所を移すだけで、あそこにある本とか、またこれから蔵書とか

を入れてそしてやるというようなことで、何かそんなんやったら２つ図書館があることで、

財政再生プログラムの中で言われていたことと違うなということを思ったんですが、髙木部

長、ちょっとその辺の見解をお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 
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○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。 

 図書館の定義といいますか２館体制というのを、言葉をどういうふうに捉えるかという問

題になってくるのかなとは思うんですけど、財政の観点だけ見れば、確かに重複施設という

か地方交付税の制度の立てつけとかを見ても、あまりやっぱりこういうような人口３万人の

市町村で２つも３つも同じような施設があると、図書館に限らないんですけど、というのは

あまり財政的な観点から望ましくはないというのは事実ではあります。 

 ただ、政策を決める際に財政だけで決めるわけでもなく、財政はもちろんかなり重要なフ

ァクターなんですけど、そうじゃなくてたとえ財政的にちょっと大変でも、例えば温泉は継

続していくだとか、いろいろこういうふうな図書館も２館でやっていくだとか、そういうふ

うないろんな政策判断はあると思いますのでなかなか難しい点だとは思うんですけど、もち

ろん、先ほど教育長の答弁にもあったとおり、図書館をそのまま丸々とは、今100％をその

まま100％で移すというわけではなくて、子ども図書館という形で児童書に特化という形で

やっていくということは市長部局も教育委員会も考えていて、それをどういうふうにやって

いくのか。もちろんの財政の問題もあるのであまりコストのかからないような方法というの

をしっかり検討していくというのは必要かなと思います。 

 ちょっと長々となったんですけど、以上のように考えています。 

〔４番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松田議員。 

○４番（松田芳明君） この６月末までということで２年間本当に御苦労さんでしたが、市長

に改めてその辺のところを意思を引き継いでいただいて、そして昨日の所信表明の中にも厳

しい財政の中でいかにやっていくかというようなことをおっしゃっていたんですが、ぜひそ

の辺のことを検討願って、あればそれはいいわけですが、これからの海津市で考えていくな

らば、ちょっと重複するような施設はなくしていこうというのは私は正しい考え方だと思い

ますので、ぜひそういったところで同じような施設にならないようにしていっていただきた

いということを要望しまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで松田芳明君の質問を終わります。 

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

◇ 六 鹿 正 規 君 

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

 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 質問席へ〕 

○10番（六鹿正規君） 議長より一般質問のお許しをいただきました。 

 私は、３つの質問をさせていただきます。 
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 まずもって御挨拶が遅れました。横川市長、御当選おめでとうございます。これからの４

年間を海津市民の幸せに向けてしっかりと頑張っていっていただけるものと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 要旨といたしまして、まず政策目標並びに個別施策の実現について。２．特別職の給料に

ついて。３．タウンミーティングの開催について質問いたします。 

 ふるさと海津の未来のために、岐阜県庁や外務本省、在外公館での勤務経験と人脈を生か

し、政策の目標の実現に取り組んでまいりますと書かれてある政策目標並びに個別施策につ

いてお尋ねします。 

 まず、あなたは選挙運動中、街頭演説の中で松永市政の継承を訴えてみえましたが、市民

の多くは、新市長に前松永市政の継承は望んでいないものと思われます。人口減少について

は何ら対策を講ずることなく、約8,000人の人口減少に至っています。財政に関しましては、

財政再建と言いながら自分自身の身を切ることなく市民だけに痛みを押しつけてきた松永市

政。あなたは、何を継承されるのかお尋ねします。 

 次に、政策目標として掲げられたまちづくり、雇用の創出、市財政の再建、地方創生。個

別施策では、人口減少対策、産業振興、誘客促進、コロナ対策、防災・減災対策、安全・安

心対策と掲げてあるが、あなたがまず取り組まなければならないと考える施策は何か。また、

どんな手法で取り組まれるのかお尋ねします。 

 次に、特別職の給料についてお尋ねします。 

 これは、私の一般質問が早かったため、先日の新聞にも載っておりました従来の20％減額

というのを続けるというふうに載っておりましたので、この分は重複するかもしれませんけ

れども、よろしくお願いいたします。 

 令和元年11月29日に海津市特別職報酬等審議会に特別職の報酬等の額について諮問したと

ころ、令和２年２月27日に当分の間20％、議員においては５％程度の減額が望ましいとの答

申があり、令和２年第２回定例会で１年間の期限付で条例改正をいたしました。 

 そこでお尋ねしますが、１年間の期限が切れたら特別職の給料は元に戻すのかお尋ねしま

す。 

 次に、タウンミーティングの開催についてお尋ねします。 

 新型コロナウイルスの感染が拡大している中、タウンミーティングは開催するわけにはま

いりませんが、収束後、早い時期に世代別のタウンミーティングを開くべきと考えるが、ど

のように考えられるかお尋ねします。以上。 

○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 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 
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○市長（横川真澄君） 六鹿正規議員の１点目の政策目標並びに個別施策の実現についての御

質問にお答えします。 

 １つ目の前松永市政から何を継承するのかにつきましては、平成17年３月28日に３町が合

併し、海津市が誕生して17年目になります。前松永市長が初代の市長として、旧町の融和を

図りながら本市の礎を築いてこられましたことに、まずもって敬意を表します。 

 前松永市長は、「水と緑と人がきらめく 輪でつながるまち 海津」を将来像とする海津

市第２次総合計画を策定され、その実現に向けて取り組んでこられました。私としても、今

年度、総合計画の後期基本計画を策定するに当たり、私の目指す政策目標を踏まえ、必要な

見直しを行い、その実現に取り組んでまいります。 

 ２つ目のまず取り組まなければならないと考える施策は何か。また、どんな手法で取り組

むのかにつきましては、まずは新型コロナウイルス感染症対策であります。現在のところ、

コロナ対策の切り札としてワクチン接種が進められており、本市におきましても、市民の皆

様の生命と健康を守るため迅速に進めてまいりたいと考えております。ワクチン接種につき

ましては、５月20日から市内の75歳以上の方を優先して、市医師会の御協力をいただき、市

文化センターで開始されました。同月24日からは、市医師会病院を接種会場として新たに追

加し、順次ワクチン接種をしていただいているところであります。また、同月17日には65歳

以上の方にも御案内をお送りし、予約を開始しております。 

 なお、７月末までに国から要請がありました高齢者のワクチン接種を完了できるよう取り

組んでまいりますとともに、その他の年代の方につきましても、国が示すワクチン接種の順

位に従い、市医師会と連携を図って、迅速かつ円滑に進めてまいります。 

 以上、コロナ対策について述べさせていただきましたが、そのほかの５つの施策につきま

してもどれも重要であり、迅速に取り組む必要があります。その中でも私は、人口減少対策

を今後の市政の中心に据えて、各種施策を展開してまいります。 

 人口減少対策では、子育て世代に選ばれるまちづくりを目標に、子育て世代に対する支援、

交通アクセスの改善、住環境・子育て環境の整備、都市圏からの移住・定住の促進を進めて

まいりたいと考えており、職員と一丸となって取り組んでまいります。 

 ２点目の特別職の給料について、御質問にお答えいたします。 

 今定例会に、海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議案と

して上程させていただいております。 

 特別職の給料の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症による市民生活や地域経

済への影響がいまだ大きく、また本市の厳しい財政状況も考慮し、引き続き行っていく必要

があると判断をいたしました。市長、副市長及び教育長の給与月額の減額措置につきまして

は令和４年６月まで１年間延長したいと考えており、関連議案を上程させていただいたとこ
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ろでございます。 

 ３点目の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。 

 議員も御存じのとおり、本市のタウンミーティングは、令和元年９月に制定した海津市自

治基本条例に基づき、市政の重要課題や市民生活に及ぼす影響が大きい事項について、市民

の皆様に現状を説明し、正確に理解していただきながら、幅広い市民の皆様と対話による意

見交換を行うことを目的として実施するもので、昨年７月に「海津市の財政状況について」

をテーマに３会場において実施したところであります。その後におきましては、昨年12月に

タウンミーティングを開催し、市民の皆様に財政再生対策の概要をお伝えして御意見をいた

だく予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず中止とさせていた

だきました。 

 今後のタウンミーティングにつきましても、開催の必要があると判断した場合には、新型

コロナウイルスの感染状況を注視しながら実施時期等を検討してまいり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申し上げます。 

 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） まず順序が変わりますが、タウンミーティングについてお尋ねします。 

 今市長が述べられた原稿というのは、市長が書かれた原稿じゃないですね、これは。以前

の原稿と何ら変わりのない原稿です、これは。 

 昨年行われたタウンミーティングの状況を、市長は御存じない。あの状況を、私は今でも

はっきりと覚えております。職員のミスを指摘され、それにより市民の皆さんからは大変厳

しい御意見をいただいたタウンミーティングです、これは。しかし、今となっては、あの厳

しい御意見があったからこそ支所の存続がなっておると。市長もタウンミーティングの必要

性、私はあなたにお願いをしたいのは、あなたはまず、初めて。あなたの政策目標、いろい

ろと掲げてあります。その中でも子育て世代に喜んでいただける、選ばれるようなまち、こ

れはすばらしいことですよ。だから、私は、あなたがまだ就任して１年目だからこそ、こう

いった問題、世代別のタウンミーティングをやったらどうですかとお尋ねしておるんですよ。

それに対して、あなたは過去の原稿、何ら変わりのない原稿を読まれただけですよ。あなた

自身の思いを私は聞きたかった。子育て世代に選ばれるまち、どんなまちなんだろう。皆さ

んはどんな要望があるんだろう。要望を実現するにはどんな方法があるんだろう。私は、あ

なたがまずそれを、自分の第一番に掲げてある子育て世代に選ばれるまち、それに向けての

タウンミーティングをやるべきだと思うが、どうですか。 
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○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員御指摘のとおり、タウンミーティングの開催に当たってはそのテ

ーマを絞るなど、私の場合においては、まずは子育て世代に選ばれるまちづくり、そういう

ことになりますが、そういうように世代を絞るというわけではなくて、私としてはテーマを

絞って開催をしていくべきかなと思っております。 

 議員御指摘のとおり、そういったことは必ず必要なことだと思っておりますので、ぜひや

ってまいりたいと思っております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） ぜひ就任して１年目だからこそ、１期目だからこそ、私は大勢の市民

の世代別の、大きく割って３世代ぐらいの、私はタウンミーティングをぜひやっていただき

たい。 

 その中で、松永市長は４期続けられました。その最終の４期目にそういったこともやられ

たのかなと。中でも今まで市民の皆さんの関心が薄いこと。タウンミーティングをやったわ、

執行部の方々が多いくらいのそういった会場がたくさんありました。それは設営の仕方、ま

た運営の仕方等々がどこか市民の皆さんとかけ離れていたのかなということも思われます。

ですからこそ、私は、市民の皆さんの大勢の方があなたに期待をしておるんです。ですから

こそ、１期目の１年目、２年目、その間にどうか世代別のタウンミーティングの開催をお願

いしたい。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、特別職の給与、これについてもお尋ねします。 

 ２割減額、それは大変財政が厳しい中、そういったことも仕方がないと。 

 私はかねてより、島根県の海士町の話題をよく出しておりました、この議会で。人口が約

二千三、四百人、そういった島でございます。島根県は隠岐の島、あそこの海士町という町

がございます。そこもやはり財政が大変厳しい。新しい町長が当選して約100億の借金があ

る。この借金をどうしたらいいのかと真剣に考えた。そこで、町長は自分の給料をまず５割

減額されました。１人が５割減額しても、正直言っても知れておると思いますよ、100億の

借金の中で。しかし、それに続いて今度議会が、議会もやはり４割を減額されました。そう

いったことも島根県の海士町は、財政再建に向けて一生懸命取り組んでみえました。執行部、

また役所のそういった取組を受けて、町民の中からも自分たちでも何か協力ができることが

ないのかということを、町民自らが考えました。そこで、いろんな協力をいただきました。 

 その町は、不平不満が出てこないんですよ。なぜならば、私どものまちのように協力して

くれ、これもカットしますよ、減額しますよというやり方とは違うんです。まず自らが大幅

減額をして、この財政再建に対して取り組む姿勢を町民の方に見せてこられた。だから、ア
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イデアが出る。知恵が出る。不平不満は出ない。そんな町がございます。いつの日か機会を

見つけて訪れていただいても結構です。また、情報収集をいただいてもよろしいと思います。

ぜひ参考にしていただきたいやり方かなということも考えます。 

 そこで今、１年という年月が切ってあります。特別職の給料はじゃあ、１年たったら戻す。

じゃあ、財政再建のために市民の皆さんに御負担していただいておる部分は１年たったら戻

すのか。違いますね。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 今回の給与の減額措置につきましても１年間といたしましたが、それ

は前回１年間でやってきたことをそのまま繰り返したということでございます。ですので、

また１年後、その財政状況、そしてコロナの状況をもう一度鑑みながら検討してまいりたい

と思います。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 報酬の問題も大変厳しい状況が続けば、これも仕方がないかというこ

とも考えます。また、市長が行えば、私ども議会も当然、私はかねてより市長が頑張れば私

どもも頑張りますよということをお話をさせていただいております。ぜひ私どもも減額も取

り組んでいけたらなということも思っております。 

 今、その中で今度、人口減少対策ですね。 

 これも本当に、私どもいろんなまちへ今まで視察に行きました。行政視察です。当然、相

手先は私どもの情報を前もってインターネット等々でやっぱり収集してみえます。行くと必

ず言われるんですよ。海津市はいいところですねと。本当にこれが大変多いんですよ。それ

市長も考えていただければ、この海津市はいいところなんですよ。愛知県には近いし、三重

県も近い、岐阜も近い。なのに、なぜ人口がここまで減り続けるのか。 

 市長の所信表明の中に、今回、私がかねてよりお話をしておった愛知県へ向かうバスの実

験線、この話が載っておりました。私は、このお話をもう随分前からしておったんですよ。

これ、市長が替わればこんなに簡単にもうできるのかなと。今まではこの問題が、私からお

話しするだけでこういった文書には載ってこないんですよ。財政的にいろんな厳しいことが

ある。しかし、実験線というのは、やり方次第でお金がさほどかからなくできるということ

もあるんですよ。やるかやらないか。どちらかというとやらない言い訳ばっかり考えるのが

行政なんですよ。市長は違います。やりたいんだと。この問題に真剣に取り組みたいんだと。

だからやるんだと。やれる方法を考えましょうと。それが市長なんです。私は、あなたの今

後の手腕にも大変期待をしております。 

 それと、最初にお尋ねした松永市政の継承。これについても、市長は当選する前に当然、
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私の家内にもお会いしたことがあると思います。いろんなお話を聞かれたと思います。当然、

市長のお子様、それからうちの孫、仲がいいというふうに聞いております。そして、ぜひ応

援をしてやってほしいという話も聞きました。女房も期待しておったんですよ。しかし、あ

の街頭演説、雨の日に松永市政を継承するということをはっきり言われました、あなた。そ

れを聞いて、家内は愕然としたんですよ。私は、これ言うたように、多くの市民は松永市政

というのは失敗だというふうに思ってみえる方が多いんですよ。全部とは言いません。だか

ら、それを継承されては、私は困るというんですよ。市民の皆さんも困ります。そういうお

話もされてみえます。 

 しかし、そういった中で今日、こういった形で一般質問をさせていただいて、先ほども申

し上げましたけれども、従来と何ら変わらん原稿を読み上げる、そういった部分については

ちょっと落胆しました。しかし、これまだ第１回目の議会でございます。私どもの一般質問

をお受けしていただく初めてのことでございます。分からないことが多いと思います。しか

し、御自分で掲げられた政策の実現のためには、私は御自分で思いを述べられたものと伺い

ました。ぜひこれからも御自分の気持ちで、御自分の思いをこの執行部に対して、僕はこう

したいんだよ、海津市民のためにはこうしたいんだよ。どこが無理なのか。やらない言い訳

よりもやれる知恵を出しましょうと。これをぜひお願いしたい。 

 今後、恐らくあなたとの面談を求める市民の方も多々あろうかと思います。私は、皆さん

にお話をしていただきたいのは、この16年の松永市政とは一旦線を引いて、横川真澄の４年

間、そのお話を、私はぜひしていただきたい。そして、あなたの下へ訪れる市民の方々にも

ぜひ協力を、また御意見と協力をいただくような体制を取っていただきたい。ともすれば、

自分に都合の悪い、自分がこの人とはあんまり話をしたくないなという方には、前市長は会

いたくないと、そういったような態度を取ってみえました。やはり、自分に厳しいことを言

ってくれる人は、私は大変重要な人だと思うんです。そういったことを踏まえて、これから

市民の皆さんと対話をよろしくお願いいたします。 

 前後しますけれども、誘客の促進、これも私どものまちには名月、それから夜景、これが

あるんですよ。これで例えば天気にもよりますけれども、本当はせんだっての皆既月食です

か、あれが本当にきれいに見えるんであれば、ここはすばらしいところなんですよ。ただ、

すばらしいだけでそれに対してお金が落ちないんですよね。夜景にしろ月にしろ、見てきれ

いだなで終わっちゃうんですよ。そこもう一つ踏み込んで、やはりこのまちにお金が落ちる

よう、落とせるような環境を私はぜひ整備していただきたいと思いますけれども、その点に

ついて御意見を伺います。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 私も議員御指摘のとおりだと思っております。 
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 海津市には、県内の入り込み客数トップ10に入る場所が２つございます。お千代保稲荷と、

そして木曽三川公園でございます。そのどちらも私は地元への経済効果というのは、その入

り込み客数の割には少ないと認識しております。その経済効果をさらに高め、そしてそのほ

かにもある海津市内の観光資源、地域資源、これを磨き上げて、滞在時間を少しでも長く、

そして周遊してもらえるような観光施策、私が打っていきたいと思っているところでござい

ます。 

 観光、この誘客で人に集ってもらうからこそにぎわいと活力が生まれる、私はそう思って

おりますし、今海津市に一番足りない、そういう分野でないかなと認識しております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） ありがとうございます。 

 今市長からのお話を聞き、頼もしいなあというふうに思っております。ぜひ私ども、最後

に１点だけちょっとお伺いします。 

 市長としての市長職の魅力というのはどんなところにあるのか、御自身の思いでちょっと

お聞かせください。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員の御質問の趣旨にはちょっと合わないかもしれませんが、私は、

海津市が大好きなんです。このまちに住みたいからこそ地元での就職を選びました。そして、

海津市のために働ける、ふるさとのために働けるであるからこそ、この市長への挑戦を決断

したところでございます。ですので、その魅力というお答えにはなっていないとは思います

が、愛するまちをよりよくするために働ける、そういう機会があるのが市長の職だと思いま

す。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） ありがとうございます。 

 私もこの海津市の一番最初の市長選挙に立候補しました。私は、市長の魅力というのは、

今横川市長とあまり変わりませんけれども、合併当時は４万1,000人でした。４万1,000人の

この海津市民の幸せを考えてする政、できる政。政というのは、当然、市政運営ですよね。

自分で市民の幸せを自分がつくるんだと、これが私は市長としての魅力かなというふうにも

考えております。これからの横川市政、成功を願っております。 

 ありがとうございました。終わります。 

○議長（服部 寿君） これで六鹿正規君の一般質問を終わります。 

 ここでコロナ対策のため換気を行いますので、10時30分まで休憩といたします。 
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（午前１０時１１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２７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。 

 １．子育て支援の充実について、質問相手、市長。 

 ２．学校体育館へエアコン設置を、質問相手、市長、教育長。 

 ３．生涯学習センター・平田図書館について、質問相手、市長です。 

 １．子育て支援の充実について。 

 子育て支援策の充実について、市長の御認識を２点お尋ねします。 

 １、市長は４月の市長選挙中、子育て世代に選ばれるまちづくりを徹底し、人口減少をス

トップさせるという政策目標を掲げられておりました。そして、人口減少対策として子育て

世代に対する支援を幾つか挙げられ、具体的に医療費助成の拡充等による経済的負担の軽減

を公約とされていました。 

 一方、私はこの間、平成29年第４回定例会と令和元年第３回定例会の２回、一般質問にお

きまして、高校生世代まで医療費無償化を拡充してほしいという要望をさせていただきまし

た。また、市民の方と共に署名運動にも取り組み、740筆の署名を持って前市長に直接要望

したこともありました。残念ながら前市長はいずれのときも、現時点では医療費無償化の拡

充を考えていないという御答弁ではありましたが、医療費助成の拡充を選挙公約に掲げられ

た横川市長には、ぜひ来年度から高校生世代まで医療費を無償化にすると言っていただきた

いと思います。 

 高校生世代までの医療費無償化は、西濃地域では安八町と養老町も実現し、大野町は入院

のみではありますが、残るは海津市だけとなっていることから、残念ながら子育て世代に選

ばれない海津市となっております。高校生世代を持つ保護者の経済的負担の軽減や、受診抑

制の解消という観点からはもちろん、近隣市町との格差是正という観点からも、早急に高校

生世代までの医療費無償化をすべきだと考えますが、市長の御認識をお尋ねします。 

 ２、来年度から、国は子育て世帯の経済的負担を軽減するため、全世帯の未就学児に係る

国保税における均等割分の保険税負担を半額に軽減する方針です。国保税の均等割は国保制
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度独自の算定方式であり、本市では子どもが増えるたびに年間３万7,300円の国保税が増え

ることから、少子化対策や子育て支援に逆行するものだと考えます。来年度からの国の軽減

措置は、子どもについての均等割軽減を全国知事会や市長会が求めたことや、私も令和２年

第１回定例会の一般質問で要望しましたが、日本共産党の議員が全国の地方議会で繰り返し

求めてきたことなどによるもので、一歩前進するのではないかと思います。ただ、対象が未

就学児までであることや軽減率が50％であることなど、まだまだ改善する余地があると考え

ます。 

 そこで、国の軽減措置と併せ、本市独自の軽減策として高校生世代まで均等割の減免をす

べきだと考えますが、市長の御認識をお尋ねします。 

 ２．学校体育館へエアコン設置を。 

 気象庁のホームページによりますと、昨年の日本の平均気温の基準値、1981から2010年の

30年平均値からの偏差はプラスO.95度で、1898年の統計開始以降、2019年を上回り最も高い

値となったとのことです。また、長期的には100年当たりl.26度の割合で上昇しており、特

に1990年代以降、高温となる年が頻繁に現れ、気温上昇に伴い熱帯夜や猛暑日が増えている

とのことです。 

 こうした中で、平成29年度には市内の小・中学校の全教室にエアコンが設置されました。

しかし、市内小・中学校の体育館におけるエアコン設置はまだされておりません。小・中学

校の体育館は、学校生活だけでなく市民のスポーツ活動の場でもあり、また指定避難所とし

て、災害時に余儀なく避難生活を送らざるを得ない市民にとっても重要な役割を担っていま

す。したがって、猛暑となる夏場だけでなく、冬の寒さにも対応できる体育館へと改善する

ことは、児童・生徒の教育環境改善のみならず、多くの市民にとって有益なことだと考えま

す。 

 そこで、私は早急に市内小・中学校の体育館へエアコン設置をすべきとの立場から要望す

るとともに、次の点についてお尋ねをします。 

 １、学校体育館へのエアコン設置に必要な費用額は１校当たりどのくらいでしょうか。 

 ２、空調設置に要する経費の３分の１の国庫補助、大規模改造（空調（冷暖房設備）整

備）事業（学校施設環境改善交付金）や、地方債充当率100％で元利償還金の70％が基準財

政需要額に算入される緊急防災・減災事業債を活用し、本市の負担を抑えながら学校体育館

へのエアコン設置ができると考えますが、御認識をお尋ねします。 

 ３．生涯学習センター・平田図書館について。 

 令和３年第１回定例会の一般質問において、松田議員並びに私が生涯学習センター・平田

図書館の用途変更について取り上げ、松永前市長は、生涯学習センターは令和５年度から公

私連携保育所型認定こども園として開園する予定である旨の御答弁をされました。 
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 また、令和３年３月に改訂された海津市公共施設等総合管理計画におきましても、今後の

方針として、生涯学習センター（平田図書館含む）については、官民連携の手法により認定

こども園に機能転換すると明記されております。 

 一方、廃止予定の生涯学習センターですが、平成９年の建設時に市長のお父様である横川

隆正氏は、教育委員という立場から市民交流の促進や市民文化の向上と生涯学習の振興に寄

与するための施設としまして、市民の生涯にわたっての学習の場である同施設の建設に関わ

られたと認識をしております。加えて、日本共産党海津市委員会が実施しました市民アンケ

ートでは、平田図書館を廃止し子ども図書館へ移設をする、今尾認定こども園を廃止し、平

田図書館で民間事業者が保育施設をリニューアル運営するという問いに対し、いずれも賛成

が40％弱と上回ったものの、反対する方も25％程度お見えになりました。 

 同施設を廃止し、機能変更してしまうと元に戻すことができませんが、以上のことなどを

踏まえて、市長が前市長からの方針である生涯学習センター・平田図書館を廃止し、機能転

換を進めることを継承されるのか、または新たな市長として再度熟考されるのかを確認した

く、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、教育長の答弁を求めます。 

 市長 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 松岡唯史議員の１点目の子育て支援の充実についての御質問にお答え

します。 

 １つ目の高校生世代までの医療費無償化につきましては、議員仰せのとおり、高校生世代

までの医療費については、西濃圏域11市町の中で９市町が入院・外来とも無償化、１町が入

院のみの無償化を行っており、実施していないのは本市のみとなりました。 

 私が選挙で掲げました子育て世代に選ばれるまちづくりの実現に向けた子どもの医療費助

成の拡充は、御質問の趣旨にありますように、高校生世代を持つ保護者の経済的負担を軽減

するものであり、早急に実現すべきものとの認識の下、市民の皆様にお約束したものでござ

います。高校生世代までの医療費無償化は、子育て世代に選ばれるまちづくりに向けた施策

の一つとして、所得制限を設けた形での制度設計も視野に、実現に向けた財源の確保など、

調査・研究を進めてまいります。 

 ２つ目の国民健康保険税均等割を高校生世代まで減免すべきだと考えるがにつきましては、

子どもに係る均等割の免除は、市独自の子育て支援として有効な手段ではあると考えますが、

現在、国において、子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、国民健康保険料の均等割額

を未就学児を対象に５割軽減とする制度を令和４年度から導入する方向で審議されている状

況であります。 
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 また、岐阜県国民健康保険運営方針によりますと、県が財政運営の責任主体として国民健

康保険運営の中心的な役割を担うこととされている趣旨に鑑み、県内被保険者間の負担の公

平化及び市町村の枠を超えて支え合う医療保険制度を構築していく観点から、将来的な保険

料水準の県内統一を目指すこととなっております。これにより、県内市町村の保険料水準の

平準化を進めるため、統一の算定基準に基づく標準保険料率が示されることとなります。こ

のようなことから、国・県の動向を注視し、検討してまいりたいと考えております。 

 ２点目の学校体育館へエアコン設置をの御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、近年、夏季の気温上昇が厳しく、連日のように高温注意情報が発表さ

れるなど猛暑日が続く傾向にあります。本市では、児童・生徒の健康を守り、よりよい学習

環境を実現するため、体育館を除き、平成29年度までに市内小・中学校の普通教室及び特別

教室へのエアコンの設置が完了しております。 

 令和２年９月１日現在、文部科学省が行った公立学校施設の空調（冷房）設備設置状況調

査によりますと、小・中学校の体育館におけるエアコンの設置状況としては、全国の設置率

は5.3％、岐阜県は3.5％となっております。本市では、城南中学校の体育館の一部にエアコ

ンを設置しておりますが、岐阜県下におきましては、飛騨市と笠松町が設置率100％、七宗

町が33.3％、関市が30.0％、高山市が10.6％となっており、その他の36市町村では設置され

ておりません。 

 １つ目の学校体育館へのエアコン設置に必要な１校当たりの費用額はにつきましては、一

般的に空調方式は、電気式、ガス式に大別されます。電気式は、ガス式に比べ機器自体の設

置費用は安いものの、受電設備の増設・取替え等が必要となるなど、電気式、ガス式それぞ

れにメリット・デメリットがあると考えられます。１校当たりの費用額については、空調機

器メーカーからの概算資料によりますと、市内の小学校規模では、１校当たりガス式の場合

ですと6,200万円、電気式の場合ですと受電設備は別となりますが、5,400万円であります。 

 ２つ目の空調設置に要する経費の３分の１の国庫補助や緊急防災・減災事業債を活用した

学校体育館へのエアコン設置につきましては、議員仰せのとおり、学校施設環境改善交付金

は空調の設置に要する経費及びその関連工事に対し、３分の１の国庫補助が受けられる制度

であります。 

 しかしながら、その要件として、既存建物となる体育館に断熱性があることが条件となっ

ており、断熱性のないものについては、併せて断熱性確保のための工事を行うこととなって

おります。現在、市内の小・中学校の体育館については断熱性のない構造となっております。

学校施設環境改善交付金を受けようとする場合は、空調設置工事に加え、さらに断熱性を確

保するための工事が必要となり、当該工事にかかる費用は市の負担となります。 

 また、緊急防災・減災事業債については、東日本大震災及び熊本地震を教訓として、全国
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的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災等のための地方単独事業を対象

としており、近年、災害が激甚化、頻発化する中、指定避難所となる体育館の空調設備を整

備する上で、大変有利な制度であると考えます。 

 体育館のエアコン設置については、児童・生徒の学習環境の改善に有効であるとともに、

災害時等においては避難所となりますので、避難生活の環境改善にもつながると認識してお

ります。 

 しかしながら、議員も御存じのとおり、教育委員会では本年４月、海津町地域の小学校５

校における海津町地域小学校統合基本計画を策定いたしました。この基本計画では、海津町

地域の５校を新設統合し、令和６年４月１日に開校することとしております。教育委員会と

しましては、この統合に係る事業を最優先とし、施設整備を含め事業を進めてまいります。 

 今後については、児童・生徒数の推移を見極めながら、令和２年３月に策定した学校施設

の長寿命化計画に基づき、老朽化対策及び改修工事の優先順位を設定しつつ、予防保全的改

修を行ってまいります。その中で、小・中学校体育館のエアコン設置については、地域防災

計画並びに財政状況を鑑み、検討してまいりたいと考えております。 

 ３点目の生涯学習センター・平田図書館についての御質問にお答えします。 

 議員仰せのとおり、本年３月に改訂いたしました公共施設等総合管理計画におきましては、

生涯学習センター・平田図書館について、官民連携の手法により認定こども園に機能転換い

たします。また、図書の貸出機能については周辺施設に移転することを検討しますと記載し

ております。また、本年３月に発表した財政再生プログラムにおきましても、公共的施設の

見直しの一つとして、平田図書館・生涯学習センターの用途変更と公立認定こども園の削減

を上げております。 

 その記載を読み上げますと、老朽化した今尾認定こども園の建て替えは行わず、平田図書

館・生涯学習センターを民間の認定こども園としてリニューアルして活用することで、公共

的施設の数を見直す。施設改修及び運営については、公募型プロポーザル方式により民間事

業者から提案を募る。なお、平田図書館の児童書については、平田総合福祉会館「やすらぎ

会館」を活用し、引き続き閲覧・貸出しを可能とする方法を検討するとしております。 

 私は、選挙で掲げた子育て世代に選ばれるまちづくりを推進し、人口減少に歯止めをかけ

ることを政策目標の一丁目一番地に位置づけております。具体的な施策の一つとして、平田

総合福祉会館「やすらぎ会館」を子育て世代向けの施設へとリニューアルし、子育て世代を

支援してまいります。 

 なお、施設内には子ども図書館を併設する計画で、詳細については、蔵書の規模や閲覧・

貸出しを効率的に実施する方法を財政状況も踏まえつつ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いたします。 
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 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） 確認させていただきますが、教育長の答弁は市長の答弁と重複という

ことでよろしいですか。 

 松岡議員、そのようでよろしいでしょうか。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。 

 それでは、早速、高校生世代までの医療費無償化をの点から再質問させていただきたいと

思います。 

 御答弁の中でありました所得制限を設けた形というような御答弁があったかと思うんです

けれども、所得制限とはどのような基準を想定されているのかを教えていただけますか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） まずは、どれだけの財源を確保できるかということに関わってまいり

ます。ですが、その状況はまず調べてみないと、どこで線を引くのかということは、この現

段階では申し上げられないということになります。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ということは、高校生世代全員への助成も選択肢としてあり得るとい

うお考えでよろしいでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） はい。そのとおりでございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） そうしましたら、予算、財源のことで少し触れさせていただきますけ

れども、予算的にはこれまでの一般質問での御答弁等から試算しますと、初年度で約2,800

万円、その後は、次年度以降は2,400万円程度ではないかと思います。 

 一方で、少子化によって近年、子どもの医療費無償化に関する予算、決算は減ってきてお

りまして、そうしたことも考え方の一つとして加味すべきではないかなあというふうに私は

思います。 

 さらには、未来創生予算枠の活用などによって財政確保ができないものかと考えますが、

その辺りの予算、財源についての考え方がもしあれば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。 
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 議員御指摘のとおり、未来創生枠というものもありまして、前向きな施策、移住・定住で

あったりとか、関係人口であったりとかそういうふうな政策に使っていこうということにな

っていますので、もちろんふるさと納税がどれだけ安定的に毎年確保できるかというのは、

ちょっとなかなか難しい面もあって、そこは結構毎年、いろんな多分要件があって変わって

くることもあるかもしれないんで、あんまりちょっと安定的でない面もあるので、ちょっと

そこは大変怖いところではあるんですけど、医療費はその分、ある程度一定というか、毎年

2,400万ぐらい大体かかると、ちょっとそこのミスマッチがあるんですけど、もちろんその

未来創生枠を使うというのも一つの、ふるさと納税をもっとさらに企画部門で頑張って、そ

こで使うというのも一つの方法ではあると思います。 

 ですが、やっぱりメインというか、まずやっていくべきは既存の施設とかを閉じたりと

か、既に提供しているサービスを削減、その分をこっちに回すというか、そっちがメインの

方法、より安定的な財源確保ではあると思いますので、財源の方法というのはいろんな方法

を考えていく必要はあるかなとは思います。 

〔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。 

 財源の活用とか方法をいろいろ考えていただくものとして、現実的には財政は厳しいとい

うのはあるんですけれども、それは私も認識しておりますが、一方で先ほど御答弁の中にも

ありましたし、私も説明させていただきましたが、西濃地域の自治体の状況を見ると、皆さ

んどこの自治体も高校生世代まで取り組んでおられまして、その中で、どこの自治体も所得

制限なしなんです。子育て世代に選ばれるまちづくりという公約を掲げられて御当選された

ということでありまして、子育て世代に選ばれるまちづくりをつくっていくのであれば、少

なくとも近隣市町と同程度にすべきであると私は考えますけれども、市長の思いを教えてい

ただけますか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員おっしゃるとおりだと思っております。昨日の所信表明の中でも、

私はこの海津市、今の海津市、暮らしやすさ、働きやすさ、そして子育てのしやすさ、様々

な面で近隣市町に後れを取っている、そう発言をいたしました。この子どもの医療費助成に

つきましてもその一つでございますので、少なくともほかの市町と肩を並べられるように、

私としても早急に実施してまいりたいと考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ありがとうございます。 
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 そもそもは、子どもたちの御家庭におけるお金の有無で健康とか命に格差が生じることが

あってはいけないわけでありまして、経済的に自立していない子どもに係る医療費は無償化

すべきであるという立場に立って、本来は医療費無償化を全国一律で設けることが望ましい

と私は考えております。また、県も現在、就学前までとなっている対象年齢を引き上げるこ

とによりまして、海津市の財政的にも無理なく高校生世代まで医療費無償化ができるわけで

ありまして、そうした国への要望ですとか、県へ対象年齢を引き上げることを引き続き要望

していただきたいなあというふうに思います。いずれにしましても、医療費無償化を高校生

世代まで拡充することは、子どもの健康を守って保護者の方の安心感が得られるという点に

おいて、多くの子育て世代の方が望まれていることだと思います。また市長の言われる子育

て世代に選ばれる町につながる有効な施策だと思いますので、ぜひ市長には公約の実現に向

けて頑張っていただきたいと思います。 

 次に、国保税の子どもに係る均等割の減免についてなんですけれども、御答弁の中で、県

内の保険料の統一を目指すというような趣旨の御答弁があったかと思いますが、それは決定

事項なんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 健康保険税の均等割についての考え方でございますが、県

の国民健康保険運営方針が令和３年、令和５年度にかけての分につきまして、令和３年３月

に策定されております。その中に今後、統一に向けた、将来的な保険料水準の県内統一を目

指しますということで検討がなされております。内容につきましては、今後、各県内の市町

村と協議をしながら決めていくというふうに書かれております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 今お聞きする限り、方針というか検討事項でありまして、決定ではな

いというふうに理解したんですけれども、そうしますと今後どうなるか分からないわけであ

りまして、まず基本的な話になるんですけれども、国保は所得割、資産割、均等割、平等割

の合計で保険税が決まります。私が要望しているのはこの均等割の部分でありまして、この

均等割というのはほかの医療保険制度にはないものでありまして、子ども１人ででもカウン

トされ課税されます。ですので、子どもが増えれば子育て世帯の保険税負担が重くなる仕組

みであります。したがいまして、本市の場合でいいますと、年間で子ども１人について３万

7,300円の負担となりますので、３人子どもがお見えになる世帯では11万1,900円の負担、い

わゆる10万円以上の負担になるわけであります。そもそも国保税は高過ぎますし、特に海津

市は高いと言われておりますけれども、医療にかからなくてもお子様が見えるだけで毎年こ

れだけの額を負担しなければなりません。そういう点からして、子育て世代にとってこの均
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等割というのは過重な負担になっていると市長はお思いになりませんか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 年間３万7,300円、お子さんが３人いらっしゃれば10万円という金額、

今お伺いしました。子育て世代にとって簡単に出せる金額ではないと私はそう思います。そ

の辺りに市独自として何か手当てができるということであれば、子育て世代に選ばれるまち

づくり、私が進める方向と合ってくると私も思います。やはり県・国が新たな制度に向けて、

今検討が進められているところでございますので、その状況は注視しながらやはりそこは市

独自の施策というものは進めていく必要がありますので、そこはちょっと待ちたいなあと思

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） 財源的なことで、一方で言わせていただきますと、前回の質問時の御

答弁などによりますと、減免対象が18歳未満で2,000万円程度、14歳未満で1,300万円程度の

財源が必要になるということなんです。ですので、現在の国保会計ですとか基金残高などか

らすると、均等割を減免するということは私は可能ではないかなあというふうに思います。

今回、国がこの均等割の減免に取り組む方針であるということでありますが、これまでも国

保の均等割というのは子育て支援に逆行するということで、幾つかの自治体で減免が取り組

まれてきております。少し前の記事になるんですけれども、2019年３月７日付の新聞赤旗に

よりますと、国保における子どもに係る均等割減免をしている自治体が25あるとのことです。

そのうち９自治体が高校生世代まで所得制限なしで第１子から減免しておりまして、この辺

りでは愛知県の一宮市、大府市がしているとのことです。また、第２子、第３子以降の子ど

もの均等割を減免したり、所得制限を設けて大学生世代まで減免している自治体もあるとの

ことで、県内では下呂市が18歳未満の第３子以降、全額減免をしています。 

 本市を市長の言われる子育て世代に選ばれるまちにするということであれば、国保におい

ても子育て世代に係る経済的負担の軽減が必要ではないかと私は思います。そういう意味か

らすると、先ほどの医療費無償化と違って、近隣市町、この辺りではどこもまだ取り組んで

いませんので、むしろ率先して取り組むということも一つあるのではないかなあというふう

に思います。私としては18歳までの全額免除が望ましいと思いますけれども、ほかの自治体

みたいに18歳まで半額減免とか、第３子以降減免するとか、そういったほかの先進自治体の

取組も調査・研究していただいて、何とかできる方法で検討課題としてもらえないでしょう

か。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員、今おっしゃられましたとおり、今子育て世代は居住地をいろい
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ろな面で比較をして、そして一番住みやすいところに、経済的負担のないところへ住む、そ

ういう傾向がございます。ですので私は、子育て世代に選ばれるまちづくりということで、

海津市で居を構えてもらえるように一つ一つの施策を検証して、近隣市町にどこが後れを取

っているか、そういうものを検討した中で、財源確保できる部分について優先順位をつけて

行ってまいりたいと、そう考えております。議員御指摘のとおり、この国保税の均等割の部

分につきましてもその対象の一つとなり得るものでございますので、いろいろな子育て支援

の様々な自治体が行っているメニューを検証しながら、海津市にとって一番人に集ってもら

う、若者世代に集ってもらえる施策は何かということを考えてまいりたいと思っております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） 答弁ありがとうございます。 

 次に、学校体育館へのエアコン設置についても再質問させていただきたいんですけれども、

先ほど費用についてはお聞きしたところ、ガスで6,200万円、電気で5,400万円という御回答

だったかと思いますが、緊急防災・減災事業債を活用することによって、３割負担ですので

市の負担は約2,000万とかそのぐらいになってくるかというふうに思います。これを13校全

部取り組むということになるとかなりの額になるわけですけれども、先ほどおっしゃられた

学校統合などを見据えて、計画的に順次設置していくという考え方はできないでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 松岡議員の御質問にお答えいたします。 

 計画的に取り組んでいければいいなあということは思いますけれども、なかなかこの学校

についてこの学校がないとか、最初についた学校から３年、４年遅れてこの学校という、そ

ういった面もございますので、もう少しじっくり検討させていただきたいということを思い

ます。当面教育委員会に負担があります統合の計画等ですね、そちらのほうに予算が大きく

使われますので、その辺りも含めて検討していきたいということを思います。以上。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 松岡議員。 

○３番（松岡唯史君） ぜひ計画的に御検討いただきたいんですけれども、先ほど御答弁の中

で、県内のエアコンの設置状況も御答弁いただいたんですが、９月現在の設置状況というこ

とでありまして、県内では、実は岐阜市が令和２年度から５か年で全校にエアコンを設置す

るということになっております。５か年で岐阜市の場合、小・中・特別支援学校もありまし

て、72校順次エアコンを設置するとのことです。ですので、海津の市内小・中学校も全部一

斉にということではなくて、順次という考え方、５か年とかいうこともできるのではないか

というふうに思います。 
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 一方で、緊急防災・減災事業債というのは令和７年度まででありまして、冒頭に述べまし

たように、近年の猛暑というのは災害級とも言われる中で、児童・生徒の熱中症ですとか、

指定避難所における熱中症というのも危惧されます。ですので、財源的なものも当然あると

は思いますけれども、この事業債を活用していただいて、ぜひ全国の自治体の取組も研究し

ていただいて検討課題としていただければなあというふうに思います。 

 あと、３つ目の生涯学習センター・平田図書館についてなんですけれども、市長が前市長

からの方針を継承される、計画どおりに事業を進められていくということであれば、この計

画に対して疑問を持っている市民の方、または施設をよく利用されていたり、思い入れのあ

る市民の方に対して丁寧に説明をして理解を得る努力が必要ではないかなあというふうに私

は思っておりますし、それと同時に平田図書館の移設後、子ども図書館におけるサービスの

充実ですとか、海津図書館の充実によって図書館を利用したい方が満足していただけるよう

に努めていただきたいなあというふうに思います。 

 最後になりますが、今回は子育て支援の充実、特に保護者の方の経済的負担の軽減、そし

て教育環境の改善という意味も込めまして、学校体育館へのエアコン設置といった子どもに

関する要望を主にさせていただきました。 

 今日質問した理由は、質問事項としてはこれまでも議会での一般質問ですとか、予算要望

などでも取り上げてきたものではありますが、子育て世代に選ばれるまちづくりを訴えてお

られた横川新市長の御認識を伺いたかったのと、もう一つは、これらの要望事項が本当に子

育て世代ですとか子どもたちにとって必要だと私は考えているからであります。市長の考え

であります「子育て世代に選ばれる」とは、市外の方に転入してもらうという、そういうニ

ュアンスを感じますけれども、市外から来てもらえるということは、海津市内に住んで見え

る子育て世代の方にとっても支援が充実している、子育てしやすいまちということにもなる

わけでもありまして、人口減少対策としても、同じ子育て世代の立場からしても、大いに賛

同できる方針だと私は思っております。 

 ですから、財政状況ですとか、財源というのは当然ありますけれども、子育て支援の充実、

教育環境の質を上げるために、今日要望させていただいたものについても、よく研究・検討

していただいて、できるだけ早期に実現していただきますよう重ねてお願いを申し上げまし

て、私の一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで松岡唯史君の一般質問を終わります。 

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

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○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。 
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〔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、私から４点質問さ

せていただきます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種について。 

 災害弱者の個別避難計画について。 

 Ｎｅｔ119緊急通報システムについて。 

 投票率向上に向けた取組についてでございます。 

 質問に入ります前に、現在、毎日ワクチン接種に対する業務に携わっていただく職員の皆

様、医療従事者の方々、本当に御苦労さまでございます。ありがとうございます。そんな大

変な中、いろいろ質問、お聞きするのは申し訳ないという思いでいっぱいなんですが、今市

民の一番の関心事でございます。市の最重要課題でございますのでお許しください。 

 では、質問に入ります。 

 ５月６日よりワクチンの予約受付が始まり、開始当初は少し混乱があったように伺いまし

たが、現在は順調に予約受付が進んでいるようです。いよいよ高齢者へのワクチン接種が５

月20日より始まりました。政府は７月末までに高齢者への２回の接種を終えるよう、接種計

画の見直しをするよう方針を打ち出しました。厚労省の調査で５月12日の発表では、７月末

までに終了できる自治体は1,490で、251の自治体は７月末までに終えることができないとい

うことが分かりました。 

 そこで、本市の接種計画の見通しをお伺いいたします。 

 次に、接種予約のキャンセルなどで余った分が廃棄される事態を防ぐため、いわゆる余剰

ワクチンに対する扱いが問題になっています。ワクチンの供給量が限られる中、感染対策の

切り札を無駄にしないように、自治体が対策を取り始めています。 

 奈良県五條市では、貴重なワクチンの無駄を防ぐことを目的として、キャンセル発生時に

即時案内可能な人を確保するためのワクチン接種協力者登録（ワクチンもったいない登録）

の登録者を募集しています。新潟県三条市では、市長が余剰ワクチンを小・中学校の教職員

へ接種する方針を打ち出しました。優先順位や公平性を大事にしつつ、大切なワクチンを無

駄にしないことを最優先にしていただきたいと思います。 

 そこで、市長の余剰ワクチンに対する御見解をお伺いいたします。 

 ２点目に、災害弱者の個別避難計画について伺います。 

 災害時の迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法が５月20日に施行されまし

た。改正法では、市町村が発令する避難情報について避難勧告を廃止し、避難指示に一本化

するほか、災害時に支援が必要な高齢者や障がい者ら災害弱者ごとの個別避難計画の作成を

市町村の努力義務にすることなどが柱で、公明党の主張が随所に反映されました。個別計画
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は、避難先や経路などを事前に定めることで早期避難を実現するのが目的です。しかし、対

象者全員の計画を作成済みの市町村は全国で１割程度にとどまっています。自治体の努力義

務化を法律に位置づけ、計画作成を促すのが狙いです。 

 内閣府では、改正法と並行して、作成経費を支援する新たな地方交付税を措置、今後５年

程度で、ハザードマップ上で危険な地域に住んでいる介護が必要な高齢者など、推計250万

人の計画作成を優先します。作成が円滑に進むよう、要支援者の状況を把握している福祉専

門職などの連携強化も図っていくということです。 

 個別計画づくりの先進事例として知られるのが、大分県別府市です。本人やケアマネジャ

ーなどの福祉専門職、地域住民らが計画づくりに参加してもらっています。市は１計画当た

り7,000円の報酬を支払います。計画を終えた関係者からは、計画づくりや避難訓練を通じ

て、障がい者らと住民が直接話し合う機会ができ、どうすれば皆が助かるのかという防災意

識が高まったという声や、従来は、災害が起きたらどうせ助からないと諦めを感じていた障

がい者やその家族が多かったように思うが、計画作成が始まり、工夫すれば助かると参加者

の気持ちが前向きになったなどの効果が紹介されています。 

 一方、実際に、これまでの各地の避難所生活で聴覚障がいの方にどのような問題が発生し

たかというと、避難所では音声でしか案内がなく、食料や支援物資を受け取ることができな

かったことや、周囲とうまくコミュニケーションが取れず孤独に陥ってしまったことが上げ

られています。 

 誰一人取り残されることなく避難できるよう、個別計画作成の必要性を感じますが、いか

がお考えでしょうか。御見解をお伺いいたします。 

 次に、Ｎｅｔ119緊急通報システムについて伺います。 

 今年度導入予定のＮｅｔ119緊急通報システムについては、令和元年第２回定例会におい

て提案させていただきました。このシステムは、聴覚・音声・言語機能などの障がいにより

通話による119番通報が困難な方が、スマートフォンなどの携帯端末を利用し、消防へ通報

することができるシステムです。画面をタップして火事や救急といった情報を伝え、メッセ

ージ入力のほか、撮影・写真モードもあり、現場の状況を簡単に伝えることができますが、

利用には事前の利用者登録が必要です。登録方法や利用方法など、詳細が分かるものを個別

に通知していただくことが必要と考えますがいかがでしょうか。 

 対象となる方への個別通知への御見解と運用開始時期をお聞かせください。 

 ４番目に、投票率向上に向けた取組について伺います。 

 現在、関市では平成25年度から実施する全選挙を対象に、投票を記録できるスタンプ手帳

を作成しました。選挙パスポートと名づけられたこの手帳には、二十歳から80歳までに投票

できる選挙の回数を約100回と試算して、100回分の押印欄が設けられました。あわせて、選
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挙の基礎知識や市の紹介、生涯投票率を100％にとメッセージが添えられており、成人式に

おいて新成人に毎年配付をされています。 

 また、投票率向上に向けた取組として、投票を済ませた方へお渡しする投票済証に工夫を

凝らしている自治体があります。県内では、可児市では明智光秀、御嵩町では可児才蔵のイ

ラスト、岐阜市では子どもが描いたポスターが描かれていたり、羽島市でも御当地漫画家の

イラストなど工夫を凝らした投票済証を発行しているところが多くあります。このような取

組は、若者の投票率アップに大変効果があるのではないでしょうか。 

 また、全国には各種店舗や商店街などで、投票済証明書を持参すれば商品が値引きされた

り、無料サービスを受けられたりとすることで投票率アップを目指す自治体もあります。 

 本市でも、このような投票率アップに向けた取組ができないか御見解をお尋ねいたします。 

○議長（服部 寿君） 浅井まゆみ君の質問に対する市長、消防長の答弁を求めます。 

 市長 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 浅井まゆみ議員の１点目の新型コロナウイルスワクチン接種について

の御質問にお答えします。 

 市民の生命と安全・安心な暮らしを守るため、ワクチン接種を早期に完了することは極め

て重要であると考えております。まず接種計画の見通しにつきましては、本市の当初計画で

の接種完了予定は８月末でありましたが、政府より４月27日に全国の自治体に対して、希望

する高齢者には７月末を念頭に２回の接種を終えるよう強く要請がありましたので、再度市

医師会と協議し、最大限の御協力をいただくことで、７月末までに完了するよう接種計画を

見直したところであります。 

 この見直しにより、当初計画の月曜日から土曜日に加えて、日曜日もワクチン接種を実施

するとともに、１日当たりの被接種者数を増やすことといたしました。さらに、市文化セン

ター１か所で集団接種を実施することとしておりましたが、５月24日から新たな接種会場と

して市医師会病院を追加し、月曜日から水曜日まで実施することで、７月末までに終了でき

る体制を整えたところでございます。 

 次に、余剰ワクチンに対する見解につきましては、接種当日、キャンセルなどにより余剰

ワクチンが発生した場合は、まず何らかの理由で接種していない医療従事者、そして予約し

たが体調不良等で接種できなかった方などを優先的に接種してまいります。次に、65歳以上

の市会計年度任用職員で、会場にすぐに来ることができる者、集団接種会場に従事する市職

員、そのほか、会場にすぐ来ることができる市職員等とする方針で、大切なワクチンを無駄

にしないため努力してまいります。 

 ２点目の災害弱者の個別避難計画についての御質問にお答えします。 
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 議員仰せのとおり、改正災害対策基本法が本年５月20日に施行され、災害時における円滑

かつ迅速な避難の確保の一環として個別避難計画の作成は、市町村の努力義務とされました。

平成25年に作成が義務化された避難行動要支援者名簿の作成率は、全国の市町村で約99％、

県内は100％でございます。 

 本市におきましては、平成29年、個人情報の開示に同意をされた方の避難行動要支援者名

簿を区長、自治会長、民生委員・児童委員等、避難支援等関係者に配付し、毎年更新をして

いるところであり、本年４月の配付に同意された方は1,002名であります。 

 個別避難計画の記載内容は、内閣府の様式例によると、避難支援を行う上での留意点、緊

急連絡先、避難支援の方法や避難場所、避難経路、避難支援を行う方等を記載するよう例示

されておりますが、避難支援を行う方の確保が課題となっております。 

 議員仰せの別府市においては、当事者、市民団体、サービス提供事業者、地域、行政の５

者協働による災害時の個別支援計画づくりの取組がなされており、本市においても参考にし

たいと考えております。 

 いずれにいたしましても、この計画の策定につきましては、当事者はもとより、ケアプラ

ンを作成するケアマネジャーや相談支援専門員などの関与が不可欠であります。本市としま

しても、防災・介護・福祉の関係機関及び自治会・民生委員児童委員協議会等の関係団体と

幅広く連携しながら、個別避難計画の作成に努めてまいります。 

 ３点目のＮｅｔ119緊急通報システムについての御質問につきましては、消防長への御質

問ですが、私のほうから答弁をいたします。 

 議員仰せのとおり、Ｎｅｔ119緊急通報システムは、音声による119番通報が困難な聴覚・

言語機能に障がいのある方が、円滑に消防への通報を行えるようにするシステムであります。

令和３年３月末現在、全国726消防本部中557の消防本部が既に導入しております。 

 本市におきましては、９月１日からの運用開始に向け、準備を進めているところでござい

ます。登録方法・利用方法などの周知につきましては、平成16年に導入しましたメール119

や市報・ホームページなどを通じて行ってまいります。また、説明会につきましては、新型

コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、福祉部局と連携して行ってまいりたいと

考えております。 

 ４点目の投票率向上に向けた取組についての御質問にお答えします。 

 選挙に関する啓発や周知につきましては、公職選挙法第６条の規定により、選挙管理委員

会の責務とされております。元来、選挙は民主政治の基盤をなすものであり、国民が主権者

として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であります。そして、民主政治の健全な発

展のためには、積極的な投票参加が欠かせないものであります。しかしながら、残念なこと

に政治への関心の低さや選挙離れなどが指摘されており、中でも、特に若者についてはその
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傾向が顕著になっているところでございます。 

 このようなことから、従来から選挙管理委員会では、成人式での新成人向けリーフレット

の配付、高校生を対象とした主権者教育講座の開催など、若者の主権者意識の向上に向けた

取組を行っており、より一層の啓発活動が必要であると認識しております。また、議員仰せ

の選挙パスポートの配付や工夫を凝らした投票済証明書を発行する取組につきましても、効

果的な施策であると考えます。 

 いずれにいたしましても、選挙管理委員会の所管事務でありますので、若者をはじめ有権

者の選挙への関心を高め、投票率の向上を図るよう働きかけてまいりたいと考えております。

御理解をいただきますようお願いをいたします。 

 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。 

 それでは、まずワクチンについて伺いますが、７月までの接種計画の見直しにつきまして

は日曜日、祝日を増やしていただくことと、医師会病院を増やしていただいたということで、

何とかできるということでございますが、今日の新聞報道にもありましたが、65歳以上の方

の現在の予約状況と接種された方は何名いらっしゃるのかお伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） まずは予約状況でございますが、昨日５月31日までの予約

状況で65歳以上の方では9,631件の方が予約をされております。対象者の方ですけれども、

施設以外で接種される方の65歳以上の人数が１万903名でございますので、約88.3％の方が

予約済みとなっております。それで参考までにですが、電話での予約については41.9％、ウ

ェブでの予約については58.1％の方が予約をされている状況です。 

 接種の状況でございますが、昨日までで1,290人の方が接種済みとなっております。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） 順調に予約できているということが分かりました。 

 それで、７月後半に予約された方はキャンセルして予約し直していただくということにな

ってくるかと思いますが、ホームページにも載せていただいておりますが、これをどのよう

に対象者に周知していくのかお伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 
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○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 現在、７月12日以降に予約されている方につきましては、

２回目が８月になってしまうということで、今回、日曜日の接種、それから医師会病院等の

増員で対応させていただくということで、８月にずれてしまう方についての周知方法につき

ましては、まずは市のホームページのほうには上げさせていただいております。それから市

のメール配信システムで登録されている方には周知をさせていただいております。それと併

せまして、本日もしくは明日に、回覧文書で市民の方に予約の変更について周知をさせてい

ただく予定をしております。 

〔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す。きめ細かな対応を本当にありがとうござい

ます。 

 それで日曜日ですね、接種時間というのは何時から何時になっているんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 日曜日の接種でございますが、まず日にちのほうですけど、

６月20日、６月27日、７月４日の３日間を第１回目の接種として追加しております。 

 受付時間につきましては、８時30分から10時50分と、それから12時30分から14時50分の20

分間隔で設定をさせていただいております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） はい、ありがとうございました。 

 それから、高齢者の方が完了いたしまして、優先順位としては次は基礎疾患をお持ちの方

となっているんですけれども、基礎疾患をお持ちの方をどのように把握されるのか、その辺

をお尋ねいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 基礎疾患を有する方につきましては、まずはこの後６月上

旬に16歳から65歳未満の方へ基礎疾患を有するかどうかの調査表を送付させていただきます。

それによりまして、該当される方が御返信をいただいて、基礎疾患を有する方の把握に努め

たいと思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 今後、高齢者の優先接種と基礎疾患を有する方への優先接種が並行して行われることも想

定されます。国から示されている先行予約期間の設定を適切に行い、この期間においては障
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がい者の方々等へのきめ細かな配慮を行い、速やかな予約につながるようよろしくお願いい

たします。 

 次に、65歳以下の方のスケジュールというのは今後どのようにされるのか、決まっていれ

ばよろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 60歳未満の方への接種に関しましては、あくまでも予定で

ございますが、７月中旬ぐらいを予定して対象者の方には発送をさせていただく予定をして

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） それで、年齢別に区切って行うのか、一斉に65歳以下の方全員に送

るのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 失礼しました。先ほど議員がおっしゃられましたけれども、

65歳未満の方から60歳以上に該当される方につきましては、先ほど基礎疾患を有する方と併

せて同じ時期に発送をさせていただく予定としております。 

 それから60歳未満の方につきましては、その後発送予定でございますけれども、当初、た

くさんの方に郵送をさせていただいたときに混雑、混乱が生じましたので、60歳未満の方に

つきましては、年齢を区切って発送させていただく予定をしておりますのでよろしくお願い

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。 

 次に、余剰ワクチンについてですが、集団接種会場にお見えになる職員、会計年度職員に

ということで、それに反対するものではございませんが、例えば先ほども言いましたが教職

員もそうですが、マスクをつけていない園児と関わる保育士さんなどへの配慮も必要かと思

いますが、リスクが大変高いと思いますので、優先的に接種していただきたいと思いますが、

その辺はどうでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 保育士の方々に対する接種につきましては、クラスターの

発生の予防の観点から感染の拡大を予防するということでは重要なことかと思いますけれど

も、この辺りにつきましては教育委員会のほうと相談して今後検討してまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 
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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） よろしくお願いいたします。 

 それから、報道によりますと、ファイザー社のワクチンが12歳以上から可能となったとい

う報道があったんですが、例えば今後、保護者の方に打つか打たないかの意向調査をされて

はどうかと思いますが、12歳からの小・中学生ですね、どうでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） その点につきましては、今後、国の指示に従ってまいりた

いと思いますので、その指示がありましてからまた協議をさせていただきたいと思います。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） よろしくお願いいたします。 

 それから、３月の定例議会でもお伺いしましたが、今多くの方から御質問、御要望があり

ます接種会場までの送迎について伺います。 

 先日、議会全員協議会でも少し説明がありましたが、まずは足がない方に健康課に電話し

ていただいて、予約をしていただいてということですが、もう少し詳細説明をお願いいたし

ます。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 移動手段がなくてお困りの方につきましては、先日の全協

の中で少しお答えをさせていただきましたが、先ほど御説明をさせていただきました日曜日

の接種の関係で回覧をさせていただく予定をしております。その中に、コロナワクチン接種

の予約ができなくて困っているという方等の案内文書もさせていただいておりますので、そ

の中で移動手段に困っている方につきましては、健康課のほうに御相談くださいというよう

なこととしております。民生委員の方にも協力依頼をさせていただいておりまして、そのよ

うな方がお見えになりましたら、健康課のほうに御相談をというようなこととしております。 

 それから、移送計画につきましては、今後、健康課にお問合せがありました方に対しまし

て御連絡を差し上げ、地域ごとに移送計画を立てまして、タクシーもしくはレンタカー、今

計画をしておりますけれども、移動に困っている方の接種を計画的に進めてまいりたいと思

っております。７月上旬をめどに計画的に進める予定をさせていただいております。 

 これまでに電話で予約、相談につきましては８件程度ございましたけれども、そのうち４

名程度の方につきましては、実際に困っている方がお見えでございましたので、そういう方

につきましては情報をできるだけ収集させていただいて、そういった方にも接種していただ

けるように努めたいと思います。 
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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） これは、３月議会でも質問いたしました。これ、使えるのが７月上

旬。これでは高齢者の方、困っておみえになっている方、もう接種終わってしまいます。も

う少し早い時期にお示ししていただかないと困ります。本当に今たくさんのお電話もいただ

きますし、御要望もあります。既に他の自治体ではバスを走らせるとか、タクシーチケット

を配るとか、すぐにできています。なぜこの海津市ではすぐできなかったのか、マンパワー

の問題なのか、地域性の問題なのか、なぜこんなに時間がかかっているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（服部 寿君） ワクチン接種推進室長 宮島邦明君。 

○健康福祉部健康課ワクチン接種推進室長（宮島邦明君） ２月に赴任して以来、バスを最初

に私、検討させていただきました。各支所から１日１本会場へ移送させていただくという形

の見積りを取りまして、また支所からの発ということで計画したんですけれども、支所から

遠い方についてもなかなか乗られないのかなと。あとどうしても移送の関係で、１日１本の

バスを計画したんですけれども、２か月半で1,000万以上かかるという見積りがありました。

停車駅を増やしますとまた乗る時間も増えてしまいまして、そういったことでどうしたもの

かなというところで検討を進めておったんですけれども、というところで困っている方の件

について情報収集させていただいて、２月頃から民生委員さんの会合にお邪魔させていただ

きまして、そういった情報があればいただきたいということをお願いしてまいりました。 

 ただ、民生委員さんに情報をいただくにしましても、民生委員さんの中でもし情報が漏れ

てしまうと、民生委員さんの責任も増えてしまいますので、ただこの困っている方の度合い

につきましていろいろと個人差があると思われますので、あまり最初から大々的にちょっと

この件について進めるということはさらに混乱を招くという判断をちょっとしましたので、

今の時点になっておるところです。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） 分からないこともありませんが、早急に市民に周知をしていただく

ようよろしくお願いいたします。回覧でもちょっと遅いんではないかなというふうで７月上

旬ということですが、もう少し早い時期からやっていただけたらなあということを思います

のでよろしくお願いいたします。 

 時間もありませんので、じゃあ次に行きます。 

 災害弱者の個別避難計画についてですが、避難行動要支援者の登録に同意された方という

のは1,002名ということですが、その対象者というのは何名ぐらいお見えになるのでしょう
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か。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） 避難行動要支援者名簿の同意された方につきましては

1,002名ということでございますけれども、対象者についてでございますが、本市が対象と

しております方、65歳以上の独り暮らしの高齢者、それから要介護認定３・４・５の認定を

受けた方、それから身体障がい者１・２級の方につきましては、令和３年４月１日現在で

2,463名の方を対象としております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 浅井議員。 

○５番（浅井まゆみ君） そうしますと、まだ半分ぐらいということになってきますので難し

いと思いますが、民生委員さん等にも御協力いただきまして、また登録の推進をお願いした

いと思います。 

 それから、内閣府の資料によりますと、作成経費を支援する報酬というのは１つの計画に

対して7,000円程度ということですが、地方交付税措置とされるということですが、そうい

うのは例えば社協に委託してつくっていただければその事業所にということだと思いますが、

ケアマネジャーとかの場合は、その個人に支払われるのか、または事業所に支払われるのか

分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 総務部総務課防災専門官 兒玉靖君。 

○総務部総務課防災専門官（兒玉 靖君） 誰に支払われるかという点でございますけれども、

確かに事業所という点もございます。ただいま１つ問題になっておるのは、例えば自治会さ

んでつくられた場合にどうなるかというところがございますので、その辺はちょっと県と相

談させてもらって決めていきたいと思っております。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） よろしくお願いいたします。 

 東近江市では個別計画作成マニュアルというものを作成してみえますので、本市において

もこういったマニュアルを作成していただいて、取り組みやすい体制を整えていただきたい

と思います。すぐに支援体制を構築することは本当に難しいと思いますが、福祉部局、防災

部局、または地域が連携を取りながら徐々に助け合いのできる関係づくりを目指していただ

きたいと思います。また、防災士会さん等にも御協力いただきまして、まずは自治会や関係

機関等に個別避難計画の必要性を御説明していただき、啓発活動、周知をしていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 次、Ｎｅｔ119ですが、聴覚障がい者、言語障がい者の方は対象者は何名いらっしゃるの
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か、その点１点伺います。 

○議長（服部 寿君） 消防長 木村謙二君。 

○消防長（木村謙二君） Ｎｅｔ119の対象となる方につきましては、社会福祉課に問い合わ

せましたところ、障害者手帳所持者のうち、聴覚障がいのある方が86名、言語機能に障がい

のある方が22名、重複される方が２名見えますので、市内の対象者となる方は106名でござ

います。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。一人でも多くの方に登録していただける

よう、周知のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで浅井まゆみ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４７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）  

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

◇ 伊 藤 久 恵 君 

○議長（服部 寿君） ９番 伊藤久恵君の質問を許可いたします。 

 伊藤久恵君。 

〔９番 伊藤久恵君 質問席へ〕 

○９番（伊藤久恵君） 議長の許しを得ましたので、一般質問させていただきます。 

 私からは、要旨といたしまして、１．交通アクセスの改善について、質問相手市長でござ

います。 

 質問内容。 

 ４月18日の市長選挙により、新たに、横川市政が誕生しました。ふるさと海津のためにと

立ち上がり、新しい風を吹かせてくださると信じています。 

 さて、新市長のマニフェストの中には、交通アクセスの改善として、１つ目、都市圏、特

に名古屋圏への通勤・通学アクセスの向上。 

 ２つ目、養老鉄道や民間バス、コミュニティバス等の地域公共交通の利便性の向上。 

 ３つ目、長良川・木曽川新架橋（仮称）愛津大橋の建設促進を掲げられております。 

 １点目、今後の本市の交通アクセスの改善に向けてどのように取り組まれるのか、市長の
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未来構想をお尋ねします。 

 ２点目、令和元年７月に公共交通アクセスの市民アンケートが実施されましたが、アンケ

ート結果から見えてくる本市の公共交通アクセスの全般の現状と課題について。 

 ３点目、アンケート、ヒアリング、住民意見交換会などの結果の中から、特に愛知県への

交通アクセスに関して、どのような要望が多いか。 

 ４点目、その結果や要望を受けて愛知県へのアクセスをどのように考え、進めていくのか。 

 以上、４点についてお尋ねします。 

○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 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 伊藤久恵議員の交通アクセスの改善についての御質問にお答えいたし

ます。 

 １つ目の今後の本市の交通アクセスの改善に向けて、どのように取り組むのかにつきまし

ては、交通アクセスの改善はマニフェストにおいて明示しており、政策目標である子育て世

代に選ばれるまちづくりを推進し、人口減少に歯止めをかける上で特に重要な施策であると

考えております。 

 具体的には、名古屋圏への通勤・通学アクセスの向上、また市の公共交通網として位置づ

けている養老鉄道、名阪近鉄バス、コミュニティバス及びデマンドバスの利便性の向上に取

り組んでまいります。名古屋圏へのアクセスについては、津島市、愛西市、弥富市内のＪＲ

及び私鉄の駅への直通バスの運行とともに、駅周辺における駐車場の確保、駐車料金の補助

などを検討してまいりたいと考えております。また、公共交通につきましては、市のコミュ

ニティバス、デマンドバスの運行方法を見直すとともに、福祉輸送、通学輸送なども含め、

利便性の向上を図ってまいります。 

 ２つ目のアンケート結果から見える公共アクセスの現状と課題につきましては、議員仰せ

のとおり、令和元年度に第２次地域公共交通網形成計画の策定に当たり、公共交通の移動実

態を把握するための市民アンケート、また鉄道、バス利用者へのアンケート及びヒアリング

を行いました。その結果から、コミュニティバスと養老鉄道とは、接続が悪く待ち時間が長

いこと、名阪近鉄バスとは、バス停の距離が離れており不便であることなどの課題が見つか

りました。加えて、行き先として日常的に市外への移動ニーズがあること、また他市町や市

社会福祉協議会等との関係機関との連携が不十分であることも課題であると考えております。 

 ３つ目の愛知県への交通アクセスについて、どのような要望が多いかにつきましては、市

内11か所において開催した意見交換会では、名古屋市との直線距離が近いにもかかわらず、

名古屋への交通は遠回りを強いられ不便である。愛知県津島市、愛西市、弥富市への直通バ
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スを運行してほしいなどの意見をいただいております。 

 ４つ目の愛知県へのアクセスをどのように考え、進めていくのかにつきましては、運輸事

業者、岐阜運輸支局、道路管理者、学識経験者、市民の代表などで構成する市地域公共交通

会議で承認された第２次地域公共交通網形成計画に基づき、令和６年度に直通バスの社会実

験を行ってまいりたいと考えております。そのため、本年度からニーズの把握、運輸局や関

係他市町との協議を進めてまいります。また、並行して、養老鉄道の利用促進を図るため、

コミュニティバスとの連絡やデマンドバスの運行の見直しを図ってまいります。今後も、交

通アクセスの改善を少しでも前倒しして行えるよう努めてまいりますので、御理解いただき

ますようお願いを申し上げます。 

 以上、伊藤久恵議員に対する答弁とさせていただきます。 

○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。 

 昨日も、市政運営に対しての所信表明を市長よりお伺いいたしました。その中に、市民の

皆様から御要望の多い交通アクセスの改善につきましても、その取組を加速してまいりたい

と考えておりますと、前倒しのことをまたここでも言ってくださっているんですが、長良

川・木曽川新架橋の建設や道路網の整備を促進、また都市圏への直通バスの実証実験、可能

な限り早期に実現、実施するなど、通勤・通学アクセスの改善を図ってまいりますと明言し

ていただきました。ありがとうございます。 

 私も、この交通アクセスの改善に取り組むことが、子育て世代の市外への転出抑制につな

がる。そして、ふるさと回帰、そして市内への移住・定住の促進を図るためにも重要な施策

であると、人口減少の歯止めをかけたいと、その市長の思いがすごく伝わってまいりました。

そういう中で、マニフェストの中の個別の施策の中でも、名古屋圏への通勤・通学アクセス

の向上と、それから長良川・木曽川新架橋愛津大橋の建設促進と掲げていただいております。

私たちの特に大江地区とか、西江また東江とか、吉里の周辺の方とか、名古屋方面へ行こう

と思う場合、車だったら本当に四、五十分あればもう駅まで行ってしまいます。そんな距離

にあるんですけれども、本市から名古屋圏への公共交通を使って行こうとしますと、桑名と

か大垣とかに出て、電車ですね。それで、また羽島もありますけれども、そういう経由して

いく方法しかないのが現状でございます。その所要時間は１時間以上かかりますし、それゆ

えに、この地方の方々はＪＲとか近鉄長島駅とか弥富、また名鉄でいいますと津島、勝幡、

国府宮駅などに車を置いて、そして電車で名古屋方面に向かうと、そういう方が多いようで

す。車がないと本当に大変不便なところだということなんですが、それらの私たちの地域に
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対して、今までそういう施策というのがございませんでした。 

 質問ですけれども、本市の現状の公共交通サービスの問題として、地域によって大変偏り

があると思います。ある程度、やはり必要とする市民が満遍なくそのサービスが受けられる

ということが重要かなと思いまして、見直しが必要ではないかと考えますが、いかがでしょ

うか、お聞きします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） お答えいたします。 

 議員御承知のとおり、本市の公共交通は、養老鉄道、名阪近鉄バス、コミュニティバス、

タクシー、あと一部地区社協などの送迎サービスで今行われております。このうち、コミュ

ニティバスにつきましては、合併前から運行されておりました８路線で運行しておりました

が、しかし利用者が少ないということで、平成25年度から法に基づいた海津市地域公共交通

会議を立ち上げて市民の代表を含めた皆様と協議を経まして、平成27年３月に海津市地域公

共交通網形成計画、第１次の交通計画でございますけれども策定し、平成27年10月から今の

定時定路線型のバスの基幹系統とデマンド型の支線系統に再編して今動いておる状況でござ

います。 

 コミュニティバスの定時定路線については、市内の拠点間と羽島市まで運行し、デマンド

交通は市内全域と一部市外でございますが、当初358か所のバス停を設けて運行している状

況です。 

 公共交通サービスに偏りがあるのではないかにつきましては、この再編によりまして、特

に定時定路線のコミュニティバスが廃止された地区におきましては、特に偏りがあるのでは

ないかという意見があることは承知しておりますけれども、デマンド交通で市内全域をまず

はカバーしておるということで御理解いただ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。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。分かりました。 

 ここで確認なんですが、その名阪近鉄バスとか、養老鉄道とか、あとコミュニティバスで

すね、羽島線、南幹線ですか。それからデマンド交通、それぞれの年間かかっている経費を

少し比較したいと思うんですが、教えていただけますでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 今御質問のそれぞれの経費につきまして、まず令和２年度分

でございますが、名阪近鉄バスへは市の負担額として497万4,000円、養老鉄道へは市負担額

といたしまして１億1,432万6,000円でございます。 
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 コミュニティバスにつきましては、令和元年10月から令和２年９月分になりますけれども、

海津羽島線で運行経費が3,743万2,000円、このうち運送収入が632万円ありますので、差引

き市の負担額として3,111万2,000円、南幹線につきましては、運行経費が2,435万4,000円で、

運送収入が327万3,000円、市の負担額として2,108万1,000円でございます。 

 デマンド交通につきましては、運行経費が4,743万5,000円で、運送収入が237万6,000円と

デマンド交通に関しましては国庫補助金が入っております。その国庫補助金が1,088万円で

差し引きいたしまして、市の負担額として3,417万8,000円となっております。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した。 

 その中で運営しているいろんなところですけど、数値目標というのがやっぱりございます

よね。これだけは達成したいという目標なんかでお聞きしたところ、名阪近鉄は目標を達成

していると。それから、養老鉄道も数値目標は達成しているということはたしか資料に書い

てあったと思うんですけれども、一定の利用者を確保しているということなんですが、コミ

ュニティバスとかデマンド交通に関しては未達成ということなんですが、赤字覚悟でも住民

のためにやってくださっているんだということは分かりますけれど、厳しい財政の中でやっ

ていただいているということはよく分かりました。 

 次ですけど、先ほど市長さんの内容の中に、例えば名鉄のＪＲ駅とか、津島駅への直通バ

スの運行、または市長のホームページか何かを見たときに書いてあったんですが、名鉄の勝

幡駅周辺における駐車場の確保、また駐車料金の補助などについて検討したいということが

書いてありました。そのお考えにすごく市民への、先ほどじゃないですけど、公平さという

ものを感じうれしく思うんですが、しかしよく考えてみますと、勝幡駅周辺に駐車場の確保

とか、駐車料金の補助ということになりますと、これらは市の補助ということで、でもその

お金の流れる先ってどこに行くんだろうと考えたときに、他市町のそういう駐車場を管理し

ているところに補助金が流れるという構図ですよね。そういうのを考えたとき、何か本市の

税金をそういうところに投入していいのかなという、ちょっとそういう思いもいたします。 

 例えば海津市の市役所付近に駐車場がもし確保できるなら、そこをハブ拠点みたいな感じ

にしまして、そこに車を置かせていただいて、市の補助で安価にその駐車場に車を置かせて

いただくとか、そうすると市のほうにも流れますし、何かそういうような、何て言うんです

かね、ただ補助金ありきじゃなくて、その補助金が次の効果につながるかということをやっ

ぱり最終的にそういうところを見ていかないと、ただ本当に総花的に流して終わりになって

しまうと、もっと財政が厳しくなるかなと、すごく市長の気持ちはありがたかったんですけ

れども、ふっと考えたときに、そういう側面もあるかなということを思いましたので、少し
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つけさせていただきました。 

 次に、住民意見交換会の結果ですけれども、住民がこの定時定路線を本当に希望している

ということは、交換会のときの意見なんかですごくたくさん出ていたんですけれども、市長

はそれを受けて前倒しで進めたいと言ってくださっているんですが、いつからその実証実験

みたいなのが始まるのかと、それから実験の期間ですね、それからどこを通るのかというよ

うなことが、もし案としてありましたら教えていただきたいのと、愛知県だけじゃなくて、

三重県のほうにも社会実験ということで、令和４年度が三重県で、令和６年度が社会実験と

いうことですね。愛西市ということで書いてあるんですけれども、このようなところはどう

いうふうになっているのかちょっと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） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） まず愛知県への交通アクセスの実証運行におきまして、１つ

目の開始時期とその期間につきまして、先ほどの市長答弁のとおり、第２次の公共交通網計

画に基づき、運行開始時期は令和６年度、期間は１年間を予定しておりますが、少しでも開

始時期を前倒しできるよう努めてまいります。 

 ２つ目の運行ルートにつきまして、今現在の案でございますが、市役所から名鉄勝幡駅、

津島駅、海津温泉から近鉄弥富駅等を想定しております。それから令和４年度の三重県とい

う記載があるよという件ですけれども、それにつきましては、デマンド交通の見直しの中で

三重県のほうへデマンドのバス停を設置していきたいということでございます。以上でござ

います。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） よく分かりました。 

 次に、愛知県への交通アクセスなんですが、どのくらいの経費がかかるのか教えてくださ

い。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 実証運行した場合、どれくらいの経費がかかるかということ

につきまして、運行ルート案の一つである市役所から名鉄勝幡間、これ約13キロとなります。

国が示す１キロ当たりの単価で試算いたしまして朝と夕２便ずつ、計４便往復したとすると

１年間毎日運行で年間1,378万円ほどとなります。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した。 

 今のを聞きますと、１路線朝夕２便なので毎日４往復ですよね、４往復して年間で1,400
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万近くかかるということでございますね。あと、これだけのお金がかかるということで、具

体的に、本当にどれくらいの人が実際に利用されて、その外部の利用者がどのくらい見込め

るのかとか、あったらいいなというんじゃなくて、本当に利用するかしないかが、とてもそ

ういうところが重要かと思うんですが、この路線を利用すると考えられる地区の方に運行計

画をこれから立てるに当たってのアンケートなんかをされるのでしょうか。どのような内容

でされるのか分かりましたら教えてください。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） アンケートにつきましては、運行時間や運行本数などを計画

するためには、移動ニーズの把握が欠かせないと考えておりますので、アンケート調査は行

う必要があると考えております。アンケート内容につきましては、ルート案等を示しながら

利用するかしないか、利用するなら利用目的、利用時間帯等をお聞きしたいと考えておりま

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。 

 少し、ちょっと知り合いの方にお聞きしたところ、そういう交通ネットワークを構築して

いただくということはすごくありがたいんですが、市民の意見として、今利用が本当に少な

いなと思われる路線を見直してでも、県外への路線定着をすべきではないかという意見もご

ざいましたし、それから今社会実験をするに当たって、コロナ禍ですので外出を控えたりし

ているときにやってもそんな数値が分かるんかなという方もありましたし、それから、先ほ

ど１年はということを言われましたが、やはり１年ぐらいはやらないと季節によって客層も

いろいろ違いますから、実験の成果として確定的なものが出るのには１年ぐらいは要るんじ

ゃないかということを言われる方がいました。 

 私は、この名古屋圏からこちらへ来ていただくというための公共交通としても、何かすご

く大変重要なんではないかなと考えております。これまでアクセスの不便さで、本市へその

目が向かなかった方々もあると思うんですよ。ですから、本市の魅力に触れていただく機会

を増やすためにも、愛知県方面への交通アクセスの実証実験の開始に向けて、行政としてコ

ミュニティバスの位置づけというんですか、利用対象者というんですか、どのように考えて

いらっしゃるか。私は誘客アクセスなんかもって思うんですが、市のほうとしては、どのよ

うなこれを位置づけとして、コミュニティバスを位置づけられているのかということをちょ

っとお聞きしたいんですが、お願いします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 位置づけについてでございますけれども、まず一般的にコミ
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ュニティバスというのは、地域内の住宅、集落、あるいは鉄道駅、公共施設、病院などを結

ぶ生活路線としての位置づけ、観光拠点を循環する路線など様々な種類があります。本市に

つきましては、この第２次海津市公共交通計画網形成計画におきまして、利用者が多くてあ

らゆる目的で利用できる不特定多数が便利な交通手段を汎化交通と、特定の目的、対象者に

とって便利な交通手段、特化交通、この２つに分類し、それぞれの特性に応じた交通手段の

提供を図っていくということとしております。 

 コミュニティバスの位置づけとして、本市と羽島市とを結ぶ海津羽島線でございますけれ

ども、日常の通学だけではなくて、あらゆる目的に対応できるということで汎化交通の位置

づけとしております。ほかのコミュニティバスについては、通学対応等、利用対象者を明確

にした特化交通の位置づけとしております。 

 愛知県方面へのバスの位置づけにつきまして、観光などの誘客も含めたあらゆる目的で利

用できる汎化交通と位置づけるのか、通勤・通学を目的とする特化交通に位置づけるのか。

今後、公共交通会議にて協議していただきながら、方針のほうを決めていきたいと考えてお

りますのでよろしくお願いします。 

〔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） すごく詳しく教えていただき、ありがとうございました。 

 その公共交通アクセスの構築に向けてですけど、率直に聞きますけど、今どのような課題

があるのでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 公共交通アクセスの構築に向けての課題につきまして、バス

路線を新たに新設するということになりますので、まず運行経費があるかと思いますけれど

も、この運行経費以外に１つ目に、多くの関係機関との協議が必要であること。 

 それから２つ目に、社会情勢としてバスの運転手不足が上げられると考えております。 

 １つ目の関係機関の協議先として運行ルートの各道路管理者、それから各交通管理者、そ

れから乗り入れ先の自治体、それからその公共交通会議、それから鉄道駅へ乗り入れる場合、

乗り入れ先の鉄道事業者、そして管轄の運輸支局等が協議先として必要なところでございま

す。 

 ２つ目のバスの運転手不足につきましては、全国的なことでございますけれども、運転手

不足によって、減便や廃止せざるを得ない事業者もあるという状況になっておると。それか

ら、運転手の有効求人倍率につきましても、全職業平均の２倍となっているという状況で、

本市のコミュニティバスの運転手に関して募集してもなかなか応募がないという状況がござ

います。以上です。 
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〔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。 

 関係機関とのいろんな協議、今聞いているだけでも様々にあって大変なんだなということ

が分かりました。私、もし愛知のほうにバス路線をするとすると、その路線というのを何本

か走らせるというのはちょっと難しいかなと思って、やはり１本に特化して本数を増やして

いくということ、それのほうが多分利用しやすいのではないかなということを考えておりま

して、市長の中に名古屋駅までの直通とかございましたけど、やはり財政面からいいますと、

近くの津島とか弥富とか、そういうところまでの距離を短くして電車などと併せて利用いた

だくスタイルのほうがいいんかなということを考えました。やはり本数をできるだけ充実さ

せることが大事かなと思います。 

 それから、先ほどおっしゃってくださったんですけど、バス路線が本格的に運行となるた

めには、利用者の目標設定、また達成率を考慮しなきゃいけないと思うんですけれども、こ

れは誰がどのように判断されるんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 本格運用の目標設定のことにつきましては、策定しておる公

共交通網形成計画の中に評価指標といたしまして、利用者数、それから公共交通利用者１人

当たりの財政支出額等があります。この本格運用への目標設定につきましても、公共交通会

議の中で協議して進め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。 

〔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。 

 公共交通会議って、先ほど市長の御答弁の中にもあったんですが、どのような方で構成さ

れて、何人ぐらいお見えになるのかもう一度お聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 公共交通会議でございますけれども、道路運送法等の法に基

づいた会議でございまして、委員につきましては、運送事業者、市民または利用者の代表者、

岐阜運輸支局、県の公共交通課、国・県の道路管理者、警察署、学識経験者、そのほか市の

関係者25名で構成しております。以上です。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） それから今年の予算でしたけど、生活交通対策事業の中の市地域公共

交通会議負担金といたしまして、昨年よりも220万増額されて260万円が計上されております。
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この内訳を教えてください。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 公共交通会議への負担金につきましては、議員仰せのとおり、

本年度予算で260万円計上させてもらっております。このうち40万円につきましては、この

公共交通会議の運営費としておりまして、220万円の増額分につきましては、この公共交通

計画に基づいて来年度令和４年度に行う定時定路線バスの再構築に向けての業務委託を行う

もので、その内容につきましては、定時定路線のバス再編案作成といたしまして運行ルート、

ダイヤ案の作成、それから関係機関の協議支援として協議用資料の作成等、そのほか専門部

会開催支援等を予定しているものでございます。よろしくお願いします。 

〔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） すみません。ちょっと今理解しかねたんですけど、愛西市のことに関

しても、この中にも入っているということですか。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 愛西市に関してこれが入っておるかと言われると、今現在入

っておりませんが、名古屋圏へのバスの実証運行に向けては、この会議の下に専門部会とい

うのを設けて中でまずは協議を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。 

〔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。 

 市長様の思い、前倒しでやりたいという、そういう思いを受けて、どうかコミュニティバ

ス、定時定路線が定着いたしますようにということを思います。 

 ちょっと離れるんですけど、デマンド交通のことについて先ほど少しあったのでお聞きし

たいんですが、本市では、コミュニティバスを補完する意味でデマンド交通があるというこ

とで、今ですとデマンド交通で市を越えて養老町のオークワのほうなんかにも行っていると

いうことなんですが、今後ですけど、輪之内町とか多度町へのアクセスも考えていらっしゃ

るんでしょうか。もし考えているんでしたら、実施はいつからということを教えてください。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） 市外へのデマンド交通につきましては、今現在、羽島市の大

須、西小藪、それから養老町のオークワの３か所にデマンド交通のバス停を設置しておりま

す。この３か所以外にも市外へのデマンドバス設置要望のある輪之内のビッグ、それから多

度にあるエフマート、大桑クリニックにつきまして、先ほど言いましたように次年度デマン
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ドバスのバス停設置ができるよう関係機関と協議を進めております。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。 

 デジタル庁も開設されましたし、今後、スマホなんかを使用してＩＣＴによるスピーディ

ーな対応、例えば今ここにいますと言ってスマホなんかで送れば探知してくれて迎えに来て

もらえるような、そんな利便性が向上したデマンドバスだったら皆さんがもっと利用するか

なということなんかを考えますが、そのような可能性はいかがなもんでしょうか、お聞きし

ます。 

○議長（服部 寿君） 市民環境部長 大橋隆幸君。 

○市民環境部長（大橋隆幸君） スマホ等の利用につきましては、高齢者におきましても、イ

ンターネット普及率が増加している。また、ワクチン接種のウェブ予約についても、かなり

の方がウェブ予約をしてみえるよということもありますので、予約時の利便性向上のため、

インターネット予約ができるように次年度できるように進めておりますのでよろしくお願い

いたします。 

〔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。 

 あわせてですけど、福祉面で移動が難しいような方々で、地区社協の送迎なんか、夢づく

り協働事業の施策もありますけれども、それらとの連携で、またそういう弱者というんです

かね、そういう高齢者の方とか、弱者の方々をドア・ツー・ドアでできるような福祉サービ

スも充実して広がっていくといいなということを考えております。今年は、西江でも夢づく

りのほうで採用されましたし、石津もですけれども、あと下多度など、そういう何か広がっ

ていくと、もっと縦横無尽に多くの方々の足が誕生してくるかなということを考えます。 

 次に、愛津大橋の建設も、本当に早い実現を願っておりますが、ちょっと要望でございま

すけど、もしバスが定刻に走行できるようにって、橋がネックだと思うんですよね。そうい

う場合、今度、愛津大橋が架かる場合には、バスのバス路線というのを造っていただけたら

なということを思います。やっぱり定刻に着かないと定時定路線になりませんので、そうい

うことをお願いしたいと思います。 

 最後に、この公共交通のアクセスに対して、何か市長の言葉でいただけましたらありがた

く思います。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 一部、これまでの答弁の繰り返しにもなってしまいますが、名古屋圏
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への交通アクセスの改善というものは、若者の市外への転出の抑制、そして、今までに出て

行ってしまった若者たちを市内へと呼び戻す、そのふるさと回帰、そして都市圏の人々の移

住・定住、これらを促進していく上で欠かせないものだというふうに認識しております。 

 ですので、名古圏へのこのバスの実証実験、令和６年度というふうに申しておりますが、

一年でも早く、一か月でも早く、一週間でも、一日でも早く、これを実施していきたい。そ

うしなければ、若者はどんどんと外へ出ていってしまうわけで、これをまず止めたい、そう

いう思いでございます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤久恵議員。 

○９番（伊藤久恵君） ありがとうございました。市長の熱い思いを感じまして、本当にあり

がとうございます。 

 本当に都会に、名古屋に背を向けて発展はないと私は思うんですね。ですから、もっと東

のほう、川は２つありますけれども、名古屋圏とのもっとこういうアクセスを密にして海津

の発展をもっと考えていく、経済的効果をもっと考えていくということが重要かなと思いま

すので、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。 

 今日は、市長の思いを聞かせていただけまして本当に勇気が出てまいりましたし、元気が

出てまいりました。本当に海津を発展させたいと思います。よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで伊藤久恵議員の一般質問を終わります。 

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

◇ 伊 藤   誠 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、６番 伊藤誠君の質問を許可いたします。 

 伊藤誠君。 

〔６番 伊藤誠君 質問席へ〕 

○６番（伊藤 誠君） 議長より質問の許可をいただきましたので、私から今回は１点だけ質

問させていただきます。 

 公共施設等総合管理計画、今回の改訂版及び個別施設計画についてお伺いをいたします。

質問相手は市長でございます。 

 質問内容。 

 公共施設等に関しては、全国の多くの地方公共団体で共通の課題を抱えており、そのよう

な状況を踏まえ、総務省では、平成26年４月に公共施設等を総合的かつ計画的に管理するた

めの公共施設等総合管理計画の策定を全国の地方公共団体に対して要請しました。さらには、

令和３年３月までに個別施設計画の策定と、それを基に令和３年度中に総合管理計画の見直
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しを求めてきました。これに伴い、令和３年１月には、令和３年度までの公共施設等総合管

理計画の見直しに当たっての留意事項を公表しています。これを受け本市においては、本年

３月、海津市建物系公共施設個別施設計画を策定するとともに、平成27年12月に策定した海

津市公共施設等総合管理計画を見直し改訂をいたしました。 

 これらについて以下、お尋ねをいたします。 

 １番、全庁的な取組体制の中で、個別施設の統廃合に関する計画決定過程は。 

 ２番目、総合管理計画の改訂版で人口ビジョンの更新以外の主な見直し点は何か。 

 ３番目、改訂版では、2055年までの将来更新費用推計は年平均59.8億円のまま更新されて

いませんが、５年たった今、想定充当可能額30.4億円との乖離額29.4億円に対する展望は。 

 ４番目、施設の老朽化比率を示す有形固定資産減価償却率に関する記述はないようですが、

把握できていますか。また、他市町と比べてどうでしょうか。 

 ５番目、令和元年度の本市決算書によりますと、公共施設整備基金残高は10億870万8,320

円となっておりますが、この金額は今後の更新等に対していかがでしょうか。 

 ６番目、上記整備基金の積立て、取崩しに関する明確なルールは設けられていますか。 

 ７番目、総合管理計画の今後の改訂は何を重点に見直していきますか。 

 ８番目、個別施設計画の中で、特別に記述のある南濃町内の以下の４施設について、今後

の方針とその理由を改めて説明願います。文化会館（令和６年度に解体）、南濃総合福祉会

館「ゆとりの森」（運営手法の見直し）、旧南濃中学校（令和５年度に解体、整地造成工

事）、エコドーム（令和４年度以降に指定管理者制度導入）となっておりますが、改めて説

明をお願いいたします。以上でございます。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 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 伊藤誠議員の公共施設等総合管理計画（改訂版）及び個別施設計画に

ついての御質問にお答えいたします。 

 議員御承知のとおり、本市におきましては、合併前に整備された文化系施設、スポーツレ

クリエーション施設等約280に上る多くの施設を有しており、今日の行政サービスに供して

おります。しかし、社会情勢の変化や市民ニーズの多様化、合併による状況の変化等により、

公共施設の在り方も変わってきております。このため、平成25年に公共的施設見直し指針を

策定し、市行政改革大綱に基づいて本市が有する公共的施設の目的と効果を検証し、行政需

要に適合した公共施設の在り方について検討を行ってまいりました。 

 一方、公共施設等に係る課題は全国の自治体で共通するものが多く、その状況を踏まえ、

総務省では、平成26年４月に公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための公共施設等総
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合管理計画の策定を全国の自治体に求めたところでございます。本市においても、総務省が

示す公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針に基づき、平成27年12月に市公共施設

等総合管理計画を策定し、本市の公共施設等の更新費用を今後40年間で49％圧縮することを

目標に、公共施設等の最適な配置の実現に努めているところでございます。 

 １つ目の個別施設計画の計画決定過程につきましては、昨年度、市公共施設等総合管理計

画の見直しと併せて、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として個別施設計画を策

定いたしました。その策定過程としましては、各課係長級以上で26名の職員で構成する行政

改革推進プロジェクト委員会を設置して全庁的な取組方針を定めるなど、部局横断的な調整

を行うとともに、各部局で各施設の更新・統廃合等の必要性を検討し、個別施設計画の原案

を取りまとめたところでございます。 

 次に、各部局が作成した原案を基に、部局長で構成する行政改革推進本部においてその内

容を精査するとともに、令和２年６月に公表しました財政再生対策を踏まえ、中長期的な視

野で重複サービスとなっている施設については、民間資金の活用や統廃合を検討していくこ

とを方針とする計画案を取りまとめ、本年１月にパブリックコメントを実施いたしました。 

 最後に、計画案を市民の代表や学識経験者等を構成員とする市行政改革推進審議会に諮問

し、原案のとおり同意する旨の答申をいただき、策定に至っております。 

 ２つ目の総合管理計画の改訂版で人口ビジョンの更新以外の主な見直し点につきましては、

昨年度実施した公共施設等総合管理計画の改訂では、人口ビジョン以外に各統計データの更

新のほか、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針の見直しを行いました。また、議員仰

せのとおり、令和３年１月26日付で総務省より発出された令和３年度までの公共施設等総合

管理計画の見直しに当たっての留意事項では、国のインフラ長寿命化計画が令和２年度中に

見直されることを踏まえ、令和３年度中に公共施設等総合管理計画の見直しを行うこととさ

れており、同計画への必須事項が明確化されるとともに、記載が望ましい事項が示されたと

ころでございます。 

 国が求める必須事項として、過去に行った対策の実績、施設保有量の推移、有形固定資産

減価償却率の推移、長寿命化対策を反映した場合の見込み、対策効果額等、また記載が望ま

しい事項として、計画期間における公共施設の数、延べ床面積等に関する目標、地方公会計

の活用等がそれぞれ掲げられております。 

 このことから、昨年度改訂した本計画を改めて見直すこととし、今定例会に上程した補正

予算に改訂業務に係る委託費を計上させていただいております。 

 なお、本計画の策定に当たっては、これまで国からの財政的な支援は示されておりません

でしたが、令和３年度に限り、計画の改訂に係る費用について特別交付税措置を講じるとさ

れたことから、早急に改訂業務を進めるものでございます。 
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 ３つ目から７つ目の乖離額に対する展望、有形固定資産減価償却率の把握、公共施設整備

基金の残高、積立て、取崩しのルール、計画の改訂につきましては、先ほど答弁しましたと

おり、現在の本計画には、長寿命化対策を実施した場合の費用、有形固定資産減価償却率を

用いた指標等が整備されていないことから、今年度、民間事業者に委託して整備を行いたい

と考えております。 

 加えて、今回の改訂では、今後、公共施設マネジメントを推進するために地方公会計の活

用により、固定資産台帳と施設をひもづけるほか、固定資産台帳を利用した将来の投資シミ

ュレーションの実施、施設別分析の実施、有形固定資産減価償却率を利用した修繕の優先順

位の決定、施設ライフサイクルコストの計算等の項目を追加いたします。 

 また、用途廃止された資産や売却可能な資産等について、効率的な運用や売却等を行うこ

とは資産利用の最適化及び将来の維持管理等に係る負担の軽減に資することから、保有する

財産の活用や処分に関する基本的な方針についても盛り込んでまいります。 

 さらに、令和３年度より総務省と地方公共団体金融機構の共同事業として、自治体の状況

や要請に応じ、総合管理計画の見直しも含めた政策テーマについて、アドバイザーを派遣す

る事業が創設されると伺っております。外部からの意見も伺いながら進めていければと考え

ております。 

 ８つ目の市文化会館、南濃総合福祉会館「ゆとりの森」、旧南濃中学校、エコドームの今

後の方針とその理由につきましては、個別施設計画は、公共施設等総合管理計画の基本的な

考え方を踏まえ、各施設の維持保全や施設の集約化・統廃合を着実に推進するために施設ご

との具体的な対応方針を定めたものであります。 

 まず市文化会館につきましては、公共施設等の管理に関する考え方を踏まえ、類似施設は

重複や過剰な配置を避けることとする方針の下、当該施設の耐震補強工事が未施工であるこ

と及び土地が借地であることを考慮し、解体する計画としております。しかしながら、会議

室等の代替施設や城山支所の移転先などが課題であり、関係部局と協議し解決してまいりた

いと考えております。 

 次に、南濃福祉会館「ゆとりの森」につきましては、現在、会計年度任用職員２名を配置

し、入浴施設の運営や貸館業務を行っております。また、同館内のデイサービスセンター南

濃については、指定管理者制度により市社会福祉協議会が運営を行っております。このよう

な状況の中、効率的な総合福祉会館の管理運営を検討したところ、指定管理者制度を含めた

民間事業者等を活用することが利用者サービスの向上、効率的で効果的な運営、福祉サービ

スの充実につながるものと考えられることから、運営手法の見直しを検討していくこととし

ております。 

 次に、旧南濃中学校につきましては、これまで土地や建物を活用する跡地利用者の募集を
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行ってまいりました。また、令和元年度には、国土交通省の主催により民間企業から幅広く

アイデア、意見を伺い効果的な施設利用を図ることを目的とした中部ブロックプラットフォ

ームサウンディングが開催され、本市も意見交換会に参加したところでございます。しかし

ながら残念なことに、当該跡地の利活用については特段の進展もなく、民間の活用が厳しい

状況であります。こうしたことから、建物を解体して整地を行い、利用方法を引き続き検討

することとしております。 

 次に、エコドームにつきましては、維持管理費の約90％を人件費が占めており、運営方法

等の見直しを検討したところ、民間の能力や創意工夫を取り入れることにより、利用者のサ

ービス向上や管理運営の効率化を図るため、指定管理者制度の活用を検討していくこととし

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。 

 公共施設の総合管理計画につきましては、これは七、八年前から総務省のほうより度重な

る指針であったり通知が出されているわけでございまして、平成26年、答弁の中にもありま

したように策定に当たっての指針、それから平成30年には、その指針の改訂版、また同年２

月にはさらなる推進のための留意点、これが平成30年２月通知と言われているようでござい

ますが、そして、同年４月には、適正管理のさらなる推進ということで平成30年４月通知と

度々総務省からの通知が来ているわけでございまして、そんな中、いろんな意味でいろんな

対応をしていただいているということに対して、改めて敬意を表する次第でございますけれ

ども、本市におきましては、そんな中で平成27年に答弁の中にありました第１回目の公共施

設の総合管理計画を策定いただきました。全国においては、令和２年３月末でほぼ100％の、

99.9％の自治体で総合管理計画が策定されたようでございまして、令和３年の３月末には個

別施設計画の約80％ぐらいの自治体では策定されたというふうに伺っております。 

 そして、本市の場合、第１回の策定から５年が経過して、いろんな国からの指摘があって、

この３月に改訂版を策定していただいたようでございますが、私がちょっと通告の中で令和

３年度中に改訂される新しいものと思う、この３月に出された改訂版と若干、一部混同した

面がありましたので、ちょっと答弁のほうで非常に御迷惑をおかけしたかなということで、

ちょっとおわびを申し上げます。 

 それで、今年１月に出されました令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当

たっての留意事項、先ほど答弁の中にもありましたが、これはいろいろ必須事項、それから
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記載が望ましい事項、いろいろなことが多く書かれてあるわけでございますけれども、先ほ

ど申し上げたような理由で、ちょっと私の通告の質問と答弁が一部かみ合っていないところ

もあるようでございますので、１つずつ確認をしながらちょっと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します。 

 最初の質問でございますが、これは、全庁的な組織に基づいてきちんと個別施設計画を作

成していただいたというふうに認識をしておりますが、その中で１つお伺いをしたいと思う

んですけれども、この全庁的な組織の中で、今、プロジェクトチーム推進改革本部が機能し

てやったということですが、必要に応じ開催される公共施設検討委員会というのは、これは

どういうときに機能するのか、ちょっと教えていただけませんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 検討委員会についてお答えをさ

せていただきます。 

 この検討委員会につきましては、実は開催は今回はされておりません。推進本部の下で個

別に検討しなきゃいけない部分について検討させていただく委員会でございますけれども、

平成27年も、今回改訂につきましても、この委員会は開催はさせていただいておりません。

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） 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、２番目の質問に移ります。 

 ３月に改訂されました今回の改訂版でございますけど、私ちょっと、いろいろ前回の平成

27年のものと比べて何が改訂されたのかなと最初からずうっと見せていただいたんですが、

確かに人口ビジョンの更新は５年たっていますから新しいものに変わり、一部維持管理に関

する経費とか、事務事業の見直し、それからユニバーサルデザイン化というものがつけ加え

られておりましたが、そのほか施設等に関しましてもあんまり変わっていないなと。今回の

改訂、これから１年かけて大規模な改訂が行われるわけですけど、補正予算の中でもたしか

660万の費用をかけて改訂がされるわけでございますが、その前に当たって、この改訂は何

が意図でこういう改訂をされたのかなと、ちょっと疑問に思ったので、ちょっとこの質問を

させていただいたんですが、ちょっとその辺をお答えいただけますか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 令和２年度に改訂をさせていた

だいたことについて回答をさせていただきます。 

 実は、令和２年度につきましては、主に管理計画の下に今回、個別施設計画を実際には策
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定をさせていただいたというのが大きな目的でございました。その中で、やはり計画のほう

もやはり５年たっておりますので、修正をできるところは修正をさせていただいたというと

ころでございます。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。 

 これは、次の３番目以降にも関連はするんですが、通告の中で、私が総務省の令和３年度

までの公共施設管理計画の見直しに当たっての留意事項ということにも触れさせていただい

たからだと思うんですが、その意図を酌み取って先回りしていろいろその後の答弁をいただ

いたのかなあというふうに想像をしているわけでございますが、３番から７番に関しまして

は、何かざっくりと十把一からげで答弁をいただいたような気がするんですが、３番に関し

ましては、５年たって改訂版が今年３月に出していただいたんですが、今回のものも前回の

５年前のものも、この改訂総合計画の中で一番大きな文字で書いてあるのが、本市の公共施

設の更新費用を今後40年間で49％圧縮するということが一番大きくうたってあるわけでござ

いまして、今回もそのとおりでございますが、ＰＤＣＡサイクルでいろいろ見直した結果、

５年たった今、４年前と同じ40年って、これはいつのことを言っているんだということも非

常に疑問に思いましたので、これが果たして、その本当に本気でやっている計画なのかとい

う、非常に私は大きな疑問を感じるわけでございまして、この今回の改訂で40年後といって

いるのは、いつのことなのかということで、ちょっと答弁いただけませんか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） お答えをさせていただきます。 

 今回、40年間で49％圧縮というところでございますけれども、実は、この計画を策定いた

しました平成27年度以降に施設を見直しさせていただきまして、廃止させていただいた施設

が13施設ございます。当然、施設を解体させていただいたことよりまして、どれだけ効果が

あったのかとか、この49％、また金額にしますと29.4億円の乖離につきまして、どれだけ縮

められたのかということにつきましては、現時点では把握させていただいておりません。 

 しかし、先ほど市長の答弁にもございましたように、今年度実施をさせていただきます計

画の改訂におきまして、現在までに廃止をさせていただいた13の施設、また今回の個別計画

で廃止等の方針にかけさせていただいた施設などを今回、改訂で数値に反映をさせていただ

くとともに、実は長寿命化という考え方も今回新たに導入をさせていただきまして、更新周

期を、議員御承知のとおりだと思いますが、今まで60年間で見ておったものを80年間に延長

をさせていただきたいなと。そこで、現在の数値で新規に投資をするものを今度更新に振り

替えることによりまして、その乖離の差が小さくなっていくというふうに考えております。 
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 当然、この先いかに公共施設等の更新費用を捻出していくかということは重要であります。

当然問題ではありますので、本市が必ず取り組んでいかなきゃいけない課題であるというこ

とは認識をさせていただいておりますので、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。 

 ３番の質問に関して、今のように答弁をいただいたらありがたかったなあと、初めからそ

のように答弁をなぜいただけなかったのかなというふうに思いますので、今後よろしくお願

いします。 

 それから、４番から７番につきましては、さっき３番から７番で一括して答弁をいただき

ましたが、これは実質、国の留意事項を踏まえて今後１年かけて見直す内容を答弁いただい

たように思うんですが、ですから、３番から７番に関してはというのは７番の答弁をいただ

いたような私は気がするんですが、そうしますと４番から６番につきましては通告をしてあ

るにもかかわらず、この分については答弁をいただいていないと。特に５番、６番につきま

しては、基金の基の字も答弁の中に出てこないというのは、これいかがなものかなというふ

うに、私は大変ちょっと疑問に思うんですが、今後こういうことがないようにしていただき

たいと思います。 

 それで改めて伺いますけど、４番目の有形固定資産減価償却率が、これ私今現状をただお

聞きしただけなので、４番、５番、６番に関しましては、現状の認識とか把握をお伺いした

だけでございますので、減価償却率が今把握できているかどうかということをお伺いしただ

けなんですが、いかがですか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 減価償却率につきましての御質

問に答弁させていただきます。 

 市長の答弁にもございましたように、実は今年度、この辺りにつきましては把握をしたい

なというふうに考えておりますので、現時点では把握はさせていただいておりません。当然、

率の指針を活用することで、議員が御指摘の部分につきましても、当然把握をこれからして

いきたいなというふうに考えております。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） 減価償却率につきましては、これどこもが把握しているとは私も思い

ませんが、いろいろと老朽化対策の優先度を踏まえるためのめり張りのある予算編成だとか

ということに対しても有効な利用ができると思いますし、当然今度の改訂では、こういった
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ことも国からの要請も出ておりますので、盛り込んでいただけるものだというふうに考えて

おりますのでよろしくお願いします。 

 それから、通告の中で他市町との把握というようなこともお伺いしましたが、例えばこの

件に限らず、全国の自治体において本市が、人口であるとか、面積であるとか、産業構造で

あるとか、ここは本市と比べるのに非常に都合がいいなと思うような自治体は、やっぱり今

現在把握していらっしゃるところはあるんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 類似団体の比較についての御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 実は、比較につきましては現在しておりません。ただ、今後やはり合併の有無、環境、住

民の意識によって公共施設の在り方というのは当然差はあると考えますけれども、議員が御

指摘のとおり、やはりそういった比較のデータも必要かなというふうに認識しております。

また、ほかの市町がどのような公共施設マネジメントの取組を行っているか、そういったと

ころも、当然調査研究をしていかなきゃいけないなというふうには認識をしておりますので、

今後検討してまいり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） ぜひそういった意味で、比較対象できる自治体というものを、本市の

場合、川が中央に流れているという非常に類似団体を見つけにくい背景にはあると思います

が、ぜひそういったものを見つけていただいて、今後の参考にしていただけるような方法を

取っていただくといいのかなというふうに思います。 

 それから、次の基金の問題でございますが、これは令和元年度のさっき決算書を見せてい

ただいて10億ちょっと、この金額に対する認識というのもお答えをいただけなかったわけで

すが、今何らかの形でこの金額がどうなんだということは、お答えはいただけるのでしょう

か。ちょっと、それなりで結構ですが、お願いします。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 基金につきましては、将来の更

新費用の財源を確保するということは当然必要であるということは認識をしております。こ

れにつきましても、今年度実施します改訂において算出した数値を基に毎年更新費用を当然

備えていく必要がございますので、そういったところも今後検討していきたいなというふう

に考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

〔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） 分かりました。 

 基金に関しましては、海津市教育施設整備基金というのを本市の基金条例を見ますと別に

あるんですが、これは今回、通告の対象外になりますので部局長に特にお伺いはしませんけ

れども、整備基金の取崩しとか積立てとかそれに対する、これ通告で私も言っているんです

が、明確なルールというのは設けられているんでしょうか、ないんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 基金の取崩しのルールにつきま

してお答えをさせていただきたいと思います。 

 現在、公共施設整備基金の取崩しに関するルールは実際ございません。議員が御指摘のと

おり、やはりルールは策定する必要があるのかなというふうには認識をしておりますので、

こちらにつきましても、今後検討していきたいなというふうに考えておりますのでよろしく

お願いします。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） ルールにつきましても、そんなに多くの自治体できちんとしたものが

用意されていると私も思っておりませんが、今後のためにはぜひ必要なものだというふうに、

当然公共施設の管理をこれから進めていく上では非常に重要な部分だと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それで、自治体によりましては、このルールの基準というものもいろんな形で設定してあ

りまして、例えば一例、これはどこかということは申し上げませんが、金額につきましては、

自治体規模がありますのでちょっと金額についてあまり参考になりませんが、例えば基金は

毎年度６億円を当初予算から積み立てるものとし、決算剰余の20％に相当する額が６億円を

上回る場合は、その上回った額について補正予算により積み立てるとか、処分につきまして

は、事業費7.5億円までは予算措置どおりに対応するものとし、これを超える部分に充当で

きるものとすると、そんなような決め方をしている自治体もありますし、また別の自治体で

は、その目標額というのは特に設定せずに、寄附とか公共の土地の売却、運用益の繰入れの

みを積立額に入れて決めているというような自治体もあるようでございますので、これはも

う様々な設定の仕方があるというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

 それから、国の今の留意事項の中でいろいろあるんですが、その中に記載すると望ましい

ということの中に、公共施設の広域連携という部分があるんですが、特に本市の場合、先ほ

ども申しました中央に非常に大きな川が流れて市を二分しているということで公共施設に関

しても、広域連携というものも、これから随分必要になってくるんではないかと。例えば防

災に関することであるとか、いろいろ考えられることはあると思いますが、広域連携につい
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ても、今後の改訂で何らかのところに触れていただくのかどうか分かりませんが、今こんな

ことは広域連携では可能ではないかというようなことを想定していらっしゃるようなことが

あればお願いします。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） 広域連携についての答弁をさせ

ていただきます。 

 議員が御指摘のとおり、やはり近隣市町との連携できる施設等があれば、当然積極的に行

っていきたいというふうに考えております。実現には、やはり事務的な調整やクリアしなき

ゃいけない問題、課題はたくさんあると思いますけれども、本市にとってもやっぱりメリッ

トが大きいなというふうに考えております。今後、そういったお話も出てくると思いますの

で、近隣市町村と情報交換をしながら積極的にそういったことを考え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。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 伊藤誠議員。 

○６番（伊藤 誠君） あわせまして、先ほどの留意事項、広域連携の部分で国との連携とい

うのもちょっと触れているわけですが、特に先ほどの質問の中にもありました、今、木曽三

川公園なんかも入り客数は十本の指に当然入るわけでございますけど、地元に対するメリッ

トも少ないと、国営であるということも一つのネックになっているのかなということも思い

ますし、そういった意味で国との連携というものも、今思い浮かぶのは木曽三川公園でござ

いますが、ほかにもあろうかと思いますので、その辺については特にお伺いはしませんけれ

ども、今いろいろ春のチューリップ祭りに2,000万ほどの支出もございますし、そういった

こともいろいろ考えていただいて、よりよき図らいをお願いしたいと思います。 

 それから、せんだって新聞にも載っておりましたが、ネーミングライツ、ちょうど個別施

設計画にあまり特別個々には触れられていなかったようでございますが、今、市の文化セン

ター、それから南濃体育館のグラウンドとテニスコートの複合施設、市のエコドーム、それ

から北部浄水公園で５月31日の昨日までネーミングライツの募集を行っていただいたと思う

んですが、ちょうど今日は１日でございますので昨日で締め切っておられると思いますが、

これについて、どの程度応募があったものか、なかったものか。今の段階で答弁いただける

範囲でお願いします。 

○議長（服部 寿君） 企画財政課長 近藤康成君。 

○総務部企画財政課長兼コロナ対策支援室長（近藤康成君） ネーミングライツについて答弁

をさせていただきます。 

 私が今承っていますのは、文化センターで１社申込みがあったというふうに聞いておりま
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す。もしそれがもう一社あるよとかという話でしたら、今教育委員会のほうで確認をさせて

いただきたいと思うんですけど、私が聞いている範囲では文化センター１社というふうに聞

いております。 

○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） 今、課長が答弁申しましたとおり、１社来ております。

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） ありがとうございます。 

 ネーミングライツにつきましては、私も以前からできるだけ推奨する立場で議会でも発言

させていただいたようなこともありますので、積極的に進めていただけたらなというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上、いろいろ国の留意事項に関してお願いをしました。またよろしくお願いいたします。 

 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで伊藤誠君の質問を終わります。 

 ここで２時30分まで休憩といたします。 

（午後２時１６分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に続き会議を開きます。 

（午後２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

をさせていただきます。 

 私の質問は２点です。 

 １点目、子育て世代に選ばれるまちづくりについて、質問相手は市長、教育長であります。 

 ２点目、養老鉄道の利用促進と緊急時の対策について、質問相手は市長です。 

 では、質問させていただきます。 

 １点目、子育て世代に選ばれるまちづくりについて。 

 海津市は2005年３月に誕生しました。その2005年４月１日時点の本市人口は４万970人で
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したが、本年2021年４月１日現在では３万3,375人となっており、16年間で7,595人も減少し

ました。また、直近４年間では2,165人も減少し、さらに減少スピードが加速しています。

現在の状況に至ったのは様々な要因があると思いますが、出生率の低下、出生数の減少、20

代、30代の若い世代の転出増加などによる子育て世代の人口減少を見る限り、子育て世代が

住みやすいまちになっていないことは大きな要因の一つです。 

 市長は、市長選挙での公約で、子育て世代に選ばれるまちづくりを政策の第一に掲げてみ

えましたが、私も同じ考えです。子育て世代に対する支援、住環境（子育て環境）の整備な

どに取り組むことは、人口減少に歯止めをかけるだけでなく、高齢者の皆さんを支える世代

の増加にもつながり、結果として、どの世代も住みやすいまちに近づきます。具体的な施策

については、まだ先になるかもしれませんが、現時点での市長のお考えをお尋ねします。 

 １つ目の質問は、子育て世代に選ばれるまちづくりを政策の第一に掲げる理由をお聞かせ

ください。 

 ２つ目の質問は、高校世代（18歳に達して初めて迎える３月31日）までの医療費の無償化

についてです。 

 本年４月現在、医療費助成について確認したところ、西濃地域２市９町のうち、本市以外

の自治体は、高校世代まで医療費は無償（大野町の高校生は入院のみ）となっています。医

療費の無償化については、心身ともに健康であって医療機関を受診しなければ無償化の恩恵

はありません。誰にでも公平な支援という面では、個人差が生じたり、安易な受診が増える

懸念もあります。ただ、子育て中の皆さんからは、医療費が無償なら、もしものときの安心

感が全く違うとの声も多く聞かれます。また、医療費の無償化が全てではありませんが、西

濃地域において、本市以外の自治体が医療費の無償化を実施している状況で、本市が住みや

すいまちとして選ばれるには、極めて厳しい状況であると思います。このような状況から、

高校世代までの医療費の無償化を実施すべきだと考えますが、実施した場合の予算見込額を

お示しいただき、お考えをお聞かせください。 

 ３つ目の質問は、学校給食費の無償化についてです。 

 本年４月現在、学校給食費の無償化について確認したところ、西濃地域２市９町のうち、

揖斐川町は保育園・幼稚園、小・中学校、全て無償、垂井町は小・中学校無償、神戸町は保

育園・幼稚園、第３子以降無償、池田町は小学校６年生、中学３年生、第３子以降無償とな

っています。学校給食費については、前回の定例会での一般質問で、公会計化のためには、

学校給食費の徴収、管理を行政が実施するためのシステム導入費用や保守費用、新たな職員

の配置などが今後の重要な課題であり、検討すべきものと認識している。また、令和２年４

月１日の児童・生徒数で年間200日給食を提供した場合の給食費は、中学校全体で約5,000万

円、小学校全体で約8,000万円であるとの答弁をいただきました。公会計化にかかる費用と
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学校給食費の無償化では、金額に差はありますが、併せて検討していくことは必要だと考え

ますが、学校給食費の無償化について、お考えをお聞かせください。 

 ２点目、養老鉄道の利用促進と緊急時の対策について。 

 １つ目の質問は、パーク・アンド・ライド無料駐車場についてです。 

 皆さんも御存じですが、本市には養老鉄道の駅が５駅あり、そのうち４駅には養老鉄道利

用者のためのパーク・アンド・ライド無料駐車場が整備されています。整備されていないの

は美濃山崎駅だけです。また、ほかの４駅について、美濃松山駅は駅隣接地に整備されてい

るものの、美濃津屋駅と駒野駅は約550メートルで徒歩10分、石津駅は約850メートルで徒歩

15分の駐車場がパーク・アンド・ライド無料駐車場に指定されており、近いとは言い難い距

離だと思います。以前、美濃山崎駅は乗降客数が市内５駅の中で一番少ないので、費用対効

果を考えると駐車場の整備は難しいと伺いましたが、駐車場がなく利用しにくいため乗降客

数が増えないという考え方もできますし、駅周辺には駐車場として整備できそうな土地もあ

るように思います。また、駅の近くに整備されれば、ほかの駅にある離れたパーク・アン

ド・ライド無料駐車場ではなく、駐車場が近い駅を利用する方も増えるのではないでしょう

か。パーク・アンド・ライド無料駐車場を整備する目的と想定する利用者、美濃山崎駅の駐

車場整備について、お考えをお聞かせください。 

 ２つ目の質問は、駅周辺での住宅地の整備についてです。 

 本年５月６日から21日まで、本市ホームページでは、海津市都市計画マスタープランの策

定に当たり市民の皆さんの御意見や御提案を広く反映できるよう、海津市土地利用計画策定

委員会の公募委員を募集していました。策定委員会は、公募委員のほか、各種団体の代表者

などで構成されています。この海津市都市計画マスタープランは、本市の人口、人や物の動

きや土地の利用の仕方、公共施設の整備方針など、まちづくりにおけるハード部分の将来像

を明確にするために策定するものです。海津市都市計画マスタープランの策定は来年度のた

め、まだ委員会の開催もされていない段階ですので具体的な検討に入るのはもう少し先です

が、まちづくりの将来像を明確にするために策定するなら、住宅地の指定なども検討してい

ただきたいと思います。住宅地を整備する場合、一般的には、鉄道の駅周辺は候補地として

検討される場所の一つになると思いますので、養老鉄道の駅周辺での住宅地の整備について

も検討していただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 

 ３つ目の質問は、急病人発生などの緊急時の対応についてです。 

 先日、高校生が通学で養老鉄道に乗車中、急病人が発生し、近くに乗車していた社会人の

方と協力しながら有人駅まで付き添い、そのまま救急搬送されましたが、幸いにも大事には

至らずに済んだという事例がありました。その後、実際に介助した高校生や居合わせた高校

生数人と、そのときの状況を振り返りながら話したところ、まず、焦った。次に、どうしよ
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う。誰に言おう。運転中の運転手さんに言っていいものか分からなかった。大人がいて助か

った。駅に電話した友達、冷静だったなど、びっくりした様子と素直な気持ちが聞けました。

話していて思ったのは、電車内や駅構内に急病人発生などの緊急時の連絡先や初動対応など

が分かりやすい場所に掲示されていれば行動しやすいのではないかということです。本市で

は、中学生も通学で養老鉄道を利用しますし、ふだんどなたでも今回のような場面に居合わ

せる可能性があります。電車内や駅構内における緊急連絡先や初動対応などの現在の掲示状

況と掲示の必要性についての認識をお聞かせください。 

 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市長、教育長の答弁を求めます。 

 市長 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 二ノ宮一貴議員の１点目の子育て世代に選ばれるまちづくりについて

の御質問にお答えいたします。 

 １つ目の子育て世代に選ばれるまちづくりを政策目標の第一に掲げる理由につきましては、

昨日の所信表明で申し上げましたとおり、海津市の人口は2005年の合併以来、この16年間で

約7,600人減少しております。 

 その最大の要因は、20代、30代、若い世代の市外への転出、そしてそれに伴う少子化でご

ざいます。結婚と就職、これらを機に転出される方が最も多くを占めております。私は、こ

の子育て世代の転出を抑え、人口減少に歯止めをかけなければ、本市は生き残れなくなると

の強い危機感を抱いております。 

 子育て世代に対する経済的負担の軽減や、子育て世代に向けた住環境の整備を進め、人口

減少に歯止めをかけるとともに、若者が集うまち、にぎわいと活力が生まれるまちにしてい

くために、子育て世代に選ばれるまちづくりを政策の一丁目一番地に掲げたところでござい

ます。 

 ２つ目の高校生世代までの医療費無償化の実施につきましては、高校生世代まで無償化を

行ったときに必要な予算額は、高校生世代の人数と直近の国民１人当たりの医療費から算出

しますと、市が負担する福祉医療費は年間約2,360万円になると見込まれます。また、初年

度はシステム改修費が約400万円かかりますので、合わせて約2,760万円が必要であると試算

をしております。子育て支援施策全体の中で、高校生世代までの医療費無償化は、私の公約

であります子育て世代の経済的負担の軽減に向けた施策の一つとして最も重要でありますの

で、所得制限を設けた形での制度設計も視野にではございますが、来年度から実現してまい

りたいと考えております。 

 ３つ目の学校給食費の無償化についての御質問にお答えいたします。 
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 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に欠かせないものであり、また食に関する正

しい理解と適切な判断力を養う上で、大変重要な役割を果たすものであります。学校給食法

では、学校給食費については、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると明

記されております。 

 県が実施した令和２年５月１日現在の学校給食実施状況調査によりますと、県内において

学校給食費を全て無償化している市町村は、岐南町と揖斐川町の２町のみであります。その

ほか11市町村で、第３子以降や小学校６年生または中学校３年生を無償化の対象とするなど

一部補助を行っている状況でございました。 

 議員仰せのとおり、令和３年４月現在では、西濃２市９町における学校給食費について、

小・中学校において、垂井町と揖斐川町が全て無償化としており、神戸町、池田町が一部の

対象者に限り無償化を行っております。 

 また、国においては、教職員の業務負担の軽減等を目的として、学校給食費徴収・管理に

関するガイドラインを作成し、学校給食費の公会計化を促進するとともに、保護者からの学

校給食費の徴収、管理を地方公共団体が自ら行うよう求めております。 

 本年市議会第１回定例会で、議員の御質問でも教育長が答弁いたしましたように、学校給

食費の取扱い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が実

施している状況であり、完全なる公会計化とはなっておりません。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と答弁させていただいたところ

でございます。引き続き、公会計化につきましては、国のガイドラインを参考にさせていた

だきながら検討を進めてまいります。 

 議員仰せの給食費の無償化につきましては、県下で既に実施している自治体もありますが、

本市において全ての児童・生徒の学校給食費を無償化すると、年間約１億3,000万円の負担

が想定されます。したがいまして、今後の学校給食費の無償化については、財政状況を踏ま

え、また他の市町村の状況も考慮し、児童・生徒の全てを対象とするのか、または限定的に

実施するのか、これらを含め検討してまいります。 

 また、学校給食費の公会計化による適切な徴収・管理についても、教職員の働き方改革を

進めながら検討してまいります。 

 ２点目の養老鉄道の利用促進と緊急時の対策についての御質問にお答えします。 

 １つ目のパーク・アンド・ライド無料駐車場につきましては、養老鉄道沿線７市町で策定

した養老線交通圏地域公共交通網形成計画に掲げるアクションプログラムに基づき、通勤・

通学利用者の利便性を確保するため、市内の全５駅に駐輪場を整備するとともに、市の公共

施設等の駐車場を活用して美濃山崎駅を除く４駅にパーク・アンド・ライド用無料駐車場を

整備しております。 
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 議員仰せのとおり、美濃山崎駅周辺には公共施設等がないため、パーク・アンド・ライド

用無料駐車場を整備できておりませんが、今後養老線管理機構と市で締結しております養老

線の駅周辺土地及び施設管理・活用協定に基づき駅構内の余剰地を活用するなど、設置を検

討してまいります。 

 ２つ目の駅周辺での住宅地の整備につきましては、県において、令和２年度からの10年間

を計画期間として県下市町村を27ブロックに区分し、広域的な見地から都市計画における基

本的な目標や方針を定めた都市計画区域マスタープランが策定されております。 

 このマスタープランでは、海津都市計画区域の基本理念を「美しく潤いのある自然環境の

中で、いつまでも安心して生活できる、まちづくり」と定め、地域の特性を生かした都市づ

くりを目指すものとなっております。 

 海津市都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の２、市町村の都市計画に関する基

本的な方針として策定する計画であります。本計画は、海津市第２次総合計画及び県の海津

都市計画区域マスタープランを上位計画として、本市の将来像や土地利用の方針を明らかに

するとともに、道路や公園、下水道等の都市施設、自然環境や景観、防災といった都市計画、

まちづくりに関する様々な要素に関して、将来あるべき姿を指針として示すものであります。 

 議員仰せのとおり、本計画策定につきましては、土地利用計画策定委員会を設置し、自治

会を含め各種団体の代表者や市民から公募委員等、市民の皆様の御意見や御提案を広く反映

した計画となるよう進めてまいります。 

 本市はこれまで、平成29年度に策定した上位計画である海津市第２次総合計画に基づき、

社会動向や国・県の動きを勘案し施策を進めてまいりましたが、令和２年３月に東海環状自

動車道西回りルートの令和８年度内の全線開通の見通しが示されました。特に、三重県、関

西圏からのアクセスの向上により、流通、観光ルートをはじめとした東西交通のルートが確

保されることで、まちが大きく変わってまいります。そのため、スマートインターチェンジ

周辺の土地利用を再検討し地域産業の強化を図るとともに、観光誘客の促進や、大規模災害

時にも対応できる強靱なまちづくりを実現するため、このタイミングで本年度から２か年を

かけて各部局が横断的に連携し、海津市都市計画マスタープランを策定するものであります。 

 議員仰せの住宅地の指定なども検討につきましては、県の海津都市計画区域マスタープラ

ン策定時に実施された基礎調査に基づき、市街地の拡大の可能性、良好な環境を有するコン

パクトな市街地の形成、及び緑地等自然的環境の整備または保全への配慮の視点から、本市

の現状及び今後の見通しを分析し、住宅地の配置方針が定められております。 

 こうした方針に基づき、人口減少、少子高齢化に対応した持続可能なまちづくりを進める

ため、市役所の周辺や鉄道駅周辺等の既に市街地が形成されている地区において、良好な居

住環境を確保してまいります。また、都市基盤の整備を行い、住宅の集積、利便施設の誘導
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を促進し、集約型都市構造の形成を図ってまいります。 

 ３つ目の急病人発生などの緊急時の対応につきましては、養老鉄道の車内で緊急事態が発

生した場合は、電車内のドア付近または車端にある非常通報ボタンを押していただくと、運

転席でブザーが鳴り表示灯が点灯します。運転士はブザーを確認すると、トンネルや橋梁以

外の安全な場所で停車し、車内の状況の確認を行った後、無線で運転指令に通報いたします。

そして、運転指令が119番通報等の対応を行うこととなっております。 

 電車内における非常通報時の初動対応につきましては、非常通報ボタン付近に掲示してあ

りますが、駅構内においては緊急時の対応の掲示がありません。有人駅の駒野駅では緊急時

に駅員が対応いたしますが、無人駅では初動対応が困難な状況でございます。 

 議員仰せのとおり、本市では中学生が通学で養老鉄道を利用しておりますので、今後、緊

急時の対応に関する利用者への案内について、養老鉄道株式会社と連携を図り、駅構内への

掲示など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、二ノ宮一貴議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 確認させていただきますが、二ノ宮議員の１点目の質問、教育長の答

弁は踏まえての市長の答弁ということでよろしいでしょうか。 

 二ノ宮議員、それでよろしいですか。 

○２番（二ノ宮一貴君） はい。 

○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。 

 大変詳しい答弁もありましたので、時間が時間ですので、再質問に移ります。 

 まず今回１点目の質問で、子育て世代に選ばれるまちづくりを選ばせていただいたのは、

何度も市長の発言にもありますし、選挙から当選、そして取材も含めていろいろなメディア

でも取り上げられていますけれども、やはりこの子育て世代に選ばれるまちづくりを第一に

掲げている、そのことに私も共感した、そういう部分がありまして、ぜひいろんなところで

市長の思いを伝えていただきたいなと思いましたので、まず最初に取り上げさせていただき

ました。 

 それで、昨日の所信表明にもありましたが、選挙では多くの方から信任を得られなかった

ことも事実でありますというような発言がありました。当然、信任を得られた数が多かった

ので当選されたのは確かですけれども、こういったことにもしっかりと把握されているとい

うことで１つ数字を御紹介したいと思いますが、市長選が終わりました後、行政資料要求書

を提出いたしまして、今回の市長選挙での投票率について資料をいただきました。全体の投
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票率は、期日前それから当日合わせて50.80％だったんですが、年代別に見てみますと、や

はりどの選挙もそうなんですが、若い世代が選挙に行っていないと。行っていないというか、

行こうと思わせていない行政と議会も責任はあると思いますが、18歳、19歳を合わせまして

投票率32.28％、それから20代、28.05％、30代、35.20％、40代でも45.02％、50代になると

やっと平均を上回って52.56％、それからはどんどん増えていくんですが、やはり多い世代

では72％の方が行っている世代、年代もあります。ですので、やはりせっかくですので、市

長、40代で当選されましたので、同世代またはそれより若い世代のために、できるだけ市内

に足を運んでいただいて、ぜひこれから目指す市政、目指したい海津市の未来像を伝えてい

ただきたい、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。結局、市長の

所信表明にもありました子育て世代が増えることによって、どの世代も暮らしやすいまちに

なる、それは当然そうなると思います。支える世代も多くなりますので、ぜひこれから、次

回定例会から具体的な施策を打ち出していくということですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、２つ目、高校世代までの医療費無償化です。 

 こちらは、松岡議員のほうも何回も質問、それから要望されてきました。私も正直、高校

世代までの無償化、今回初めてさせていただくことにはなりますけれども、当然無償化のほ

うがいいというふうには思っておりましたが、財政面とかも考えますとなかなか難しい、そ

れに県・国へ未就学児以降の補助も求めていくということで、ある程度理解を示していたん

ですが、やはりもうこの４月から海津市以外が全て高校世代までの医療費無償化を実施して

いる状況では、これはもう待ったなしだということで、こちらも取り上げさせていただきま

すが、まず答弁いただいた中でお聞きしたいのが、システム改修費ですが、約400万円かか

るとおっしゃられましたが、この400万円は高校生世代まで全員無償化をした場合なのか、

それとも所得制限等で一部無償化した場合なのか、どちらの見積額なのか教えてください。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） システム改修にかかります費用400万円でございますが、

この積算に当たりましては、高校生世代までを対象といたしまして償還給付、例えば商品券

で渡すとか、あとまた所得制限も設けるなどした場合など、最大限の条件を付した形での金

額を想定しております。以上です。 

〔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） 単純に高校世代まで全員を無償化にした場合ですと、このシステム

改修費はもっと安く済ませることができるというような考え方でよろしいですか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 



－９２－ 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） はい。単純に高校生までとした場合は、システム改修費は

400万円よりも安価な価格でできる想定でございます。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 二ノ宮議員。 

○２番（二ノ宮一貴君） 所得制限を設けた形での制度設計も視野にということでしたので、

このシステム改修費について聞かせていただきました。 

 答弁の中で、ごめんなさい、一番最初に確認をさせていただかなければいけなかったんで

すが、来年度からの実施に向けて取り組むとおっしゃったと思いますが、来年度からで間違

いないですか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 子育て世代に選ばれるまちづくりを速やかに進めてまいりたいと思っ

ております。その一番最初、私が重要視する項目がこの医療費の無償化でございますので、

来年度から早速取り組んでまいりたいと思っております。 

〔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。 

 来年度からと、具体的なスタートの年が今答弁されましたので、大変ありがたいなと思っ

ているのは私だけではないと思いますので、ぜひお願いします。 

 では、再質問を続けます。 

 その財源が問題になるわけですが、ちなみに、令和元年度と令和２年度、福祉医療費助成

事業のうち、乳幼児等医療費の助成額、要はゼロ歳から15歳までですが、その助成額はそれ

ぞれ幾らか教えていただいてよろしいですか。 

○議長（服部 寿君） 健康福祉部長 近藤三喜夫君。 

○健康福祉部長（近藤三喜夫君） まずは、令和元年度につきましては約１億1,402万円、令

和２年度につきましては約8,457万円となっております。前年度比を比較させていただきま

すと約2,945万円、パーセントにしますと25.8％減となっております。大きく減少しており

ますが、理由といたしましては、もちろん少子化もございますが、新型コロナウイルス感染

症の影響を受け、病院の受診控え、また感染防止対策を取った関係で、例えばインフルエン

ザ等の発症が少なかったというようなことが考えられます。以上です。 

〔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） 皆さん、お聞きになって思ったと思いますが、初年度無償化に係る

お金が約2,760万円で、今、理由はこの未曽有の危機で最大限のコロナということですが、
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その削減額が2,945万円、差額を考えますと、できるんじゃないかと思われるかもしれませ

んが、私はそれを言うんじゃなくて、努力というとちょっと語弊がありますが、健康に対し

ての意識、それからその行動によって、医療費というのは抑えられるということが、図らず

しも実証されているような今、状況になっていると思います。少子化になって、今後医療費

が抑えられるということも思われるかもしれませんが、財務省が社会保障制度について出し

ている資料を見ると、１人当たりの医療費はこれからも増えていくのではないかというよう

な算出が出されています。ですので、子どもが減った分の１人当たりの、全体は減るかもし

れませんが、１人当たりは増えるということでは、やはりこれはあまりよろしい制度設計で

はないと思いますので、私は高校生卒業まで全員を無償化するのにぜひお願いしたいんです

が、それは病院をかかりたい放題、使いたい放題ではなく、もしものときのための安心と、

それから子どもの健やかな成長のためだということを、御存じだと思いますが、もう一度確

認していただいて、一緒に健康について考える機会をまた改めて設けることで、今、同じ生

活をしている中でも、医療費を抑えられるということを考えていますので、ぜひそこは無償

化するために皆さんの御協力もいただきたいと言っていただければ、皆さんもきっと協力し

てもらえるんだと思いますので、ぜひそのときが来ましたら、そういったアナウンス、ＰＲ

もしていただきたいと思っております。 

 コロナの状況によって、財源等は厳しいということがありますが、交付税算入もあります

し、先ほどありましたいろんなところに、財政再生プログラムに、これはもちろん入ってい

ませんので、また検討のし直しは必要かと思いますけれども、ぜひ来年度から実施されると

いうことですので、これから少ない期間かと思いますが、検討よろしくお願いいたします。 

 では、次、進みます。 

 学校給食費無償化について。こちらは無償化をしてほしいとか、そういうこともあります

が、どのようなお考えで今見えるのかということを確認したくて質問をさせていただきまし

た。学校給食法で、学校給食を受けた児童または生徒は保護者の負担とすると、学校給食費

については明記されています。当然出された食事に対し、その材料費を払うというのは至極

当然のことだと思います。保護者の方の意見でも、給食費は学校で出していただく給食なの

で、給食費を払うことについては、それはもう仕方がないというか、ありがたいことだと、

二百幾らで１食作るのは難しいという御意見もありますので、今の状況は別に悪いというこ

とではないんですが、やはり中学校３年生となりますと、高校進学を控えて、いろいろな家

庭の負担も増えますので、例えば先ほど答弁にもありました、限定的にするかということも

含め検討していただくということもありましたので、ぜひそこは柔軟に検討していただいて、

進学のためのそういった助成ができればいいのかなと思いますので、自治体の給食費の徴収、

それから管理も含めて御検討をお願いいたします。 
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 では、養老鉄道のほうに行きます。 

 養老鉄道のほうは、パーク・アンド・ライド無料駐車場について、まず質問させていただ

きました。美濃山崎駅のことをいうと、僕が地元なのでということもあると思われますが、

５駅あって４駅駐車場があるのに山崎だけないというのも、これはどうなのかなというのは

正直ありますので、整備していただかなくても、例えば土地をきれいにしていただくだけで

も駐車場は止められますし、先ほど答弁にもありました養老線の駅周辺土地及び施設管理・

活用協定の中に基づいて検討していくということがありました。桑名行きのホームの隣接地

には、公園といいますか、一部貸出しをしている駐車場もありますので、ぜひそういったと

ころを、全体を市のほうで借り受けて駐車場にできれば、まずそういった新しい土地の取得

は必要にならないのでないのかなと思いますので、ぜひその辺は検討をしていただきたいな

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。海津橋を渡ってから大垣行きに乗ろう

と思うと、多分山崎が一番近くなると思いますので、そういったことも考えると、海津町の

方とかも利用していただける可能性が出てくるのではないのかなと思っています。 

 それから、あとは実際に起こった電車内でのこととかありました。子どもが利用する上で

は、こういった緊急時の対応も話していると、物すごく焦ったということを言っていました

ので、掲示の方法をこれから検討していただけるということですので、ぜひお願いしたいと

思います。 

 駅周辺での住宅地の整備につきましても、整備するのは民間の業者だと思いますが、指定

をしていただくことで、そうやって進出してくる企業さんが、そういった土地なんだという

ことで思い切った投資もできる可能性が出てきますので、ぜひそういったことでお願いした

いと思います。 

 今回、全体的に子育て世代に関しての質問をさせていただきましたけれども、これから子

育て世代の選ばれるまちづくり、市長が当然言っておりますが、これは市全体でやっていく

ことですので、当然高齢者の方の御理解も必要ですし、庁舎内でも横断的な調整も必要だと

思います。今、コロナのことで大変皆さん影響を受けて大変かもしれませんが、ぜひ来年度

に向けて子育て世代のまず第一歩、高校世代までの医療費無償化、全員が対象になるように

何とかお願いしたいと思います。 

 私の質問はこれで終わります。また４年間よろしくお願いいたします。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。 

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

◇ 川 瀬 厚 美 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、12番 川瀬厚美君の質問を許可いたします。 
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 川瀬厚美君。 

〔12番 川瀬厚美君 質問席へ〕 

○12番（川瀬厚美君） 議長の許可を得ましたので、質問をしたいと思います。 

 要旨。 

 新市長が柱とする政策は何か、また財源は、質問相手は市長であります。 

 質問内容。 

 平成18年３月、合併し新しい大垣市となり掲げた政策目標は、子育て日本一を目指すであ

った。以来、取組は功を奏し、大垣市内には新しい住宅が随所に立ち並ぶ、羨ましい限りで

あります。 

 海津市は、平成17年３月、郡が市になり新しい海津市が誕生した。私は直後の一般質問で、

大垣市が子育て日本一をうたうならならば、当海津市は海津温泉を改築する計画がある。当

市も御多分に漏れず高齢化が進み、医療費の増大が予想される。長野県、静岡県は国内で最

も医療費の少ない県、長年の取組の結果である。我が海津市は、健康づくり日本一を目指す

まちとの旗を掲げよう。そうすれば、市民は向き、私たちのまちに求心力が生まれると提案

したが、何かしらの大きな目標を掲げることはなかった。志がなければ、到達することはな

い。10年もたてば、大きな差がつく。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 新しく海津市長となられた横川市長は、まちづくりの一番に何が必要と考えられ取り組も

うとされているのか、具体的にどのように進められようとしておられるのかお尋ねをいたし

ます。 

 また、何事も手ぶらではできません。財政調整基金の確保も必須。今、本市の財政は逼迫

し、どの部署も聖域なしの予算削減ばかりであり、市民の不満は高まるばかり、ない袖は振

れません。行政にかい性があるかないかで、市民の幸福度は大きく変わってくるのです。 

 私は、今までまちづくりは大も中も小も、あらゆる角度から取り組まねばならないと述べ

てきました。横川市長におかれましては、今後、活性化を図り、税収を上げる、入り増につ

なげる策をどのようにお考えなのかお尋ねをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 川瀬厚美君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 川瀬厚美議員の新市長が柱とする政策は何か、また財源はの御質問に

お答えいたします。 

 １つ目のまちづくりの一番に何か必要と考え取り組もうとしているのかにつきましては、

昨日の所信表明でも申し上げましたとおり、最優先に取り組むべき課題は、人口減少対策で
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あります。私は、選挙で掲げた子育て世代に選ばれるまちづくりを推進し、人口減少に歯止

めをかけることを政策目標の一丁目一番地に位置づけております。 

 具体的には、次の４つの施策の実現を目指してまいります。 

 第１に、子育て世代に対する支援として、結婚・出産一時金や子どもの医療費助成の拡充

等による経済的負担の軽減、住宅の新築・改築費用の補助、市民を新たに雇用する企業への

助成制度の創設、子育てに関する相談体制や情報発信の充実。 

 第２に、交通アクセスの改善として、都市圏への通勤・通学アクセスの向上、養老鉄道や

民間バス、コミュニティバス等の地域公共交通の利便性の向上、長良川・木曽川新架橋（仮

称）愛津大橋の建設の促進。 

 第３に、住環境・子育て環境の整備として、住宅地や公営住宅の整備、空き家の活用によ

る移住・定住促進とその環境美化。 

 第４に、コロナ禍によるライフスタイルの変化を踏まえた移住・定住の促進。この４点で

ございます。 

 以上のことを実現させることで、子育て世代に選ばれるまちへと変化を果たし、そのこと

が、結果的に他の世代にとっても暮らしやすいまちづくりにつながる、そう考えております。 

 ２つ目の税収を上げる策をどのように考えているのかにつきましては、議員仰せのとおり、

現在は依然として厳しい財政状況ではありますが、財政再生プログラムを着実に実行するこ

とで、おおむね危機的な財政状況は脱却できるものと考えております。 

 今後、ふるさと納税の促進、企業や集客施設等の誘致活動、これらにより税収の確保に取

り組むとともに、ふるさと納税を財源とし地方創生を図ることを目的として、今年度予算か

ら導入した未来創生枠を効果的に活用することで、財政再生プログラムの守りだけでなく、

攻めを意識した財政運営を行ってまいります。 

 いずれにいたしましても、事業の選択と集中により、限りある財源、人的・物的資源を有

効に活用し、活力あるまちづくりに取り組んでまいりますので、御理解と御協力をいただき

ますようお願いを申し上げます。 

 以上、川瀬厚美議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 横川市長の答弁には、非常に前向きで大変楽しみであるというふうに

思っております。 

 それで、５月25日の岐阜新聞に、このように新聞報道がありましたので、これも参考にし

ながら質問をしたいなと思っております。 
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 スマートインター効果ということがうたってありますけれども、スマートインター周辺、

優良農地、その農地転用というのは前課長が大変難しいということを言っておりますけれど

も、今後見通しはどのようにされているのか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） スマートインターチェンジ周辺といいますのは、私が今後進めたいと

思っております産業振興、そして誘客促進、その絶好の舞台となる場所でございます。私と

してもハードルは高いかもしれませんが、そういった農地転用も含め企業誘致、そして集客

施設の誘致、そういった土地利用を実施していきたいなと、そちらの方向性で市政を運営し

ていきたいと思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 農地転用は、企業名がはっきりしないと転用がなかなかできないとは

思うんですけれども、今後、市長も県に見えていろんなお顔もあり、また政策もなかなか精

通していらっしゃると思いますので、ぜひともその点もしっかりと前に進むようにお願いを

したいなと思っております。 

 それと、この中には観光客の滞在時間を増やすお考えということでありますけれども、お

千代保稲荷、また他のところに対してどういった、何かその案がお持ちなのか、その点をち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 具体的なところで言えば、私の地元、お千代保稲荷でございますが、

あと２時間滞在時間が増えれば、恐らく皆さん、そこで食事をしていくんじゃないか、私、

そう思います。２時間、今、少ないために、訪れて少しの軽い食事は取られるかもしれませ

んが、ほぼほぼそういうものを消費されずに外に出て行ってしまう、また帰ってしまうと、

そういう方が非常に多いのではないかなあ、そう思います。それで何とかいろいろな、これ

もお千代保稲荷に限らずということでございますが、少しずつ滞在時間をそれぞれの観光資

源の場所場所で延ばして、そしてそれを結びつけることによって、１日、もし可能であれば

宿泊施設なども用意しまして滞在していただける、そういうような場所に、私は海津市をし

たいと思っております。そのためには、観光資源、地域資源を磨き上げていくということが

まず第一でございますし、それを発信していくということが、さらに必要でございます。そ

ういう取組を加速してまいりたいなと思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 今後、その２時間おっていただくような工夫を、ぜひともお願いした
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いと。 

 それと南濃の山裾、他所から見えますと、こんないいところどうしたのと、海津市はこん

ないいのに、なぜ人を減らしておるんやということをよく言われるんですね。ですから、今

後、山裾のこの整備というものは大変重要だと思いますけれども、何かそういったことに対

してはお考えはありますか、お尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 私が選挙戦中からお話をしていたことでございますが、南濃の山々と

いうものは大変な魅力やと思っております。その一番としましては、やはり月見の森、あの

周辺には水晶の湯、そして羽根谷だんだん公園、そういう人が集うところがございます。そ

して南濃には、そのほかにも今はトレイルランや自転車ヒルクライム、そのメッカとなって

おります南濃の庭田山頂公園、あの周辺、非常に県外からもたくさんの方が集う場所でござ

います。 

 そういう意味で、私は南濃を魅力の宝庫やと思っております。この魅力を、地域資源を最

大限活用しまして、旧海津町、旧平田町にある地域資源、観光資源とまた結びつけることに

よって滞在時間を延ばす、先ほどの話になりますが、そういう仕掛けを打っていきたい、そ

う思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 月見の森周辺も大変よろしいし、それと柿を作っている方々も耕作放

棄地もありますし、ああいったところをそのままキャンプ地にしたいと、そんな意見もあり

ますので、ぜひともそういったことも進めていただきたいな、そういうことを思っておりま

す。 

 それから、南部地区、南濃小・中学校周辺も、あの辺りも大変よくて、絶好の環境であり

ますので、いろんな施設、ある方は言いますけれども、岐阜から見えた方が、こんないいと

ころ、死ぬほどええところやなと。何か良法ありますかと言ったら、今は心が病む人が多い、

そういう人たちが住めるような、集えるような、そういう施設があったらいいやないかと、

施設または個人の住宅、こういうこともいいじゃないかと、広くＰＲせよと言われたんです

ね。ああ、すばらしいことやなと思いましてね。いろんな角度からやれるのかなと思ってお

ります。 

 それと、次に４年ほど前、今名前は言いますけれども、伊藤由紀さんという北部の方が、

柿酢を作って、いつもテレビで柿の種でコーヒーを作っていると言っていますけれど、彼女

がやろうとしたときに、ここの場で私は新規事業者に対する支援はあるのかと言うてお尋ね

したところ、何もなかったんですね。当時、郡上なんかはしっかりあったんですわ。今後、
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市長として、そういう新規事業者に対して、支援というのはどのように考えてみえるかお尋

ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 今後、市政を運営していくに当たっては、民間の活力というものを市

政に生かしていく、これは大変重要なことだと思っております。行政だけでやれることとい

うのは限られているわけですので、民間の活力、せっかくやる気のある方が、事業というも

のは生かしてまいりたい、そう思っているところでございます。 

 私も産業振興、そのほか既存の企業さんも含めて事業拡大、そして新分野参入、そういっ

たところに対しては、企業誘致とはまた別に既存企業に対しても支援を行うことで、その産

業活力を、市内の産業活力を増大していきたい、そういう思いでございますので、せっかく

やる気のある民間の方々の力を活用できるように、そういった支援、どういったことがある

のか、それはそれぞれの事業者によって異なってくるとは思いますが、最大限考えてまいり

たいと思います。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 今年も２件、古民家カフェをオープンしたいという女性が見えまして、

大変楽しみにしておりますので、市としてもしっかり応援をしていっていただきたいと、そ

んなことを思っております。 

 それと、近隣市町との連携はどのように考えられるかと、新聞の中にも質問がありました

けれども、周辺市町とどのようなことが考えられるのか、考えられていないのか、お尋ねし

ます。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 近隣市町との連携につきましては、その可能性というのは限りない、

いろいろな可能性がある、そういうものでございます。既に衛生処理の分野では養老町と、

そして関ケ原町と一緒になってやっておるわけでございますので、それを多くの分野に広げ

ていくことで、単独ではできないような事業を進められていければと思います。 

 今すぐ思いつくというところであれば、やはり先ほど来申し上げておるとおり、誘客の取

組につきましては、海津市だけで周遊ルートというものをつくるというものは、なかなか満

足いくものができないかもしれませんが、それを魅力ある観光資源を持つ養老町であります

とか、大垣市、そのほか関ケ原町、そういったところと一緒になれば、周遊滞在型の観光ル

ートというものが出来上がるわけですので、そういった分野でも連携をしてまいりたいなと

思っております。 

〔12番議員挙手〕 



－１００－ 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 近隣市町、名古屋市も当然含みますけれども、以前この場で質問もい

たしましたけれども、この南濃の山々から名古屋市の名古屋城の建設に、しっかり名古屋の

石が出ている。その武将のマークが入った石がいっぱいまだ残っている。ですから、そうい

う名古屋城の石を出した市町と、名古屋を中心としてお互いに協力し合いながら経済協力は

結べないか、交流はできないかどうかという質問をしました。当時、そのとき局長は、いや、

そういうことを市民は知らないから、それは市民に知らせることが第一やという答弁だった

んです。今まで、去年も中止になったんですけれども、海津市の大江小学校、東江小学校の

子どもたちは、名古屋城夏まつりに毎年招待されて、狂言や漫才を一緒に行っていました。

市長が毎年挨拶に行っていました。だから、私はその日だけ行って帰ってくるのはもったい

ないじゃない。名古屋なんか二百二、三十万人ですか、無限の市場ですよ。いかにこう中に

入るかだというふうに思っていまして、直接私は大垣に見えたときにお話もしたし、手紙も

書いたし、ほかの方が名古屋市長にも話をしてくださいました。しかし、一議員では、当然

限りありますので、それは進んではおりません。名古屋市長は、周りからやってほしいとい

うふうに言っていました。南知多町とか、蒲郡のほうとか、尾鷲とか、いろいろあるんです

けれども、そういうところから話し合ってもらうといいなあと、そういうふうに市長は言っ

ておったです。その後、途絶えておりますけれども、ぜひともいろんな角度からお願いした

いなと、それを思っております。 

 それと、今、高須三万石と、皆さん、御存じだと思いますけれども、その１万5,000石が

飯田市にある。飯田市が、当然その飯田市があることも市民の皆さんは御存じない。しかし、

毎年、法要は高須別院でやっています。そういった縁を、もともと飯田市に伊那郡伊那一帯

を治めた尾張藩の第２代の次男さんがあそこに出されて、３万石を持ってみえると。しかし、

山ばっかりで、もっと豊かなところが欲しいと言われて、海津市がいただかれたと。海津市、

駒野のほうも含むんですけれどもいただかれた。ですから１万5,000石、向こうにもまだ１

万5,000石あるんですから。そういった縁を大切にするということは、今、生かすというこ

とは大事だと思うんですけど、今後そういったことに対して、市長はどのようにお考えか、

ちょっとお尋ねします。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 私、不勉強なところがありまして、歴史的背景などは十分承知をして

おるわけではございませんので、なかなか答弁というのは難しゅうございますが、いろいろ

な御縁のあるところと交流を結ぶということは、決して海津市にとってマイナスな要素では

ないと思いますので、そういった交流、結べるものであれば、持てるものであれば、結んで

いくのがいいかなあと思っております。 
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〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 飯田市は10万人のまちでありますし、桃やらリンゴやらブドウやら、

産地であると思います。ですから、またこちらの柿やミカンの売買、また歴史的にも、こち

らも輪中の歴史とか文化がありますし、また飯田市さんのほうにも古い校舎があって、こち

らの子どもたちが利用して林間学校などできるかなということを思います。いろんな面にお

いて、10万人のまちが、この３万3,000人プラス10万人というふうに、いかに考えてお互い

に繁栄できるか、こういうふうにつなげてみることが大事かなと、そんなふうに思っており

ますので、私もやりますので、ぜひまた市長、ぜひともお願いをしたいなと思っています。 

 それから、交通アクセスの充実ですね。先ほど海津市から津島とか勝幡とか便をというこ

とが出ていました。以前、私は名古屋駅までということを、ここで言ったことがあります。

と言いますのは、名古屋市はどんどんと東へ東へしっかり発展しましたね、長久手のほうに

向かって。ですから、私は名古屋市市内の方々に、東も当然いいでしょうけど、この橋を渡

ってこっち来ていただいたら、とってもいいところで安価な土地がありますよということを、

名古屋市まで私はそういう便ができたら、こちらは通勤もいいですし、名古屋市の方々にも

こちらへ住んでもらえるような、そういう手段の一つになるかなというふうに思いますので、

そういうことに対して、市長は名古屋ということを言ってみえませんけれども、市長として

はどうでしょうか。私としては、そういう気持ちですので。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 交通アクセスの改善におきましては、やはり市民のニーズ、どういっ

たところに、どういった方々、どれだけの人数が希望されておるのか、そういったことをし

っかり希望調査を行った上で判断をしていくということが必要かと思っております。ですの

で、そのアンケート調査、その結果で、そういった要望が非常に多いのであれば、その実現

に向けて取り組んでいくということは必要なことだろうと思います。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） 松田議員の中にもありましたけれども、公共施設の周辺をもっと人が

寄るような、飲食ができるようにというような意見がありましたけれども、私たちが視察に

行きました佐賀県の武雄市の図書館は、コロナで今は人が減っているとは思いますけれども、

それまで年間毎年100万人の人が来ると。元の市長が、公共施設は人が寄るところやと、い

かに付加価値をつけるかということですね。その図書館でサッカーの世界大会を中継すると

か、また朝市をやるとか、スターバックスのコーヒー屋も当然入れてありますし、いろんな

角度から人が寄るような仕組みがされたということですね。今、海津市は何もそういったこ
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とは考えられておりません。ですから、私はこの庁舎が増設されたときに、増設するだけな

のか、その周辺はどうするのかと、今後さらに拠点とするにはどうしたらいいのかというこ

とを申し上げました。これから考えるということでありましたけれども、何ら考えはなかっ

たです。それは、いなべ市さんなんか、あそこに庁舎を建てて、周辺をあのようにいろんな

名古屋からパン屋を呼ぶ、大阪からこういう人たちがいる、周りもしっかり絵を描いて庁舎

を造られたんですね。ああいう絵を描くことがすばらしいと思うんですね。そういう絵を描

くことが、とてもこう海津市はできていないと思うんですね。 

 ですから、人が寄るところであるから、さらに付加価値をつける。ですから、今、図書館

でも、武雄市は365日年中無休ですわ、図書館は。それで、子どもたちが、子ども連れでも

図書館に来てもいいような部屋も造ってありますよ、親子で。普通やかましいから、子ども

たちはうるさいから、子どもは来てはいかんよ、連れてきてはいかんよという図書館が多い

と思うんですけれども、子どもを連れてきてもいい部屋もあるんですよ。朝８時か９時から

夜９時まで、サラリーマンの人も帰りも寄ってみえると。そんなことで、とても皆さんが利

用しようかという図書館になっていますね。ですから、私は平田図書館をそのようにされる

なら、いろんな角度からさらに今まで以上に、ましてやその隣の輪之内さんからも行きたい

んやと、養老町からも行きたいなと、そういう施設にしてもらえたらいいなと私は思ってお

ります。いろんな角度から、まちづくりはいろんな角度から取り組まなくてはなりません。

ですから、今後、新横川市長にしっかり期待をしますので、ぜひともよろしくお願いをした

いと思います。 

 それと、最後に、市長は子育て、選ばれるまちというふうに言われますけれども、何か一

言、例えば目指そう、選ぶまち海津市とか、何かそんなすきっとしたような言葉ってありま

せんか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） そういう打ち出すようなことは非常に大切やと思います。今、ここで

無理やり申し上げて、軽々に口に出して、それが独り歩きするということのないように、で

は、もう少しお時間をいただきながら考えてまいりたいと思っております。 

〔12番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 川瀬議員。 

○12番（川瀬厚美君） まちの発展と市民の皆さんの幸せを願い、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） これで川瀬厚美君の一般質問を終わります。 

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

   ◎散会の宣告 
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○議長（服部 寿君） 以上をもちまして、本日の予定された一般質問は終了いたしました。 

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 なお、明日２日予定されておりました一般質問３名については、午前９時に再開しますの

で、よろしくお願い申し上げます。皆様、大変御苦労さまでございました。 

（午後３時３６分）  
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