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１．平成27年第４回郡上市議会定例会議事日程（第５日） 

平成27年12月９日 開議 

 

 日程１ 会議録署名議員の指名 

 日程２ 一般質問 

 日程３ 議案第169号 郡上市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の 

一部を改正する条例について 

 日程４ 議案第170号 郡上市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

 日程５ 議案第171号 郡上市税条例等の一部を改正する条例について 

 日程６ 議案第172号 郡上市手数料条例の一部を改正する条例について 

 日程７ 議案第173号 郡上市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 日程８ 議案第174号 郡上市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改 

正する条例について 

 日程９ 議案第175号 郡上市選挙公報の発行に関する条例の制定について 

 日程10 議案第176号 郡上市消防本部及び消防署等設置条例の一部を改正する条例について 

 日程11 議案第177号 郡上市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 日程12 議案第178号 郡上市小口融資条例の一部を改正する条例について 

 日程13 議案第179号 郡上市国民健康保険税条例及び郡上市介護保険条例の一部を改正する条 

例について 

 日程14 議案第189号 郡上市総合スポーツセンターの指定管理者の指定について 

 日程15 議案第190号 過疎地域自立促進計画の策定について 

 日程16 議案第191号 財産の無償譲渡について（二日町地区第２コミュニティ消防センター） 

 日程17 議案第192号 財産の無償譲渡について（石徹白上在所コミュニティセンター） 

 日程18 議案第193号 財産の無償譲渡について（高鷲正ヶ洞集会所） 

 日程19 議案第194号 財産の無償譲渡について（美並東母野集会所） 

 日程20 議案第195号 財産の貸与について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１８名） 
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        １番   山 川 直 保        ２番   田 中 康 久 

        ３番   森   喜 人        ４番   田 代 はつ江 

        ５番   兼 山 悌 孝        ６番   野 田 龍 雄 

        ７番   鷲 見   馨        ８番   山 田 忠 平 

        ９番   村 瀬 弥治郎       １０番   古 川 文 雄 

       １１番   清 水 正 照       １２番   上 田 謙 市 

       １３番   武 藤 忠 樹       １４番   尾 村 忠 雄 

       １５番   渡 辺 友 三       １６番   清 水 敏 夫 

       １７番   美谷添   生       １８番   田 中 和 幸 

 

４．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

     市    長  日 置 敏 明     教  育  長  青 木   修 

     市長公室長  田 中 義 久     総 務 部 長  三 島 哲 也 

     健康福祉部長  羽田野 博 徳     農林水産部長  下 平 典 良 

     商工観光部長  山 下 正 則     建 設 部 長  古 川 甲子夫 

     環境水道部長  平 澤 克 典     教 育 次 長  細 川 竜 弥 

     会計管理者  佐 藤 宗 春     消  防  長  川 島 和 美 

     郡上市民病院              国保白鳥病院          
     事 務 局 長  尾 藤 康 春     事 務 局 長  藤 代   求 

     郡 上 市 
     代表監査委員  齋 藤 仁 司 

 

６．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

                         議会事務局 
     議会事務局長  長 岡 文 男     議会総務課  加 藤 光 俊 
                         主 任 主 査 

     議会事務局       
     議会総務課主査  武 藤   淳 
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    ◎開議の宣告   

○議長（尾村忠雄君）  皆さん、おはようございます。議員各位には連日の執務御苦労さまでござい

ます。 

 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますので、お願いいたします。 

（午前 ９時３０分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（尾村忠雄君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第88条の規定により、会議録署名議員には、１番 山川直保君、２番 田中康久君を指

名いたします。 

 ここで、渡辺議員より発言を求められておりますので、許可いたします。 

（15番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  15番 渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  15番 渡辺でございます。おはようございます。ただいま議長さんより許

可いただきましたので、一言おわびやら反省を、取り消し等をいたしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 実は、昨日の私の一般質問の最後の部分におきまして、決められております40分という制限時間

を超えまして、たとえ同一の質問とはいえども超過しましたこと、約束を守らなかったことに関し

まして深く反省し、おわびを申し上げるものでございます。 

 また、その部分につきましては、削除を、取り消しをお願いしたいというものでございますので、

よろしく御配慮のほどお願い申し上げまして、一言もって重ねてのおわびやらお願いにかえさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  ただいまの発言取り消しにつきまして、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（尾村忠雄君）  異議なしと認めます。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問   

○議長（尾村忠雄君）  日程２、一般質問を行います。 

 質問につきましては、通告に従いましてお願いをいたします。 

 なお、質問の順序はあらかじめ抽せんで決定しております。質問時間につきましては、答弁を含

め40分以内でお願いいたします。答弁につきましては、要領よくお答えされますようお願いをいた
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します。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 和 幸 君   

○議長（尾村忠雄君）  それでは、18番 田中和幸君の質問を許可いたします。 

 18番 田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  おはようございます。きょうは最終日でございます、一般質問の。でも一

番最初でございます。議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告に従って質問をいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 私の質問は、地方自治法294条財産区のことでございますが、この質問は前回の私の質問で、監

査委員は「違反していない」と言明されたので、改めて質問６項目まで全部監査委員に答弁を求め

ます。 

 ９月の一般質問で明確な回答が得られなかったので質問いたしますが、その中に、市町村及び特

別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの（これを財産区という）とある

のは、市の中にある行政区画、地方自治法294条、４章です。 

 したがって、市長は管理者であっても財産の権利者ではない、このように思いますが、それは地

方自治法296条の３「市町村長及び特別区の区長は、財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で

条例又は前条第１項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得

なければならない。」とあります。 

 市は、財産区の会計を財産区管理会の同意を得ないで、一般会計の中に入れてしまってあります。

これは後で聞いたら一般会計じゃない、市の会計やというふうに言われた職員の方もおられました

けど、でも一般会計も市の会計も、市としての会計には変わりはないと思いますので、質問をいた

します。 

 質問１ですが、まず最初の質問は、金銭については──金銭とは財産区の金のことです。ついて

は、地方自治法で定めてある重要なものには当たらないとでも言われるのか、しかも森林の施業費

まで一般会計へ入金されるように組みかえてあります。いずれも財産区管理会の同意を得ていない。

また、財産区は地方自治法294条による特別地方公共団体であり特別行政区画であるから、会計は

市の特別会計とは異なり、企業会計に類するものであると、そういうことがいろいろインターネッ

トで調べてみたら書いてありました。 

 したがって、予算の流用はできない。いかがなものでしょうか、以上を質問いたします。 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君の質問に答弁を求めます。 

 なお、答弁に当たりパネルを使用しますので、職員の入場を許可しておりますので、よろしくお

願いをいたします。 
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 代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  それでは、最初の質問につきましてお答えしたいと思います。 

 お金は当然重要なものであるとは考えておりますが、財産区のお金を市の会計に入れて、市が使

っているわけじゃないことは毎月、例月出納検査をやっております。そして、歳入歳出については

収支日計表が提出されて、会計ごとに適切に管理されていることを確認しております、これは例月

でやっておりますけども。また、市財産区の管理及び処分に関する方針により、財産管理の基本的

なる承認のあったところから、財産区の公金の管理及び出納について、郡上市会計へ順次移管する

との説明を受けております。 

 したがいまして、監査委員といたしましても、この方針に従って進めてい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。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  はい、ありがとうございました。それでは、次の質問、地方自治法294条

３項に「地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。」と

はっきり明記してあります。とあるのに、財産区管理会の同意を求めないで、市の会計、一般会計

へ入れてあるのは違反ではないかと質問したことに対して、監査委員は「違反でない」とあっさり

前回のときに言われましたが、地方自治法294条３項の明確な説明を求めます。 

○議長（尾村忠雄君）  代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  それでは、第２の質問についてお答えいたします。 

 特別会計は、地方自治法第209条第２項におきまして、一般会計の歳入歳出と区分して経理する

必要がある場合におきましては、条例でこれを設置することができることになっております。 

 したがって、監査では日計表等を確認しております。さらに、財産区特別会計においても、一般

会計と他の特別会計と同様に分別して管理されていると理解しております。 

 以上でございます。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  それではまた、次の質問に行きます。 

 ９月の一般質問の答弁で、監査委員は、「特別会計の決算書をつけてあるからはっきりそれによ

って分別してある」と言われました。ただいまも言われましたとおりですが、私は、そんな当たり

前のことを聞いているのではありません。 

 決算書の次年度に繰り越す金額です。それが分別していないから一般会計の中にあると言われて

も、残高証明は金融機関からとれない。どんな小さな会計でも決算の帳尻と預金通帳の残高を示し



－１９４－ 

て決算報告をするものです。 

 まして、郡上市の特別行政区である財産区の決算書に残高証明がつけられないとはどういうこと

なのか。会計管理者が証明したって、それは会計の単なる説明にすぎない。地方自治法296条の３、

市長は財産区の財産の運用は財産区管理会の同意を得なければならないとあるのに、これは明らか

に地方自治法に違反しているのではないかと、私はこのように思いますが、以上、質問いたします。 

○議長（尾村忠雄君）  代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  じゃあ、今の第３の質問についてお答えいたします。 

 残高証明につきましては、私どもは、９月の一般質問のときに会計管理者から郡上市会計管理者

の証明が発行されていると答弁がございました。これは公文書に類するものでありまして、金融機

関の発行する文書は信頼ができて、会計管理者から発行されるものは、単なる説明書であるという

ものではないと考えております。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  それではまた、いろいろそのことについて意見もありますけども、一応通

告してある質問に従って行いますので、次に進んでいきます。 

 北海道であったように、もし債務超過になった、またはそれに類する重大な事件が起きたような

場合は、特別行政区画である財産区の金まで一般会計の中にあるために、一時的に凍結されてしま

うおそれがあります。これでは財産区の運用ができなくなります。そのときにはどうするのかとい

うことを質問いたします。 

○議長（尾村忠雄君）  代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  じゃあ、第４の質問についてお答えいたします。 

 郡上市のお金が凍結されるようなことになれば、一緒になっている財産区のお金も凍結されるこ

とになると思いますけれども、現在の財政状況は改善されております。さらに、近いうちに債務超

過に陥ることはないと考えております。 

 したがって、今後においても債務超過で凍結されるようなことのないよう、監査委員としては財

政運営を確認していく必要があると考えております。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  これは、そんなことは今監査委員が言われたようにないと思いますけども、

もしあった場合にどうするのかということを聞いたんですが、質問は次の質問に移っていきます。 

 ５番目ですが、市長は財産区の管理者であって財産の権利者ではないと思います。財産区管理委

員会の同意を得ないで、財産区の金を運用することは地方自治法296条の３に違反していると思い
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ます。 

 独立行政法人岐阜県森林研究所から財産区が契約した山林施業費の受け取りも、財産区管理委員

会の同意を得ないで一般会計へ入金されるよう──一般会計というよりも市の会計ですが、入金さ

れるよう切りかえてあります。 

 また、これに付随する利息をとることは、財産区の管理ではなく運用である、私はこのように思

います。管理はできても、財産の運用は違反であると思いますが、この点についていかがでしょう

か。 

○議長（尾村忠雄君）  代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  じゃあ、ただいまの第５問の質問についてお答えをいたしま

す。 

 御指摘のとおり、市長は財産区の管理者であります。つまり財産区に関する事業は全て市長が執

行することになっております。したがって、売買や施業委託の契約の締結などは財産区ではなく市

長が行っておりますけれども、市長が財産区のお金を運用しているとは理解しておりません。 

 したがいまして、預金利子につきまして会計管理者から毎日利息計算を行っておりまして、利子

として財産区に計上していると聞いておりますが、財産区の利子は市の財政に運用しているとは考

えておりません。 

 以上です。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  それでは次の質問に行きます。 

 利息については、会計管理者で計算して決算書には入れてあると言われましたが、利息は金融機

関でつけるものであり、月々細かく利率は変わっていくものです。正確な金額とは思えません。そ

んなことをしてもよいのか、そのことについて質問いたします。 

○議長（尾村忠雄君）  代表監査委員 齋藤仁司君。 

○郡上市代表監査委員（齋藤仁司君）  じゃあ、６番目の質問についてお答えをいたします。 

 預金利子の計算につきましては、毎日財産区の残高に金利を掛けてその日の利息を計算している

と聞いております。したがいまして、利息の額が違っているとは考えにくいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  このことについても、まだいろいろ異議がありますけども、通告してある

質問の内容がそこまでですので、次へ移っていきます。 
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 それでは、１番から６番まで今質問をいたしましたが、この全部の質問についてですが、最後に

市長に答弁を求めますが、この１番から６番までのことについて、一つ一つ説明をいただくと時間

がないので、総まとめにしてごく簡単明瞭に答弁をお願いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますけれども、まず最初に、私は、田中議員さん

が白鳥財産区の財産区管理会長として、本当に白鳥財産区の運営について心を砕いておられますこ

と、また、白鳥財産区は現在締結をしております森林総合研究所──昔の森林開発公団、緑資源機

構でございますが、ここの分収林の運営ということに心を砕いておられまして、いつも岐阜県水源

林造林推進協議会の会などにはほとんど皆出席ということで出ておっていただきますことに対して、

敬意をまず表したいというふうに思います。 

 それで今、いろいろ問題になっているこの財産区というのは、昭和の合併、あるいは今回の平成

の合併、あるいはこの前ありました北濃財産区などについては非常に古い経過をたどっての運営で

あり、そういうものの従来運用がいろんな歴史的な背景から慣行、いわゆる地方自治法に必ずしも

従ったものでない慣行によって行われていた部分があるというふうに思っております。 

 しかしながら、平成20年度の監査委員の決算審査の意見書の中で、こうしたこれまでの慣行とい

いますか、そういうものをできる限り地方自治法のルールにきちっと沿った形で運用するようにと

いう決算審査をいただいたわけです。 

 そういう中で、いろいろと財産区の管理会の皆様方と話し合いをしながら、地方自治法の規定を

するルールにのっとった形で運用していこうと今努力をしているところで、それに応えてくださっ

たのが、白鳥財産区であるというふうに思っております。 

 それで、今御質問のあったことを少しちょっとパネルを使って御説明をしたいと思います。 

 先ほど来、財産区の収入を市の一般会計へ入れてしまっているんではないかというようなお話が

ございますが、市の会計というのは、確かに一般会計という大きな会計のほかに国保の特別会計で

あったり、簡易水道であったり、それから財産区もこうして幾つかの財産区がございます。こうい

うものは全て会計別に歳入歳出予算というものが組まれているわけです。 

 そういうことですから、もし白鳥財産区のほうで今回森林総合研究所から間伐の施業費で300万

円入りますよということであれば、白鳥財産区の特別会計の収入として調定をいたします。白鳥財

産区の収入として外部から収入があるんだなということを確認をして、そうしますと、森林総合研

究所から確認どおりのお金が現実に入金をします。入金をするということは、市はこういう幾つか

の──今現在でいうと19ほどの会計を持っておりますけれども、こうした会計、いわゆる歳入歳出

予算、その年度の歳入歳出予算に属する外部とのお金の出入りをするための経理をするために、会

計管理者が普通預金口座で、こういう歳入歳出の現金、いわゆる歳計現金の出入りを管理する口座
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を持っています。 

 そのほかこの口座は、例えば源泉徴収の預かり金だとかというような歳入歳出外現金なども預か

っております。いわば郡上市と外に対するお金の出入り口だというふうに思っていただきたいと思

います。 

 それで、そういうことで、ここの出入り口で実際のお金は受け取りますので、受け取りますけれ

ども、一度たりとも白鳥財産区のお金を一般会計に収入をするというようなことはございません。 

 要するに、郡上市と外との間の歳入歳出に関するお金の出入りをする蛇口といいますか、ここに

一つの郡上市の会計管理者が管理する口座があるというだけのことでございます。 

 それで、ちゃんともし入りましたら、それを入金したら、それは白鳥財産区の特別会計ですよと

いうことで、後々最終的には決算をされるというものです。 

 一方、歳出のほうも同じです。白鳥財産区でいよいよそのお金を受け取って、一定の間伐の施業

などをされるということになりますと、一定のこれこれの、例えば森林組合へ300万円の業務委託

をするということであれば、支出負担行為という形で支出をすることについての意思決定をいたし

ます。 

 それで実際に施業がされていきましたら、支出命令という形で実際にそのお金を出しなさいとい

う形で命令をされて、そのお金はこの歳計現金あるいは歳入歳出外現金も含みますが、会計管理者

が市全体のお金の出し入れを管理している口座から、白鳥財産区の支出ですよということで森林組

合へ支出をされます。そのお金は、決算では最終的には白鳥財産区の施業の支出が幾らあったとい

う決算をされます。 

 したがって、白鳥財産区のお金が先ほど申し上げましたように、入ってくる場合も出てくる場合

も一貫して白鳥財産区のお金は収入も支出も、いわば色がついているといいますか、しっかりそこ

を認識しておりますので、ただ出入りをする、その他全部の会計がそうです、それぞれのお金を出

入りする歳計現金を扱っているのは、会計管理者が持っている普通預金の口座というだけのことで

す。 

 したがいまして、そういうことですから、収入支出日計表という形で常に毎日毎日白鳥財産区の

現金はいつ幾らあるかということは全て把握されております。それで、把握されておりますから、

それが年間を通じて全体で幾らあったということがわかりますので、現在、例えば郡上市会計管理

者口座の普通預金口座は、年利0.02％で利息がつくので、実際に白鳥財産区のお金が口座の中に年

間を通じて、積数といいますけど、円・日で勘定して１年間にどれだけあったかということで利息

を計算して、その利息は白鳥財産区の特別会計へ入れております。 

 26年度の決算書を見ていただきますと、807円か何か入っております。そういうことで、御心配

になっているように、何か私どもが白鳥財産区のお金を運用して市のポケットへ、一般会計のポケ
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ットへ入れているということではありませんので、そこをよく御理解をいただきたいというふうに

思います。 

 これは、こうしたことは、先ほど申し上げました監査委員の意見書の中で、従来、収入支出、そ

うしたものがしっかり市のほうで管理をしていないということで、その是正を求められて、今日こ

ういうふうにしてやっているということなんでございます。 

 先ほどおっしゃったように、普通地方公共団体の長は、白鳥財産区の何か受益を受ける権利者と

いうことではございません。ただ、自治法上、財産区の管理は一般の地方公共団体の管理の規定に

よると、地方公共団体の事務の規定によるという中で、地方自治法の148条、149条で長の責任であ

る、担任事務であるというふうに規定をされているので、何も好んでやっているわけではなくて、

そういう形で普通地方公共団体の長が財産区の管理を担任をしているというふうに御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  大変わかりやすく丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございまし

た。 

 それでは、財産区についてはこれで打ち切りまして、次の質問に入ります。 

 それでは、教育指導ということで、いじめについての質問をしたいと思いますが、学校での、小

中学校でいじめにどれだけ指導、調査あるいは把握をしておられるかということですが、最近、テ

レビ・新聞等で小中学生のいじめ問題について話題になっておりますが、表面に出てくるのは本当

にわずかで氷山の一角ではないかと思います。 

 テレビニュースで中学生のいじめによる自殺問題でアンケート調査をしたところ、記名調査では

いじめを見たという生徒はゼロだったのに対して、同じ学校で無記名調査をしたところ、いじめを

見たという生徒が20名あったとテレビ放映されておりました。 

 今は昔のことながら、私も思い出してみますと、小学生のころはよくいじめられたことがありま

したが、きっかけは本当に何でもないことです。しかし、その何でもないことが当人にしてみれば、

いじめを受けると非常に心の負担になり、思い悩むことになります。 

 さて、我が郡上市においてですが、いかがなものかと思いますが、生徒に直接接触をしている学

校の先生──教師ですね、そういった教師の指導が一番大事だと思います。そこで、郡上市の小学

校では教育委員会としてはどのような指導、また調査把握をされているのかをお伺いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  教育長 青木修君。 

○教育長（青木 修君）  それでは、いじめの現状と把握の仕方、そして指導について順次お答えを
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したいと思いますけども、まず、郡上市としては、基本姿勢として、いじめをゼロにするというこ

とで、長年取り組んできております。 

 ただ、残念ながらまだゼロという状態には至っておりませんで、今年度は４月から７月までの報

告によりますと、小学校、それから中学校それぞれ８件の報告があります。これは、小学校は例年

８件程度ですけれども、中学校の場合は昨年４件、一昨年３件でしたので、ことしはふえていると

いうそういう計算になります。 

 また、年間を通じて集計をした経緯でいいますと、平成23年度は小学校が30件、それから中学校

が20件、25年度は小学校が12件、そして中学校が９件、26年度は小学校が14件、中学校が８件とい

うことでしたが、今年度３月段階では恐らく昨年度よりはふえるという計算を今見通しでは持って

おります。 

 ただ、こういう状況は、いじめと感じたことを全て報告するようにということで、私たちは努め

ておりますので、おおよそこの数字というのはほぼ実態に合ったものではないかという捉え方をし

ております。 

 次に、どういう方法でいじめを把握しているかということですけれども、市の教育委員会として

は、県の、あるいは全国の調査と兼ねてはいますけれども、年間に３回──７月それから12月、

３月に行っております。その際に、いじめ等の問題行動というのが確認をされた場合は、問題行動

等の報告書というのを提出していただいて、その詳細について把握することをしています。 

 これは、いわば例年行っている調査ですけれども、現在市内の小中学校30校全てについて、いじ

めについてのアンケート調査を適宜行っとっていただきますけれども、ほぼ半数の学校で年間に

４回以上のアンケート調査をしてもらっています。 

 それで、それぞれの方法ですけども、記名式の場合も無記名式の場合も、それから両方を併用す

る場合もあります。このアンケート調査だけではなくて、どの学校でも、例えば個別の面談を行っ

たり、あるいは会話とか表情、そういったことで本人も含めて、その周りにいじめをしたりする子

がいないかということについての実態の把握に努めています。 

 また、生活ノートですとか、あるいは個人のノート、いわば記述されたものについてもできるだ

け丁寧に読んで、いじめがないかどうかということについての把握をするように努めているという

ような現在です。 

 教育委員会としては、いじめをしないこと、あるいはいじめを許さない、見逃さないという、そ

ういうことを基本に大事にして、特に指導と、それから児童生徒の運動と家庭や地域社会──これ

はＰＴＡが主ですけども、連携をとりながら少しでもいじめがゼロに近づくように努力をしている

ところですけれども、それぞれの学校にいじめを未然に防止するという意味でのいじめ未然防止対

策委員会というのが設置してありますので、仮にいじめが確認をされた場合は、その委員会でさま



－２００－ 

ざまな対応をしていきますけれども、特に組織的にできるだけ一人一人の子どもたちに傷がつかな

いようにということで、学校全体で取り組むという体制であるというふうにして、御理解をいただ

ければというふうに思います。 

 また、いじめがあった場合は、加害者、それから被害者、そしてその保護者の方に詳細を連絡し

たり、あるいは家庭訪問をしたりしながら、少しでも子どもたちのいじめの問題が早目に解決され

て、傷が深くならないようにということで努力をしているところです。 

 児童生徒の運動といいますと、特に中学校の場合は何々中学校人権宣言というものをつくってお

ります。例えば八幡中学校の場合だと「オアシス宣言」、大和中ですと「ひまわり宣言」というふ

うに言っておりますが、大体５項目から７項目ぐらい気をつける事柄を書いて、お互いに生徒同士

で、あるいは児童同士で運動を高めながら、学校の中でのいじめを自分たち自身でもなくしていこ

うという、そういう運動も進めているところです。 

 仲間のよさを見つける運動ですとか、あるいは温かい言葉をかける運動といったのは、そういっ

た運動の事例に当たります。 

 それ以外に、特に関係機関とか、それから家庭や地域社会との連携ですけども、いじめを確認し

た場合には、先ほども申し上げましたけれども、被害者、加害者も含めて家庭と十分連絡をとるよ

うにしておりますし、事が重大である、あるいは重大になると予想される場合は、さまざまな機関

の方が集まっていらっしゃるケース会議の話題にもして、その場で学校だけでなくて、いろいろな

人の力をかりながら、いじめを解決するようにということで努力をしているところです。 

 私、個人的にはいじめで傷ついた場合は、それがその子の人生に非常に大きくかかわって、場合

によっては人生の方向性、狂わせかねないというところがありますので、特に力を入れて指導をし

ていると。 

 ただ、残念ながら私たちが目指しているゼロにはまだ至っていないところですが、引き続き努力

をしていきたいというふうに思っております。 

（18番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  田中和幸君。 

○１８番（田中和幸君）  はい、ありがとうございました。いずれにしても、生徒と家庭の関係をや

っぱりそういったことを、今言われましたように、密接にそういった連絡をとりながらやっていた

だくことが一番解決の問題につくのではないかと思いますし、また、いじめはどこでもないという

ことはないと思いますが、昔から、私の子どもの時代からもずっとそういうことはありましたので、

幾ら文明が発達した現在でも、やっぱりそういうことについては同じだなあということを思います

ので、人間的な関係もありますが、今後またひとつよろしく御指導をお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（尾村忠雄君）  以上で、田中和幸君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 上 田 謙 市 君   

○議長（尾村忠雄君）  続きまして、12番 上田謙市君の質問を許可いたします。 

 12番 上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  おはようございます。議長より発言の許可をいただきましたので、通告に

従いまして一般質問をさせていただきます。 

 初めに、家庭教育の現状と課題、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。 

 合併直後の平成16年８月、郡上市社会教育委員の会が、市の教育委員会から今後の郡上市におけ

る家庭や学校、地域社会のあり方についての諮問を受け、平成18年１月、子どもの健やかな心と体

を育てる家庭教育のあり方はどうあるべきかという視点から答申がなされております。 

 その答申の内容の一部でありますけれども、家庭教育の現状と課題を踏まえた今後の方策、施策

ということに対して、３つの柱で答申が成り立っております。 

 １つ目は、家庭教育学級を核とした研修機会の充実を図る。２つ目が、家庭教育に関する情報の

提供とネットワークを整備する。３つ目に、地域ぐるみの家庭の教育力向上運動を推進するという、

この３つの柱でありますが、そこに幾つかの取り組むべき提言が示されております。 

 そうした提言がその後の郡上市の教育方針に生かされ、特に平成25年度に策定をされた郡上市教

育振興基本計画の中では、「家庭で生き方の基礎を身につける」を重点目標として、具体的な施策

と事業が推進されて現在に至っていると理解をいたしております。 

 そこで青木教育長への質問ですが、郡上市社会教育委員の会の答申から10年余が経過をした現在、

郡上市の家庭教育の現状と課題、今後の取り組みをどのように考えておられるのか、お尋ねをいた

します。 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君の質問に答弁を求めます。 

 教育長 青木修君。 

○教育長（青木 修君）  それでは、家庭教育の現状と課題、そして今後の取り組みについてお答え

をいたします。 

 最初に、家庭教育をめぐる現状と課題ですけれども、これは大きく４点ほどに整理をしておりま

す。 

 １点目は、共働きの家庭がふえているということで、子育てを家庭に任せるのではなくて、地域

社会全体で支えるという必要性が高くなっているということが１点です。 

 それからもう一つは、三世代家族の割合というのが非常に少なくなってきております。ですから、

親御さんがおじいちゃんおばあちゃんから子育てについていろいろ学ぶという、そういう機会も減
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ってきておりますので、子育てについて相談あるいは協力をしていくという体制が必要であるとい

う、そうしたことも課題として捉えております。 

 それからもう一つは、全国的にひとり親の家庭、これが全国では、平成22年の国勢調査の結果で

すが、78万世帯あるということで、20年前と比べますと２割の増加、したがって、子育てを社会が

支援をするという、そういう必要度が以前よりも増して高くなっているということがあると思いま

す。 

 もう一点は、少子化の影響もあって、過干渉であったり、過保護であったり、また子育てに関す

る情報が非常にたくさんあるということで、むしろ多いがゆえに子育てに迷う、あるいは子育てに

不安を持つという、そういったことも課題になっているというふうに思っております。 

 そこで、こうした現状を踏まえて、家庭教育についての方向性ですけれども、先ほど上田議員お

っしゃったように、いわば生きていくための基盤を築くのが家庭教育の非常に大きな役割ですので、

まず１点目としては、家庭でのルールづくりを親子で行って、地域社会がそれを支える運動を進め

ていく。そして、家庭での生活習慣の形成について、それが社会規範としてつながっていくように

していくということが大事だろうと。 

 例を挙げて申し上げますと、例えばスマートフォンの利用ですとか、あるいはノーテレビ・ノー

ゲーム運動といったものが家庭での約束づくりを地域で支えるという一例だというふうに思ってお

ります。 

 それから、お祭りですとか、あるいは歌舞伎ですとか、郡上おどりもそうですが、伝統芸能を通

じて地域の大人が地域の子どもを育てていくという、そういう環境づくりをするということも、家

庭教育を地域が支えるという一つの姿ではないかというふうに思います。 

 もう一点は、今度、家庭教育学級ですけども、これは社会教育の指針にある、いわば情報につな

がることですけれども、家庭教育学級では、ネット社会の研修といったことについても取り入れる

ということで、どちらかといえばゲーム的な要素が多かった家庭教育学級の中に、今日的な課題、

いわば学習する内容を中へ取り込んでいくということが一つは言えると思います。 

 そして、家庭教育学級については、乳幼児を持った親御さんも多いことですから、親同士の相互

交流の場にもなるということで、できるだけ悩みの不安、あるいは悩みの解消になるように努めて

いきたいというふうに思っています。 

 実際、家庭教育学級の開設につきましては、54学級開設を現在もしておりますので、特に乳幼児

の親が孤独にならないように一つの機会として代理人をしております。 

 これにつきましては、研修会を開いたり、あるいは夏休みの間に担当者の理解を深めていただく

ような説明会を開催をして、できる限り具体的な子どもたちの子育てにつながるような会としての

性格を持たせるように努めているところです。 
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 教育委員会として、特に先ほど申し上げたように、地域で支えるという点で言いますと、子育て

支援の人材育成というのも非常に大事だというふうに考えておりますので、子育てサポーター養成

講座といったようなものを開き、受講していただいて、現在46人の方に登録をしていただいている

という、こういったことが郡上市の家庭教育にかかわる支援の現状でございます。 

（12番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  冒頭申し上げました郡上市社会教育委員の会からの答申を生かされながら

家庭教育に当たっていただいておるということはよくわかりました。 

 私どもにいただいておる郡上の教育方針、いろんなところで凌霜の心というのが出てまいります。

凌霜の心とは何かと言いますと、高い志を持ち、感謝の心と不撓不屈の精神でひたむきに努力する

ということで、まさにこれが教育長が言われる郡上人のバックボーンといいますか、心の支えにな

るのが凌霜の心だというふうに思っております。 

 郡上市社会教育の方針と重点を見ますと、家庭教育の充実を図る中で、子育て読本の活用という

のが出てまいります。現在は「ひなたぼっこ」というこの平成18年３月に発行されたものでありま

す。以前、八幡町時代にこの「はぐくみ」という、これ昭和61年ですから、今から30年ほど前の発

行のものです。両方のこの読本に、教育長は執筆者として名を連ねておられるんですけれども、私、

個人的な感想ですが、どうしてもこの「ひなたぼっこ」というのをめくってみますと、今の若い親

たちへの子育てのノウハウというか、こういうときはこうしなさいというようなことが手引として

書いてあるような気がしますし、この「はぐくみ」については、道徳的な見地から、親にあるいは

子どもに諭すような形で内容が整っているように思いまして、私はこの「はぐくみ」のほうが、時

間があるので内容は紹介できませんが、好きです。例えば、だめなことは絶対だめだということを

子どもに教えようとか、あるいは親の背中を見ながら子どもは育つんだというふうな、思い出話を

載せたこの「はぐくみ」というのはすばらしいものだと思うんですけれども。 

 そこで考えるのは、こうした「はぐくみ」から「ひなたぼっこ」の内容に変わってきたというこ

とは、親のやっぱり、先ほど教育長が言われたように、子どもの子育てに対する意識といいますか、

社会もそうでありましょうし、そういうのが変化をしてきとるから、この読本についてもこうした

内容の変化といいますか、変わりようがあったんだというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。

質問の内容にありませんが、教えていただきたいと思います。 

○議長（尾村忠雄君）  教育長 青木修君。 

○教育長（青木 修君）  今、上田議員さんおっしゃったように、その２冊は、いわばセットで読ん

でいただけると、大体の内容というのは理解していただけるんではないかと思いますが。 

 最初のほうは、どちらかといえば、家庭教育にかかわる理念的なことをできるだけわかりやすい
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読み物として演習・執筆をしたというところに特色がありますし、それから、今の「ひなたぼっ

こ」につきましては、親御さん自体がなかなか、どういうふうに子どもたちの動きに対して対処し

たらいいんだろう、あるいは悩んでいるときにどうすればいいんだろうという、そういう具体的な

悩みに一つ一つ答えるという形で、どちらかといえば、ハウツーに近い、そういった内容になって

いると思います。 

 ですが、ハウツーとはいえ、そこにはやっぱり子育てに対する基本的な考え方というのは非常に

重要だというふうに思いますので、折に触れて、以前出版したものをもう１回ひもといていただけ

ると、そうすると、ハウツーの中にある基本的な考え方みたいなものはわかっていただけるんでは

ないかなということ、たまたま私、両方ともかかわり合いを持ちましたものですから、そういう意

味で少し編集の方針を変えたというのが「ひなたぼっこ」のほうです。 

（12番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  私も３人の孫を持つおじいでありますので、今、教育長が言われるように、

２冊のこの子育て読本をまた読み直しながら、祖父母の立場で子どもの子育てにかかわっていきた

いというふうに思います。 

 次に、私たちの地域社会は、この家庭教育が抱える課題をどのように取り組んだらよいかという

ことについて市長にお尋ねをいたします。 

 先日、私は、このパンフレット──「みんなで家庭教育」というこのパンフレットを公民館のロ

ビーで見つけました。これは岐阜県教育委員会が発行したもので、ここには「子どもたちの健やか

な成長に喜びを実感できる岐阜県の実現を目指して、みんなで家庭教育」と書かれておりまして、

昨年12月策定された岐阜県家庭教育支援条例をＰＲする広報紙でありました。 

 この条例では、保護者がその子どもに対して、どのようなことを教え、育んでいくのかという家

庭教育のあるべき姿といいますか、そうした定義が明確に示されております。また、祖父母、地域

住民、学校、事業所などの役割も明記されておりまして、地域社会を構成している全ての県民が相

互に協力して、一体的に取り組むことも明確にされております。 

 さらに条例では、岐阜県の責務であるとか、市町村の役割であるとか、財政上の措置を行うこと

まで条文化されており、岐阜県では、家庭教育は全ての教育の出発点であるという観点から、家庭

教育の実践を目指していこうとする、その意気込みを感じました。 

 そこで、本来なら、教育長さんにお尋ねするところでありますけれども、この条例に基づいて郡

上市の取り組みについては、市民のみんなが対象となりますので、郡上市総合教育会議あるいは郡

上市青少年育成市民会議の会長である日置市長にお尋ねをいたします。 

 家庭教育を実践する意義、そして家庭の教育力を向上させる地域活動を推進する方策というもの
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をどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  私も、実はこの岐阜県家庭教育支援条例という条例が昨年の12月22日公布・

施行されたと。お聞きすると、議員提案で条例が成立したかのようにお聞きをいたしておりますが、

つい最近まで実は認識をしておりませんでして、社会を明るくする運動をやっておられる団体の会

合があったときに、家庭教育というテーマであったもんですから、たまたまこういう県には家庭教

育支援条例という条例が既にできてるということを認識したわけであります。 

 お話がございましたように、これを見ますと、本当に家庭教育とは何ぞやと、なかなか定義も難

しいんですけども、この支援条例では、家庭教育というのは、保護者が次のようなことを教えたり

育んだりすることだということで、今お話ありましたように、９項目の基本的な生活週間、２つ目

に自立心、３つ目に自制心、４つ目に善悪の判断、５つ目に挨拶及び礼儀、６つ目に思いやり、

７つ目に命の大切さ、８つ目に家族の大切さ、９つ目、最後に社会のルールと、こうしたことを教

え、また、そうした態度を育んでいく、生き方を育んでいくんだという、明確にこの家庭教育の、

いわば目的というようなものを提示しておられるというとこに非常に感動したわけであります。 

 そしてまた、これを進めていくためには、ただいまもお話ございましたように、県や市町村の責

務もありますし、家庭教育の第一義的な責任者は保護者であるということ、そして、今も上田議員

もみずからもおっしゃいました、おじいちゃんだとおっしゃいましたが、祖父母の役割というよう

なものも、やっぱり家庭教育の保護者の補助者として一定の役割を果たしていくべきだというよう

なことも書かれております。 

 そしてまた、家庭教育をやっていくためには、特に若い親さんたちがそうですけども、やはり親

としての学びをしていく、進める。そして、しかし、それだけではなくて、子どもたちもいずれは

親となるものとしての、親になるための学びと、こうしたことも両面からやはり進めていくという

ようなことをうたっておりまして、私はこれは非常に大切なことだなというふうに思っております。 

 そういうことで、先ほどもお話ございましたが、やはりこれを進めていく場合、家庭教育は親の

責任だということじゃなくて、学校、地域社会あるいは企業というようなところも親御さんのライ

フ・ワーク・バランスというようなものを考えて、やっぱり家庭教育ができるゆとりといいますか、

そうしたものも配慮する必要があるというようなことがうたわれておりますが、そういう、いわば

関係者みんなで連携をして進めていく家庭教育ということが大切だというふうにうたわれておりま

す。 

 郡上市におきましても、そういう意味で、私はまず第一には、関係者が、いろんな分野の関係者

が集まっておりますこの青少年育成市民会議、こうしたとこが中心になって、家庭教育のあり方、

推進ということをいま一度やはり活動の中核に据えて、いろんな大会をやったり、研修をやったり、
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運動をやったりしていく必要があるというふうに思ってます。 

 それから、２つ目には、先ほど申し上げましたが、企業さんにもやはり家庭教育というものの大

切さというものを訴えて、従業員である親御さんたち、そうしたところがやはり家庭に月に何回か

はゆっくり帰って、子どもたちと会話ができるようにとか、いろんな配慮をやはり企業にもしても

らうということも、やはり市の立場としてもお願いをしていく必要があるだろうというふうに思い

ます。 

 それから、やはり公民館活動であるとか、そうしたところで家族ぐるみでいろいろと参画をした

りというようなこと、あるいは地域のボランティア活動に出るというようなことで、子どもたちと

一緒に学びを進めていくというような、こうした機会も進めていく必要があろうかというふうに思

います。 

 それから、先ほど教育長さんのほうからもお話ありましたが、郡上は郡上おどりとか、白鳥おど

りとか、こういう地域行事、伝統的なものがございます。こういうとこにやはり親子そろって参加

をするというような中で、家族の愛情とともに、そういう外へ出ての、例えば、教育というような

ものも含めて進めていければというふうに感じております。 

 いろんなことを申し上げましたけれども、いま一度、県の支援条例というようなものの制定も一

つの契機として、郡上市においても、この家庭教育の推進をさまざまな関係者がやはりこれを大切

なことと認識をして進めていく必要があると、進めていきたいというふうに思っております。 

（12番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  いろんな場面での展開をお願いいたします。特に市長も申されました青少

年育成市民会議には、市民の各界・各層からの代表者が集まってみえる青少年育成のための会議で

すので、そうした会議において、ぜひとも重点目標に掲げていただきながら、県のこの条例の実効

性を高められるような取り組みを期待しております。 

 次に、市内の公立高校の将来像についてお尋ねをいたします。 

 このことにつきましては、昨日の美谷添議員から、同類・同種の質問がありまして、そのような

内容でございますけれども、私なりの視点からお尋ねをいたしますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 私は、昨年３月の一般質問で、郡上市、次の10年の展望と方策についてというテーマの中で、中

学校生徒数が減少するという予測に立って、市内２つの県立高校体制がいつまで存続可能であるの

か、教育長にお尋ねをいたしました。 

 教育長さんの答弁の中で、魅力ある高校の実現のために、関係者、ＰＴＡ、産業界、行政機関な

ど、高校のあり方を検討する機会を設けるとの答弁でありました。そして、ことし５月、中学校、
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高校学校、ＰＴＡ、商工会、農林業、そして行政と議会からの代表者に学識経験者を加えたメン

バーで、郡上の高等学校の望ましいあり方を考える会が設置をされ、４回にわたって協議・検討さ

れた結果が、この10月に提言としてまとめられました。 

 この提言の内容と提言を受けた今後の取り組みについて、改めて青木教育長にお尋ねをいたしま

す。 

○議長（尾村忠雄君）  教育長 青木修君。 

○教育長（青木 修君）  それでは、これからの高等学校教育のあり方について、提言をまとめまし

たその内容について、基本的な考え方と、それから具体的な提言内容についてお答えをしたいと思

います。 

 まず、提言としてまとめた際の基本的な考え方としては、３点ありますが、１つは、ふるさと郡

上を愛し、誇りを持って生きる郡上人を育てることは、郡上市教育の重要な課題であるということ

が１点目です。 

 それから、２点目は、郡上人を育てる教育は、幼稚園・保育園、小中学校、高校と地域社会が手

を携えて、郡上ぐるみの教育体制をつくることが大切であるということ。 

 それから３点目には、児童生徒、保護者、それから郡上市や市民にとって高校の教育を考えるこ

とは、それぞれの未来を考えることであり、みずからの課題として取り組むことが大切であること、

このことを基本的な考え方として、次の提言内容を求めました。 

 まず、１つですけれども、児童生徒の進路選択や、それから、ふるさと意識を高めるには郡上高

校、郡上北高校の両校とも地域になくてはならない高校であるということをまずは提言をいたしま

した。 

 それから、２つ目ですけれども、資格の取得や、それから将来の進学・就職のために特色のある

学科やコースがあり、少人数による指導がされる高校であることが望ましいということも提言をい

たしました。学科やコースの例として、大学や専門学校への進学を目指す。それから環境や森林・

林業の専門的知識・技術の習得、それから農産物の加工・食品製造など、それから商業や工業、ス

ポーツの指導、こうしたことについての、いわば知識や技能を身につけるといった学科、コースで

すね。 

 それから、学科やコースで身につけていくその力について、あるいは内容なんですが、特に大事

なことは、知識や技能を活用して問題を解決をする能力、それから社会生活、そして職業生活を営

む上で必要な人間関係を形成する能力、それから表現力、こういったものが時代の変化に対応する

能力ですので、こういったものを今、幾つか申し上げた学科あるいはコースの中できちんと育てて

いただいて、郡上に誇りを持ち、郡上で暮らし、あるいは郡上を離れても郡上を忘れずに生活をし

ていく、そういった生徒の育成というものを願っている。 
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 したがって、そのことを踏まえた提言を行ったというところでございます。 

（12番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  その協議をされる過程の中で考える会では、児童生徒、ここでは小学５年

生から中学３年生が対象であったようでありますけれども、児童生徒、保護者、市民への意識調査

を実施されております。児童生徒や保護者、市民に対して、郡上高校と郡上北高校の教育にどのよ

うな期待や願いを抱いているかを聞いたところ、それぞれ表現は違いますので、私なりにまとめま

すと、市内企業での即戦力としての人材を養成する教育課程の学科を望んでいるという結果であり

ました。 

 しかし、即戦力としての技能や知識を身につけることはできても、その卒業する生徒を安定して

雇用する企業や事業所が市内に存在しないことには、子どもたちは郡上市を離れていくのではない

かというふうに思います。 

 そこで、市長にお尋ねをするわけですけれども、市長は、今言いました、こうした意識調査の結

果にあるような、そうした子どもたち、保護者、市民の期待にどのように対応し、考える会の、今、

教育長が話をされました４つの提言、そこにはこれからの郡上市の市政の中で政策として取り上げ

ていかなければならないような課題も見受けられると思います。ですから、今後の施策にどのよう

に反映させるお考えであるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、私も今回のこの考える会の提言書といい

ますか、結果報告というものを受け取らせていただきました。そこには、現在、郡上市が直面をい

たしております課題、地域的な課題、あるいはそうしたものに高等学校教育が担ってほしい課題、

そういったものが私も的確に反映されてると思いますし、また子どもさんを持つ親御さんや、ある

いは高校へこれから進学しようとしている中学生、あるいはそうした人たちの希望といいますか、

そういうようなものもいろいろ調査の結果、あらわれているというふうに思います。 

 そういうことで、確かに郡上市が人口が、これから子どもさんたちの数が、今かつての規模がな

い、減少をしておるわけでありますけれども、そういう中でどのように高等学校、県立高校につい

て郡上市としての要望を県のほうへ届け、それを実現していくかということが大きな課題だという

ふうに思っております。 

 私は、１つは、郡上にある２つの県立高校が、子どもたちの、例えば、希望がかなえられるよう

に、この地元の２つの高校で学んでも、自分たちが、例えば、進学というようなことにおいても、

十分な力がつけられるんだという安心感といいますかね、そういうものであったり、あるいは時代

のニーズに応じて、これからの郡上の産業、そうしたものを担ってくれるための学科の柔軟な編成
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であるとか、そしてまた、何よりも高等学校も、今、小中学校を通じて郡上学というようなことを

やっておりますが、郡上人としての学びといいますか、そういうもの、郡上を深く知ることによっ

て郡上で働く、あるいは仮に郡上を離れても、郡上を忘れずに生きる力と、何らかの形で貢献をす

ると、そうした人材を養成してもらうように、県のほうへはそうしたことをやはり地元の願いとし

てしっかり届ける必要があるというふうに思います。 

 地方創生に関する会議に県庁のほうで開かれた会議に二度ほど出て、二度とも知事の出ておられ

る会議でしたけれども、昨日も申し上げましたが、やはり地方創生という一つの課題を岐阜県全体

としても抱えてるけれども、我々のようなところはなおさら一層深刻な問題を抱えてると、そうい

う中で、県立高校というもののあり方、強化充実ということを捉えて、やはりそうした地方創生と

いうものに対する支援をしてもらいたいということを強く申し上げました。 

 例えば、出身者がＵターンをするというような場合でも、やはり地元の高校を出ているか出てい

ないかということは、友達が地元にいるかいないかというようなこともあって、やはり帰ろうかな、

帰るまいかというようなときにも大きな要因になると思いますし、また外から来てくださるいろん

な人材についても、子どもたちを連れて一緒に移住すると高校教育が心配だというようなことでは

いけないわけで、何とかそういう意味で、先ほど申し上げましたように、高校教育を充実をしてほ

しいと。そしてまた、時代に合った学科の編成等についても、あるいは教育内容についても、ぜひ

とも考えてもらいたいということを強く訴えていきたいというふうに思います。 

 そのようなことで、教育委員会のほうでは、既に１回、県教委のほうへ行っていただいておりま

すけれども、私もぜひまた機会を改めて、郡上市としての願いを伝えることによって、できる限り

そうした郡上市として、県立高校というものが果たしている役割を、新しい時代に即したいろんな

役割を果たしていただけるようにということで、お願いをしていきたいというふうに思います。 

 昨日も、実は２つの県立高校の校長先生方と懇談をする機会がありましたが、郡上市で学んだ生

徒さんの中には本当に頑張ってくれてると。例えば、郡上北校を卒業して朝日大学へ進学した生徒

が、今、大学の３年生で公認会計士の論文まで、短答式論文も通って合格をしたということで、喜

んでおられましたけれども。そういう北校で学んだ子どもたちがしっかり力を発揮してるというこ

とで、これはやはり高校教育の中でそういう集中力、しっかり勉強して目的を達成する力、そうい

うものを養っていただいた成果だというふうに思っておりますけども、そんな教育が日々、郡上の

２つの高校で行われるように、一層また私たちもお願いをしていきたいというふうに思います。 

 少しくどくなりましたけども、私も今回の検討会の、考える会の答申を受けて、これから具体的

にどうするかというようなことは、またといいますか、そうした中身等について、どんな県教委に

対して提言をするかというようことは、総合教育会議等の議論を通じて、さらに詰めていきたいと

思いますが、いずれにしろ、来年度あたりは県の教育委員会でも高等学校のあり方についてかなり
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議論をされるようにも聞いておりますので、しっかりそうしたことについて郡上市としては、地元

の願いを届けていく必要があるというふうに思っております。 

（12番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  上田謙市君。 

○１２番（上田謙市君）  私も、特色ある学科を導入した学校というのは、郡上市内に北部と南部で

両方必要だというふうに思います。 

 ただ、余りにも経済優先のビジネススクールのような形での学校に変容するのはどうかなという

ような思いはしております。あくまでも学校教育は不易流行といいますか、そういう見地からも見

てほしいなというふうなことでありますけれども。 

 ただ、郡上市の実情として、郡上市の企業が求められる人材を養成するのが地元の公立高校であ

るとすれば、そのような方向でもこれは努力していかなければいけないんだということは思います。 

 折しも、平成30年には郡上高校が創立100周年、郡上北高校が70周年を同じように迎えます。そ

こで提案といいますか、お願いなんですけれども、市内に２つの県立高校があるということの意義

を市民の皆さんにも御理解をいただき、それぞれの家庭へ入りますと、本人がその両校の卒業生で

なくても、兄弟あるいは子どもが、親がというようなことが郡上では多いと思いますので、自分た

ちの地元の２つの県立高校であるというような意義、意識を高めるためにも、何かそうしたことを

アピールできる記念事業を市でも展開していっていただくといいんではないかというふうなことを

思います。 

 そして、くどくなりますけれども、私も高校は、市内の２つの高校は、提言にもありますように、

１つになっても白鳥キャンパス、八幡キャンパスというような形で、親たちの負担が過重にならん

ようなことを願うときに、この提言はどういう形であれ、市民の、あるいは子どもたちの、保護者

の願いでありますので、県にかなえてもらえるような努力を、これは議会もしていかないかんと思

いますし、ともどもになって働きかけていけたらということを思います。 

 時間３分30秒ほど残しましたけれども、おかげさまで明瞭な御回答をいただきましたので、時間

内に終えることができました。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（尾村忠雄君）  以上で、上田謙市君の質問を終了いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。再開は11時を予定いたします。 

（午前１０時４６分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（尾村忠雄君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午前１０時５８分）  
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──────────────────────────────────────────── 

◇ 鷲 見   馨 君   

○議長（尾村忠雄君）  ７番 鷲見馨君の質問を許可いたします。 

 ７番 鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  どうも長い間、御答弁御苦労さんでございました。いよいよどん尻になりま

して、しまいよければ全てよしということでございますが、そういうわけにいくかどうか。冬よけ

れば一利よしというのが、これは、うちらの北部の言葉でございまして、非常に冬を用心しながら、

快適な冬を過ごすにはどうしたらいいかなということを願っておるところでございます。 

 きょうは、５点ほど提出していますが、１点の温暖化につきましては、今、国際的に検討中でご

ざいますので割愛をさせていただきまして、また、癒しの関係の質問がございますが、これは一応

最後にさせていただくということで御了解をいただきたいと思います。それぞれ担当者のほうから

御回答をいただければありがたいと思っています。 

 議長さんから発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行いたいと思いま

す。 

 その一つに、冬の対策でございますが、安心安全、快適に冬期を過ごすための対策、対応につい

ての質問でございます。 

 まず、克雪、雪にかつ、利雪、雪を利用する、そして、親雪、遊雪、雪の有効活用対策につきま

してお伺いをしたいと思います。 

 まず、克雪でございますが、あるいは利雪、親雪、遊雪、有効活用でございます。郡上北部にお

きましては、冬の冬期間、冬の間をいかに安全、快適に過ごすかであります。まずは、除雪等、克

雪があったりしてございます。さらに、雪に親しみ、活用することがさらに必要であろうかと思い

まして、それぞれ努力はされています。加えて、福祉対策でございます。ひとり暮らしや、あるい

は高齢者、生活困窮者などの除雪初め、安心して過ごせる冬の対策が講じられておりますが、依然

として、まだまだ大きな課題でないかと思っております。その対応について、確認をまずさせてい

ただきます。 

 また、克雪の第一の方策である除雪についても、例年よりの改善策がことしはあるのかないか。

それにつきましてもお尋ねしたいと思います。 

 以前にも質問した国道の除雪のことでございますが、国道が渋滞して、不便なときに県道を迂回

道路として使用する件についてお尋ねしたことがございますが、ことしもまだ変更はないのか。ま

た、新たな対策を考えておられるのか質問したいと思います。 

 郡上市は、南部と北部とでは非常に雪の量が違いまして、ほとんど降らんとこから、石徹白のよ

うに数メーターも降雪量があるというようなところと差がございます。これを、特に南部の除雪業
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者の中には、車両は確保したが、なかなか仕事が対応できんというような課題もあると聞いており

ます。どのように対応しているのかお尋ねしたいと思います。 

 また、今年度、一部開通となりました万場地内の国道改良の部分の除雪の対応や、中部縦貫道の

近年予定しております県道板取線の使用増加、非常に多くなりました。御承知のように、福井から

来る車が県道板取線を利用する、活用するということでございます。一層の強化が必要だと思いま

す。 

 また、国道から万場県道に抜ける道路を通っていますと、まだまだ狭いところがございます。将

来は中津屋へ抜けるかと思いますけども、まだ数年かかる予想でございます。今のとこ、道路の除

雪には大変な骨折りがあるかと思いますし、頻度も高いと思っています。この除雪につきましても、

どういうような対策をされるのかお伺いしたいと思います。 

 また、毎年、除雪作業に多額の経費が必要であり、特に、昨年度の除雪費は、近年まれに見る豪

雪であり、また、費用がかかりました。最終的にどれぐらいかかったんやろうかというようなこと

をお尋ねしながら、また、県や国の助成、支援についても、市民の協力、認識をさらに高めるため

にも、市民に対してどのような要望、要請があるのか、その辺につきまして担当者のほうからお尋

ねをしたいと思いますが、とりあえず御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  鷲見馨君の質問に答弁を求めます。 

 建設部長 古川甲子夫君。 

○建設部長（古川甲子夫君）  では、ただいまの除雪に関する質問４点ありましたので、それについ

て回答させていただきます。 

 まず、１点目の国道の除雪の際の県道迂回路として使用できるかのその件につきまして、県道を

バイパスとして、国道の交通どめによる除雪作業は不可能ではありませんけども、豪雪時や路面状

況が極端に悪くて排雪作業の必要がある場合や、大きな渋滞を引き起こすおそれ、また、事故が多

発することが予想される場合などのそういう異常時なときにおいて、やっぱり道路管理者間で協議

を行った上で緊急避難的に実施されることはあります。基本的には、国道の迂回路として県道、市

道を指定する場合には、国道と同程度の規格の道路である必要があり、また、その際に交通誘導等

に関する安全の確保や迂回路としての交通形状、特に交差点で大型車両が通行可能な状況にあるか

どうかという判断、そのような諸条件をクリアして、初めて迂回路として利用することができると

いうことでございます。 

 それで、降雪の状況によっていろいろケースが考えられるわけですが、国、県及び市がお互い情

報共有をしながら、調整をとりながら対応することになりますが、安全な交通確保のために一時規

制でありますけども、利用者の方にもやっぱ御理解はいただきたいというふうに思っております。 

 それから、２つ目の除雪車両の確保の課題についてですが、除雪車両の維持と、あとリース等に
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係るものに関しまして、特に、除雪作業稼働時間の少ない場合、降雪の少ない場合に、業者の方の

負担はより大きいことは私たちも理解しておるわけでございますが、数年前から、少しでもその負

担軽減を図ろうということで、一定期間、作業出動がない場合にも試運転費として少しの費用であ

りますが、それを見るような対応をしております。 

 また、毎年、計画的に除雪機械を購入して市有の機械の増強を図り、業者の貸与の車両確保に努

めておる次第であります。 

 それから、３つ目の一部開通となった万場地内の国道除雪対応についてでございますが、先月、

一部供用開始しました国道156の大和改良の剣・万場区間につきましては、国交省と市におきまし

て、暫定供用期間中の除雪作業に関する覚書を11月の18日付で結びまして、取りつけ市道も考慮し

た管理区分を定めたところでありまして、状況に応じて国交省と市が協力して対応することをお互

いに確認をしております。 

 それから、４つ目の昨年度の市の除雪経費と補助についてでございますが、昨年度の市の除雪経

費は約９億2,200万円ほどかかっております。これまでにない高額の費用となりまして、国の臨時

道路除雪事業補助金としまして１億1,800万円を受けました。毎年、除雪作業にかかる費用は膨大

な金額でありますが、また、作業を請け負う業者の方たちも昼夜を問わず対応に当たっていただい

ております。それで、市民の皆様も雪対策には多額の費用があることを御理解いただきまして、地

域の皆さんで対応可能な範囲での除雪作業に協力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。 

（７番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ありがとうございました。冬の間の除雪対策につきまして説明いただきまし

たが、ごらんのように、安心のある生活と同じに、これを利用して観光面初め、教育面、いろんな

ことの研究はされております。 

 私は思いますが、スキーの客にいたしましても、来るときは高速道路を使って来る人が多いやろ、

帰りは何とか、できるだけ国道や県道を利用してお帰りしている途中で、やっぱり買い物したり、

地域を見たりというようなことのためにも、さらに国道や県道あるいはその周辺の物産店だとか道

の駅とか、そういうとこに立ち寄りをしやすいような、魅力のあるような政策なり対応が必要でな

いかと、そんなことを思うんです。ほとんど今のとこは、そういうの見かけられません。それでは

やっぱし国道や県道の魅力がいま一つ足らんのじゃないかと、そんなことを、せっかくお見えにな

るんだから、スキーを楽しんで、親しんでいただきたいと、そんなことを思います。 

 また、要望といたしましては幾つもございますが、まず一つは、除雪技術の向上、除雪車の関係

でございますが、これをやっぱし研究をさらにしてほしい。 
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 凍結防止、これも真剣に考えておられますけど、特に、橋の上などの凍結防止の心配りをさらに

してほしい。 

 融雪施設の改良、融雪が十分でない、あるいは故障しておるとこが、たまたま見かけますので、

それらもお願いしたい。 

 そして、市民の協力を得まして、特に、さっき、出ましたように、国道が、一斉に屋根の雪をお

ろすことがございます。これらにおきましても、自治会等々も検討されていますが、こういうとき

が非常事態になるのか、非常事態の場合に県道を使ってもいいという、非常事態の範囲がちょっと

わかりにくいと。あるいは、誘導するとお叱りをいただく。恐らくや、国道と県道では舗装の幅も

違うと思いますし、いろんな面で差はあると思います。あるいは、国道の権威もあると思いますけ

れども、県道のほうがずっと除雪がしやすいと。家もないし、飛ばせるよということもございます

ので、完全な除雪ができる割には、国道は家が込んどってなかなか厳しい、難しい。それを通らず

に、県道をもう少し活用する方向はないのか。さらに研究をしてほしいと思います。また、除雪の

道路でございますが、だんだん家がふえまして、その範囲をひとつ、さらに検討してふやしてほし

いと思います。 

 次に、二次災害でございますが、今まではなかったわけですけど、冬期の二次災害に対する対応

の方策をひとつ研究をしてほしいと思います。 

 それにはまだ、今、おかげさまで高速道路、中部縦貫道、国道、県道、歩道、市道いろいろござ

いますが、できるだけひとつそれの関連性、連携性をさらに強めてお願いできればいいと思います。 

 また、情報関係でございますが、なかなか情報が行き届きかねるところがありますので、情報の

共有をしっかりやってほしいと思います。 

 そのようなことも含めまして要望をさせていただきます。これはあくまでも要望でございますの

で、今後ともひとつ、きょうは大雪かと思っておりましたが、非常に快晴が、天気がよくなりまし

て、ちょっと当て外れの質問になりまして恐縮でございますが、冬期間を迎えて、安心した、そし

て、雪を利用した教育の推進あるいは、先ほど出ましたが、学校の中でも雪を親しむような、そう

した内容の行事も進めてほしいと。そんなことも思います。 

 以上、要望として質問をさせていただきます。 

 続きまして、地方創生の関係でございます。ＴＰＰの見通し対応でございますが、これは、今ま

でも何人か質問がございましたので、これ、最後になりまして、残り部分がなかなかありません。

しかし、また視点を変えて、今の現状、将来の影響、市としての要望事項等がございましたら、改

めてお答えをいただきたいと、こんなことを思います。地方創生、ＴＰＰの見通し対応についての

御質問をいたします。担当者によろしくお願いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  農林水産部長 下平典良君。 
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○農林水産部長（下平典良君）  お答えいたします。前回の質問の重複するところがあるかと思いま

すが、よろしくお願いします。 

 今回のＴＰＰをすごい受けまして、国のほうですが、11月25日には、総合的なＴＰＰ関連大綱を

策定いたしまして、その中で、特に農林水産業の部分でございますが、攻めの農林水産業の転換、

これ体質強化対策でございますが、といたしまして、国際競争力に対応できる集中対策に取り組む

こととしております。 

 そういった関係で、これは、きのう、ちょっと発表されたもんですが、森山農林水産相ですが、

きのうの閣議後の記者会見で、ことし１月から10月の農林水産物の輸出の総実績が、対前年比です

が、23.2％増の6,029億円だったということを明らかにしております。この前ですが、通年では、

昨年の6,117億円を超えて過去最高を更新することが確実になったというふうなことを述べられて

おります。農水省によりますと、１月から10月は農林水産物それぞれ２割以上の増加、特に野菜・

果実が44％増、米などの穀物が35.7％と、大きく伸びたということでございます。 

 日本の品質のよい農産物、味がよくて安心安全な農産物でございますが、世界で高く評価されて

おります。今後も海外に受け入れられることが期待されとっておるところでございます。特に、東

南アジア、インド、アフリカなどにおきましては、人口が増加しており、今後も急速な経済発展が

見込まれるということで、こうした地域へ売り出していくことがこれから大きな課題であるという

ふうになっております。 

 そうした中で、例えば、郡上のような中山間地域のおいしいお米をブランド化して売り出すです

とか、あと、既にブランド化されております、高い評価を受けております飛騨牛について、試行的

な面はございますが、海外の富裕層に売り出すというようなことも考えられますし、その他にも、

海外では栽培されてないような野菜を使った加工品などを売り出すことも考えていかなければなら

ないというふうに思っております。厳しい時代のほうが他の人は手を出さないということから、リ

スクが伴っても前向きな、農家にとっては逆にビジネスチャンスであるというふうなことも言われ

ております。 

 政府のほうなんですが、ＴＰＰ関連大綱に、農林水産物の食品の輸出を平成32年に１兆円に拡大

する目標を、さらに前倒しするというようなことを明記しておりまして、今後も国のほうでは、こ

うした施策がたくさん打ち出されるというふうに思っております。ことし１月に予定されておりま

す政府の補正予算の中にも33.3兆円規模というふうな発表がございますが、3,000億円ほど農林水

産関係のＴＰＰ関連に盛り込むというような報道もございました。 

 新年度予算についても、そうした規模の事業が盛り込まれるんではないかというふうな予想をさ

れておりますが、そうした国・県制度も活用しながら、こうしたものは進めていかなければならな

いというふうに思っておりますし、郡上市における総合戦略においても、国が掲げます、次世代を
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担う経済感覚にすぐれた担い手の育成とマッチングした施策を進めるということで、新規就農者の

確保ですとか、担い手農家、集落営農、農業法人の確保、育成を位置づけておりますし、さらに、

高品質な我が国農林水産物の輸出需要等のフロンティア開拓という面では、農林水産物のブランド

化、６次産業化等の推進に取り組むということも戦略の中に掲げておりますので、そうした面につ

きまして、特に、市としましては重点的に推進いたしまして、農家の創意工夫をした取り組みにつ

いて行政としても支援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（７番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ありがとうございました。これ、特にＴＰＰに限らず、広範囲な問題でござ

いまして、非常に厳しい面があろうかと思います。特に、農業につきましては、集積をせよとか、

あるいは経費の節減をせよとか、いろいろ要望が出ておりますが、なかなか至難なことであると思

います。また、農産物にいたしましても、海外へ出すような輸出関係の研究をということで、リス

クは高いけど、なかなかメリットが難しいかと思いますが、部長におかれましても、各方面のそう

した研究課題をそれぞれ話し合うような場を持ちながら、総合的に対応をしてほしいと、そんなこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 続きまして、施設の活用につきまして質問したいと思っておりますが、３点ばかり分けて質問を

いたします。 

 １つは、施設のより活用、管理について。公共施設改修、地域施設の運用でございます。 

 既に設置されている公共施設は、新しいものから、年数が経過したものまでさまざまであると思

います。そのうち、小中学校については、順次、耐震化が進められていると承知しておりますが、

その他の公共施設についての耐震化状況と老朽化度合い、改修に対する考え方、また、払い下げや

統廃合の状況につきましての方針を伺いたいと思います。 

 ２つ目は、それぞれの地域には地元の要望等で当時の町村が設置した集会施設あるいは地元が設

置し、町村がその費用の一部に補助を行う集会施設が多く設置されておりますが、生活様式や考え

方の変化により、以前ほど活用されていないのではないかと思います。事実として、組の新年会の

ときしか使っていないというところもあります。また、市が設置した集会施設については、市は地

元へ順次払い下げを行っていると承知いたしておりますが、今後、人口も減少する中で、その後の

管理などについての地元の負担が大きくなってくると考えられます。そこで、現在、市内にはどれ

ほどの集会施設が約、あるのか。払い下げの現状をどうなっているのか、また、地元の集会施設を

含めて、市として有効な活用方法がないかをお伺いをいたします。 

 ３点目といたしましては、公共施設の底地の中には借地も含まれており、市として借地料を支払

っていると思います。借地料は固定的な経費であり、借地料を下げるということは、市の維持管理
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経費を下げることにつながると考えます。そこで、借地料の現状と単価の設定方法など、支払いの

ルール、今後、借地料をどのように圧縮していくかについてに市のお考えをお伺いしたいと思いま

す。 

 ３点につきまして、それぞれ市長公室長さんに、総務部長さんにお尋ねをいたします。よろしく

お願いします。 

○議長（尾村忠雄君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  それでは初めに、施設の老朽化度合いと改修等に関する考え方につき

ましてお答えをしたいと思います。 

 市が保有する公共施設の老朽化度合いにつきましては、施設の立地や構造、管理状況等によって

違いがあるため、一律に図ることができないわけでありますけれども、平成25年度時点で主要225

施設の建築年数を調査した際に、そのうちの53.8％である121施設が建築後20年以上経過している

ということで、施設全体としての老朽化が進んでいるというふうな認識を持っております。 

 これらの施設の改修につきましては、基本的に各施設を管轄する所管の部署におきまして状況を

把握しながら、必要なものについて予算措置を行い、修繕を実施をしております。 

 また、指定管理者制度を導入している施設におきましては、ルールを設けまして指定管理者との

負担割合、そういうことをとり、また、軽微なものにつきましては、指定管理者みずから改修をし

ていただくというふうなことで対応をしております。 

 また、産業振興の施設あるいは宿泊施設等につきましては、あるいは集会施設も含めて、できる

だけ民間あるいは地元の自治会等へ譲渡を勧めたいということでの基本的な考え方をまとめて、取

り組みを今、進めているところでございます。 

 施設の老朽化度合いと改修等に関する考え方ということでありますけれども、現在、平成27年度、

28年度、この２カ年で、公共施設等総合管理計画の策定に着手をさせていただいております。施設

全体で700施設、棟数でいきますと1,250棟を対象としております。 

 本年度につきましてはですが、市が保有する施設の耐震化や改修の状況を初め、利用状況はどう

であるかというふうな基礎的な情報の把握を進めております。おおむね公共施設の個別調査、評価、

分析ということで、台帳、調査票の作成、各課のヒアリングというものが現在進んでいるところで

ございます。 

 来年度は、これらの施設が今後どうあるべきか、適正配置や複合化、長寿命化などの観点も踏ま

えて、市民の皆さんからもよく御意見を聞きながら計画を策定していきたいと思っております。来

年度、特に公共施設の将来予測、人口減少という状況もありますので、そういうふうな部分、それ

から公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針っていうものをしっかり持ちたい

と思います。また、施設類型ごとにしっかりした基本方針を定めていくということにしております。 
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 耐震化対策含めて公共施設全体として、こういう中で対応していきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（尾村忠雄君）  総務部長 三島哲也君。 

○総務部長（三島哲也君）  私のほうからは、第２点目の質問と第３点目の質問に対してお答えしま

す。 

 まず、２点目の集会施設の払い下げの現状と今後の有効活用という点でございますけど、集会施

設につきましては、公の施設等の施設物見直し方針っていうものに基づきまして、国の補助事業に

よる譲渡制限がない施設から順次、自治会や自治区会へ無償譲渡するという方針で進めております。

それに基づきまして、平成20年度に各自治会のほうに集会所の無償譲渡についての意向調査をして

おりまして、それに基づきまして、受託と回答をいただいた施設から順次、最終的な条件等を確認

しまして、現在、譲渡を進めておると、そういう状況でございます。 

 それで、現在の状況でございますけど、そういった対象となる集会施設が114件ございます。そ

れで、26年度までに譲渡した施設につきましては52施設ございまして、あと、残る62施設が残っと

るという状況でございます。その62施設でございますけど、平成27年度中に６施設、無償譲渡とい

う予定になっておりまして、それ以後につきましては、まだ、補助金を受けている期間であるとか、

起債の残も残っとるというとこもございますので、そういったところについては、また、そういっ

た条件が整い次第、順次、地元の承諾、受託を得た上で、これからも無償譲渡を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、地元負担等々の件でございますけど、現在、既に光熱水費等の維持管理費につきまし

ては地元負担ということになっておりますので、今後、そういったところによりまして、無償譲渡

によって施設の維持管理費がふえていくというようなことはないというふうに考えております。 

 また、修繕等が必要になった場合でございますけど、市のほうでは修繕に対する補助要綱を設け

ておりますので、そういったものを活用していただいて、市としてもそういったもの、修繕につい

ては支援をしていきたいということでございます、思っております。 

 集会施設の活用でございますけど、これは地域において、いろんな場面において、課題等があっ

た場合にはそこで解決をする場ということもございますし、近年、地域活動等をやっておられる方

もございますので、例えば、趣味でありますとか、生きがいの活動でありますとか、学習、そうい

ったものを活動している団体等もふえてきておりますので、そういったところについても集会所を

活用していただいて、そういったところも場にしていただきたいと思いますし、地域においての活

動の拠点というふうになって、これからも有効活用していただきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 それから、３点目の借地料の件でございますけど、借地料の現状と単価の設定方法等と、それか
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ら経費節減の観点ということでございますけど、公共施設の借地料につきましては、財務課等で管

理しているところにつきましては70カ所ございまして、金額につきまして6,631万7,000円が26年度

実績として支出しております。このほとんどの契約につきましては、旧町村時代から引き継いだ契

約ということになっておりまして、借地料の算出の方法等につきましても、旧町村時代に、その都

度によりまして算出されておりまして、その契約を引き継いどるというような状況でございます。 

 契約年数につきましても、１年から30年というふうにばらつきがあり、そういったところにつき

ましても、合併前からの契約を引き継いどるというのが現状でございます。 

 合併以後の借地料に対する考え方でございますけど、市としましては借地料の発生をなるだけ抑

えたいということで、必要な土地については買収によって土地を購入するという方針を基本方針と

して、なるだけ借地料が発生しないような方向で今、進めておるという方針でございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、今後の経費節減についてでございますけど、ただいま説明しましたように、従前の契約が

ついておりますので、例えば、契約の更新時が来たとき、あるいはその土地の相続等が発生したと

きがございますので、そういう機を見た折に、土地の借地料の見直しの提案あるいは市への買収、

用地買収、そういった依頼を掲げることによって経費の節減に努めたいと思いますし、借地料の減

少を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（７番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ありがとうございました。いろいろ細かく説明をしていただきました。内容

を見ますと、非常に借地につきましても対処がございます。今、言われたように、以前からの関係

の契約書があるとか、経緯があるとかいうことがございますんで、一概に簡単には説明するという

ことは大変かと思いますけども、できれば、できるだけ6,600万円ほどの借地料を払うということ

は大変なことでございます。買収できるところはしながら、もう一つは、大体民間でも借地をする

と、市なり農協なり、そういう団体のやっぱし単価が基準になるということもございます。結局は、

その発展を多少抑えておるというような関係もございますので、できるだけ今の時勢に合うような

方法の御理解をいただきながら、御努力を願いたいと、こんなことを思っております。 

 以上、この件につきましては終わりますが、４点目でございます。これ、癒しということでござ

いまして、ちょっと長期間は難しいですけども、これから、御案内のとおり、高齢者あたりいろい

ろなことがございます。癒し活動のための、市としての、あるいは市に協力ができないかというよ

うなことも提案しておるわけですが、各家庭におかれましては、ペットとか農業関係を関連して、

地元の魚とか鳥とかメダカとか動植物を飼ってはいます。つまり、これは人生観っていうか幸福観

も変わってきておるというような意味もありまして、健康寿命を延ばすというような観点からも、
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そうした一部におかれては共進会を持ったり、あるいは癒しの活動を活発にやってみるということ

もあると思います。聞きますと、犬を飼っておるとこが今、大体５分の１以上あるというふうに聞

いております。犬も結構のようですが、余り手間のかからんようなもので高齢者が癒しができると

いうようなことを考えて、補助金を出すとかどうかはできませんでしょうが、奨励をしていくとい

うような方法が何かありましたら御提案をお願いしたいと思います。 

○議長（尾村忠雄君）  健康福祉部長 羽田野博徳君。 

○健康福祉部長（羽田野博徳君）  お答えをいたします。 

 今ほど御質問ございましたように、近年、介護や医療の現場におきまして、動物を活用した、い

わゆるアニマルセラピー、こんなところの取り組みが非常に注目をされておりまして、例えば、犬

を活用したドッグセラピーでは、一定期間、これを継続することによりまして、記憶力の改善など

認知症に係る好例であるとか、反応する、笑う、また、車椅子から自足歩行ができるようになった

と、こんなような反応や行動に変化があったという研究報告もございます。 

 そこで、市内の介護施設での実例を申し上げますと、市内にあります認知症対応型のグループ

ホームでは、犬の好きな利用者の家族の方からの御要望もございまして、ボランティアにはなりま

すけれども、犬３頭の訪問を受けて入所者の方が犬と触れ合う場を設定されたりということであっ

たり、また、他の、これもグループホームになりますけれども、月に一、二回、犬や猫を飼ってい

る職員が、そのペットを施設のほうに連れてこられて入所者と触れ合う場が設けられていると、こ

んなような実例もあるように聞き及んでおります。 

 県のほうでは、迷い犬等で保護をされた犬の中から適正のある犬をセラピー犬、こういった形で

育成をしまして、福祉施設等へ譲渡をするという事業、これ、まだ、ことしから始まったというこ

とで、実績はまだ見ておりませんけれども、こういった取り組みがある中で、市においては、現在、

具体的なペットの活用支援というようなところはございませんけれども、動物と触れ合うことによ

りまして介護施設や高齢者の方々が集うサロン等でこういった事例を紹介をさせていただくことに

よりまして、高齢者の方々の自立であるとか生きがいづくり、こんなところにつなげていければと

いうふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

（７番議員挙手） 

○議長（尾村忠雄君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  それぞれ大変細かく親切に御説明いただきましてありがとうございました。 

 以上をもちまして全ての質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（尾村忠雄君）  以上で、鷲見馨君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第169号から議案第195号までについて（質疑・委員会付託）   
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○議長（尾村忠雄君）  続きまして、日程３、議案第169号 郡上市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程20、議案第195号 財産

の貸与についてまでの18議案を一括議題とし、質疑を行います。 

 議案第169号から議案第179号までの11議案については、質疑通告はありませんので質疑を終わり

ます。 

 議案第189号について、質疑の通告がありますので発言を許可します。 

 １番 山川直保君の質疑を許可いたします。 

 １番 山川直保君。 

○１番（山川直保君）  それでは、議案第189号 郡上市総合スポーツセンターの指定管理者の指定

について、において、議案の質疑をさせていただきます。 

 まず、この指定について、委員会等でも、また、状況も教えていただきたいんですけれども、消

費税の改正に伴う管理料というものは議論されたかということなんです。まず、26年度に５％が

８％になり、そして今度、29年４月１日より10％に変更されるということで、来年度から指定管理

ということで、再来年からは、また消費税が改定されるということで、その点の議論はどうであっ

たかということと、そしてまた、このスポーツセンターにおけます施設運営全般の中で、消費税は

どのぐらいほどかかる科目があって、その実績がいかほどかということについて質問いたします。 

○議長（尾村忠雄君）  答弁を求めます。 

 教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  まず、それでは１点目の質問でございます。 

 消費税改正に伴う管理料の議論はされたかということでございますが、平成25年度におきまして、

平成26年４月から消費税率が５％から８％になることに伴い、歳入歳出において、これは市の歳入

歳出ですが、どのような対応をするかということ、さらに、その時点では、さらに１年半後の平成

27年10月から消費税率が10％に引き上げられるというような予定でございましたので、そのことも

含めまして、市としての統一の方針を協議をいたしました。 

 その際に、平成25年10月には、総務省から指定管理料に係る消費税が適正に転嫁される措置を講

じられたいという旨の通知もございまして、消費税率が改正された場合には適正に転嫁、いわゆる

委託費等につきまして消費税率の改定分を増額するということを決定しております。 

 したがいまして、平成29年４月から消費税率が10％に引き上げられた場合には、同じく適正に、

その消費税率が上がった分は転嫁、現在の試算では、消費税２％上がりました分は約83万3,000円

ほどになるというふうに想定してございますが、増額をするというような予定でございます。 

 なお、この件につきましては、10月の指定管理者、公募団体の公募時に、仕様書を示しましたそ

の中のリスク分担という項目がございまして、この中でお示しをしておりまして、今回の候補団体
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のほうも、その件については了解をしておるという内容でございます。 

 それから、２点目の御質問、施設運営全般に係る消費税額でございますが、平成26年度の決算額

でございます。これは指定管理者のほうから取り寄せました決算額でございますが、消費税も含め

ました総支出額が9,567万2,000円──1,000円未満端数処理しておりますが──でございます。そ

のうち消費税額は712万6,000円ということでございます。 

 なお、この消費税額の中には、支出の中で支払いをします消費税額と最後にそれを収入でも消費

税額を受け取っておりますので、それを差し引き申告納付をいたしました分も含めました消費税額

712万6,000円ということになってございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（尾村忠雄君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  再質問をいたします。 

 総務省のほうからそういう指導があったということで、確認ですけれども、他の施設の指定管理

についても、これ同様のことだと思うんですが、それを、その確認をしておきたいことと、それと

これは28年４月からですから、29年から消費税が上がりますから、１年分は８％のままということ

で、それを案分された指定管理料にならなければおかしいと思うわけなんです。 

 わかりますか。28年、来年の４月からの指定管理料の決定なんですが、29年４月から10％になり

ますから、今、改定されまして、１年分は８％のままということですから、その案分といいますか、

それは引かれた額で決定されたのかということをお聞きしております。 

○議長（尾村忠雄君）  教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  指定管理を行います際に、年度協定というのを締結、５年間ではござい

ますが、その年度年度で指定管理料についても締結をさせていただきます。その際、28年度につい

ては８％の税額、それから29年度以降については、もし消費税のほうが10％ということであります

と、10％の増額ということになろうかと思います。 

 それからさっきの質問の市のほうのほかの教育施設以外のところも、先ほど説明させていただき

ました26年４月から消費税率が上がりました際に、例えば教育施設では適正に展開する、それ以外

ではそのまま据え置くというかいうような、そういうちぐはぐな対応があってはいけないというこ

ともございますし、それから先ほど申しました総務省のほうからも、それは適正に転嫁をする。適

正に転嫁をしませんと、指定管理者のほうがその分を負担させられるというような結果になります

ので、市のほうとしては、市の施設では指定管理料あるいは委託料等もございますけども、そうい

ったものについては、消費税を適正に転嫁する。今の場合ですと、増額ということになろうかと思

いますが、するということで協議が済んでおります。 

（挙手する者あり） 
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○議長（尾村忠雄君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  再々質問です。 

 そうしたら、ちょっとこれ再々質問なんで書いてない、通告してませんが、温泉施設とかいろん

なところの指定管理料が結構、従前と変わらないようなところがあったようにもちょっと覚えてお

りますが、その点についてまた、執行部も確認して、このとおりに行われておるかどうか、確認し

ておいていただけないでしょうか。 

 もしわかれば、答弁をお願いします。 

○議長（尾村忠雄君）  商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  消費税の転嫁の問題ですが、今、教育次長のほうが答弁いたしまし

たように、庁内の政策会議のほうで検討いたしまして、方針を決めております。ただ、金額は変わ

らない、変わるかというものにつきましては、その都度、指定管理者のほうと先ほど申しましたよ

うに毎年度協議しておりますものですから、金額の大小じゃなくて、消費税を転嫁することについ

ては適正に転嫁するというふうにして、庁内のほうで議論をしておるということでございます。 

○議長（尾村忠雄君）  以上で、議案第189号の質疑を終わります。 

 議案第190号について、質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 １番 山川直保君の質疑を許可いただきます。 

 １番 山川直保君。 

○１番（山川直保君）  議案第190号の過疎地域自立促進計画の策定について、質疑を申し上げます。 

 この計画書のページ、13ページ、14ページの中の記載年度の数値は26年度の数値も入れる必要な

ないかということを思っております。決算が出ておりますから。 

 さらに15ページの記載の表１、２の（２）は、平成25年度末の数字がきちっとありますけれども、

26年度末でなくてもよいのかということについてお伺いしたいと思います。これは新しい数値に変

更されたいということを思って申し上げたいと思います。 

○議長（尾村忠雄君）  答弁を求めます。 

 市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  この過疎地域自立促進計画につきましては、過疎地域自立促進特別措

置法に基づいて実施される事業として、市町村計画を樹立するわけでありますので、自前の計画と

して計画の始期と終期が、各地域によって違うということではなくて、いわば日本中始まりが22年

度から27年度まで、それから28年度から今回でいいますと、32年度までと、こういうふうになるわ

けであります。 

 ちょうど国の総務省の自治行政局の過疎対策室というところがありますけれども、ここが元締め

になります。そこからこの策定につきましての通知がまいるわけです。そういうことで、今回は27
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年５月15日付で、この過疎対策室から郡上市にも通知がございました。その中に、ただいま御指摘

のありました13ページ、14ページにつきましては、市町村の財政状況をあらわしたものであります

けれども、この通知の中に、実は詳細な様式が示されております。いわば指定様式があるわけであ

りますけれども、その様式が、ちょうどここの13、14ページにつきましては、平成17、22、25と、

こういうふうな指定になっております。 

 それから合併前につきましては12年度でありますが、特別措置法の規定によりまして、一部過疎

として継続している明宝地域と和良地域につきましては、合併前に当たる平成12年度と合併年度の

直前といいますか、平成15年度につきましては、そこをこのページでいきますと、13ページのほう

で表示をしておりますが、これもそういうふうな指定がございます。 

 したがって、ここにおきましては、旧村単位でその数値、データが入っておりますし、一方、合

併後の平成17年度からにつきましては、これは市域全体で、合計の数値が入っているということで

ございます。これも実は国からの指定の様式に基づいて記載をしているということでございます。 

 15ページにつきましては、主要公共施設等の整備状況をあらわしたものでありますけれども、こ

ちらにおきましても指定様式におきまして昭和45年度末、55年度末、平成２年度末、そして平成12

年度末、22年度末、その次が25年度末の状況を記載するというふうになっておるわけでございます。 

 これは今、山川議員さんがまさに言われました決算の状況もあると御指摘でしたけども、事前の

県協議は夏からやっておるわけですけれども、そういう状況の中でいけば、決算認定の状況が９月、

10月に入りますし、それから主要公共施設等の整備状況のデータが整うという状況に、少し時間が

かかるということに対しての配慮された指定様式であると。こういうふうに理解していますので、

この様式によって、この年度のデータを入れさせていただいておるということで、お願いをしたい

と思います。 

○１番（山川直保君）  そうした過疎の対策室からのルールであれば、それでよしということを思う

わけですけれども、ほかによりますと、26年度とかというのも数値で出されておる文面も、説明書

きの中で、例えば明宝地域であります27年３月に、仮称めいほうトンネルが着手されたとか、和良

地域におきますと、平成27年度４月の住民基本台帳の人口は幾つだとか、こうした初めのこういう

説明書きの部分では、26、27というものが３ページでも出てきておりながら、こうした表のルール

では、25というのはいかがなものかということを思ったわけなんです。 

 ですから、そのあたりの整合性はどうかということをちょっと思いましたけど、これ国のルール

であれば、それでよしとしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（尾村忠雄君）  以上で、議案第190号の質疑を終わります。 

 議案第191号から議案第195号までの５議案について、質疑通告はありませんので、以上で質疑を
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終わります。 

 議案第169号から議案第195号までの18議案については、会議規則第37条第１項の規定により、議

案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 

 ただいま所管の常任委員会に審査を付託いたしました18議案については、会議規則第44条第１項

の規定により12月17日午後５時までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（尾村忠雄君）  異議なしと認めます。よって、議案第169号から議案第195号までの18議案に

ついては、12月17日午後５時までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告   

○議長（尾村忠雄君）  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 長時間にわたりまして御苦労さまでございました。 

（午前１１時５６分）  
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