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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名でございます。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３番 松岡唯史君、

４番 松田芳明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いたします。 

 再質問には、議員各位の議席番号を省略させていただきますので、御了解お願いいたしま

す。 

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

◇ 飯 田   洋 君 

○議長（服部 寿君） 最初に、８番 飯田洋君の質問を許可いたします。 

 飯田洋君。 

〔８番 飯田洋君 質問席へ〕 

○８番（飯田 洋君） それでは、議長のお許しを得ましたので質問させていただきます。 

 第１回定例会一般質問において、市が発注する道路工事においては、掘削や基礎地盤土の

入替え、締固めのため重機が使用されます。その際に直近の住宅や工作物等に異常や不具合

が発生した過去５年間の件数及び賠償及び補填について支出した金額について、何件ありま

すかとの質問をいたしました。 

 それに対する市長答弁は、道路工事に関する住宅等に異常や不具合が発生した件数及び賠

償額は、過去５年間で一度も賠償を伴う案件は発生しておりません。本市では工事施工にお

いて、掘削深、使用する建設機械、直近の建物や工作物等に影響するおそれがある場合は、

設計段階において影響を未然に防ぐ工法を選択し実施しております。その他の工事において、
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例えば側溝工事等、掘削深は浅いがブロック塀沿いに敷設する場合などでは、工作物等に影

響を及ぼすおそれがありますが、工事請負契約約款第28条に、第三者に及ぼした損害の事項

を定めており、工事請負業者が施工時に影響回避に努め、適正に対処することと規定してい

ることから、本市では異常が発生した件数については把握しておりません。したがいまして、

本市では道路交通に関する事故以外に賠償または補填をした事案はございません、でありま

した。及び現在も話合いが継続中のものは何件かにつきましては、「現在、話し中の案件は

ございません」の答弁でありました。 

 この答弁に関連し質問をいたします。 

 当初に、平成28年７月15日、平田町内で施工された建工第１号市道維持補修工事について

及びその施工後の経緯について、若干触れます。 

 この工事は、舗装道路の一部が地盤沈下し、降雨後は水たまりができるため、地元からの

要望に基づき施工されました。当該地区は工事前から地盤沈下の兆候が見られ、住民から雨

水の水の道ができているのでは、下水道管も埋まっているとして、調査の要望もかつてはあ

りました。 

 施工箇所直近の住宅居住者、仮称Ｉさんとします、宅は４月21日から自宅の外装、建物点

検、各建具等の点検補修を内容とするリフォーム工事を発注し、６月４日に請負業者と共に

玄関ノブの取付け確認をして、最終検査の後、引渡しを受けていました。建工第１号の工事

施工に先立ち、Ｉさんは「住宅が工事箇所側に傾いている。宅地から工事箇所に雨水等によ

る水の道ができていると思うので、工事の際は地盤の下を確認してください」と建設課に伝

え、工事での注意喚起を訴え出た。その際、「業者には伝えます」の回答を得た。平成28年

７月15日、Ｉさん夫婦は出勤。前日深夜に帰省し１人仮眠していた次男は、工事が始まると、

その激しい騒音と振動でいたたまれず、９時30分頃には家から逃げ出した。 

 平成28年７月25日、Ｉさんがコンクリートにクラックが入っているのを発見。18時過ぎ市

役所へ電話。当直室から建設課へ転送してもらい、工事担当職員に報告し被害を訴えた。そ

の際、18時34分、建設課は即座に「工事の不具合は業者に直接してください」と回答された。

さらに先方の工事業者名も電話番号も教えてもらえず、逆にＩさんの携帯番号を業者に伝え

てもよいかと言われた。教えても構わないが、Ｉさんは、「私は素人で専門業者にまともに

話ができるわけがないので建設課で仲介してくれ」と、さらに「素人に電話をもらってもま

ともに話ができるわけがない」と伝えた。 

 平成28年７月27日、18時に建設課２人、請負業者側１人、自治会長、自治会会計、Ｉさん

の６人で、工事の経緯、工事内容、現状（被害・不具合）の確認等が行われた。その後、複

数回の現地での高低測量、話合いが行われた。平成28年８月29日付建設課より、Ｉさんに工

事中に迷惑をかけたとして、クラックの補修方法について提案（書）がなされた。 
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 しかし、これまでの工事内容や話合いの過程では、コンクリートのクラックは住宅基礎に

関わる重要事項、リフォーム工事から僅か40日しかたっていないにもかかわらず、建具の不

具合の発生等については納得できる内容ではなかった。その後Ｉさんは住宅の建て起こしの

見積りを徴取。具体的に金額を提示し、補償の折り合い、話合いの場を設けてもらうよう現

在も文書による要望を続けておられ、市側も文書での回答のやり取りが行われている現状は、

現在も話合いが継続中のものが存在します。そのように確認します。 

 そこで、質問します。 

 １、工事の過程中、完成検査前に市民が発見、あるいは目撃した工事の不具合の訴えに対

し、工事担当職員の「工事の不具合は業者に直接してください」とする行為は、事務処理上

において通常取られる措置か。 

 ２、工事の過程、あるいは結果（検査）後において、工事の不具合が発見（訴え）がされ

た時点から、工事請負契約約款第28条に基づき、賠償責任が請負人に確定し賠償行為（金銭

の支払い、改修工事等）が終了するまでの間には、どのような事務手続が取られ、話合い、

交渉等は進められるのか。市民、被害者ですが、請負人及び発注者、市の間において市の立

ち位置は。終始窓口になるのではないか。 

 ３、「市において賠償責任に応じていないもの、受注者自らの責任に応じたものは市の件

数には上げていない。しかし、その過程については検査まで報告を求めている」。つまり、

市は詳細に把握し資料を保存している。この部長答弁と、「工事請負業者が施工時に影響回

避に努め、適正に対処することと規定していることから、本市では異常が発生した件数につ

いては把握しておりません」の市長答弁とは矛盾しているのではないか。賠償責任が請負人

に確定した後、私有財産に対する請負人の賠償責任（金銭の支払い、改修工事等）について、

市は検査までどのような立ち位置において関わっているのか。また、保証人を求められるこ

とはないか。 

 ４、建工第１号工事は、施工からこの７月で５年目を迎えます。Ｉさんはリフォームをし

て僅か40日余りで市工事によって住宅の不具合が発生した。地盤の異常の調査依頼をしたこ

とも現状をも話し、工事に際し注意喚起をしたにもかかわらず、工事後の住宅の現状は、ビ

ー玉を床に置き手を離すと即一定方向に転がり始める。扉は通常の開閉はできない。ちょう

つがいを緩めガタを持たせていて、ノブと共に持ち上げて枠に収める。家ごと傾いた浴槽の

天端と張ったお湯の天端は平行ではない。毎日の入浴は気がめいると。折り合い、話合いの

場を得、早々に工事にかかれることを望み、要望しています。 

 市長は答弁の中で、「市発注の工事全般において影響のおそれのある規模の大きい工事に

ついては、ボーリング調査をし、地質の確認をし、構造計算により工法を選択し、かつ工事

の施工による地盤変動のおそれがあると予測する場合は、国が昭和61年４月に制定した公共
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事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領

に準拠して対応しています」と、わざわざ述べています。まさに、その事務処理要領第２条

において、（事前調査等）として、建工第１号工事に際しては、Ｉさんの注意喚起をはじめ

地元の要望を受け入れての施工を指しています。市長の答弁のとおり、事務処理要領に準拠

し、事前調査をされていますか。 

 ５、「現在、話し中の案件はございません」の答弁に対し、平成28年７月15日、平田町内

で施工された建工第１号の市道維持補修工事については、現状、Ｉさんと市とは主に文書に

より、請負人とは受任弁護士を通じ、関わりも継続しています。現在も話合いが継続中のも

のとして存在します。そのように確認します。この差異についてもお尋ねをします。 

○議長（服部 寿君） 飯田洋君の質問に対する市長、建設水道部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） おはようございます。 

 飯田洋議員の市道上及び市発注工事での事故についての御質問にお答えいたします。 

 質問相手は私と建設水道部長となっておりますが、全て私から御答弁申し上げます。 

 市道発注工事において、工事請負契約締結後、その履行については岐阜県建設工事共通仕

様書に基づき施工いたします。苦情対応について、この共通仕様書では、受注者は、地元関

係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は、誠意をもって解決

に当たらなければならないと規定されております。 

 １つ目の工事担当職員の工事の不具合は業者に直接してくださいとする行為は通常取られ

る措置かにつきましては、工事を施工する受注者が工事の不具合等への対応を行っており、

本市へは、その経緯を含めて結果を報告させております。 

 なお、本市においては、受注者に各工事で現場代理人を定めさせており、これら苦情対応

を含めた現場管理を行うよう指導、監督を行っております。 

 ２つ目の工事請負契約約款第28条に基づき賠償責任が請負人に確定し賠償行為が終了する

までの間には、どのような事務手続が取られ、話合い、交渉等は進められるのかにつきまし

ては、工事請負契約約款第28条第１項では、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたと

きは、受注者がその損害を賠償しなければならないとされており、受注者と損害を受けた方

との間で適切に処理、解決されることとなります。 

 なお、発注者である本市に対しては、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき、施工現場周辺

並びに他の構造物及び施設などへ影響が生じた場合は、直ちに市の監督員へ連絡し、その対

応方法等に関して監督員と速やかに協議し、損傷が受注者の過失によるものと認められる場

合は、受注者自らの負担で原形に復元することとなります。 
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 次に、市民と請負人及び発注者の間において市の立ち位置は、終始窓口となるのではない

かにつきましては、受注者と第三者との間の話合いが紛争に発展した場合においては、市は

工事請負契約約款に基づき、受注者と協力してその処理、解決に当たることとされており、

事案に応じて適切に対応してまいります。 

 ３つ目の令和３年第１回定例会の答弁における部長答弁と市長答弁とは矛盾しているので

はないかにつきましては、議員も御存じのとおり、本年市議会第１回定例会で、議員の御質

問に答弁いたしましたように、受注者が施工時に影響回避に努め、適正に対処することと規

定していることから、本市では異常が発生した件数については把握をできておりません。 

 なお、第１回定例会の部長の答弁に関しましては、先ほども申し上げましたとおり、工事

の施工について第三者に影響を及ぼしたとき、受注者がその損害を賠償しなければならない

と規定されており、受注者と損害を受けた方との間で適切に処理、解決が行われることとな

ります。このような場合など、発注者である本市に対して受注者から報告があった事案につ

いては承知をしておりますが、中には内容が軽微なものについて、市への報告のないケース

があるため、異常が発生した件数については全てを把握できておらず、統計を取っていない

旨をお答えしたものでございます。 

 次に、賠償責任が請負人に確定した後、私有財産に対する請負人の賠償行為について、市

は検査までどのような立ち位置において関わっているのか。また、補償を求められることは

ないかにつきましては、工事請負契約約款第28条第１項で、工事の施工について第三者に損

害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のう

ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担すると規定され

ております。工事の施工において、受注者が第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の帰責

事由によって生じた損害でなければ、補償を求められることはないと考えております。 

 ４つ目の事務処理要領に基づき事前調査をしているかにつきましては、本年市議会第１回

定例会で、議員の御質問に答弁いたしましたように、本市発注の工事においては、工事の施

工による地盤変動のおそれがあると予測する場合において、国が昭和61年４月に制定した公

共工事に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要

領に準拠して事前調査等の対応を行っております。 

 ５つ目の本年市議会第１回定例会において、現在話し中の案件はございませんと答弁した

ことにつきましては、議員仰せの案件は、当初より工事の影響により生じたものではないと

御説明を申し上げているところであります。話合いが継続中とは考えていないことから、本

年市議会第１回定例会において、そのようにお答えしたものと認識をしております。 

 なお、本市としましては、今後も引き続き市道の適切な維持管理に努めてまいりますので、

御理解をいただきますようお願いをいたします。 
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 以上、飯田洋議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） １番、２番に共通するんですけれども、そもそもこの建工第１号がこ

のような過程をたどることになった最大の原因は、当初の工事の不具合は業者に直接にして

ください、この一語に尽きると思います。つまり、市側から現場の確認もなく、いきなり工

事内容の否定とも取れる責任と対応を投げつけられた請負人に、現場責任者は当然先行きを

考えるでしょう。まず自分のこと、そして会社にかける損害。ここで工事設計どおりの振動

ローラーを使用して、間違いなく正確に施工した。詳細な指示は受けていない。会社側とし

てはそう簡単に受け入れるわけにはいかないでしょう。もちろん返された市としても設計の

ミスを受け入れるわけにはいかない。認めれば、市として損害予算の計上にかかってきます。

設計上で指定した機種のローラーの振動ごときで住宅に不具合が生ずるわけがない。したが

って、Ｉさん指摘の詳細な現場把握も注意喚起も詳細に伝えていない。けど、明らかに工事

施工後、現場に結果が出ている。住宅に不具合が出ている。ここで請負人、市の業者の思惑

が一致しました。 

 ところで、これまで請負人、市の業者の間で一度も口にしないこと、かたくなに口を閉ざ

していることがあります、名誉のために。それは工事施工に際し、最初の工程、工事箇所の

舗装をめぐる工事です。このときの振動、地響きは振動ローラーの比ではありません。工事

はめくる箇所を外周にまずカッターで切り込みを入れ、重機、通常はユンボのバケットの爪

を利用してこじ開けます。大型トラックの通行にも耐えられるような丈夫に仕上げた舗装路

面を、最初はバケットの爪も簡単にこじ開けるまで突き刺さりません。何度も突きつけ、食

い込ませ、舗装面と裏面についたアスファルト、砕石混じりの基礎地盤の塊をこじ開けます。

初めから切り餅のように細かく切り込みを入れ小さくこじ開ける、そんな面倒なことはしま

せん。大きな振動とともにこれを繰り返し、こじ開けた大きな幾つもの塊に、さらに今度は

バケットを何度も振り下ろし、搬出のダンプトラックに積み込める大きさまでたたきつける

作業を繰り返します。このときばかりは丈夫にできているのが恨めしい。このとき、特に振

り下ろしたときの衝撃、振動は設計書、振動ローラーの比ではありません。振動ローラーに

固持し、不具合に大きな影響を与える工事工程を口を閉ざしています。音に例えるなら、４

トンコンバインドローラーの鋼製ローラーの転圧時はゴンゴンゴン、対してユンボの作業時

はガツン、ドシン、ガシャンですよ。双方の思いは一致しています。あとは話合いを先延ば

しし、そして市の担当は定年、異動で後任者は半ば放置状態。たまらないＩさんは、このま

まうやむやに放置されるのを危惧し、見積りを取って具体的に修復金額を提示。金額を示さ
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れた後任の担当者の拒否反応は募るばかりです。このような場合、利害関係が重なる場合は、

話合いに市、請負業者、そして民間人、Ｉさんですが、このような場合には第三者を入れる

べきではありませんか。 

○議長（服部 寿君） 建設課長 高木庸光君。 

○建設水道部建設課長（高木庸光君） 議員御質問の第三者を入れるべきではないかについて

お答えいたします。 

 まずはこういった苦情等が出てきた場合につきましては、共通仕様書に基づきまして、事

業者に対応していただいているということがございます。どうしてかと申しますと、工事を

施工した者は受注者でございまして、確かに専門業者にいろいろ言われても分からないとい

うことも考えられますけれども、実際に施工した受注者が現地を見て、どういった不具合が

あるかとか、そういったことを聞き取るというのが最も合理的でございますので、そういっ

た対応をしております。 

 ただ、苦情が市役所に入ったときにつきましては、当然市役所の職員が現場対応をするこ

とにしてございます。議員仰せの案件につきましても、記録を確認いたしますと、市の職員

がすぐに対応を、これ夕方にあったというようなお話でしたので、次の日現地を確認し、そ

の後業者とも現地を見ているといった記録が残ってございますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 それで第三者を入れるべきではないかというお話でございますが、まずは当事者同士で話

をして、市の考え方をお伝えするということになると思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） ３番のほうのずうっと市長の答弁でも、受注者の業者側に責任を持た

せる、そういった答弁、それが多いように思います。２番目の関係ですけれども、改めまし

て平成28年７月15日に工事が施工されました。そして、３年もたって、３年後の令和元年８

月13日、部課長と話し合い、その後長期間さらに放置され、危惧したＩさんは放置４か月も

たって、令和元年12月27日に人を介して話合いの場を設けてほしいという要請をしました。

それでも２か月後の令和２年２月20日になって、やっと開催。人を介したとしても全く失礼

な対応ですね。 

 しかし、Ｉさんにしてみればやっと話合いの場が再開できたと位置づけ、今後の話合いに

期待を持たれたが、その後具体的な進展はなく、令和２年３月23日付内容証明で補償工事見

合う賠償金額を通知。すると、市側から令和２年４月22日、突如として本件工事が原因とは

特定できないと考えておりますと、市による注文または指図に過失なし。したがって、損害
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賠償する理由がない、お支払いできませんと、これまでのクラックの補修も全部ひっくり返

して完全ゼロ回答の返信。内容証明を送った途端に特定できない、この新たな言葉。しかも

これは市も請負業者も双方責任を免れようとする、すばらしい知恵者の発想ですよ。具体的

な金額が示された途端に発せられた、これまでの話合いの中では考えは全て撤回されるので

すか。 

 今の市長の業者に責任ですと、けれども、市のほうにＩさんはしっかりとお願いをしてい

ます。さらに令和２年11月９日に至っては、これまでの間に文書でのやり取りがあったにも

かかわらず、令和２年２月20日に立会人同席の下、最終面談として場を設けたとして部長と

の面談は差し控えます。突如として８か月以上もたってから遡って、身勝手、一方的な考え

を押しつけるやり方。海津市は市民との話合いにこういうのが通用するんですか。Ｉさんに

してみれば、長期間途絶えていた話合いの場の再開、改めて再出発地点と捉えていました。

立会人のＩさんも同様の思いです。にもかかわらず、これからの市からの通知文書の日付、

内容が考えられますか。しかし、条例、規則にも遡及適用というのがありますね。市がその

ように措置を取られるならば、Ｉさん側も今後新たに当方もさきに内容証明で要求した件に

ついては、令和２年２月20日、席上において最終合意いただいたものと判断いたしましたと

内容証明で通知すれば有効ですよね。新しいほうが効力があります。双方がそれぞれ最終合

意、終結したことになります。このようになると、こうすれば現在話し中の案件はございま

せんとの市長答弁と合致します。これは重要なことです。部長、お答え願います。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 飯田議員の御質問に説明させていただきます。 

 いろいろ議員の御質問をお聞きいたしましたけれども、これ私ども職員でございますので、

先方がおる以上、これは守秘義務もございますし、個人さんの個人保護の観点からも全てを

お話しすることはできません。したがいまして、議員から第１回一般質問のときにもお話を

させていただきましたが、一般的な業務の工事との契約、請負業者との約款仕様書に基づく

対等な立場での責任施工といった形で、こういった事前調査とかあるというお話をさせてい

ただきましたし、今回市長から答弁いたしましたように、事前調査におきましても工事の大

きさ、大規模工事もあれば小規模工事もある。具体的に第１回説明会でもさせていただきま

した。下水道工事、浄化センターに近いところは掘削深３メーター、４メーター掘る本管工

事がございますので、当然設計段階において開削工法から推進工法とか、また土質におきま

しても海津平田地区につきましては地下水がございますので、水をくみ上げるウエルポイン

ト工法をするとか薬液注入で水ガラスを打つとか、いろんな工法の検討、さらにはそれでも

影響があると判断する場合には家屋等の事前調査もした事例もございます。 

 しかしながら、今回一般論の話と今回の先方の方とのお話がごちゃ混ぜになるようなお話
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で、非常にその言葉一つ一つを取り上げられると私どもも困惑して説明するのが困難になっ

てくるわけでございますが、個人情報等も踏まえて言える範囲で申し上げますと、今回この

第１号の工事の補修工事につきましては、これは年間４月１日から３月31日までの365日、

我々職員で穴埋めができない緊急的な、例えば陥没したとかいったときに業者に緊急に対応

できるように年間を通じて資料を出せばすぐに行える工事という意味もございますし、今ま

でにも一般質問で答弁しておりますが、我々職員でゼロ予算事業としまして市内1,137キロ

にわたる道路５路線に分けまして、そして毎週金曜日にパトロールし、自分たちで直す。穴

があった場合には当然見栄えも悪いですし通行に支障もあるということで、そういったとき

に経過観察を見ながら業者に舗装を打ち換えといった形を部分的工事として発注するもので

ございます。 

 今回のこのお話の工事につきまして、通常水たまりがあるという自治会長さんからの御要

望を受けまして、経過観察し、そして舗装をかぶせようと。当初はオーバーレイという形で

二、三センチ上にその部分をかぶせる工事でございましたが、議員お話しのように先方から

水口ができておるのではないかというようなお話もございまして、そういった形につきまし

て舗装の状態、例えば下が抜けておれば通常はカメの子のようにひび割れが入って下がると。

また、隣にある側溝との隙間に亀裂が入るといった形でございますが、そういった形も設計

段階で確認いたしまして、影響がなかったということから、５センチの舗装の幅５メーター、

長さ５メーターをめくらせていただきまして、５センチ下の路盤状況を先方が言われるよう

に水口があるかどうかも、自治会長さんからの話もございますので確認いたしまして、そし

て影響がなかったということで５センチ舗装を打ち換えたと。これは365日市内でも通常業

務として実施しておりますし、確かに機械等も、先ほどすごい大きな機械でやっておるとい

うようなお話でございましたが、一回り小さい小型でしておりますし、そういった記録写真

等も全てございます。したがいまして、こういった市があまりにも先方さんと何もお話をさ

れていないということを申し上げられますけれども、これはちょっと個人情報でお答えする

ことは詳細にはできませんが、当初より申出があったことにつきまして、資料にもあります

ので、係長以上で対応して、そしてその内容につきまして、当然現段階では市の顧問弁護士

にも相談いたしまして一つ一つ確認し、回答のほうは全て速やかに出させていただいており

ます。 

 これまでの過程、先ほども申しましたが、議員も私に面談という形でお見えになりまして、

その旨説明させていただいております。一般質問ではそれ以上の細かいことについては申し

上げることはできませんので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 
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○８番（飯田 洋君） いろいろ細かくしゃべられましたんですけれども、とにかく市長答弁

のあるなしの考え方についても、これからまた追及していきたいと思います。とにかく今の

最初の市長答弁にありましたように、業者と一生懸命話合いをする。とにかく市のほうはぬ

るい風呂に入っておる、そういう感じがします。今までのＩさんからお聞きしましたいろい

ろなやり取り、私まとめましたが、これだけになるんです、文書のやり取りだけで。 

 そこで次に質問します。 

 部長も平然と口にしますよね。あそこは平田町時代、盛り土のところやでな。私もＩさん

の住宅、団地ができた経緯、これは現役時代のことですので十分承知しています。けど、土

木や土質のことでは私は専門外です。しかし、団地のできる経緯を承知していることから、

工事前から現状を見て、素人ながら地盤に対する不安や調査も依頼してまいりました。建工

第１号工事の施工に際しては、Ｉさんは自宅の周辺や現状を見て工事の際、注意を喚起され

た。当然に市長答弁にあった本市では工事施工において掘削深使用に対する建設機械により、

直近の住宅や工作物に影響のあるおそれのある場合は設計段階において影響を未然に防ぐ工

法を選択し、実施してまいります。年間予算の範囲内の小工事の部類に入るものですが、こ

のような申出、注意喚起を団地のできた経緯も知る職員もいる建設課において、市長答弁に

ある直近の住宅や工作物に影響をするおそれのある場合は、設計段階において影響を未然に

防ぐ工法を選択しのとおりに、建工第１号において通常の工事とはどのような内容を変更さ

れたのか。 

 さらに、このような状況の場合、事前に後々のために現状の写真を撮っておくことを市側

で行いませんか。もしくは関係者に撮影しておくことをお願いしませんか。その場合には素

人ではどこをどのような角度から撮るのか分かりません。細かく説明する必要もあります。

かつての下水工事では地下水を抜く管を埋設したときは、事前に沿線家屋の建具の状況を確

認に業者が入っております。これらを怠ったことがこのような事態を招いたことは考えられ

ませんか。部長、どうぞ。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 飯田議員の御質問にお答えします。 

 議員も旧平田町時代御担当されておった案件という形で、このところの活断につきまして

は造成工事がされておった。今、道路上のほうに水口ができておるかとか、側溝の家の角で

すね、集水ますのコンクリート敷きが打っていないから抜けておるとかというようなお話が

ございました。私、２年前、平成30年４月に建設課に参りまして、これは課長もそうですし、

私も事務引継事項として承っております。早速記録等も確認させていただきまして、その月

に本人さんと私は面談してお話をさせていただいております。そういった中で、集水ますの

敷きから抜けておる、確認してください。現実的には打ってありました。そこで底が抜けて
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いることはないですという確認もさせていただきましたし、議員は下水道工事、当然こうい

う深さを掘りますんで、私もそれが要因かなという形で最初は思いました。しかし、あの物

件につきましては、当時改築工事をされたときに合併浄化槽、海津市で唯一の集中合併浄化

槽で造成時に設置されたもので、下水道工事は掘削しておりませんので、そういった中で影

響はないと判断させていただいておるものでございますので御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 飯田議員。 

○８番（飯田 洋君） この問題、今の業者、Ｉさんとの話合いが続いております。これいつ

までも求める側が確たる証拠も示さず食い下がる。これは言いがかりですよ、罪に問われま

すよ、やんわりとですがこう出られると市民は萎縮しますよね。法律は時には一方に強く作

用します。ある弁護士さんの言葉です。法律家には争いに勝つテクニックよりも、心に秘め

ておかなければならない大切なことがあります。弁護士は依頼してきた方の要望には100％

応えようとします。その上で、本当に求めているゴールは何かをしっかりと捉え、そのため

にどうトラブルに向き合うのか。優しさや思いやり、将来の幸せな形をどうやってつくって

いくのか。人間として正しい姿を常に考えるようにしていますと。 

 市も請負人も自分たちの立場を求めて依頼していますよね。相手は市民です。振動を起こ

す工事は住宅から何十メートルも離れた場所で施工されたのではありません。すぐそばです。

リフォームしたばかりの住宅に新たに不具合が工事後に発生した原因と追及するのは、ごく

ごく常識の範囲内の考え方ではありませんか。自分たちの名誉、立場を守る上で双方がかた

くなに拒否。それなら突発の原因究明不能の災害が起こったことにしませんか。自分の不注

意で起こした火災に際しても見舞金が出ますよね。市民の困ったときに手を差し伸べる、そ

れが行政ではありませんか。Ｉさんは被害に遭って困っているんです。決して筋の通らない

要求をしているのではありません。 

 市長に最後にお尋ねします。これまでの経緯、市側の対応、補償の提案、あり得ない、遡

って一方的な最終合意、さらには特定できないとゼロ回答に大変化。この際、市長において

３者間の問題をしっかりと検証し、Ｉさん、市民もが納得する答えを出していただきたい。

お願いできますか。 

○議長（服部 寿君） 飯田議員に申し上げます。質問時間が終了していますので、市長の答

弁はできませんのでよろしくお願いいたします。 

 これで飯田洋君の一般質問を終わります。 

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

◇ 里 雄 淳 意 君 
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○議長（服部 寿君） 続きまして、１番 里雄淳意君の質問を許可いたします。 

 里雄淳意君。 

〔１番 里雄淳意君 質問席へ〕 

○１番（里雄淳意君） 議長の許可を得ましたので、通告書のとおり質問をさせていただきま

す。 

 要旨１．市役所職員の体制について。質問相手、市長。 

 要旨２．コロナハラスメントについて。質問相手、市長、教育長であります。 

 １．市役所職員の体制について。 

 このたびの選挙で市長は、「海津市に新しい風を！新世代の思いを市政に！」を旗印に掲

げられ当選を果たされました。ぜひ、横川市長カラーの新しい風を吹かせていただけること

を期待しております。 

 市長は初登庁の際、職員の方への訓示で、互いに協力し合い、前向きな発想で常にチャレ

ンジし続けるチーム海津を一緒に目指してほしいと述べられ、市民と職員のオール海津で難

局を乗り切っていこうと力強く呼びかけられました。私もこの市長の思いに共鳴し、私自身

もオール海津の一員として精進していきたいと思いを新たにさせていただきましたが、チー

ム海津の実現に向けては、何よりもまず職員の方々の協力が必要不可欠であると考えます。

就任会見で市長は、職員の方々がやりがいを持って前向きに働ける職場をつくるのが自分の

仕事であると語られておりますが、そのためにどのような体制を目指していかれるのでしょ

うか。現段階で具体的なことをお聞きするのは時期尚早でありますので、県職員として長年

お勤めになられた経験を踏まえ、大枠の思いをお聞かせください。 

 また、松永前市長は退任式の挨拶で、市民ファーストで、いつも市民のことを考えて仕事

をしてください。海津市の発展を願っていますと締めくくられました。チーム海津を目指す

に当たり、市民の方々の声をいかにくみ上げていくかが肝要であると考えます。市民の方々

の声をどのようにして市政に反映していくのか。市長のお考えをお聞かせください。 

 ２．コロナハラスメントについて。 

 2021年５月16日現在、岐阜県内では新型コロナウイルス感染症の１日当たり新規感染者数

が10日連続で100人を超えています。人口10万人当たりの直近の感染者数は、過去最多の

45.96人となりました。 

 いつ誰が感染してもおかしくない状況となり、日々不安が大きくなっています。終息の見

通しもたたず感染拡大が長期化する中、その不安によって感染者や感染リスクの高い医療従

事者、またその家族等が差別やいじめなどの人権侵害を受けるということが起こっておりま

す。決してこのようなことがあってはならないわけですが、花粉症でせきやくしゃみをした

人に対する周りの反応一つとってもこの問題の難しさがうかがえます。そこには、感染症に
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対する誤解や偏見と自分の不安を取り除くために他人を差別し排除していくという私たちの

姿があるように思います。地道ではありますが、おのおのが新型コロナウイルス感染症に関

する正しい知識を学ぶことと、差別は他人を傷つけるだけでなく、自分自身も傷つけていく

行為であるとの認識を深めていくことしかコロナハラスメントを解消していく道はないので

はないかと思っておりますし、特に教育現場での啓発活動が重要な意味を担ってくると考え

ます。 

 岐阜県が作成したコロナハラスメントについての防止対策や行動指針などを盛り込んだコ

ロナ・ハラスメントアクションプランにも学校でいじめにつながらないために学校対策が大

きく取り上げられています。また、昨年の９月１日には岐阜県と県内42市町村長とが連名で、

ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言が発表されています。 

 そこで、本市における取組についてお尋ねします。 

 １．教育現場におけるコロナハラスメントに対する取組について。 

 ２．今年度、令和４年度から５か年にかかる海津市人権教育・啓発基本計画が改訂されま

すが、コロナハラスメントに関する内容は組み入れられますか。また、どのような視点で基

本計画は改定されるのでしょうか。 

 ３．差別の解消へ向け、御自身が大切と思われていること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） 里雄淳意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） 里雄淳意議員の１点目の市職員体制についての御質問にお答えします。 

 １つ目の職員がやりがいを持って前向きに働ける職場をつくるために、どのような体制を

目指していくのかにつきましては、議員仰せのとおり、私が初登庁した際、幹部職員を前に

私が思い描いている市政・まちづくりの方向性について訓示をいたしました。 

 この中で私の好きな言葉、信条を表す言葉であるとともに、私の仕事に対する考え方の源

流であります「友情・努力・勝利」について述べたところでございます。友情、すなわちチ

ームワーク、海津市役所が一つのチームとなって、努力、失敗を恐れず挑戦をし続ける、勝

利、市民の幸福、そして海津市の未来のために結果を残す。 

 市政は海津市役所が一つのチーム海津となる、そしてそこに市民の力、民間の力をお借り

してオール海津で難局に立ち向かっていかなければならない、そう考えております。特に、

地方創生やまちづくり、にぎわいづくりに関する分野においては、職員が失敗を恐れずチャ

レンジできる環境を整えてまいります。 

 トップの仕事は謝ること、叱られることでもあります。全ての結果は市長である私が負い
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ます。職員に対しては、思い切って、そして自信を持って職務に臨んでほしい、そして力を

貸してほしいとお願いをしたところでございます。やりがいは自分の意思で考え、提案し、

具現化していくことで達成できるものであると考えます。管理職は部下の提案に耳を傾け、

様々な発想の中から具現化していく方法を導き出すとともに、チームワークを大切に喜び、

苦しみを分かち合って仕事を進める。そんなチームが全庁的に形成されれば、必ず活力ある

海津市に生まれ変わるものと確信をしております。また、働き方改革を含め、職員が働きや

すい環境を整えることも同時に進めてまいります。 

 なお、私の訓示は庁内でライブ配信を行ったほか、現在も職員が訓示の映像を視聴できる

状態であります。今後も職員に対し、同様のメッセージを繰り返し発信することで、私の考

えの浸透を図ってまいります。 

 ２つ目の市民の声をどのようにして市政に反映していくのかにつきましては、私は選挙公

約において、子育て世代に選ばれるまちづくりを政策の柱として掲げております。その子育

て世代の皆様からの御意見はもちろんでありますが、幅広い世代、様々な業種の方々から御

意見をいただきたいと考えております。現在はコロナ禍のため、市民の皆様から直接御意見

をいただく機会は限られておりますが、従来行われてきた市長との対話室、市長への便り、

タウンミーティング等、これらの在り方を検証し、ウイズコロナの新しい行動様式の中で、

ＳＮＳの活用も含め、多くの皆様から声をいただける方法を検討してまいります。 

 さらには、市政の重要な事項に関する広聴手法として、現在も取り組んでおりますパブリ

ックコメントや各種審議会での公募委員枠の拡大等を含め、多くの市民の皆様からの御意見

等を市政に反映できる仕組みを構築してまいりたいと考えております。 

 ２点目のコロナハラスメントについての御質問にお答えいたします。 

 １つ目の教育現場におけるコロナハラスメントに対する取組につきましては、後ほど教育

長から答弁いたしますのでよろしくお願いをいたします。 

 ２つ目の海津市人権教育・啓発基本計画の改訂にコロナハラスメントに関する内容は組み

入れられるか。また、どのような視点で基本計画は改定されるかにつきましては、本市の人

権教育・啓発基本計画は、平成18年度に人権教育及び啓発の推進に関する法律第５条の地方

自治体の責務に関する規定に基づき、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人

権教育及び啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、５年間を計画期間とし

て策定したものであります。以後５年ごと、平成23年度には第１次改定、平成28年度には第

２次改定を行っており、本年度は第３次改定を行うこととなっております。 

 国の人権教育・啓発に関する基本計画及び人権教育・啓発白書で示している人権課題は、

女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権、障がいのある人の人権、同和問題、外国人の人

権など全17項目に及びます。本市人権教育・啓発基本計画においても、この17項目の人権課
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題に対する取組と連動し、時勢に応じた改定を行ってまいります。 

 なお、国が示す人権課題の８項目めに感染症に関する偏見や差別が上げられております。

これは、新型コロナウイルス感染症、エイズ、肝炎などの感染症に関する知識や理解の不足

から、日常生活や学校、職場等、社会生活の様々な場面で、差別やプライバシー侵害などの

人権問題が発生しているという課題であります。これら感染症に関する偏見や差別を解消し

ていく取組についても、当然この計画に組み込む必要があると考えております。 

 また、議員仰せのとおり、特に最近では新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感

染者やその家族、医療従事者の方々などに対する偏見や差別が重大な社会問題となっており、

昨年９月には岐阜県知事と県内全市町村長とが連名で、ストップ「コロナ・ハラスメント」

宣言を発表しております。 

 本市においても、ホームページだけでなく、昨年度の市報６月号、９月号、１月号で新型

コロナウイルス感染症に関する人権への配慮、コロナハラスメントに対する啓発記事を掲載

するとともに、３月号に折り込みました人権啓発リーフレットには、ストップ「コロナ・ハ

ラスメント」のページを設けて、相談・支援窓口の周知を行うなどの取組を行っております。

今後も人権尊重の都市宣言に基づく、市民一人ひとりが人権意識を高め、お互いの人権を尊

重し合い、差別のない明るく住みよいまちの実現を目指し、海津市人権教育・啓発基本計画

の改定のほか、ホームページや市報などを活用し、幅広く人権啓発に取り組んでまいります。 

 ３つ目の差別の解消に向け大切と思っていることにつきましては、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、これらの方々の家族などに対する偏見や差別

が、特に重大な社会問題となっております。これに加え、ＳＮＳやインターネット上での誹

謗中傷や差別を助長するかのような不確かな情報の発信は、取り返しのつかない重大な人権

侵害につながるものであります。さらに、部落差別をはじめとする子どものいじめや虐待、

障がいのある人や外国人に対する偏見、差別、性的指向・性自認を理由とする偏見や差別な

ど、人権をめぐる様々な問題は後を絶ちません。これら多様な人権課題を解消することは容

易ではありませんが、まずはお互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いやること

のできる心、人権意識を磨くことが大切であると考えております。人権問題を誰かの問題で

はなく、自分の問題として捉え、人権を尊重することの大切さについて、広く皆様に考えて

いただけるよう、また正しい情報に基づき、正しい選択と判断をしていただけるよう、今後

も各種の人権啓発活動を展開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、里雄淳意議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 続いて、教育長 中野昇君。 

〔教育長 中野昇君 登壇〕 



－１２２－ 

○教育長（中野 昇君） 里雄淳意議員の２点目、コロナハラスメントについての御質問にお

答えいたします。 

 １つ目の教育現場におけるコロナハラスメントに対する取組につきましては、人権尊重の

都市宣言を受けて、教育委員会では、海津市園・学校人権同和教育推進会議を設置し、全て

の園・小・中学校において、年間を通じて人権同和教育の充実を図っております。その中で、

コロナハラスメントの指導も継続的に行っております。 

 昨年度から各学校において、定期的に管理職や養護教諭、人権担当者等による全校一斉指

導と各学級での実態に応じた担任指導と連携した指導を行ってまいりました。ＤＶＤやプレ

ゼン資料を用いたり、ニュース報道を用いたりしながら、全校集会や道徳の授業などで各学

校が工夫した指導を継続し、12月の人権週間に合わせて人権について考えるひびきあい集会

を行うなど、年間を通じてコロナハラスメントを含め、思いやりの心を育む取組を行ってお

ります。それら取組を毎年度末、園・学校の実践結果をまとめた研究収録がこちらにあり、

十数年前からこの取組を行ってきております。 

 さらに昨年度、日新中学校が行った「よさ見つけ」やコロナハラスメントを題材にした道

徳授業は、中学校における実践事例として、本年度県内全ての園や小・中学校に配付されま

した人権教育指導資料の中でも紹介されております。これが県教委が３月19日に発行した指

導資料です。県内の園・小・中学校に全部配付されたものです。 

 また、児童会や生徒会が中心となって合い言葉や約束をつくり、感染予防とともに仲間を

大切にできる学校をつくろうと、そんな活動が活発になってきております。 

 一例を申し上げますと、高須小学校では児童会が作成した「高須っ子なかよし宣言」を基

に年間を通じて「よさ見つけ」の取組を行ったり、城南中学校では生徒会が新型コロナウイ

ルス対策委員会を自主的に立ち上げ、昨年度は医療機関や福祉施設へ千羽鶴を贈ったりする

など、各学校で工夫された活動が展開されております。また、どの学校におきましても、学

校の通信、便りで各家庭、保護者に対してハラスメント防止の協力依頼を継続的に行っても

らっています。 

 現在のところコロナハラスメントに関わるいじめや問題行動の事案は報告されておりませ

んが、コロナハラスメントの防止は、人権同和教育の延長上にあると考えております。仲間

を大切にするための感染予防とともに、思いやりの心を育む教育を一層充実していくよう努

めてまいりますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、里雄淳意議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 
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○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 それでは、通告書の順番のとおり再質問させていただきます。 

 まず、１点目の職員の方々にやりがいを持って前向きに働ける職場づくりについてであり

ますけれども、やはり私は市長が就任会見でおっしゃったように、前向きに働ける職場、こ

れはやっぱりやりがいということだろうと、そのように思っております。私も思います。そ

の職員の方がやりがいを持って仕事ができる大前提として、私の考えでありますけれども、

私は長の覚悟であると思っております。私ごとで恐縮ですけれども、以前７年間小さな規模

の会社というか職場でございますけれども、そこに勤めたことがあります。着任した初日に、

そこの長、所長さんでございます、所長さんに呼ばれてこういうことを言われました。あな

たのやりたいことを遠慮せずにやりなさいと。人の目を気にせんでいいと。自分の思うとお

りやれと。責任は私が取りますと、こうおっしゃってくださった。実はその声が私には非常

に心強く、そして頑張ろうという気持ちが一層高まったことを思い出して、市長が今おっし

ゃった全ての結果は市長である私が負いますという市長の覚悟と重なり、当時のことを思い

出したことでございます。 

 とはいえ、新入りの私には経験豊富な先輩が周りにいらっしゃる。意見をするといっても

なかなか勇気を持つことはできませんし、職員同士はチームでありますので、自分のやりた

いことを発言するといっても簡単なことではありませんでした。そんな中、大変厳しい上司

でありましたけれども、ふだんからコミュニケーションを大切にしてくださる上司がいらっ

しゃいました。所内ミーティングも頻繁に開いてくださいました。ですから、ノープランで

はミーティングには当然臨めませんので、新入りといえども必ず資料を作成してミーティン

グに参加しました。そのミーティングというのは定時で仕事が終わって夜遅くまで続くこと

もありまして、それが終わると今度は飲みニケーションです。飲みに行って、帰宅は深夜と

いうことがしょっちゅうでありました。大変苦労もしましたが、私にとっては人生の財産と

なった７年間であると、大変有意義な７年間であったと思っております。もちろんこれは今

の時代にはそぐわないということは承知しております。しかし、いかに一人ひとりがやりが

いを持って仕事ができるか、まずは長の覚悟、市長の覚悟と、そして職場の人間関係の構築

が必要となってくるのではないかと思います。 

 答弁の中で、やりがいは自分の意思で考え、提案し、具現化していくことが達成できるも

のであると考えますと、僕もそのとおりだと思います。自分の提案したことが具現化してい

く、自分で考えて、こういうことがやりがいにつながるんだろうと思います。そして、管理

職は部下の提案に耳を傾け、様々な発想の中から具現化していく方法を導き出すとともに、

チームワークを大切に、喜び、悲しみを分かち合って仕事を進める。そんなチームが全庁的

に形成されれば、必ず活力のある海津市に生まれ変わると確信しているという、今の市長さ
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んの考えに私も賛同しております。 

 しかし、市長も就任会見でおっしゃられておりますが、県庁時代、仕事に後ろ向きになっ

てしまった人も見てきたと述べられているように、実はそのような関係性、つまりチームワ

ークを築くということが理想なんですけど、非常に難しいことだろうと、そのように思って

おります。ですが何が何でもチーム海津を結成していかなければならない。失敗を恐れずに

職員の方が自分の意見を言ってチャレンジしていただくと、そういうことが必要になってく

ると思います。ただ、このチームワークをつくることが非常に難しい。チームをつくるため

にその辺の難しいと思われる要因について、市長はどのようにお考えになるか。そして、そ

れを実現するためには何が重要かをお尋ねいたします。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 今、議員御指摘のとおりだと私も思います。チームづくりに何が重要

か。私、失敗を恐れずチャレンジできる環境を各職場において、そして全庁的につくってま

いりたいと考えておるわけですが、そのためにはそれぞれの職場においてそれぞれの職員が

自分の意見を口に出せる、そういう環境を整えていく、それが最も重要なことだろうと、議

員御指摘のとおりだと思っております。 

 また、その上ではこれも議員御指摘ということになってしまいますが、コミュニケーショ

ンをそれぞれ管理職、そして職員、その間、また職員同士の間、これをしっかりとしたコミ

ュニケーションを取ることで、ありきたりの言葉ですが風通しのよい職場をつくる、これが

最も重要なことだと思っております。それぞれの部局単位において、課単位において、それ

ぞれのコミュニケーション能力を高め、発言しやすい環境をつくる。それが結果、全庁的な

雰囲気につながってくるものと思っておりますので、私を含め市の管理職の皆さん方におい

ては職員の前向きな意見を引き出せる、そういう管理職、そして私も市長になってまいりた

いというふうに考えております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 現時点でこの質問はちょっと尚早かと思っておるんですが、チーム海津をぜひ結成してい

ただきたいと、そのように思っております。 

 まずお断りさせていただきたいのは、私は市の職員ではありませんし、職員間、職場の雰

囲気やとか空気というものは分かっておりません。決して現状の職員の方の在り方を批判し

ておるということではなくて、よりよい体制にしていっていただきたいというための質問で

ございますので、職員の方には御理解いただけたらと思っております。 

 ２点目でありますが、市民の声をどのように市政に反映していくのかと。今御答弁いただ
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きましたように、ＳＮＳ等も活用してあらゆる手段で市民の声を聴いていきたいと市長に御

答弁いただきました。その姿勢をずっと貫いていただけたらなと思っております。 

 私たちはどうしても自分の価値観と違う意見とか、不都合な意見というのは聞きたくない、

聞きにくいものでございます。しかしながら、自分にとって都合の悪い意見というのは新た

な気づきや視点をいただけることもあります。ですから、できるだけ広く意見を聞いていた

だきたい。ただ、当然のことながら、全ての意見を取り入れるということは不可能でありま

す。意見を取捨選択しなければならない。私は取捨選択というよりも、選び捨てるという表

現がふさわしいんでないかと。選んで迷って捨てていくと、選んでいく。どなたもよりよい

海津市にするために意見を述べられるわけでありますので、目的は同じであります。しかし、

東へ行くか西へ行くか、左へ行くか右に行くか、方向が定まらなければみんなが迷ってしま

います。その重要なかじ取りを思い切って市長に取っていただきたいと思っております。そ

のためにやっぱりかじ取りと同時にオールをこいでいただく方が必要になってくると思いま

す。状況や案件にもよると思うのですが、柔軟に部局を横断し、全庁的に取り組むことがで

きる特命プロジェクトチームという、ふさわしい表現かどうか分かりませんがプロジェクト

チームのようなものが必要になってくるんではないかと思うわけでございますが、そんなこ

とをもしぼやっとでもお考えになっておればお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員御指摘のとおり、いろいろな政策決定に当たってはタイミングを

逃さず、適時適切に判断をしていくということが必要でございます。そのためにはスピード

感を持って情報共有と、そして政策協議を行っていく、これが必要であると私は思っており

ます。 

 案件が複数部局にまたがる場合などにおいては、そういった各所属の代表職員で構成する、

先ほど議員はプロジェクトチームというようなことをおっしゃられましたが、タスクフォー

スのようなものを設置して、縦割り行政の弊害というものが決して出ないように私は情報共

有、速やかな政策協議、こういったものが実施をできるような体制を整えてまいりたいなと

思っております。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 新しい市長が誕生されたということで、市民の方々も期待をされております。恐らく職員

の方もそうだろうと思います。ぜひ一緒に頑張らせていただきたいと思っています。よろし

くお願いいたします。 

 それでは２点目、コロナハラスメントについてでありますけれども、１点目の教育現場に
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おけるコロナハラスメントに対する取組をお聞きしたのは、やはりコロナによる差別によっ

て決して子どもたちに悲しい思いや苦しい思いをさせてはいけないということがまず１点目

にございます。それと、これは実際に子育て世代の親さんからお聞きしたんですけれども、

子どもはすごいですよと。コロナのそういうことがあったときに、相手のことを思いやって

何事もなかったかのようにふだんどおり接するんです。親が反省させられますと、こういう

ことをおっしゃっておりました。子どもは素直で、やっぱり色眼鏡で人を見ない。コロナよ

り怖いのは人間だったという言葉が注目されましたが、難しいのは大人のほうではないかと

思います。そういう意味で、教育現場での取組は大切だと思っております。 

 そこで、今答弁いただいた昨年度から始まった各学校への指導の、これを行った経緯、理

由についてお伺いします。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 里雄議員さんの今の御質問に対してお答えします。 

 昨年度から行った理由と申しますと、これまでも先ほど市長答弁にもありましたけれども、

人権課題17項目、そういったものを意識しながら学校現場では先生方に御指導いただいてお

るわけですけれども、昨年度来コロナの感染が拡大しつつする中、全国的にあちらこちらで

それに起因した誹謗中傷、真意にない言動等があちこちで見られるというハラスメント事案

が発生しました。そんなことを受けて、国や県を通じて私どものほうにも各学校教育現場に

おいて児童・生徒のコロナハラスメントのよくないという理解を、ハラスメントの正しい理

解をするとともに、思いやりある行動を行えるような児童・生徒の育成に学校教育も全力を

尽くすという通知が参りましたので、昨年度から人権教育の一環としてまた進めておるとこ

ろでございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございます。 

 通知が来て、そのように取り組まれたということで、多分どの地域でも自治体でもそうや

って取り組まれたということでよろしいですか。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） 事案が発生したからその取組を行ったというわけではございません。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） 海津市は先進的に積極的に取り組まれたのかなという確認をしたかっ

たということでございます。 

 今お聞きした中で、県の人権教育指導資料にも妊娠中の取組を紹介されておると。また、
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城南中学では新型コロナウイルス対策委員会というのを生徒が自ら立ち上げて取り組まれた

という、非常にすばらしい取組だなと思うんですが、時間の都合もあるのでこの２点、簡単

にどういうことか教えていただけたらと思います。 

○議長（服部 寿君） 教育長 中野昇君。 

○教育長（中野 昇君） ただいまの議員さんの２点の質問に対してお答えいたします。 

 日新中学校の行ってくれました道徳の授業は、まず資料を新型コロナウイルスに関する差

別やハラスメントについての新聞資料のコラム等を使って、まず題材化を図ってくれました。

そこの中で、子どもたちが自ら主体的に考えて結果を導き出していけるような授業を仕組ん

でくれたものと思っています。主な発問といいますか、先生が子どもに投げかけた言葉かけ、

社会で起こっている差別やハラスメントをする人にはどんな気持ちがあるんやろうね。ある

いは、新型コロナウイルスに感染した人や感染していない人が差別やハラスメントをもし受

けたら、その人はどんな気持ちになるんやろうねと。あるいは、コロナ禍において、誰もが

感染する可能性がある状況の中で、人と人はどのように支え合って行動していくことが大事

なんだろうかねと、この辺りのことを教師が投げかけながら、子どもたち一人ひとりに主体

的に考えさせる授業を仕組んでくれました。 

 もう一点の城南中学校の医療機関や福祉施設へ贈ってくれた千羽鶴でございますけれども、

生徒会役員からどうも発出したと校長先生から昨年度お聞きしました。コロナ禍の中で、何

かもやもやとした発散できないようなこういった学校生活の中で、生徒会役員になって、何

かやるべきことがあるんじゃないかということで、役員がちょっと校長先生のほうとも話合

いに行ったようです。その中で、生徒会として子どもたちの中から何かやろうということ、

この千羽鶴の呼びかけをしました。30人ぐらいでスタートしたと聞いております。その中で

１クラス千羽鶴、1,000羽折ろうやないかと。10学級がありましたので、10学級千羽鶴を全

て折って、それを昨年度の市長さんのところに届けに来て、報告に来てくれました。その千

羽鶴を福祉部の方と相談しながら、７つの医療機関と特養等の福祉施設に送ってくれました。

私はとてもうれしく感じました。子どもたちのそういった姿は、教員の指導があってこそな

んですね。５月27日に退職をして間近でこの世を残念な思いで立っていかれた渡部校長を中

心とする城南中学校の先生方の指導が子どもの姿になって反映したということで、先生方の

指導の御努力をかいま見ることができました。そして、素直に育っている生徒を見て、私自

身本当にうれしく感じました。渡部校長は非常に人柄がよくて、周りの方から好かれる人で、

せんだっての土・日、お通夜と告別式も相当の方のお悔やみの参列があったとお聞きしてい

ます。非常に惜しい人材を亡くし、とても残念な思いであります。彼が残してくれた財産は

子どもたちに引き継がれていると思います。余分なことかもしれませんけど、すみません。 

〔１番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 里雄議員。 

○１番（里雄淳意君） ありがとうございました。 

 今、教育長おっしゃったように教育委員会や先生方の御指導のたまものと思っております。

今後も引き続いてよろしく御指導お願いいたします。 

 最後になると思いますが、２点目の海津市人権教育・啓発基本計画についてお聞きします。 

 こちらいろいろあるんですが、私は実はこれ海津市で作成されるということをお聞きした

ので、海津市独自の自由なものをつくれるのかと、そのように認識しておりましたが、どう

もそういう性格のものでない。国の指導によって、国と連携して法律に基づいてつくるもの

だと。ですから、なかなか市独自ということはこの計画では難しいと。その意図を酌み取っ

て、多分ホームページや市報、人権啓発リーフレットの作成ということを御紹介いただいた

んだと思います。私の思いに応えてくださったと思うんですが、せっかくつくるなら、そう

いう性格のものではないんですが、これからいろんなものを作成するに当たって、せっかく

なら手に取って目を通してみたくなるようなものをつくっていただきたいと。身近なものが

いいのではないかと思います。先ほどの学校での取組なんかを紹介するということも非常に

大事な啓発活動になってくると思いますし、それからこれは福祉関係のお仕事をされている

方からお聞きしたんですけれども、独居老人のお宅を訪ねたときに、コロナウイルスワクチ

ンの接種予約を取りましょうかと、こうお聞きしたそうです。そうしたら、隣の家の友達の

おばあちゃんの孫が一緒に取ってくれて、その日に同じ日に一緒に乗せていってくれるんや

と言って、こうやって答えてくださったということをお聞きしました。私も職業上、ふだん

高齢者の方とお会いする機会が非常に多いですけれども、そのときに予約を取れましたかと、

取れんかったら私が今スマホで取ってあげるからと言うんですね。そうすると多くの、ほと

んど全ての人と言ってもいいです。もう取ったと言って、孫が取ってくれたとか子どもが取

ってくれたと言っておっしゃるんですね。これ実は海津市の非常にいいところだろうと思い

ます。コロナだからこそ、こういう人と人とのつながりをまた大切だというものを皆さん感

じて、そしてお互い助け合って、そういうことをやっておられると。こんなこともどんどん

そういうことを紹介していただくほうが、こういう啓発活動につながるんではないかという

思いで、今回の計画の作成の趣旨と意図をお尋ねしたことでございます。 

 ３点目につきましては、またゆっくり今度時間を取ってお話をさせていただきたいと思っ

ております。一日も早くコロナの不安から解放される日を願って質問を終わらせていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これで里雄淳意君の一般質問を終わります。 

 ここで10時35分まで休憩といたします。 

（午前１０時２１分）  
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○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３４分）  

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

◇ 橋 本 武 夫 君 

○議長（服部 寿君） ７番 橋本武夫君の質問を許可いたします。 

 橋本武夫君。 

〔７番 橋本武夫君 質問席へ〕 

○７番（橋本武夫君） 議長の許可をいただきましたので、通告書に従い一般質問を行います。 

 今回の質問内容は１点、財政再生対策について、２点目、海津スマートインターチェンジ

の利活用について、いずれも市長に伺います。 

 最初に、財政再生対策について伺います。 

 本市の財政は、平成25年度より（平成27年度を除く）実質単年度収支の赤字が続いていま

す。そのような厳しい状況の中、財政がさらに悪化する前に先手の対策を打ち、財政を持続

可能なものとしていく必要から、令和２年６月に海津市財政再生対策が公表されました。ま

た、本年３月には海津市行財政改革大綱（令和２年３月）及び海津市財政再生対策を受けて

財政再生のための具体的な取組事項について記載された海津市財政再生プログラムが示され

ています。令和７年度決算時に、財政調整基金残高10億円を堅持することを目指すという数

値目標が設定されていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により市税収入をはじめと

する歳入の大幅な減収が見込まれる上に、その回復に相当な期間を要することも予想されて

おり、目標達成は簡単なことと言える状況ではないと考えます。 

 海津市財政再生対策・海津市財政再生プログラムに対する市長の認識をお聞かせください。 

 地方創生人材支援制度を活用して本市に来ていただき、多大な貢献をしていただいた髙木

地方創生・行財政改革担当部長が間もなく任期を終えられます。髙木部長が推進役を担い、

令和２年度の予算編成から導入された包括予算制度は、導入から数年間の試行錯誤が必要で

あると言われています。また、部局長には高度なマネジメント能力を発揮することが求めら

れています。髙木部長退任後に、どのような体制で包括予算制度及び財政再生対策に取り組

んでいかれるのがお尋ねをいたします。 

 ２点目、海津スマートインターチェンジの利活用について。 

 昨年、東海環状自動車道の岐阜・三重県境間（北勢インターチェンジ（仮称）から養老イ

ンターチェンジ）の開通見通しが令和８年度（2026年度）と示され、これにより東海環状自

動車道が全線供用の見通しとなりました。 

 最初にお尋ねしますが、当然、海津スマートインターチェンジも同時に供用開始になると
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思っておりますが、そうなるでしょうか。 

 自動車道・インターチェンジの供用開始の時期が明示されると、その利活用の動きが活発

になると言われています。海津スマートインターチェンジの利活用についても、より議論が

進むものと思います。本市にとって、東海環状自動車道が全線開通することは、他地域、特

に関西・三重県方面からのアクセス時間が短縮され、既存企業の業務拡大や企業誘致の可能

性の増大、観光客の増加、新たなライフスタイルの実現など、多くの可能性が膨らむ絶好の

機会と言えます。この機を逃さず、産業振興、観光振興、地域の活性化に取り組まなければ

本市の未来はないと言っても過言ではないと言えるでしょう。 

 一方、東海環状自動車道には様々なストック効果が期待できる反面、通過交通になってし

まう懸念や、人口流出の可能性などデメリットも考えられるため、それらを十分に考慮した

上で総合的な戦略を考える必要があると考えます。 

 市長は選挙の際、東海環状自動車道のストック効果を最大限に生かし、５年後を見据えた

準備を進めていくと訴えられてきました。その具体的な方策がありましたら、説明をお願い

いたします。以上、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 橋本武夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長 横川真澄君。 

〔市長 横川真澄君 登壇〕 

○市長（横川真澄君） 橋本武夫議員の１点目の財政再生対策についての御質問にお答えしま

す。 

 １つ目の財政再生対策・財政再生プログラムに対する認識につきましては、私の選挙公約

にも掲げたとおり、財政再生対策と財政再生プログラムをともに受け継ぎ、市財政の再建を

果たす決意でございます。 

 議員仰せのとおり、本市の財政は平成27年度を除き平成25年度より令和元年まで実質単年

度収支の赤字が続いております。実質単年度収支が赤字であるということは、財政調整基金

をはじめとした基金の取崩しや、繰越金で歳入不足を賄っているということを示しており、

持続可能な財政状況であるとは言えません。 

 この財政状況を改善させるためにも、財政再生プログラムを着実に実施していくことが重

要であると認識をしており、財政再生対策・財政再生プログラムを受け継ぐことを市民の皆

様にお示しするためにも、六鹿議員の御質問でも答弁いたしましたとおり、特別職の給料・

手当の減額につきましても、期限の到来する本年７月以降も引き続き継続する方針でおりま

すので、今定例会に関連議案を上程させていただいております。 

 一方で、本市のさらなる発展のためには、財源をはっきりとさせた上で必要な事業には適

切に財源を配分するめり張りのある財政運営が必要であると認識しております。本年度予算
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より導入いたしましたふるさと納税を財源とした未来創生枠を効果的に活用することで、移

住・定住につながる施策や、関係人口の増加に資する施策を強力に推進してまいります。こ

のように、財政再生プログラムと未来創生枠を車の両輪として、守りと攻めを意識した財政

運営を展開してまいります。 

 ２つ目の髙木康一地方創生・行財政改革担当部長退任後の体制につきましては、議員仰せ

のとおり、本年６月末をもって髙木部長の任期は満了となります。包括予算制度については、

これまでの積み上げ方式と比べ、歳出の抑制だけでなく予算査定に係る時間の短縮もできて

おり、様々なプラスの効果があると認識しております。髙木部長が着任していた２年間の予

算査定に関するノウハウの蓄積がありますので、帰任後も企画財政課を中心として引き続き

包括予算制度による予算編成を行っていきたいと考えております。財政再生対策・財政再生

プログラムにつきましては、数値目標を定めた令和７年度まで着実に行うとともに、その進

捗状況について逐次報告させていただきます。 

 また、地方創生関係の業務につきましては、髙木部長の後任として地方創生人材支援制度

により、本年４月１日から２年間、サントリーホールディングス株式会社より柴澤亮氏が派

遣されており、総務部参事未来創生マネジャーとして任命をしております。柴澤参事の民間

企業で培われた知見、人脈等を生かし、これまで以上に地方創生を推進してまいりたいと考

えております。 

 ２点目の海津スマートインターチェンジの利活用についての御質問にお答えします。 

 １つ目の海津スマートインターチェンジも同時に供用開始になるのかにつきましては、仮

称ではございますが、海津スマートインターチェンジは平成26年度に事業手続に必要な地区

協議会を設立し、東海環状自動車道海津スマートインターチェンジ実施計画書を国に提出、

その後、連結許可を受けて事業に着手しております。 

 着手後は、平成28年度までに用地取得を完了し、平成29年度にはスマートインターチェン

ジの本体整備に向け、中日本高速道路株式会社において載荷盛土を行い、計画的な圧密沈下

の促進により建設の準備を整えております。 

 議員お仰せのとおり、国より東海環状自動車道の令和８年度の開通見通しが示されました

ので、海津スマートインターチェンジも同時期の供用開始に向け、岐阜国道事務所及び中日

本高速道路株式会社と連携を図ってまいります。 

 ２つ目の東海環状自動車道のストック効果を最大限に生かし、５年後を見据えて準備を進

めていく方策はにつきましては、東海環状自動車道西回りルートの全線開通により、本市は

三重県の四日市港や北勢地域の産業拠点と直結をいたします。その効果が市内全域に波及す

るよう道路網の整備に取り組むとともに、市内の既存企業の産業振興、そして企業誘致の促

進を図ってまいります。また、基幹産業の一つである農業では、県内有数の出荷量を誇る農
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産物の搬送時間の短縮や、新たな出荷先の創出につながるなど、産業競争力の強化に向けた

大きな発展が見込まれます。そのほか、アクセス性向上による観光誘客の促進や高速道路の

玄関口の開設によるインター圏域人口の拡大、大規模災害時における緊急輸送道路の確保な

ど多面的な整備効果の実現を目指し、各部署において取組を進めております。 

 アクセス道路や地域開発計画等を含めたストック効果を取りまとめ、情報共有を図ること

により地域開発への理解を醸成し、工業、商業、農業、観光等の幅広い協力を得ることでス

トック効果の最大化を図り、地域の持続可能なまちづくりを進めることが重要であります。

そのため、平成28年度にその推進を目的として岐阜・三重両県や沿線自治体、商工会議所な

どにより東海環状西回り利活用促進会議が設置されております。沿線地域及び他地域におけ

るストック効果事例を共有する勉強会を開催し、東海環状自動車道を利活用したまちづくり

に関する取組や課題を整理し、沿線地域が持つノウハウ等を共有するなどの地域連携を進め

ているところです。これらの情報を収集、分析し、本市には何が必要で何が有効かを見極め

つつ、ストック効果の最大化を目指してまいりたいと考えております。 

 一例を申し上げますと、海津パーキングエリア、仮称でございますが、このパーキングエ

リア内で本市の観光情報を発信するとともに、特産品の販売と本市のＰＲが行えるようパー

キングエリアの利活用について要望していきたいと考えております。 

 議員仰せの５年後を見据えた具体的な方策に関しましては、本年度から２か年をかけ向こ

う10年間のまちづくり構想を定める海津市都市計画マスタープランを策定いたします。東海

環状自動車道の令和８年度開通による、特に三重県、関西圏からのアクセスの向上、さらに

国道258号の４車線化、新たな愛知県へのアクセスルートとなる（仮称）愛津大橋の事業化、

インターへのアクセス道路の整備など、土地利用計画に合わせた広域的な道路ネットワーク

の再構築を目指してまいります。 

 また、スマートインターチェンジ周辺の企業誘致を含めた土地活用を再検討し、地域産業

の強化を図っていくとともに、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

くりを進めるなど、ストック効果の最大化の実現を目指し、各部局が横断的に連携して取組

を進めてまいります。 

 最後になりますが、東海環状自動車道本線は、現在岐阜国道事務所により南濃町津屋地内

から志津地内にかけて、盛土部の地盤改良工事及び高架橋の橋脚工事が行われており、夏頃

には１級河川津屋川と養老鉄道をまたぐ延長約570メートルの橋梁工事へと進んでまいりま

す。 

 また、庭田地内では、三重県いなべ市と結ぶトンネル工事の着工に向けた坑口までの工事

用道路、そして作業ヤードの整備等が着実に進められております。本年３月には、中日本高

速道路株式会社において約2.7キロメートルのトンネル工事の入札公告が行われており、早
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ければ８月には契約となる見込みであると伺っております。 

 工事が円滑に進みますよう、本年３月16日に東海環状自動車道海津監督官詰所が市防災分

庁舎内に開設されたことから、岐阜国道事務所、海津監督官詰所、地元関係者との連携を一

層緊密にし、令和８年度の全線開通に向けて事業推進を図っていくとともに、併せて本市の

活力を高めていくため積極的に情報発信を進めてまいりますので、御理解をいただきますよ

うお願いいたします。 

 以上、橋本武夫議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） 御答弁ありがとうございました。 

 まず、財政再生対策についてから再質問させていただきます。 

 市長の御答弁では、これまでの財政対策を受け継ぎ財政の再建を果たしていくという決意

を聞かせていただきましたけれども、その具体的な数値目標というのが令和７年度決算時で

財政調整基金残高10億円を堅持するということなんですけれども、私がちょっと危惧してお

りますのは、令和７年度決算時に財政調整基金残高10億円を堅持するというのが数値目標で

はあるんですけれども、これがあたかも目的というのか、何が何でもこの数字を堅持するん

だというような感じに聞こえていらっしゃる方が結構大勢いらっしゃいます。あくまでもこ

れは数値目標であって、財政調整基金の本来の使い道である突発的な災害とかそういったも

のあった場合には、当然適切にそこから支出されるべきものであるというのは当然であると

思いますし、それによって仮に10億円が達成されないということになってもそれは仕方がな

い事態なのかなというふうに思っておりますけれども、その辺り、10億円堅持のためにはち

ょっと出し渋るという、本来使うべきものを出し渋るというようなことがないということを

確認させてください。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 議員御指摘のとおり、財政再生プログラムの目標としまして10億円の

堅持ということの記載をしてあるところでございますが、何が何でもそのために市政運営を

捻じ曲げるというようなことを考えておるわけでは決してございませんし、必要なところに

は必要な分だけの財源を確保していかなければならない、それは当たり前のことでございま

す。市民生活を犠牲にしてまで、この約束を必ず守らなければいけないということではない

と思っておりますので、まずは市民が一番でございます。その市政運営を図っていく中で、

無駄な財政支出を極力抑えて財調10億円を堅持していくということがこの財政プログラムの

目標でありますので、議員御指摘のようなことにならないように私どもも努めてまいりたい
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と思いますし、逆に10億円堅持できたからといって無駄な金を使うということではございま

せん。この10億円というのは、あくまでも最低限確保したいと市として思っている数字でご

ざいますので、それ以上の積み増しができるのであればそれにも取り組んでまいりたいと思

っております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 市長のそういった御答弁いただきましたけれども、安心をしたところでございますけれど

も、とにかく実質単年度収支の赤字が続いていたというところが一番問題なところであって、

これの黒字を常態化させていく、今１億5,000万円ほど平均で不足しているところであるけ

れども、財政再生プログラムをしっかり着実に達成していけばプラスで2.7億円になろうと

いうことで、順調に着実にプログラムが実行されれば、何事もなければ10億円堅持できるだ

ろうという試算に基づいているとは思うのですけれども、実質単年度収支の赤字をそんなに

簡単に解消できるのかなというのが心配しております。というのは、質問にも言いましたけ

れども、市税をはじめとする歳入は相当不足する事態というのを予想されておるわけで、そ

の辺り、歳入が不足したらその不足したに応じて支出のほうを、歳出のほうを抑えることが

できるのか。髙木部長がよく言われるように、入りを量りて出ずるを制するという身の丈に

合った財政運営をしていくということが、果たしてこういうコロナ禍の状況において可能な

のかどうか、その辺りの展望とかお知らせ願いたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、確かに急激に歳入が減少した際には、歳出をそれに伴って削減

するというのはかなり難しいことだろうと思います。ただ、コロナに関してはかなり国から

の支援というのが手厚くて、言うなれば国がむちゃくちゃ借金を増やして、市とか県もかも

しれないんですけど、そこは財政が傷んでいるか、もちろん東京都とかの基金がかなり減っ

たという情報はあるんですけど、むちゃくちゃ市の財政がそれで傷んだかというとむしろそ

うではないというか、むしろ国からたくさんの援助といいますか、そういう交付金が出てい

るというのがあるので、市の財政は実は特段傷んではいないという状況です。むしろ、これ

から２年後、３年後とかになってコロナの交付金とかそういうのがなくなったときにどうな

るかなということのほうがむしろあれかなと思います。 

 なので、実際の現状、令和２年度決算とかそこがどうなるというのは、そこはめちゃくち

ゃ悪化するかというとそういうわけでもないとは思うんですけど、例えば今後の状況という

のはちょっと予断を許さないのかなとは思われます。 
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〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） その辺り、しっかりと予測を立てながら取り組んでいっていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 さて、ここまでの昨日からの一般質問等を聞いておりますと、市長、非常にやる気満々と

いいますか、新任の市長ですので、あれもやりたいこれもやりたいというような感じが見受

けられます。心配いたしますのは、やはり海津市だけでありませんけれども非常に財政が厳

しい状況において、あれもこれもそれもというようなことはちょっと無理なのではないかな

と。別に海津市だけではありませんよ、全国的な自治体どこでもよほど裕福な自治体でない

限り、高度成長下のように何でも湯水のごとく使い放題というまちはないと思います。あれ

もこれもそれもではなくて、あれかこれかそれか、そのうちのどれかというところで、市長

も選択と集中とめり張りをつけてと言われましたけれども、その辺り若干心配をしていると

ころではありますので、ちょっと一例を御紹介させていただきます。 

 岐阜県の多治見市長が、昨年11月、第15回のマニフェスト大賞グランプリを受賞されてお

ります。その特集が「ガバナンス」２月号にも掲載されておるわけですけれども、そこの一

番最初の市長のポイント、「財源なき政策は政策ではない」と、これが一番見出しになって

おります。多治見市長がおっしゃられるには、大切なのは計画の実行、実現を通して市民の

幸せを追求することである。そのために市民・職員の参加、そして目標管理制度との連動、

いつまでに誰が何をするのか、そして財政計画との連動でどれだけの予算でそれをするのか

というところが非常に大事であって、それを実行されてきたことによるマニフェスト大賞グ

ランプリ受賞ということだと思います。この辺り、参考にしていただけたらなあと思うんで

すがいかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 全く、議員御指摘のとおりだと思います。 

 いろいろなことをやりたい、そういう思いが今、選挙後ということもありましてたくさん

出てきております。それを無理やり実現したことによって、結果、財政の破綻を生じて市民

の皆様に御迷惑をかける、そして市民の皆様の幸福につながらないという事態になっては、

結果、私の意図するところではございませんので、おっしゃられているとおり、財源をしっ

かり考えて、財政の破綻を招かないようにしっかり地に足をつけて、やるべきことに優先順

位をつけて実施をしてまいりたいと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） よろしくお願いをいたします。 
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 さて、包括予算制度についても少しお尋ねをいたします。 

 この制度においては、経常的な経費について一般財源の予算配分をするということで、そ

れ以外の財源確保も考えることが非常に重要であるというふうに伺っております。それだけ

に、部局長の重大な責任、マネジメント能力の発揮というようなことを期待されております

わけですけれども、この制度を導入している他市町の経験から、数年間の試行錯誤が必要で

あるというふうに髙木部長にも以前伺っておりますが、ここまでの２年間で、当然その制度

が完全に成熟したというふうには思っておりませんけれども、髙木部長が任を離れられる前

に、ここまでのところの包括予算制度に関する総括的なものがあれば、また後ほどその他に

ついてはお聞きしますので、取りあえず包括予算制度に関する中間の総括的なことがあれば

お答えいただければと思います。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 市長の答弁にもあったんですけど、包括予算制度は歳出の抑制といいますか、どれだけ歳

入があるのかということをまず考えてそこから練っていくので、歳出の抑制の効果というか

そういうものがあったんじゃないかなと考えています。 

 あと、これは副次的な、あまり考えていなかった、当初予定していなかったんですけど、

査定に係る時間も各部局長がかなりしっかりと見てくれているので、もちろんいろいろ折衝

はあるんですけど、私が来る前なので積み上げ方式をやっていたのは、そのときどれだけか

かっていたのかというのは話を聞くだけなんですけど、それでもかなりの時間がそれにはか

かっていたらしいので、それが大幅に削減できているというふうなことは伺っていますので、

だからこの２つの効果が特にあるのかなと思います。やっぱり査定に係る時間は、ちょっと

財政係への負担というのはかなり大きくはその分なっているかもしれないんですけど、市全

体で見れば査定に係る時間が減ってというのは職員の労働時間の削減にもつながっているか

なと思いますので、これを効果的に続けていければいいんじゃないかなと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 この包括予算制度においては、部局長だけではなくて、職員一人ひとりが制度を理解して

それぞれの能力を発揮していくことが重要になるのではないかなというふうに思っておりま

す。 

 これも多治見市の例なんですけれども、多治見市の市長によれば、多治見市の職員さんは

財政も厳しい中ではあるけれども、その中でどう政策を実現していくのかを30代ぐらいの職

員が物すごく考えて動いてくれている。また、女性の職員も非常によく考えてくれていると
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いうことで、若い職員、女性職員の力の発揮というものは非常にうまく機能しているという

ふうにおっしゃっておられます。そういった若い職員さん、また女性職員さんが一人ひとり

能力を発揮していただくことが職員としての目指すべき姿、政策形成能力を持って主体的に

行動できる職員へと成長するということができるのではないかというふうに思っております。 

 先ほどの里雄議員の質問にもありましたように、いろいろなことにチャレンジできる環境

というものも併せて考えていただきたいなと思いますけれども、市長の考えはいかがでしょ

うか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 里雄議員への御答弁でも申し上げましたとおり、私は職員一人ひとり

が前向きな発想で、そして前向きに仕事を進める、そういう環境をつくりたいと申し上げた

ところでございます。その中で、やっぱり一番期待をするのは若い職員、若手の職員がやる

気を持って海津市の将来を考えて、そして自らまちづくりについて語っていく、そういう職

場であってほしいというところでございます。もちろん、女性の活躍ということも大事なと

ころでございますので、それらの職員がしっかりと自らの力を発揮できるように、私として

は働きやすい環境をつくってまいりたい。そして、それの中で一番大事なのは、失敗しても

いいんだと、もちろんいろんなところで申し上げておりますが、市民の生命、財産、安全・

安心、こういった分野において失敗はもちろん許されません。しかし、前向きな地方創生、

にぎわいづくり、そして活気を取り戻すという私が目指したい海津市の方向性、そういった

市政の中においては、言葉を選ばなければいけませんが、失敗してもいいんだと、行政が失

敗してはいけない時代は終わったんだということを繰り返し申し上げ、挑戦する風土を市役

所の中につくり上げたいなと思っております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 また、その包括予算制度の今後の在り方なんですけれども、これまでのノウハウの蓄積が

あるので引き続きやっていくということなんですけれども、やはりこの制度をもう少し完成

に近づけるためには地方財政の知見に優れた人材というのを国や県に求めるのはいいのでは

ないかな、実際そういった財政再建に取り組んでいる団体ではそういったことをされている

ということも聞きますので、本市においても引き続きそういった専門的な人材を求めること

はどうかなと思っておりますがいかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 市長 横川真澄君。 

○市長（横川真澄君） 私も、議員御指摘のとおりだと思っております。 

 高い知見を持つ職員、外部から登用できるのであればそれにこしたことはございません。
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内部で職員の能力を高めていくということももちろん必要でございますが、場合に応じて外

部からの登用は考えてまいりたいと思います。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。 

 そういった官の力と、それから幸い今、サントリーからも柴澤参事も来ていただいており

ますので、官と民と力を合わせて取り組んでいくと、さらにより効果が生まれるのではない

かなと思っておりますので、そのときもよろしくお願いいたします。 

 さて、何度も言いますけれども、髙木部長ももうそろそろ退任の時期ということで、地方

創生人材支援制度によって来ていただいたわけですけれども、その際の髙木部長の内閣官房

に提出された文書というのも前に御紹介いただきました。少子高齢化と地方の衰退は日本経

済が抱える最大の構造的な課題であると認識、国ではなく、より現場に近い地方自治体の立

場からその対応を考え、考え抜き実行に移していきたいというふうに語っておられました。

この２年間の総括をして、市民、職員また議員へのメッセージがあれば、髙木部長よろしく

お願いをいたします。 

○議長（服部 寿君） 地方創生・行財政改革担当部長 髙木康一君。 

○総務部地方創生・行財政改革担当部長（髙木康一君） お答えいたします。 

 そういうふうな思いを持って赴任したんですけど、かなりできたこともあればできなかっ

たこともあって、もちろん全然そんな50点、60点というか、あまりそんな自分の中でそこま

で高い点数を取れたわけではないなとは思っているんですけど、財政と活性化についてだけ

述べさせていただきます。 

 財政に関しては、財政対策で、財政プログラムで財政実質単年度収支について一定のめど

はつけられたかなと思うんですけど、ちょっとそちらばかり目立ってしまって、私的には一

番重要だったなあと思っているのは未来創生枠という枠をつくったことでして、これは市長

の答弁にもありましたとおり、車の両輪で、財政再生プログラムが守りであれば未来創生枠

は攻めでして、こちらで前向きな政策をどんどん打ってほしいなと。先ほど横川市長もどん

どん挑戦できるという、挑戦することが大事だというふうにおっしゃっていたんですけど、

その挑戦をするためにも何かしら新しい予算の枠というか、そういうつくれるものが大事だ

なと思ったんでこれを設定させていただきました。なので、これを市の職員は前向きに捉え

て新しいことを提案していただきたいなと思います。 

 活性化に関しては、財政よりもさらに道半ばというか財政よりもちょっとできなかった面

が多いかなとは思っているんですけど、バス釣りのことやそういうことができたことはすご

いことだと思うんですけど、なかなかできなかったことも多かったなと。新しい市長と柴澤
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参事もいらっしゃっていますので、新しい市長と柴澤参事とでタッグを組んで、もっともっ

と前向きな施策というのをどんどん打ち出していければいいなと考えております。以上。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 髙木部長におかれましては、７月から新たな職場で活躍されることを期待しておりますし、

また今後は海津市の関係人口の一人として、大所高所からアドバイスいただくなりの関わり

を持っていただけるとありがたいと思っております。今後のますますの御活躍を期待してお

ります。 

 時間がなくなりましたので、東海環状西回りのほうに移ります。 

 御答弁の中で、東海環状西回りの利活用促進会議の話が出ました。私、2017年６月にこの

質問をしたときに、第１回目の会議が開催された後でございました。ここまでに、４回の会

議が開催されているというふうに伺っております。この第４回目には、現在の石原部長も出

席されておるというふうなことを伺っておりますけれども、その中で、石原部長の意見交換

の要旨がホームページに載っております。そのときに、石原部長は西美濃広域観光推進協議

会にて広域連携と西美濃観光ネットワーク化を図っているところであり、今後開通に向け、

さらに三重県との連携強化についても取り組んでいきたいと考えていますというふうにおっ

しゃられております。これちょっと要旨ですので、もう少し詳しく中身があれば教えていた

だきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 建設水道部長 石原敏彦君。 

○建設水道部長（石原敏彦君） 橋本議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど市長も答弁いたしましたとおり、この利活用促進会議、これにつきましては岐阜県

と三重県、私が委員に入りまして担当課長がメンバーと入って、いろいろ情報等の共有、ま

た分析、また連携等をしているところでございます。市町で民間も入っておりますので、そ

ういった活用の中でこういった会議を数回行いまして、この活用会議で紹介されるようなと

ころでございます。 

 今、議員が仰せの西美濃広域連携、私も平成27、28、29年と商工観光課長をしておりまし

たので、その中で私どもと西美濃、岐阜市でございますが岐阜ブロックの本巣も入れまして

３市９町、12市町で連携しておるところでございます。そういった中で、こういった連携強

化を図っておる。また、もう一つ、北勢地域との、ほとんどメンバーが一緒でございますが、

三重県側ともこのメンバーで協議しております。あくまで、一つ一つの個々での活動には限

界がありますので、広域で連携を図っていくといったことでございます。以上です。 

〔７番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 橋本議員。 

○７番（橋本武夫君） ありがとうございます。残り１分です。 

 この第４回の利活用促進会議において、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

の分析により、東海環状自動車道の全線開通による全国への経済インパクトは50年間で約27

兆円というふうな試算が出ております。50年間とは言うものの27兆円、非常に大きな効果が

あるというふうに示されております。と言いつつも、東海環状沿線市町、数多いわけですか

ら、数多い沿線市町に負けず、海津市も乗り遅れることなく、この東海環状自動車道を利用

して海津市の活性化、産業振興、観光振興と地域づくりということにしっかり取り組んで、

あと５年、開通までにしっかりと準備ができるという体制を整えていただきたいということ

を希望いたしまして、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） これで橋本武夫君の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、一般質問を終結いたします。 

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

   ◎散会の宣告 

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

 本日は、これをもちまして散会といたします。 

 次回は、６月15日午前９時に再開しますので、よろしくお願い申し上げます。どうも大変

御苦労さまでございました。 

（午前１１時１６分）  
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