
日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 議案第１８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について

第３ 議案第１９号 飛騨市行政不服審査会条例について

第４ 議案第２０号 飛騨市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一
部を改正する条例について

第５ 議案第２１号 飛騨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する
条例について

第６ 議案第２２号 飛騨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

第７ 議案第２３号 飛騨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

第８ 議案第２４号 飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一
部を改正する条例について

第９ 議案第２５号 飛騨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に
ついて

第１０ 議案第２６号 飛騨市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部
を改正する条例について

第１１ 議案第２７号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第１２ 議案第２８号 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

第１３ 議案第２９号 飛騨市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

第１４ 議案第３０号 飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について

第１５ 議案第３１号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

第１６ 議案第３２号 飛騨市神岡町福祉会館条例を廃止する条例について

第１７ 議案第３３号 飛騨市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例について

第１８ 議案第３４号 飛騨市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ
いて

第１９ 議案第３５号 飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する条例について

第２０ 議案第３６号 飛騨市火災予防条例の一部を改正する条例について

平成２８年第１回飛騨市議会定例会議事日程
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日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第２１ 議案第３７号 飛騨市観光施設条例の一部を改正する条例について

第２２ 議案第３８号 財産の無償貸付けについて（流葉スキー場施設）

第２３ 議案第３９号 指定管理者の指定について（飛騨古川まつり会館）

第２４ 議案第４０号 飛騨地域広域行政協議会の廃止に関する協議について

第２５ 議案第４１号 飛騨市簡易水道事業等の経営統合に伴う関係条例の整備に関する条例に
ついて

第２６ 議案第４２号 飛騨市県営中山間地域農村活性化総合整備事業分担金徴収条例の一部
を改正する条例について

第２７ 議案第４３号 飛騨市街なみ環境施設条例の一部を改正する条例について

第２８ 議案第４４号 飛騨市都市公園条例の一部を改正する条例について

第２９ 議案第４５号 飛騨市栄町防災センター条例を廃止する条例について

第３０ 議案第４６号 財産の無償譲渡について（飛騨市栄町防災センター）

第３１ 議案第４７号 財産の無償譲渡について（柳川水屋）

第３２ 議案第４８号 財産の無償譲渡について（牛ヶ口水屋）

第３３ 議案第４９号 財産の無償譲渡について（栄２丁目水屋）

第３４ 議案第５０号 市道路線の認定について

第３５ 議案第５１号 平成２８年度飛騨市一般会計予算

第３６ 議案第５２号 平成２８年度飛騨市国民健康保険特別会計予算

第３７ 議案第５３号 平成２８年度飛騨市後期高齢者医療特別会計予算

第３８ 議案第５４号 平成２８年度飛騨市介護保険特別会計予算

第３９ 議案第５５号 平成２８年度飛騨市公共下水道事業特別会計予算

第４０ 議案第５６号 平成２８年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

第４１ 議案第５７号 平成２８年度飛騨市農村下水道事業特別会計予算

第４２ 議案第５８号 平成２８年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計予算



日程番号 議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

第４３ 議案第５９号 平成２８年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

第４４ 議案第６０号 平成２８年度飛騨市駐車場事業特別会計予算

第４５ 議案第６１号 平成２８年度飛騨市情報施設特別会計予算

第４６ 議案第６２号 平成２８年度飛騨市給食費特別会計予算

第４７ 議案第６３号 平成２８年度飛騨市水道事業会計予算

第４８ 議案第６４号 平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算

第４９ 一般質問



日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第１８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について

日程第３ 議案第１９号 飛騨市行政不服審査会条例について

日程第４ 議案第２０号 飛騨市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一
部を改正する条例について

日程第５ 議案第２１号 飛騨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する
条例について

日程第６ 議案第２２号 飛騨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

日程第７ 議案第２３号 飛騨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

日程第８ 議案第２４号 飛騨市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一
部を改正する条例について

日程第９ 議案第２５号 飛騨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に
ついて

日程第１０ 議案第２６号 飛騨市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部
を改正する条例について

日程第１１ 議案第２７号 飛騨市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

日程第１２ 議案第２８号 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

日程第１３ 議案第２９号 飛騨市保育の必要性の認定基準に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

日程第１４ 議案第３０号 飛騨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について

日程第１５ 議案第３１号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

日程第１６ 議案第３２号 飛騨市神岡町福祉会館条例を廃止する条例について

日程第１７ 議案第３３号 飛騨市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例について

日程第１８ 議案第３４号 飛騨市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ
いて

日程第１９ 議案第３５号 飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する条例について

日程第２０ 議案第３６号 飛騨市火災予防条例の一部を改正する条例について

日程第２１ 議案第３７号 飛騨市観光施設条例の一部を改正する条例について

日程第２２ 議案第３８号 財産の無償貸付けについて（流葉スキー場施設）

日程第２３ 議案第３９号 指定管理者の指定について（飛騨古川まつり会館）

日程第２４ 議案第４０号 飛騨地域広域行政協議会の廃止に関する協議について

日程第２５ 議案第４１号 飛騨市簡易水道事業等の経営統合に伴う関係条例の整備に関する条例
について

日程第２６ 議案第４２号 飛騨市県営中山間地域農村活性化総合整備事業分担金徴収条例の一
部を改正する条例について

日程第２７ 議案第４３号 飛騨市街なみ環境施設条例の一部を改正する条例について

本日の会議に付した事件



日程第２８ 議案第４４号 飛騨市都市公園条例の一部を改正する条例について

日程第２９ 議案第４５号 飛騨市栄町防災センター条例を廃止する条例について

日程第３０ 議案第４６号 財産の無償譲渡について（飛騨市栄町防災センター）

日程第３１ 議案第４７号 財産の無償譲渡について（柳川水屋）

日程第３２ 議案第４８号 財産の無償譲渡について（牛ヶ口水屋）

日程第３３ 議案第４９号 財産の無償譲渡について（栄２丁目水屋）

日程第３４ 議案第５０号 市道路線の認定について

日程第３５ 議案第５１号 平成２８年度飛騨市一般会計予算

日程第３６ 議案第５２号 平成２８年度飛騨市国民健康保険特別会計予算

日程第３７ 議案第５３号 平成２８年度飛騨市後期高齢者医療特別会計予算

日程第３８ 議案第５４号 平成２８年度飛騨市介護保険特別会計予算

日程第３９ 議案第５５号 平成２８年度飛騨市公共下水道事業特別会計予算

日程第４０ 議案第５６号 平成２８年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

日程第４１ 議案第５７号 平成２８年度飛騨市農村下水道事業特別会計予算

日程第４２ 議案第５８号 平成２８年度飛騨市個別排水処理施設事業特別会計予算

日程第４３ 議案第５９号 平成２８年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

日程第４４ 議案第６０号 平成２８年度飛騨市駐車場事業特別会計予算

日程第４５ 議案第６１号 平成２８年度飛騨市情報施設特別会計予算

日程第４６ 議案第６２号 平成２８年度飛騨市給食費特別会計予算

日程第４７ 議案第６３号 平成２８年度飛騨市水道事業会計予算

日程第４８ 議案第６４号 平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算

日程第４９ 一般質問



〇出席議員（１4名）

　１番 仲 谷 丈 吾

　２番 井 端 浩 二

　３番 澤 史 朗

　４番 住 田 清 美

　５番 森 要

　６番 中 村 健 吉

　７番 德 島 純 次

　８番 前 川 文 博

　９番 中 嶋 国 則

１０番 洞 口 和 彦

１１番 野 村 勝 憲

１２番 森 下 真 次

１３番 高 原 邦 子

１４番 葛 谷 寛 德

〇欠席議員（なし）

〇説明のため出席した者
　 の職氏名

都 竹 淳 也

教育長 山 本 幸 一

代表監査委員 福 田 幸 博

会計管理者 野 村 重 昭

総務部長 小 倉 孝 文

財政課長 野 村 久 徳

教育委員会事務局長 石 腰 豊

企画商工観光部長 水 上 雅 廣

環境水道部長 藤 井 義 昌

市民福祉部長 谷 澤 敦 子

農林部長 柏 木 雅 行

基盤整備部長 青 木 孝 則

消防長 沢 之 向 光

病院管理室長 川 上 清 秋

〇職務のため出席した
　 事務局員

議会事務局長 東 佐藤司

書記 中 垣 由 香

市長



№ 質  問  者 質     問     事     項 備　考

1 野村勝憲
１．地方創生について
２．飛騨市のイメージアップ戦略について
３．観光振興について

１６日午前

2 森　要
１．選挙運営の改善ついて
２．重点的に取り組む政策のなかで

〃

3 洞口和彦
１．市長の目指す飛騨市とは、所信表明を受けて
２．夢と希望の取り組み施策の展望について
３．合理化協定対応と調停について

１６日午後

4 仲谷丈吾
１．地下実験研究者の皆様の環境について
２．前向きに動き続ける市政について

〃

5 住田清美
１．子育て支援について
２．女性の活躍推進について

〃

6 前川文博
１.飛騨市における介護人材の確保について
2.入園入学祝い金について

１７日午前

7 高原邦子
１．各地域から毎年出されている「要望書」についてどのような対応を
取っているのか、今後の対応の考えを質問する。
２．職員のありかたについての考えを問う

〃

8 中嶋国則
１．ふるさと納税（ふるさと応援寄付金）推進について
２．サイクリングロードをウォーキングロードとして利用の提案

１７日午後

9 森下真次
１．総合計画の位置づけ
２．地域資源を活かすこと

〃

※時間の関係で場合によっては、午前と午後の質問となる議員がいます。

平成２８年第１回飛騨市議会定例会 一般質問・質疑発言者一覧表
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（ 開議 午前１０時００分 ） 

 

◆開議 

◎議長（葛谷寛德） 

みなさんおはようございます。本日の出席議員は全員であります。執行部側では病院

管理室長川上清秋君が公務のため途中退席します。 

最初に発言につきましてお願いをいたします。自席での発言につきましては、マイク

をご自分の方へ向けてから発言していただきますようお願いいたします。 

それでは、ただいまから本日の会議を開きます。本日の議事日程および質疑・一般質

問の発言予定者は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◆日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（葛谷寛德） 

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

８８条の規定により７番、德島純次君、８番、前川文博君を指名いたします。 

 

◆日程第２  議案第１８号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

について 

から 

日程第４８ 議案第６４号 平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業会計予算 

日程第４９ 一般質問 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第２、議案第１８号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

についてから、日程第４８、議案第６４号、平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業

会計予算までの４７案件につきましては会議規則第３５条の規定により一括して議題と

いたします。４７案件の質疑と併せて、日程第４９、一般質問を行います。 

これより順次、通告順に発言を許可いたします。最初に１１番、野村勝憲君。なお、

質問中、説明資料の使用願が出ておりますので、これを許可いたします。 

〔１１番 野村勝憲 登壇〕 

○１１番（野村勝憲） 

  改めましておはようございます。議長よりお許しをいただきましたので、今議会のト

ップバッターとして一般質問をさせていただきます。別に年長者だからトップバッター

じゃなくて、今回は全員でくじでトップを引き当てましたのでよろしくお願いします。 

都竹新市長が誕生して、２日目の議会で所信表明された基本方針の中の、交流と連携

に私は注目しまして、私からの提案とそして今まで議員として活動してきたことを加味

しまして、まず１点目、飛騨市の地方創生について。２点目、飛騨市のイメージアップ
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戦略について。そして最後に、観光振興についての３点について質問をさせていただき

ます。 

まず１点目の地方創生についてでございます。合併してから、残念ながら人口が約５，

５００人減ってしまいました。今この飛騨市に求められていることは、大胆なアイディ

アとそれぞれが持っている豊富な人脈を活かして、ヒトとモノと金、そして情報がこの

地に集まる仕組みを１日も早く官民一体で立ち上げ、そして若い人たちが働ける、いわ

ゆる雇用の場の創出に繋げることです。 

その実現のために、具体的な数値目標を入れた企画立案と実行、昨日もちょっと予算

委員会で出ていましたけど、プラン・ドゥーをしっかり押さえた飛騨市の地方創生版を

作ることが急がれます。 

そこで、私は地方創生版について次の３点をお聞きします。 

まず１点目、１月に発表されましたこの「飛騨市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について都竹新市長もこれを一読されていると思いますが、これを読まれた感想をまず

お聞かせいただきたいと思います。 

そして２点目、この４月より自治体はそれぞれの地域の資源を活かし、お互いの知恵

と汗で地方創生をスタートさせていきます。そうした中で私は、飛騨市はまず初年度は

「科学」と「祭」をキーワードに、すなわち、神岡のスーパーカミオカンデを核にした

科学都市構想と、この秋に期待されておりますユネスコの無形文化遺産登録があります

古川祭を核・台頭にして、まずは交流人口の拡大政策から取り組むべきだと考えており

ます。その点についていかがですか、お聞きします。 

３番目に石破地方創生担当大臣は、常に産官学金労言で地域戦略を作ってもらいたい

と言われております。この中で、産とは産業に関わる商工会議所や商工会のことで、ま

ず経済界とはしっかりと手を結んで連携を図って欲しいと断言されておりました。飛騨

市の地方創生を今後、力強く推し進めるためにも、いわゆる会議所や商工会の協力は不

可欠です。もちろん観光協会もそうです。そして民間の方々にも参加をいただいて進め

なければいけません。そういう状況の中で、この際は神岡商工会議所は移転するという

ことではなくて、このままで、今のままの場所。すなわち神岡公民館で私はいいのでは

ないかと思いますが、その３点についてお聞かせいただきます。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり。） ※以下、この「議長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

◎議長（葛谷寛德） 

市長、都竹淳也君。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

おはようございます。初めての一般質問答弁でございます。どうぞよろしくお願いし
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たいと思います。 

まず、飛騨市のまち・ひと・しごと総合戦略についてお尋ねがございました。地方版

総合戦略と申しますのは、全国の自治体にその策定が求められているというものでござ

いますけども、飛騨市のまち・ひと・しごと創生総合戦略について申し上げますと、ま

ず、基礎となる人口動向などに関する現状分析、これが大変精緻で、質が高いものにな

っているのではないかというふうに私は最初捉えました。 

また、具体的な対策の柱立てでございますが、これも私自身が人口減少時代の政策と

して重視をしております地域外からの人や所得の獲得、それからまた地域資源を活かし

た魅力の創出といったものが盛り込まれておりまして、評価ができるものではないかと

いうふうに感じております。 

他方で、総合戦略の中で重要視されております数値目標、いわゆるＫＰＩの設定の一

部を見ますとやや現実性に欠く部分があるのではないかということも感じました。 

私自身は、行政運営における目標値というのは、行政のみで達成できる数値と、それ

から世界的・全国的な経済社会の動向に左右されて、行政のみでは達成できないとそう

いった２つのタイプがあるのではないかと考えておりまして、私自身、県職員時代に岐

阜県の総合計画に相当する「岐阜県長期構想」というものの策定に責任者として携わり、

自らその執筆を行ったわけでありますけども、その際にも同様の認識の下に立ちまして、

観測指標というものと実施目標という２つに分けて指標を立てまして、それで行政運営

をしていくという考え方をとったところでございます。 

現在も岐阜県はそうした考え方をとっておるわけでございますけども、その点におき

まして、この戦略において例えば行政だけでは達成できない目標値、例えばこれは年間

商品販売額とか製造品出荷額、こういったものは世の中の動向によって大きく左右され

る数値でありまして、これが行政単独でできる数値と混在しておるということを感じた

部分がございました。 

ＫＰＩの設定といいますのは計画策定にかかる国の方針であるわけですが、今後はこ

うした目標の考え方をしっかり分けて取り組みを進めていく必要があるのではないかと。

このように感じたところでございます。 

それから続きまして、科学と祭をキーワードにして交流人口の拡大を図ってはという

お尋ねでございます。この点につきましては、私も議員と全く同感でございまして、先

般の所信表明の中でも明らかにいたしましたように、今後重点的な振興策を講じていか

なければならない。この重点分野であろうかと思っております。 

詳しい取り組みにつきましては、今後検討を重ねてまいりたいと思っておりますけど

も、まず祭りについて申し上げれば、先ほど議員おっしゃったようにユネスコへの登録

が見込まれる山・鉾・屋台行事、これは全国に３３箇所あるわけでありますが、古川祭

のみが屋台だけではなく起し太鼓があるというところで、３３の中でも大きな差別化が

図られているのではないかと私は感じておりまして、つまりそれは何を意味するかと言
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いますと、祭り全体を山・鉾・屋台、つまり屋台だけではなくて祭り全体をＰＲできる

というチャンスが初めから古川祭に与えられていると、このように感じております。 

それからまた、古川祭だけでなくて飛騨市全体を見渡していきますと、神岡祭それか

ら数河獅子あるいは獅子でも河合稲越の小雀獅子、こういった地域を代表する祭りとい

うのがあるわけでございまして、これも飛騨市が誇る大切な文化ではないかと思ってお

ります。そうした多様な祭も含めまして多くの方に喜んでいただき、この飛騨市に訪れ

ていただけるような工夫をしていくことが大変重要ではないかというふうに考えており

ます。 

  また、祭りを飛騨市の交流人口の拡大に繋げていくためには、年間を通じて祭の日だ

けではなくて年間を通じて祭文化に触れていただくということが大変重要でございまし

て、その中核となる飛騨古川まつり会館につきましては、開館以来抜本的な改修が行わ

れていない。展示も約四半世紀に渡ってそのままになっておるということを私自身感じ

ておりまして、展示内容を含めまして古川祭全体を体感していただく、感動してもらえ

るというようなものに見直し改修を行っていく必要があるのではないかというふうに考

えております。 

  それからまた、飛騨市の古川祭だけではなくて飛騨市の祭全体なんですけども、今ま

でいろんな学者の方々がフィールドワークで訪れられまして、民族学的な観点あるいは

文化人類学的な観点からの研究というのを行っておられるわけでありまして、そういっ

た研究成果が十分活かされているかというと、眠っている部分も多いのではないかとい

うふうに考えております。そういったことを踏まえますと、祭文化というものを多角的

に捉えるという観点でのシンポジウム・研究会を誘致、開催するというようなことも検

討する必要があると思いますし、そういった取り組みも行ってまいりたいというふうに

考えております。 

  それからもう１点の科学の件でございます。スーパーカミオカンデを中心にと先ほど

議員がおっしゃったとおり、先端科学都市構想ということを飛騨市でも提唱しておるわ

けなんですが、その具現化というのが急務であろうというふうに考えております。その

中で、やはりこれを交流人口の拡大に繋げていくということになりますと、カミオカン

デの施設の中に大勢入っていただくというわけにはなかなかいかないわけでございます

し、特にＫＡＧＲＡという振動を非常に嫌う観測施設ができたという中で、それとは違

う場所に分かりやすい展示施設が必要であろうというふうに思っております。 

  その観点からノーベル賞受賞者である小柴昌俊先生、梶田隆章先生をはじめとする研

究者の偉業を分りやすく伝えまして、見てもらえる場を神岡町内の町の中に整備する必

要があるというふうに考えております。 

 これは飛騨市にとってだけの問題ではありませんので、飛騨３市１村を見渡した場合

に、飛騨の観光の中には科学という観点で見ていただけるところがないわけでございま

して、飛騨広域の魅力向上ということにもつながる。そういったふうに考えておるとこ
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ろでございます。いずれにいたしましても祭と科学は双方とも飛騨市の誇りであり強み

であるというふうに考えておりまして、この２つを活かせるように工夫とチャレンジを

重ねてまいりたいと、このように考えております。 

  それから３点目でございますが、地方創生に向けて経済団体との連携という中で神岡

商工会議所の場所について、現在のままでよいのではないかというお尋ねでございます。 

これについてはちょっと経過を含めてお話申し上げたいと思いますが、神岡商工会議所

事務所の移転問題につきましては、平成２７年７月３１日付で、市長宛に神岡商工会議

所より文書をいただいておりまして、次の２点についてのご連絡を頂戴したということ

でございます。 

その１点目は、「平成２８年３月３１日をもって施設使用許可期間の更新は行いませ

ん」つまりこれは、現在の神岡町公民館管理事務室からの退室をされるということでご

ざいます。 

それから２点目は、「神岡振興事務所耐震改修後の行政財産目的外使用について、目的

外使用申請は希望しません」つまりこれは、神岡振興事務所への入室はしないというこ

とのご連絡を頂戴しておるわけでございます。 

これに基づきまして、市では商工会議所が他の場所へ移転されることを前提に、今年

４月１日から、現在の事務所を公民館管理事務室といたしますとともに、公民館内の神

岡教育振興係の事務室をここに移転いたしまして、これによって空いた事務室を貸し会

議室として活用するということで準備を進められたというふうに私は伺っております。 

そうした中で、私の就任日であります３月７日に神岡商工会議所の牛丸会頭ほか役員

の方々が私のところにおいでになりました。そこでですね、ご要望をいただいたわけで

ございます。その内容が、「移転先の確保について、この半年間全力を挙げて取り組んで

きたけれども、適当な場所を確保するに至っていない。年度末に至り事業計画、予算計

画策定もままならず、今暫く移転先が決まるまで猶予を賜りたい」とのご要望をいただ

いたわけでございます。 

その際にお話も伺いまして、その後、事情なんかもお聞きしたんですが、大変移転先

に苦慮されておられまして、このまま３月末に移転をされることは相当困難であるとい

う印象を私自身受けたところでございます。また、当初予定のとおり、ここで神岡商工

会議所に退室を求めるとすれば、会議所の運営に重大な支障をきたす恐れがあるいうこ

とも私自身感じたところでございます。 

そこで、この後の利用方法である公民館の管理状況、予定はどうなっているのかとい

うことを確認をいたしましたところ、商工会議所の移転については市民向けに告知はさ

れておるということは行われておりますけども、４月から貸し出し予定となっている会

議室は、まだ貸館の予約受付を行っていないということが分かりました。ということは

実質的には市民生活に支障がないと考えられるというふうに私は考えました。 

ただ一方でこれは、去年の７月３１日の文書申し出というのがあるわけでございまし
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て、それを踏まえまして事務所移転を１年間に限り猶予させていただく。それとともに、

その間に移転先を見つけていただくということをお願い申し上げたところでございます。 

なお、新しい事務所の確保につきましては、私は単なる移転というのではなくて、先

ほど議員がおっしゃったように、地方創生の中で神岡の経済産業の要としてしっかりし

た役割を果たしていただくと。そういったことにふさわしい場所、そういった場所を見

つけていく必要があるのではないかというふうに考えておりますから、こういった地方

創生を推し進めていくのにふさわしい場所へ発展的に移転していただくという考え方に

立ちまして、私自身ももちろんでございますけども、市も一体となって新しい場所の調

査・検討等を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１１番（野村勝憲） 

  大変きめの細かい答弁と、私、一番懸念しておりました神岡の商工会議所の問題です

けども、とりあえず１年間は猶予するというような答弁をいただきましたので、ぜひこ

れからも神岡商工会議所の皆さんとしっかりと打ち合わせをしていただいて、ベストな

方法を探っ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。 

  再質問、１点だけちょっと気になることがありますのでさせていただきます。実は昨 

年、私は８月６日に東京へ出向きまして財務省の田中事務次官や、あるいは石破大臣の

東京事務所、そして８月２１日には葛谷議長も一緒だったんですけれども、神岡の商工

会議所の方々と一緒に岐阜で行われました、岐阜県の経済同友会が主催いたしました石

破大臣を呼んで地方創生についての講演がありました。東京都・岐阜で共通して耳にし

たことはこれからは地方創生、地域戦略作りは、いわゆるコンサル頼みではもう駄目で

すよとはっきり申されました。民間の力を活かした地域間の連携と地域戦略をしっかり

立ててくださいということでした。 

そうした中、飛騨市を振り返ってみますとどうでしょうか。ここ私なりに４年議員を

勤めておりますけども、残念ながら他力本願なところがあります。例えばコンサルにお

願いする。例えば観光戦略についてもビジョンもそうでしたし、それから新しい会社を

立ち上げる株式会社飛騨ゆいですか、これもコンサルを入れてやられておりますけども、

これはこれで仕方ないことですけども私はぜひこの市役所内にいわゆる戦略部門をしっ

かりと構築して、この市役所内が横断的にそれぞれの分野で企画発想できるようなそう

いう戦略部門を立ち上げたらいかがかなと思いますが、市長いかがでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

  今、再質問をいただきました。市役所内に戦略部門を構築してはというお尋ねでござ

います。私自身ここまで１週間余、もちろんその前の引継ぎ期間もあるんですが見てお

りまして、私自身もこれからいろんな企画をお願いしていく中で、それを受け止めてそ
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れを噛み砕き、また全庁的にそれを分けて統率をしていく部門が必要でないかというこ

とは感じていたところでございます。 

その中で飛騨市は、企画商工観光部があるわけなんでございますが、やや少し、一人

の部長さんで全てをやっていただくには大変重責ではないかということも思っておりま

して、私はこれを企画部と商工観光部にまずは分ける必要があるのではないかというふ

うに考えております。その意味から申しますと、今後、企画部の仕事、体制も含めて重

視をし、強化をしながら議員がおっしゃるような戦略部門というような形になっていっ

てくれればいいのではないかというふうに思っております。 

他方でこれ、もう３月の半ばにきておりますので、人事も含めまして体制構築という

のも今からなかなか難しい部分がございますけども、まずは企画部と商工観光部に分け

るということだけでも、一番最小限の工事としましてやるということについては考えて

いるところでございます。 

○１１番（野村勝憲） 

  大変前向きな答弁でありがとうございます。企画部門は戦略部隊です。商工観光部門

はどちらかというと戦術部隊なんですね。これをきっちりと分けた上で要するにスムー

ズな形で進めばですね、地方創生もいい形が生まれるのではないかと期待しております

のでよろしくお願いいたします。 

  それでは２点目にまいります。いわゆる飛騨市のイメージアップ戦略についてです。

残念ながら数河の産廃建設計画がありました。そしてクリーンセンターの火災が去年の

秋に起きました。他にもいろいろあります。ここ数年、飛騨市の好感度イメージは大変

落ちています。そうした中、新生飛騨市としてスタートするために、まずイメージアッ

プ戦略をとる必要があると思います。 

その第一弾ですが、先ほど述べましたように、くどいようですが石破大臣は、「地方創

生は、産官学金労言で進めて欲しい」と言われております。最後の「言」でございます。

いわゆる言は、メディアを活用して地域の情報を積極的に発信しなさいということです。

この際、飛騨市も地方創生をテーマに有力なメディアと共催で、共に一緒になって催す

ということですね、共催でシンポジウムや観光向けのタイアップ企画を実施したらどう

でしょうか。 

もう少し具体的に申し上げますと、民間にも参加していただいて協賛していただいて、

例えば日本創生会議座長の増田寛也さんとかですね、それから民間出身の町長で全国的

にも話題になっておりますけども、地域再生に成功された島根県の海士町、隠岐にあり

ますね海士町の山内道雄さん、こういう人たちを講師にお招きして例えばこのような月

刊誌を出している雑誌社や地元紙とタイアップして企画を進めるんです。そうしますと、

例えばこれですと、部数は別にしまして全国に発信されます。そういうことをやるとい

うことになりますと、飛騨市も、「おっ。いよいよ地方創生、地域づくりに積極的に取り

組んでいるんだな」ということがいろんな自治体にもつながりますし、当然民間の人た
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ちにも伝わってくるはずです。 

たまたまですね、私は、葛谷議長も一緒だったと思いますけども、増田寛也さんのお

話と山内町長の話を聞いてきております。非常に説得力のある、実のある話でした。で

すから私はなんとかこの２人の内１人でもいいんですけれども、そういう人たちと一緒

になって、知恵をいただいてそして地方創生を進めるべきではないかというふうに考え

ております。 

  そして第二弾ですけども、マスコミが非常に期待しております。いわゆるこの前もち

ょっと話を聞いてきたんですけども、いろんなところから来てください、来てください

と地方自治体が動いております。いわゆる駐日アメリカ合衆国大使のキャロライン・ケ

ネディさんを飛騨市にお迎えしてスーパーカミオカンデやレールマウンテンバイクの体

験、そして古川祭を今年の秋頃までに視察してもらったらどうかと思うんですね。 

なぜこの秋頃かと言いますと、皆さんご存知のようにですねアメリカは大統領選挙の

予備選挙が始まっております。したがって、オバマ政権はこの任期いっぱいで終わられ

ます。そうしますと当然、大使も交代されるだろうという前提での話です。 

実はもう少し具体的にお話しますと、私は一昨年の１１月、祭保存会に入らせていた

だいておりまして、祭保存会の人たちと九州の唐津に祭を見に行きました。「くんち祭」

ですね。その時、ケネディ大使が視察に来ておられました。そのときに私が撮った写真

をケネディ大使に送り、それからちょっとアプローチを仕掛けたんです。昨年の確か８

月、財務省へ行ったときですから８月６日だったと思いますけども、アメリカ大使館へ

乗り込んでまいりました。残念ながら大使は８月６日ですから広島の平和の日というこ

とで広島に行っておられましたけども、しかし、そのときお土産を持って行きましたら、

直筆でお土産の礼状をいただきました。それともうひとつは、その後スーパーカミオカ

ンで梶田さんがノーベル賞をいただいたということで早速、手紙を出したりアプローチ

をしております。 

そうした中で昨年ですけども１０月に愛知県の県会議員で友人ですけども、彼と一緒

に名古屋の領事館に出向きましてそこの主席領事であるスティーブン・Ｇ・コバチーチ

さんと、日本人ですけども政治担当の水野さん、この方は長く名古屋領事館にお勤めに

なっていらっしゃいます。この人にお会いして、なんとかケネディ大使をということで

ＰＲしてまいりました。さらに選挙が終わりましたので時間がありましたので、２月２

３日に再度、名古屋の領事館へ行ってまいりました。そうしましたら逆に向こうからヒ

ントをいただきました。非常にいいヒントでした。というのは、主席領事が大使の方へ

情報を入れてもらっているんですね、それはどういうことかといいますと、いわゆる大

使はスーパーカミオカンデにも興味を持っていらっしゃると。それからからくり人形に

も興味を持っていらっしゃるという話が出ました。 

しかし、私は４月１９日、２０日になんとかお願いしたいという手紙を２回、３回出

していますけれども、「野村さん、伊勢志摩サミットがありますので５月までは無理です
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よ」という返事でした。そのときのざっくばらんな話ですけれども、そうしましたら５

月過ぎてから大使に市長名で出されたらどうですかというアドバイスもいただいてきた

ところなんですね。しかし正直言いまして難易度は高いです。それはなぜかといいます

と、全国の市町村はやっぱり大使に来てくださいという、要するにラブコールを送って

いるわけですから、そういう難易度は高いですけれども私は非常に可能性があるなとい

う感触を得てきました。 

私はこの議会が終わりましたら議長と産業常任委員長の洞口さんと一緒に、やっぱり

私ども議会人としても行動しなければいけないので、議会を代表してまず名古屋の領事

館へ行って、ぜひとも詰めの作業をしてまいりたいと思います。そういうことで行政の

方でも協力をいただきたい。そしてなんとかこの２点で飛騨市のイメージアップを図り

たいと思いますがいかがでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

２点目の飛騨市のイメージアップ戦略に関するお尋ねでございます。メディアを通じ

た情報発信によってイメージアップを図るべきというお話しについては全く私も同感で

あります。やはり常日頃私も、これは政策も同じなんですが、発信されなければ意味が

ないんだ、やっていることにならないんだ。同時に飛騨市そのものも発信されなければ

始まらないというふうに考えておりまして、全く同感でございます。 

そのためには飛騨市、そして飛騨市役所について言えば政策そのものがメディアに取

り上げていただけるような、そういった話題性のある取り組みをしていくことが必要で

はないかというふうに考えているところでございます。 

今ご提案の地方創生をテーマとしたシンポジウムということもこの中の１つであろう

かなというふうに考えておりますけれども、私自身はむしろ例えば飛騨市の中のいろん

な取り組みをどんどん発信していくということの方が、全国的には飛騨市でこんな面白

いことをやっているんだということで注目を集め、また地方創生にもつながるのではな

いかというふうに考えておりまして、例えば古川商工会の女性部が美商女、美しい商業

の商に女と書いて美商女の冊子を発行され、そういった街づくりをやられているという

ことを承知しておりますが、これも全国に誇れる取り組みでございまして、例えばこう

したものをテーマにいいシンポジウム等開催するというのも地域活動を発信していくと

いうことを重ね合わせた地方創生の情報発信になるのではないかというふうなことも考

えておりまして、そういった取り組みが必要ではないかなというようなことを考えてお

ります。 

さらに、これはついでながら申し上げますと、そうしたいろんな会議とか学会とかシ

ンポジウム関係の一種のコンベンションの誘致というのは、私非常に重要なことだと思
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っておりまして、この点、今までの飛騨市交流産業の施策の中でやや弱い部分だったの

ではないかなというふうに感じております。その点で、例えば飛騨市の文化交流センタ

ー、これは現在ほとんど会議の場としては利用されていないわけですけれども、１，０

００人規模というようなものは難しいかもしれませんが、１５０人、２００人あるいは

マックス３００人くらいの規模であれば十分誘致が可能だというふうに思っておりまし

て、そうした会議、学会の誘致、これをすることによってエクスカーションという翌日

の市内観光、あるいは夜の街中での懇親会・交流会といったものなんかにも使っていけ

るというふうに思っておりますし、これは神岡についても同様であるというふうに思っ

ています。 

当然宿泊についても市内宿泊ということに繋がりますし、市内宿泊で賄いきれなけれ

ば、これは近隣の宿泊地なんかも飛騨市の資源だと思ってどんどん活用していけばいい

というふうに思っていまして、いずれにいたしましても飛騨市を多様な人たちの交流の

場としてここに来ていただく。そして飛騨市の魅力を発信していくという取り組みが非

常に重要なのではないかと思っています。そうした観点から、こうしたいろんなシンポ

ジウム等々通じた、学会等通じたイメージアップということにも取り組んでいきたいと

考えているところでございます。 

それからもう１点、ケネディ駐日アメリカ大使の招致という話がございました。野村

議員、昨年も議会の場で質問されているというふうに伺っておりますが、その後も招致

実現に向けて、先ほどもおっしゃっていただきましたように様々なアプローチをしてい

ただいているということで、その熱意に敬意を表するものであります。 

やはり世界的な知名度の高い方の来訪というのはイメージアップ、それから情報発信

の効果が高いというふうに考えておりまして、大変大事な分野ではないかと思っていま

す。そんな中でケネディ大使の招致、いろんな難易度の高さということを先ほど議員も

おっしゃいましたけれども、一方でこれは話題性もありますし、仮に実現すれば大変な

イメージアップではないかというふうに考えているわけでございます。 

その実現に向けまして、市といたしましても大使宛ての市長親書というものは、これ

は当然といたしまして、在名古屋アメリカ合衆国領事館へ働きかけ、あるいは関連団体

を通じた働きかけというようなこともさせていただきながらバックアップをさせていた

だきたいというふうに思っておりますので、議員におかれましても、引き続きのご尽力

をお願い申し上げるところでございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１１番（野村勝憲） 

  大変心強い答弁でありがとうございます。私も全力を挙げてアプローチしてまいりま

すので、また、できましたら名古屋領事館のお２人に市長名で「古川祭に来てください」

駄目かもしれませんけれども案内状を出していただければと思います。よろしくお願い

します。 
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  それでは最後に観光振興についてお聞きします。残念ながら飛騨市の平成２７年の観

光客入込客数は一昨年に比べまして約３万人減っています。そうした中でうれしい話が

神岡町のレールマウンテンバイクです。これが約８，０００人増加し、年間約４万２，

０００人となっており、古川のまつり会館の倍くらいの利用者となっております。残念

ながら古川の飛騨古川まつり会館は平成２２年から年間の入場者数は現在も約２万人台

で推移してきております。ここで抜本的な改善が強く望まれます。そこで、次の３点に

ついてお伺いいたします。 

  まず１点目です。今回、観光関連事業として飛騨古川まつり会館の魅力を高めるため

に、新たな祭映像の制作に向けた予備撮影費が１，０００万円予算計上されております

が、その具体的な内容とですね、それからアバウトでいいですからスケジュールですね、

大体いつ頃までに撮影してどの段階で完成するのか。その辺をお聞かせいただきたいと

思います。 

  それから２点目、これはちょっといろいろ耳にしたことなので危惧していることなん

ですけれども、飛騨古川まつり会館の運営主体についてでございますが、近々発足した

ばかりの株式会社飛騨ゆいで運営をするような話を聞いておりますが、これは本当にベ

ターな作戦なのでしょうか。他に例えば飛騨市観光協会とかＮＰＯとか、そういったと

ころと運営をという話し合いはなかったのか、あるいは検討されたのかどうか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

  それから３点目でございますけれども、まつり会館の撮影に入るということでござい

ますけれども、できましたらプラスアルファ付けて、この際ですね、飛騨古川まつり会

館や神岡の道の駅「宙ドーム神岡」あるいはレールマウンテンの駅ですね、そういった

ところにいわゆる飛騨市のＰＲコーナーを設けて、そして飛騨市の観光やあるいは物産

を積極的に売り込んでいく、いわゆる相乗効果を狙った作戦はいかがでしょうか。以上

３点についてお伺いします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔企画商工観光部長 水上雅廣 登壇〕 

□企画商工観光部長（水上雅廣） 

  おはようございます。それでは観光振興について３点のお尋ねがありましたので、順

次お答えをさせていただきます。 

  まず、古川祭のＰＲ映像の制作についてでありますけれども、議員も申されたとおり

近年、飛騨古川まつり会館の入館者数が年間約２万人にまで落ち込んでいることにつき

ましては、平成４年の開館以来、現在まで本格的なリニューアルが行われていないこと

がその背景にあるものと考えております。本年１１月に予定されている古川祭のユネス

コ無形文化遺産登録を控え、早急に古川祭全体の魅力を分かりやすくお客様に伝えるた

めの展示の見直し、施設の抜本的な改修に取り組んでいきたいと考えています。 
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ご質問の映像更新はその要となるものだと思っています。古川祭を分かりやすく、魅

力を体感できるような臨場感のある映像に仕上げたいというふうに考えています。 

ユネスコ登録からあまり間を置かずして新たな映像を公開したいと考えていますけれ

ども、祭の執行が天候に左右されることや、撮影自体がやり直しの効かない一発勝負で

あることから、作業が複数年度にわたることが想定されます。できるだけ早く撮影に着

手するための準備行為として今回補正予算を計上させていただいたところであります。 

具体的には、関係団体の理解ですとか協力、そういったことを確認させていただいた

上で、２月中旬から映像の企画にかかるプロポーザル参加事業者を公募いたしました。

現在５社から参加の表明を受けたところでありまして、今月１８日に企画提案のプレゼ

ンテーションによる選考を行うことにしております。それを経て委託業者を決定させて

いただきたいということであります。 

なお、今回上程させていただいた予算は、全編映像を想定した構成企画案を基に、そ

の一部分の撮影を行っていただくものです。本年は、起し太鼓の市内巡回や屋台の曳き

揃えを中心に撮影を行いまして、その映像を仮編集したものをたたき台として、全編の

構成や撮影構図などについて関係者の意見も伺いながら、方向性を決定させていただき

たいというふうに考えております。 

次に飛騨市古川まつり会館の運営について飛騨ゆいでベターであるかどうか、検討は

されなかったのかということのご質問でございますけれども、飛騨古川まつり会館につ

きましては、ご承知のとおり、これまで市長が理事長として務め、起し太鼓の里協会が

指定管理者として管理・運営を行ってきた施設であります。また、起し太鼓の里協会は、

まつり会館の運営を開始するにあたり設立された任意の団体であります。法人格を有し

ないということもあって、お酒の販売ですとかネット販売でも売り上げを伸ばしていき

たくても出来ない状態にありました。その他に経営が厳しくなる中で、営業や企画に労

力やお金をかけることが難しくなり、協会職員の能力を充分に発揮させてやることもで

きなかった状態にあったのではないかというふうに思慮しております。 

そうした中で、市としましてはこうした状況を打開するため、他の運営主体への移管

について検討を行っている中で、これだけの大きな施設を運営いただけるだけの体制、

それから体力がある会社がないかと考えていました。そうしたところ飛騨ゆいをその候

補のひとつとして考えるに至ったところでありますが、飛騨ゆい側からも飛騨市の観光

の中核となる施設の運営を行いながら本社機能もここに持ち、他の施設と有機的な運営

ができればという申し出がありました。市としても総合的に判断し飛騨ゆいに管理・運

営を委ねることが適切であるとの判断に至ったところであります。 

なお、株式会社飛騨ゆいは旧町村で設立された３セクでありますが、それを統合し、

規模のメリットを活かしながら指定管理施設の効率的な運営を行うことを一つの大きな

目標としておりますけれども、一方で、市の観光振興に資する機能発揮も大いに期待し

たいということであります。 
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したがいまして、飛騨ゆいには市の観光の中心であるまつり会館を拠点として、民間

活力を活かし、集客や販売に注力いただいて交流人口の増加に尽力いただきたいという

ふうに考えております。 

最後に３点目の映像ＰＲコーナーによる相乗効果ということでございます。議員が例

示された、飛騨古川まつり会館、宙ドーム神岡、レールマウンテンバイクは、それぞれ

ユネスコ無形文化遺産への登録提案であるとか、梶田先生のノーベル物理学賞受賞、地

域づくり総務大臣賞の受賞、こういったものを追い風に、飛騨市の観光誘客拡大を図る

ためのツールとして最大限に活用すべき施設であるというふうに思っています。 

観光客の市内における滞在時間を延ばす、これが観光の経済性を伸ばしていく上で一

番大事だと思っていますけれども、そうした上で、単独施設を目的地化するということ

ではなくて、複数の施設、エリアを周遊させる仕掛けが必要であると考えております。

議員ご提案の映像コーナーの設置といったものも一つの検討材料として、お客様目線に

立って実効性のある手段を講じ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。 

  〔企画商工観光部長 水上雅廣 着席〕 

○１１番（野村勝憲） 

  どちらにしても株式会社飛騨ゆいで決まっているということでございますので、我々

もしっかりとチェックしながら、まつり会館にお客さんが運べるように議員としてもそ

れぞれ営業活動して、できるだけアップにつながるように努力してまいりたいと思いま

す。 

  １点だけ再質問させていただきます。先ほど私冒頭で、飛騨市の観光客の入込客数は

前年割れということで、もう知ったと思いますけれども、比較して隣の白川村はどうだ

ったでしょうかということです。白川村は昨年１５％のアップで確か１７２万７，００

０人が来られているようです。これは昨年３月に北陸新幹線が金沢まで延びました。要

するに北陸新幹線の延伸した効果が大変潤っているんじゃないかなと思うんです。 

そうした中、飛騨市はどうだったかというと、残念ながらその恩恵は出ておりません。

一昨年から当然ですけれども、夏に河合の雪を持って上野の公園でイベントをやられて

おります。これは去年のものだと思うんですけれども２年続けてやられております。こ

れは恐らく北陸新幹線が富山あるいは金沢まで来るということで、なんとか東京あるい

は首都圏から観光客を入れたいという狙いがあったと思います。しかし残念ならが先ほ

ども言いましたように、その恩恵は出ておりません。ことしも８月までに時間がないわ

けですけれども、このイベントを今後も続けられるのか、あるいは見直しをして新しい

プランで、なんとか首都圏から北陸新幹線を使ってお客さんが来てもらえるような、そ

ういう手法を今とられているかどうかお聞きします。 
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◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

河合の雪を使ってのイベントを今後見直しするかどうかという再質問でございますが、

これに限らずどんなイベントでも、やはり普段の見直しというのは必要であろうという

ふうに思っております。 

これはまた北陸新幹線の誘客ということを目的としたイベントなのか、あるいは先ほ

どおっしゃったようなイメージアップ全体を目的にしたものであるのか、そこはやっぱ

り目的の設定の仕方によって検証というのも違ってくるだろうというふうに思っており

まして、私自身もまだその意味では継続的に開催をされているイベントではありますが

参加したことはございませんので、ひとまずどういうことになっているのか、どういう

反応があるのか、あるいはそこに至るプロセスがどうなっているのかということを一度

きちんと体験をし見させていただく中で、それが何を目指すのに一番効果があるのかと

いうことを検証してですね、見直しを図っていきたいなというふうに思います。まず一

度この夏ですね、現行の状態で見てみたい。もちろん準備の段階で私なりに気が付いた

こと等があれば修正した上でやりたいと思いますけれども。 

やっぱりやってみて、その反省に基づいて修正をしていくということが重要であろう

かと思いますので、そのような観点で見直しをしてまいりたいと考えております。 

○１１番（野村勝憲） 

どうもありがとうございました。きのうも高原議員の方からＰＤＣＡについて盛んに

言われました。やはりこれからの地域づくりについてはＰＤＣＡ、これをしっかりとロ

ーリングをかけてしっかりチェックをしてですね、それで振り返ってみてそれで駄目だ

ったら次の作戦を組むという形を取っていただければですね、私は飛騨市の地方創生は

大変期待できるものがあるのではないかなと思います。以上で一般質問を終わります。 

〔１１番 野村勝憲 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前１０時４９分  再開 午前１０時４９分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

休憩を解き、会議を再開いたします。それでは次に５番、森要君。 

〔５番 森要 登壇〕 
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○５番（森要） 

発言の許可をいただきましたので新人議員初めての質問ですが、大変緊張しておりま

すが頑張っていきたいと思います。 

今回、飛騨市長選挙ならびに飛騨市議会議員選挙が行われました。市長様におかれま

しては無投票、私たち議員につきましては大変厳しい選挙戦でございましたけれども、

なんと７人の新人議員が当選させていただきました。これは市民の皆さんが新しい飛騨

市を作っていく、そのメッセージだとも受け止めています。私たちも議会活動につきま

しては市民の皆さまの声を真摯に聞いてまじめに取り組んでいきたいというふうに思っ

ています。 

この選挙の運営におきまして私はいろいろ感じたことがあります。例えば、選挙速報

の防災無線の活用でございますけれども、今はスマートフォン等で選挙速報が出るんで

すけれども、やはり飛騨市の市民の中には高齢者の方もあってそういったものが使えな

い、選挙がどうなっているのかということで無線のところで聞いていたんだけれどもな

かなかそれがなかったということで、かつてはそういったこともあったんですが、投票

率の確定とかそういったのはあったかもしれませんが、１回か２回くらいはあった方が

いいのではないかなということも感じました。 

それから選挙のたすきなんかも７つ道具としていただきますけれども、実際あれはも

らっても名前も書いていないので、いざ行こうかなと思うと、そこに書こうと思っても

時間がもったいないということであらかじめ作っている方もいるわけですよね。そうす

るとそんな選挙たすきなんていらんのではないか、初めから７つ道具の中に。 

それから花がありましてバラがあるんですが、果たしてこんなの着けてもいいのか、

なくてもいいんじゃないか。ただ、これは公正に選挙をしましょうというメッセージと

いうこともあってそれも使えよということならあれなんですけれども、それも必要ない

んじゃないかなという気もしました。 

それから特にありましたのは、ポスターの設置箇所、ちょっとバランスが悪いのでは

ないかなと。密集地には少なくて遠く離れたところには何ヵ所もあって、もうちょっと

見直す必要があるんじゃないかなというようなことも実際やってみて感じました。 

それから今後若い人たちが選挙に参加するにあたりまして、そういった方をターゲッ

トにした選挙の告知のあり方というものも検討する必要があるんじゃないかなというこ

とを選挙戦通じて感じたところでございました。特に私たち新人の議員はそういうこと

を感じたと思っております。 

そこで私たちが感じたことを近いうちにまとめ、提言したいなというようなことを思

っているわけでございますけれども、選挙の時期が２月であるということで新年度予算、

市長さん大変だと思いますが、今回は骨格予算でありまして、６月の定例会において市

長の考えを盛り込まれた予算、肉付け予算が提案されるということでございました。 

市長さんをはじめ職員におかれましても大変な労力となることと推察いたしておりま
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す。特に先ほどもありましたけれどＰＤＣＡ、Ｐがプランで計画でございましょうが、

ドゥはＤ、実行ですよね、そしてＣはチェック、それやったことが果たしていいのかど

うか、Ａがアクション、それに基づいてアクションすると。ＰＤＣＡというのは政策を

実行していくには、いろんなことをやっていくには大変なことですが、それよりもまず

大切なのが目的、なんのためにそれをやるのかという、そのことが大切でありまして、

例えば観光客誘致をするためにこういったことをやるんだと。 

そういうことで、その１つの目的の設定が非常に大切です。それには市長さんは非常

にそういったことで、ただその職員の方がそれを把握して、それをその２ヵ月の間にそ

れを実行の予算に乗せていくということは非常に大変なことだと思いますので、私はプ

ランのＰＤＣＡも大切、市長さんが求める大きな課題を、目的設定を、やっぱり慌てる

必要もないというのは失礼ですけれども、しっかりとやっていただきまして今度の６月

にやっていただきたいと思いますけれども、大変な苦労だと私は思っております。 

そんな中で市長さんは市議会議員の選挙、４年後、今後あるわけですけれども、「鉄は

熱いうちに打て」とよくことわざにありますけれども、選挙時期のあり方、これを今後

検討していかなければならないと考えます。私はその点について伺いたいと思っており

ます。 

まず１点目は選挙運営の改善でございます。先ほど言いました若い方たちの議員さん、

また集まって提言をさせていただきたいと思いますが、そういったことにつきまして選

挙管理委員会さんは検討していただけるのだろうか。またそういう検討するような会議

が行われているのかどうか、そういったことをまずお伺いしたいなと思っています。 

それから先ほど言いました選挙時期の検討につきましてですけれども、これは市長様

には１期、２期、３期どんどんとやっていただきたいと思っているわけですが、それも

やはりこれは分かりませんから、予算編成は非常に苦労されると思っていたんですが、

できれば年度内にするのが望ましいのではないかと。そのためには、９月の定例会が終

わった１０月初めにもやって選挙戦を行って、それから行けば立派な政策も予算もでき

るのではないかと思いまして、その実現には色々と問題点があろうかと思いますけれど

も、現段階の市長の考えを伺いたいなと思っております。 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで途中ですが事務局からお願いします。 

□議会事務局長（東佐藤司） 

すいません、質問途中で失礼します。ちょっとタイマー機器に不具合が生じておりま

して質問途中ご迷惑をおかけしております。お断りをさせていただきます。 

なお、事前調整が不具合修正できませんでしたのでまた起こる可能性がございます。

よろしくご了承お願いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

それでは答弁を求めます。 



17 

 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

私からは２点目の選挙時期の検討のお話を答弁させていただきます。 

森議員ご指摘のように大変雪が降る、また大変寒い中の選挙で、私１日でしたけれど

も皆様方大変な選挙であったかと思います。また、これ予算編成にも影響があるという

ことも勿論でございまして、私も就任当日に予算を発表し提案をするという現実になっ

ているわけでございまして、選挙執行時期を変更できないのかという声は選挙中にも大

変多く聞かれましたし、私も変えられるものなら変えた方がいいのではないかというふ

うに感じているのは事実でございます。 

ただ、市長選挙について申し上げますと、これを変えるためには地方公共団体の長の

選挙というのは執行時期を継続的に変更するというためには、任期を変更する必要があ

るということになってくるわけでございます。そのためには、市長が任期途中で辞職す

るということが必要でございまして、しかも仮に辞職した市長が再出馬をした場合は、

残任期間が任期となるため、次の選挙に立候補しないという前提で辞職をしない限り任

期の変更はできないわけであります。その他に任期変更をするためには、１つは直接請

求、リコールにより市長が失職をする。それに伴って選挙が行われるということですね。

あるいは議会から不信任を議決いただいてそれで市長が失職をすると。この３つのどれ

かに当てはまれば任期の変更ということになるということでございます。 

ということなんですが、私自身について申し上げますと多くの市民の負託に応えると

いう責任がございますので、まずは与えられた４年間をしっかり任期を全うしてまいり

たいと考えるところでございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 

〔総務部長 小倉孝文 登壇〕 

□総務部長（小倉孝文） 

おはようございます。それでは私の方から、選挙運営の改善につきましては選挙管理

委員会で決定されることでございますので、私は選挙管理委員会書記長の立場で答弁さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

１点目の選挙運営の改善についてですが、選挙運営のあり方などについてご提言をい

ただければ選挙管理委員会として検討することは可能でございます。 

また、選挙運営にあたっては公正・確実な選挙執行を行うという観点に加え、候補者

の政見や経歴を有権者に分かりやすく理解していただく手段などが必要かと思います。

このような件につきましては、市民の皆様の意見もお聞きかせ願いながら、選挙管理委

員会へ必要に応じて見直しをしていただくよう、私の方から提案してまいりたいと考え

ておりますのでよろしくお願いします。 
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  〔総務部長 小倉孝文 着席〕 

○５番（森要） 

  それでは再質問だけさせていただきます。第１点の選挙運営の改善につきまして前向

きに検討していただける、非常にありがたく思っておりますので、近々まとめていきた

いと思っております。 

  それから、第２点の市長選挙の時期の考え方、大変失礼なことを質問して申し訳なか

ったと思っています。私は観点は予算編成とかしっかりした政策をするためには非常に

難しいなということで、今後それをどういうふうにしていくのか。もう一度、選挙の今

の考えを聞かせていただきましたし、これは条例とか法令とかで決まっていることなの

でできないことだと思いますけども、またどういうふうにしたらいいのか、そういった

ことを今後検討していきたいなというその政策の運用のやり方ですよね、そういったこ

とも検討していきたいと思います。そういったことにつきまして市長さんは、一緒にな

って考えれることがあるかどうか、お願いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

  再質問でございますが、この市長の交代時期にどうやって円滑に政策をスタートでき

るのかというのは、これは結構大きな問題だと思うんですね。 

  今回、私について申し上げますと、前の市長のご配慮をいただきまして当選後職員の

皆様方から事務事業のレクチャーを受けるというような時間を設けていただきましたの

で、比較的早く全体像がのみ込めてスタートできるというようなことがあったのではな

いかと思います。 

  その意味で、この選挙時期を変えられないということが前提になるとすれば、これは

ソフト的にといいますか、やはり市長選挙の時期を比較的ゆったりと就任日より前に早

めに取ることによって、その当選後、就任までの期間を有効に使っていくということが

一つの手段ではないかなというふうに思います。 

  ただ、そのためには、その新市長と前市長といいますか現市長との間の信頼関係とい

いますか、あるいは現市長が当選者に対して寛大なといいますか、気持ちでそういった

機会を与えていくということが必要ではないかというふうに思いますので、選挙の構図

ということもその都度いろいろあると思いますけれども、やはり市政の円滑な継承とい

うことを考えますと、飛騨市の場合そこは宿命的に発生せざるを得ないのではないかと

いうふうに思いますので、私も将来そういった場面が来た際には考えてまいりたいと思

っております。 

○５番（森要） 

  それでは２点目の質問をさせていただきます。重点的に取り組む政策の中で、自主防

災組織の支援等についてお伺いをいたします。 
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 今議会に提出する案件において、当初、市長から所信表明がありました。非常に分か

りやすいお話で、しかも資料をくださったので本当に後から見てもこうやったなという

ことを確認できて非常によかったと思っております。現状認識、市運営の基本姿勢、重

点的に取り組む政策、行財政運営を聞かせていただきまして頼もしく感じるとともに、

納得のいくものでございました。 

６月の肉付け予算については非常に期待しているところで、今回あまり私の提言とい

うものはないんですけれど、実はその１つの中に、重点的に取り組む政策の２つ目にあ

りましたけれども、「いつまでもあんきに暮らせる飛騨市づくり」を掲げて説明がありま

した。非常に分かりやすくて、弱者の方の政策とか介護の方とかいろいろありました。

納得のいくものでございまして非常に期待しているところです。 

その中の最後の方に「弱い立場の方々の支援と同時に、地域全体が安心できるための

防災対策を進めるため、自主防災組織の支援、交通安全対策や火災防止対策にもしっか

り目を配ってまいります。」と述べられておりました。私は、選挙公約の中で「安全で、

安心して暮らせる明るい飛騨市の創生」を掲げてきました。今回は、安全で暮らせるま

ちづくりの防災対策に焦点を絞ってお伺いしたいと思っています。 

平成１６年１０月２０日、台風２３号の豪雨により、荒城川、宮川の水量が増水し、

向町地区では、床上浸水等大変な被害をこうむりました。また、当地区の中には側溝の

水量が非常に不足して、火災等起きたときにとても心配している状態であります。また、

小学生の通学道路もありますので電柱が道路にはみ出していたり、地域の路上駐車等が

あったりして交通安全対策が急務であります。このような不安は、ただ私たちの向町の

みならず、飛騨市全体に目を向けましてもそれぞれ各地でいろんな問題があろうかと思

います。 

私は、豪雨災害、火災、地震、火山爆発、交通安全対策等、そういった問題につきま

して、その地域の方が現場に足を運び調査をして、問題点の整理をし、その課題を整理

しまして解決策を練っていくことが必要であろうと思っています。またそういうことを

していかなければならないとも考えているところですが、自主防災組織も飛騨市では組

織が出来ていなかったりしてまちまちであろうかと思いますが、その取り組みにつきま

しては非常に温度差があることを承知しております。自主防災組織の支援について市長

の基本的な考えを伺いたいと思っております。 

  自主防災組織の支援等について、各地域の自主防災組織が各種災害に対する現地調査、

問題点や課題の整理、その課題への対策や解決策の作成を含む計画書作成をしようとす

ることに対しての市長の考えと、もしそれが良とするならば、どのような支援をしてい

ただけるのか。そしてさらに各種、市役所の関係いろいろな部門があると思いますけれ

ども、職員の方々の協力体制というのは考えていただけるのか、そういった点について

お伺いいたします。よろしくお願いします。 
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◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

２点目の自主防災組織の支援等についてというお尋ねでございます。近年、災害が大

規模化するだけではなくてピンポイント化しておりまして、大規模災害が発生いたしま

すと本当に道路事情も悪化し、救援要請も悪化するということで、なかなか行政の支援、

いわゆる「公助」というふうに言われておりますが、限界があるという状況がよく見え

ております。そうしますとその間、支援が行き届くまでの間ですね、地域の事情に精通

した方々による「共助」というものを強化して対応していく必要があるというふうに考

えておりまして、自主防災組織はそれを担う極めて重要な役割であるというふうに認識

しているところでございます。 

 自主防災組織が有効に機能するために議員おっしゃるような計画書というものを作成

していくということは非常に重要だということで、これについては市としても支援をし

ていかなければならないというふうに考えております。 

市には現在、「飛騨市自主防災組織活動支援補助金」という補助制度があるわけでござ

いますけれども、まずはこれに計画書作成にかかる支援を追加をいたして補助の対象に

するということについては早速やっていきたいというふうに考えております。加えてこ

の問題は計画の作成の仕方だと思っておりますが、防災危機管理系の計画の作成という

のは計画に時間を費やすのではなくて、先ほどのＰＤＣＡではありませんが、これは私

は「仮説、実行、検証、仕組化」という言葉で常に言うのですが、仮説の部分に時間を

かけるのではなくてまず実行をしてみると。そしてその反省に基づいて仕組みを作って

いくというのが大事ではないかというふうに思っております。その考え方に立ちまして、

計画の作成にあたってはモデル地区をまず定めまして訓練を実施する。その訓練の反省

に基づいて実践的な計画を作る。訓練の反省点をまとめてそれを計画にしていく、いわ

ばそういうことでございますけれども、そういったステップを検討していくことが必要

ではないかというふうに考えておりまして、そうしたステップに基づく計画作成のあり

方というものについて今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○５番（森要） 

大変前向きな力強い答弁をしていただきました。ありがとうございました。私たちも

そういったことで前向きに取り組んで今後していきたいと思います。 

以上もちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〔５番 森要 着席〕 
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◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

暫時休憩といたします。 

 

  （ 休憩 午前１１時１４分  再開 午前１１時１５分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

時間がありますので午後の質問者の指名を行いたいと思います。次に１０番、洞口和

彦君。なお質問中、説明資料の使用願いが出ておりますのでこれを許可いたします。 

  〔１０番 洞口和彦 登壇〕 

○１０番（洞口和彦） 

  予定より早い時間に議長の質問のお許しがいただけましたので質問を始めさせていた

だきます。 

最初に市長の目指す飛騨市とは。所信表明を受けて質問させていただきます。 

ことしの２月２７日、家内安全や商売繁盛を祈願した飛騨神岡初金毘羅宵祭が開催さ

れました。ことしは６０周年を記念して、古川から飛騨古川盆踊り同好会や麒麟台若連

中の「ちびっこ起し太鼓」、富山からよさこい連が参加して１６社中が勇敢で華麗な行列

が冬の街を練り歩き、地域交流に花が咲いたような開催でございました。今回の金毘羅

宵祭を見学し、今後の飛騨市の未来像が短縮されていると強く感じました。 

飛騨市の宝、伝統を守る、江戸木遣り保存会や神岡手古舞、梯子会連中の出発。三井

金属企業が今話題の、梶田さんのノーベル賞受賞を記念したスーパーカミオカンデとニ

ュートリノの披露。古川より、笑顔の都竹新市長を先頭にやんちゃ祭で「飛騨市は１つ」

をアピールされました。また、富山からは新幹線開通を盛り上がる雰囲気でよさこい連

の飛越交流をアピール等々、飛騨市の創生に大きなヒントを与える飛騨市に春を呼ぶと

ても素晴らしい祭りでした。 

私も議員に立候補した４年前には「飛騨は１つ地域と共に」今回は「飛騨市は１つの

輪」をスローガンに立候補させていただきました。職場や地域交流では何の支障もなく

皆が仲良く生活できているのに、政治の世界ではぎくしゃくした空気を取り払うことが

できませんでした。 

過去４年は、元職員の履歴詐称の問題、行政が市民を相手の裁判の連続敗訴、地元業

者による産業廃棄物処理場問題、商工の中心の神岡商工会議所移転問題、合理化問題の

調停問題等争いを助長するようなことが多すぎました。私は首長の姿勢が飛騨市の融和

に大きな影響を与えると思っています。 

新しい市政の誕生です。市長、議員それぞれの立場で議論し、市民のとの話し合いを

進め、飛騨市の創生に全力で取り組まなければなりません。そこで市長にお伺いします。 
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  １つ目は、市長の目指す飛騨市とは。飛騨市の将来像を「元気で、あんきな、誇りの

持てるふるさと飛騨市」として、経済的な活力に満ちた、弱い立場の人たちも安心して

暮らせ、飛騨に生まれて住んでよかったと思える誇りを持てる飛騨市を目指すとして、

取り組む施策を項目別に発表されていますが、最重点に取り組む施策と、その思いを伺

いたいと思います。 

２つ目には、基本姿勢と飛騨市が１つになるための施策とは。融和と対話を基本姿勢

として、市民の皆さまのご要望やご提案に実現する方法を考えてみる。そして、より良

い結果を求めて工夫とチャレンジを積み重ねていくとあります。どのような方法で市民

との対話と交流を進めるのかお伺いします。立候補決意表明後、市内全域をまわり、質

の高いまちづくりの活動が行われ、発展の芽が数多くあるということを実感されたとい

うふうに伺っていますが、具体的にはどのようなまちづくりに魅力を感じたのかお伺い

いたします。 

３つ目に、６月補正予算（肉付け予算）は。市長は早期に市民との意見交換を実施し、

要望を踏まえた政策的経費や、新規事業を盛り込んだ補正予算を組む方針とのことです

が、予算規模はどの位を考え、この補正予算の柱となる施策は今現在でどのように考え

ているのかお伺いしたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

洞口議員から市長の目指す飛騨市とはというお尋ねをいただきました。その中で私が

最重点に取り組む施策は何かというお尋ねがございます。 

もとより地方自治体は住民生活のあらゆる面での施策を守備範囲としておりますので、

いずれも甲乙つけがたい重要な政策であると考えておりますけれども、あえてその前提

の上に立って最重点ということで申し上げさせていただければ、飛騨市における現下の

最大の課題は、人口減少が進行する中でいかに活力を維持していくのか、いかに元気な

飛騨市にしてけるのかという問題であろうと考えております。そのために私は所信表明

の中でも申し上げさせていただきましたが、地域の外、飛騨市の外、これは飛騨地域の

外ということも含めてですけれども、人と所得を取り込んでいくということが、最も最

重点として取り組むべき施策ではないかというふうに考えております。 

そのプロセスの中で飛騨市の豊富な地域資源に改めて価値を見出し、地域外に広くＰ

Ｒし、飛騨市としてのブランド化を図る。そしてそのプロセスそのものが地域の誇りを

生み出す。そして地域の元気を創り出していくということだと思っております。その中

で私は飛騨市に自信を持っていただきたい。市民の皆さんに素晴らしい街だという自信

を持っていただきたいということを強い思いとして持っているところでございます。 

加えまして、地方自治体にとって、住民の安全・安心を守るということは絶対に欠く
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ことのできない重要な使命でございまして、これは変わることのない最重要課題である

というふうに考えております。 

そうした考え方から、地域の活力づくりと平行して社会的に弱い立場の方々、高齢者

の方、障がい者の方、そして生活の苦しい生活困窮者の方々、こうした方々にきめ細か

な支援を行う。そして誰もが安心して暮らせる飛騨市としていくということにつきまし

て、私は大変強い思いを持っておりまして、そのあたりを重点的に取り組んでいきたい

というふうに考えておるところでございます。 

それから２点目、基本姿勢と飛騨市が一つになるための施策ということの中で、まず

どのような方法で市民との対話を進めるのかというお尋ねがございました。 

私はまず市民の皆様に私の考えをお話いたしまして、また同時に市民の皆様のお話を

伺いたいというふうに考えておりまして、３月２２日を皮切りに、市内１７会場で意見

交換会を開催するということを決めさせていただいておりまして、既に告知を開始させ

ていただいております。並行していろんな各種団体との意見交換会というものも開催し

ていきたいというふうに考えておりまして、その中でいただいた内容について検討をし、

可能なものから順次６月の補正予算で肉付け事業として出しまして具体化していきたい

というふうに考えているところでございます。 

その後も継続的に市民の皆様と対話をするという場を持ちたいということを考えてお

りまして、本庁においては「市長室開放日」というものを設けまして、市民の皆様に気

軽に語りに来ていただくということもやっていきたいと思っておりますし、振興事務所

においては年に数回「移動市長室」というような形で私が１日そこにおりまして、これ

も気軽に話に来てくださいというような取り組みをしていきたいというようなことを考

えております。 

それから合わせて、市内の質の高いまちづくり活動、どんなことが具体的にやりまし

たかというお尋ねでございます。 

いくつか具体的な例を申し上げますが、議員のご当地の神岡で申し上げますと、やは

り「ＮＰＯ法人神岡・町づくりネットワーク」のレールマウンテンバイク、これは本当

に素晴らしいというふうに感銘を受けました。また、先日も参加をさせていただきまし

たけれども、宇宙まるごと創生塾「飛騨アカデミー」これも神岡らしい宇宙や科学とい

うものを活用しようという発想はもちろんですね、携わっておられる方々、若い方々が

非常に熱気にあふれておりまして、本当に質の高い取り組みだなということを思った次

第でございます。 

また例えば「かわい野草茶研究グループ」、ＮＰＯ法人「薬草で飛騨を元気にする会」

この方々の薬草を活用した健康まちづくりというのも本当に素晴らしいなというふうに

思いましたし、市内で薬草をテーマにやっているグループの方々、先日も意見交換をさ

せていただきましたけれども、本当に長い取り組みの中で、これは外に出たらすごく評

価されるだろうなということを感じたところでございます。 
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その他にも例えば、飛騨を絵本の町にしようということで活動されておられる、ＮＰ

Ｏ法人「思い出の絵本展」、古川と神岡の町を案内されている「夢ふるさと案内人」とか

「神岡街歩きガイド」の皆さんの取り組みも内容を伺うと大変質が高いというふうに思

っております。 

また、宮川町あたりですと青年団の活動が残っております。こういったものも今この

時代の中にあって、非常に飛騨市ならではのまちづくり活動ではないかなということも

感じておりまして、こういったところに非常に大きな魅力と、発展の芽があるというこ

とを感じたところでございます。 

それから３点目、６月補正予算の規模と柱立てというお尋ねがございました。 

概ねでございますが、私のイメージといたしまして６月補正予算一般会計の規模は概

ね１０億円弱程度というふうに考えております。肉付き予算編成につきましては、これ

は所信表明で申し上げましたように部分の柱立ての中で事業を検討していきたいという

ふうに考えておりますけども、この規模につきましては投資的経費がどのくらいになる

のか、あるいはそれに見合う歳入をどれくらい見込むのかということによって変更があ

りますということだけは、あらかじめご理解を賜ればというふうに思っております。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１０番（洞口和彦） 

  ありがとうございました。やはり屈指の課題は人口減少に歯止めをかけるということ

と、いかに地域のいろんな力を利用して活力ある前向きな市政にしていくか。そのこと

はよかったなと思っております。 

  市長となればやはり結果というものを重要視するわけですけれども、今その過程にお

いてプロセスも大事にしたいと。私もやっぱり結論ではなくてプロセスも大事にしてい

きたいという人生のモットーでもあります。なんとかそういう意味で目指す市長を目指

していっていただきたいと思います。 

  それから２つ目に、町をどういう目で捉えているのかと。今いろいろな声がでました。

まさに短期間の間にいろんな地域のいいところを掴んでみえるんですよね。そうすると

これらを具体的に言いますと、もうはや、ある程度６月の大きな道筋といいますか、基

本になるものが若干今この結果を発表したことによって、ある程度の道筋を立てられて

いるというふうに思っています。 

  ただ、今から１７会場、それから各方面から団体から意見を聞くということですけれ

ども、これはまたこれで本当に民意を取り入れた、選挙の約束にあったようにされてい

ますので感心はしておりますけれども、ただ今までの市政報告会等と見ますと、要望を

言ってなんとかやって欲しいというような、そういう趣旨がどっちかというとそういう

傾向があると思うんです。しかし今回はこの補正を作って飛騨市の道筋を決めていくと

いうことでありますので、今までの市政報告とは、市長は今までやっていないので分か

りませんけれども、聞いた範囲でですね、そんなようなことで若干市政報告とは違った
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ものになるというふうな感じになるのでしょうか。その１点を聞きたい。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

  市政報告会がどのようであったかというのは私は存じ上げませんが、いろんな要望、

これは市民の皆さんの要望ですから率直におっしゃっていただければいいと思うんです

ね。もちろん細かい例えばここを直して欲しいとか、ここに融雪を付けて欲しいという

のもあるかもしれません。でも私はそれでいいと思っているんです。むしろその中から

ヒントを見つけてそれを具体の施策に高めていくといいますか、それが役所の手腕であ

るというふうに思っております。その中からいろんなヒントを私たちがいただく、言わ

れた要望をそのままこなすということも勿論なんですけれども、そこからヒントをいた

だいて、それを施策という形に組み直して、それでやっていくというのが大事だと思っ

ておりますので、その意味では思う存分いろんなことを言っていただく中で進めていき

たいなとは思っています。 

○１０番（洞口和彦） 

  あまり私がいろいろ言いますと、せっかくの考えが縮まるかもしれませんので、この

問題についてはこのくらいでやめて次の質問に移りたいと思います。 

  ２番目に、夢と希望の取り組み施策の展望についてお伺いしたいと思います。 

  夕張市の鈴木市長、本当に若い最年少の市長で立候補されて、飛騨市も講演を依頼し

てここで本当に堂々たる取り組みを発表されましたし、また、飛騨市からも視察に赴き

コンパクトシティの街づくりや市民等への合意形成等を学んだ、本当に今思っても懐か

しく思い出される市です。期待もしています。ただ、夕張市は財政破綻の後、財政再建

を確実に進めてまいられました。まさに職員共々、市民共々、身を削った財政の再建で

ございました。 

しかし、この１０年間で人口が１万３，２６８人から９，４０９人と約３割以上減少

しました。このままではということで第三者委員会を立ち上げられ、住民との懇談会の

中で、やはり今まで財政再建に縛られて前向きな発想の事業が行われることができず、

市民に失望感が広がり人口流出の原因になったとして、今後「市民が求める未来志向の

政策」や「若者が住んでゆく希望を与える」そんな切実な意見が多く出まして、子育て

支援事業の充実や公共施設の整備、特徴であります炭鉱の後の炭層メタンを利用する新

エネルギー事業の展開で地域再生をしていこうと提言されたと聞いております。まさに

展望なくして市の再生もないということでございます。 

飛騨市では、昨年来いろんなことでテレビで報道された話題はノーベル賞受賞と、も

う１つは先ほど市長も褒めてみえましたマウンテンバイクです。財政は確かに厳しいけ

れども、夢を追う施策の実現が飛騨市の創生に大きな役割を果たすものと確信していま

す。今後、この２つの施策をどのように進めていくのかお伺いしたいと思います。 
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  まず１点目には、先端科学学園都市構想の実現であります。 

  天才科学者、アインシュタインの予言した重力波を、この度報道がありましたように

アメリカを中心とする国際研究チーム「ＬＩＧＯ（ライゴ）」が２ヵ所で観測に成功され

ました。地球から１３億光年離れたところにある２つのブラックホールが合体したとき

に発生した重力波だそうです。今秋遅くか、来年から本格的に始まる「ＫＡＧＲＡ」の

観測でこの重力波を捕まえるだろうと期待しておりましたので少し残念な気もしますが、

梶田先生が言われていたように「本格的な重力波天文学を進めるエキサイティングな時

代に入った」と述べられています。 

この観測は２極点、３極点構想といわれ共同で進めることによって今後の観測に大き

く響いてきます。２極点以上で重力波を捕まえて初めてこの存在が確認され、３極点で

同時に捕まえることによって初めて方向等が分かり天文学になるとされています。今後

のＫＡＧＲＡの観測は、観測装置が増えることで重力波の発生源の特定や、さらに詳し

い情報が得られると期待を大きくしています。 

カミオカンデ、スーパーカミオカンデで、小柴さん、梶田さんがノーベル賞受賞、今

後ＫＡＧＲＡでの観測で３度目のノーベル賞受賞の期待も大きくなっています。また、

７年後の完成を目指す、ハイパーカミオカンデの未来は無限大だと考えています。 

しかし、残念なことに、世界に羽ばたく宇宙科学都市は飛騨市が有名でございますが、

その施設のある茂住地区は衰退の一途を突き進んでいます。飛騨市としては、最大のチ

ャンスと捉え研究者の居住や宿泊に全力を注ぐべきだと考えます。先端科学都市構想に

研究者の協力を仰ぎ、研究の推進と同時にこの都市構想の実現に道筋をつけなければな

りません。実現に向けてのどのような取り組みを考えているのかお伺いいたします。 

  もう１つは、やはりマウンテンバイク渓谷コースの実現でございます。 

  神岡鉄道は２００６年１１月３０日をもって幕を下ろしました。最後のラストランの

ときには、廃線を惜しむたくさんの市民を前に、駅長は「この最後のランが未来につな

がる走りであって欲しい」と言われました。その未来をつないだのが旧神岡鉄道の利活

用ビジョンを作った、旧神岡鉄道の１９．９ｋｍすべての施設を再利用して、過疎化の

進む飛騨市神岡の人々と共に夢と希望を一緒に描き実行するということです。これに取

り組まれていたのはＮＰＯ法人「神岡・町づくりネットワーク」の皆さんです。まさに

この廃線をですね、廃線鉄道の聖地にしたいとの意気込みで取り組まれました。 

マウンテンバイクは飛騨市のすばらしい景色に触れながら、鉄道の上を走り快感と醍

醐味を味わえる乗り物です。何度もテレビで放映され、全国に知れ渡り効果は絶大です。

昨年１０月２８日にＢＳで放送されました「ガッタン・ガッタン・それでもゴー」がま

た今月、今度はＮＨＫで再放送されます。ぜひ見ていただきたいと思っています。 

しかし、残念なことに現在のコースのみの営業では単線使用のために休日の利用が制

限され、昨年は約４万２，０００人の利用がありましたが頭打ちの状況です。コースの

拡張が必要です。２６年６月には２億６，１７４万円が予算で計上され計画に着工しま
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した。その後大きな落石があったということで、その対策に１億８，０１７万円が必要

で、財源確保の見通しが立たないとして白紙化され、この事業は延期されています。 

富山市との交流に希望の持てる「渓谷コース」を防護対策に、現在使用のフェンスの

使用や古タイヤ、間伐材、クッション使用や監視員の配置、定時的な見回りというよう

な方法や、コースの再検討等、使用許可ができるような取り組みが検証ができないのか

についてお伺いしたいと思います。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  それでは、先端科学都市構想の実現についてというところからご答弁申し上げます。 

  このことにつきましては、私は３つのポイントがあるというふうに認識をいたしてお

ります。 

  まず１点目は、世界最先端の宇宙物理学研究拠点で研究されている方々、研究者の方々

の神岡での生活環境の整備ということであろうかと思います。 

先日、ＫＡＧＲＡの研究をされている先生方にお会いをいたしました際に、今後、本

格観測が始まりますと３交代シフトに移行する、そうすると深夜帯に交代することとな

る、そうすると「できれば研究棟のある茂住地内に宿泊の施設があるとありがたい」と

いうようなことをおっしゃっておられました。また、何をお困りですかということをお

聞きしましたときに、やはり「買い物です」と。「コンビニでいいので買い物ができる環

境が必要だ」ということもおっしゃっておられました。 

議員ご指摘のとおり、梶田先生のノーベル物理学賞受賞というのは大変な好機である

というふうに考えておりますので、今後、研究者の方々のご意見を聞きながら、皆さん

の求めていらっしゃるそういった観点から研究者の飛騨市の居住、短期滞在される場合

の宿泊施設、あるいは買い物が出来る環境整備ということについて方向性を見出してい

きたいというふうに考えております。 

  ２点目ですが、スーパーカミオカンデやＫＡＧＲＡなどの研究内容を分かりやすく見

ていただける場を神岡の中に整備する必要があると考えております。 

梶田先生のノーベル物理学賞受賞後ですね、市役所にもスーパーカミオカンデの見学

ができないかとの問い合わせが多くきていると伺っておりまして、全国的に非常に高い

関心が示されておるというような状況でございます。他方で、これに応えきれていない

ということになりますと、これをやはりしっかり受け止めて神岡の交流人口拡大に繋げ

ていく必要があるというふうに思っておりまして、そのためには神岡の町の中に研究内

容を分かりやすく展示できるような場を整備する必要があるのではないかというふうに

考えておりまして、その検討をしていく必要がある。 

  ３点目は、これはハードなんですが、研究施設に入っていきます市道跡津川線という

ところがあります。ここの早期改良をやっぱりしなければならないというふうに思って

おります。道幅が狭くて落石の危険性もある。また冬の間には雪崩の発生により通行が
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不能になるという可能性もあるということで、そういったことが大切な研究の支障にな

っているということがあるのではないかということでございまして、これはやはり世界

的な研究施設を抱える地元自治体として責任を持って取り組むべき事項であろうという

ふうに考えておりまして、この３点が大事ではないかと考えています。 

これらを進めるにあたりましては、当然、財源が必要でありまして、国の交付金そう

いうものを活用できるものは最大限活用したいと思っておりますし、国・県へも支援を

求める要望というものも積極的に展開していきたいというふうに思っておりますが、こ

れと同時に、私は使途を特定したふるさと納税の活用、こういったものが必要ではない

かと考えておりまして、いわゆるプロジェクト型のふるさと納税と言われるものでござ

いますが、こういったものを活用しまして梶田先生達の研究を応援しようという形で全

国に寄附を呼びかけていくというような取り組みをしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

それから２点目、レールマウンテンバイク「渓谷コース」の実現についてというお尋

ねでございます。 

レールマウンテンバイク、これは本当に廃線の神岡鉄道の有効活用ということで、全

国的な廃線の活用事例としても大変優れた成功した事例ではないかというふうに思って

おります。また毎年利用客が伸びておりまして、メディアへの露出も先ほどご紹介いた

だいたように多くて、交流人口の増大には大変寄与しているというふうに認識していま

す。 

そういう意味で運営されているＮＰＯ法人「神岡・町づくりネットワーク」には本当

に敬意を表しますとともに、市としても大いに応援していきたいというのを基本スタン

スとして持っているところでございます。 

ＮＰＯから提案のありました渓谷コースについてでございますが、これにつきまして

は景観のすばらしさを売りにできるコースであるというふうに認識をいたしております。

映像なんかも見させていただきましたけれども、大変魅力のあるコースであろうと感じ

ております。 

一方で、やはりご指摘のように安全対策にかかる費用というものをどう工面するのか

というのが非常に大きな課題であろうというふうに思います。これはご指摘のように費

用のかからない安全対策ということも、これは一つの案ではないかというふうに考えて

おりますので、そういったことも含めまして、できるだけ経費を抑えながら、そういっ

た観点の中からＮＰＯの方々と協議を進めまして集客力のあるコースの供用ができない

かということについて協議を進めてまいりたいと考えております。 

最後に１点、ご承知のとおり、現在利用している区間に１つの大きな橋梁と２つのト

ンネルがございます。こちらにつきましては老朽化が進んでおりますので、安全に利用

していただくために、今月より点検作業に入っているということでございまして、これ

も併せて申し上げさせていただきます。以上でございます。 
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〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

次の３問目の質問は午後からとしますが、再質問があればお願いいたします。 

○１０番（洞口和彦） 

ここにございます、２６年１月に出された先端科学都市構想の報告書ですが、基本的

には先ほど言われました、進めていく道筋としてはこれが基本になるというふうに考え

てもいいのか。 

またこの中で２年ほど経っていますので、特徴的に変わったところはあるのかないの

か、分る範囲で教えていただきたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

今、先に出されました構想との関係ということなんですが、もちろんその大きな意味

ではその構想の中で実現をしていくということになろうかと思います。これはやはりで

きるものから順次やっていく、あるいは現実的に必要とされているものからやっていく

ということが一番大事ではないかと考えておりますので、その中で私の目で見ました中

で一番必要なのは、先ほど申し上げました３点ではないかというふうに考えております

ので、まずはそこから取り組んでまいりたいということでございますし、そういう意味

ではその構想を踏まえたというか、それはそれとして維持をしながら取り組んでいくと

いうことをご理解いただきたいと思います。 

○１０番（洞口和彦） 

よく分かりました。今のところこれに大きな変更点はないということでよろしいでし

ょうかね。 

それとマウンテンバイクの方で質問したいんですけれども、ちょうどこの間の日曜日

にＮＰＯ法人が今出しているビジョンを古川で人を集めて話されたときに４５名くらい

がみえたんですね、非常に関心を持ってやってみえたということで、私は興味があるし

いいことだなと。特にこのＮＰＯ法人は自らの雇用をつくっていくという、それを見出

したいということで一生懸命やってみますので、そのことが響いたのかなというふうに

思います。 

まさに先ほど言われましたようにこのビジョンを見ますと、今度の地域がこんなふう

に書いてあるんですよ。「これまでは高原川漁協でのアユの放流でも経験を重ねてきてい

る。その状態は大変安定している。ルートの特徴は高原川の最も美しい渓谷と、スリル

たっぷりのＰＣ橋や鉄橋、そしてトンネルの連続は圧巻である。また漆山駅からののど

かな田んぼと漆山岳の山嶺は神岡沿線鉄道では最も美しいところである」というふうに

評価してみえます。全部あそこの通りとはいいませんけれども、市長もこの辺経験され

たということですのでそうだろうと思っています。 
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それで、金のかからない方法でなんとか探ってみたいということですごい良い報告を

いただきましたので、私はやっぱり相対効果もありますのでどれだけでも金をかけてす

るということはございませんけれども、やっぱり鉄道ですので期間も経っていますしで

きるだけ早い時期にやっていきだきたいということでございます。 

それから最終的に１億８，０００万円の岩石の防止柵について、私もちょっと見せて

いただいたんですが、検査していただいた八嶋先生ですけれども、４点ほどの箇所を検

査されていたときに１点目は発生源をはっきり確認せよということが書いてあります。

２点目は安全面は完成して検査しよということでございますけど、２点目についても大

きな費用がかかることはないというふうに書いてあります。３点目の点もですね普通の

修復があれば大丈夫だと思いますと言ってみえますし、４点目の調査地については発生

源対策に施す余裕がないということで結局鉄道も全部直せないのでセンサーで付けてそ

れを対応していたんだから、それなりの対応方法があるんじゃないかと。最後のまとめ

として今回の箇所についてはそんなに調査を要する時間はかからないと思われると。も

しかするとほとんど対策が必要にならないかもしれませんが、点検はできるものに依頼

してやってくれというようなことで、この辺も捉えてＮＰＯ法人の方は１億８，０００

万円も追加で直さならんような、そんな事業ではないのではないかと考えてみえますの

で、この辺も今後の取り組みに考慮していただきたいと思いますがいかがですか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

私も事務方からいろんな説明を受けておりますが、これコンサルのレポートも出てお

りますし、八嶋先生の見解も出されております。私、これを先日ですね、とにかく洗い

ざらい全部ＮＰＯ法人の方に提供をして、一緒に１つ１つの項目について検証といいま

すか、見て行こうじゃないかということをいっておりまして、そのことを事務方に指示

をいたしております。 

ですので、今まで出たコンサルの報告書から何からそういった安全性に対する見解を

机の上にあげて、それを皆で検討していく中で、これは本当に金がかからないかどうか、

あるいは対策としてこれで有効かどうかということを皆で一緒に同じテーブルでＮＰＯ

の人たちと話し合いながら対策を講じていきたいということで、およそ市が持っている

情報は全部出して検討していきたいというふうに考えています。その中で金のかからな

いやり方というのが見つかるのではないかと思いますし、もちろんやっぱりここは危険

だ、対策が要るということも合意ができてくるのではないかと思います。 

いずれにしても、しっかりとしたコミュニケーションと合意をとりながらこのことは

進めていくことが必要ではないかということを考えておりますので、そういった点でご

理解いただければと思います。 
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○１０番（洞口和彦） 

本当に前向きな発言ありがとうございます。まとめではございませんけれども、私は

やっぱりいろいろ今度市がやっていく中において、例えばマウンテンバイクだけ捉える、

それから宇宙の関係のところだけ捉える、そしてまちづくりだけを捉える、神岡だけを

捉える、そういう点として捉えるのではなくて、やっぱり今の神岡でしたら私が言いま

した渓谷マウンテンバイクと、それから科学都市、もちろん研究所も施設も含めたもの、

それから水屋というのは非常に特徴があるんです。それに大坪酒造というところもござ

いますし、城も綺麗なんです。そういう面を、今後地方創生には面として捉えた、そう

いう取り組みは絶対に必要だなというふうに思っています。ぜひそのようなことも考え

て２つの施策について実現できるようにお願いしたいと思います。 

〔１０番 洞口和彦 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  ３問目の質問は午後からといたします。 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

  ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

 

  〔 休憩 午前１１時５６分  再開 午後１時００分 〕 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

  休憩を解き、会議を再開します。午前に引き続き１０番、洞口和彦君。 

  〔１０番 洞口和彦 登壇〕 

○１０番（洞口和彦） 

  もう二度と出てこないかと思われたかもしれませんけれども、また再度、最後の質問

をさせていただきます。 

  実は市長からメモが入りまして、先ほど言いました「ガッタン・ガッタン・それでも

ゴー」ですが、３月２５日金曜日の７時半からＮＨＫで、今回はエキストラ４００名の

顔をアップして映すそうですのでぜひ見ていただくようにお願いしたいと思います。 

それでは３つ目、合理化協定対応と調停についてお伺いいたします。 

下水道の整備により、仕事を失う汲み取りや浄化槽の清掃などの業者に、代わりの公

共授業の受注や金銭補償、職種転換のための職業訓練支援などの便宜を図ることを自治

体に許可した法律「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措

置法」が１９７５年に施行され、経営難により業者が撤退することで、下水道に接続さ

れていない市民の生活に支障が出ることを防いできました。具体的には、補償額や期間、
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代替業務、継続的・安定的実施状況やその他基本事項について、詳しくグランドルール

で定められています。 

平成１６年２月に合併した飛騨市は、構成町村の合理化事業計画を引き継ぎ、三者で

合理化協定締結し、その後、実施されてきています。今回、古川分の合理化事業計画の

第２期の最終年度に当たり、事業者は事業転換が着実に進み、各転換業務を独力で実施

できる力をつけているとして、一部業務について随意契約から競争契約への切り替えを

岐環境及び事業者に申し出ていました。今回協議が整わない中での民事調停となりまし

た。民事調停に至った経緯や調停の内容、今後の進め方について伺いたいと思います。 

  １点目は下水道整備状況とつなぎ込みの状況についてお聞きします。飛騨市の下水道

整備と浄化槽のつなぎ込み状況はどのようになっていて、今後の見通しと進展はどうな

っているのかについてお伺いいたします。 

  ２点目に業者と飛騨市との信頼関係は。廃棄物の処理やおよび清掃の作業は市民生活

に直結した仕事であり、誰もが簡単にできない専門的な仕事であります。また長年にわ

たり、飛騨市と業者との間には、深い信頼関係があったと思われます。今度の飛騨市ク

リーンセンターの火災についても、富山、高山への運搬がスムーズに進み、市民への影

響は最小限にとどまったことでも伺えます。特殊の仕事であることを考えますと、近隣

市町村が合理化協定を継続されている中で、広域でも話し合うことがなく、同一歩調は

必要だと思いますが、この点についてはどのように考えて行ったのかお伺いします。 

  ３つ目に調停の経緯についてお伺いします。調停はいつまで行われ、その内容と結果

についてどうなったのか、また調停の成果について伺います。調停で両者の合意は図ら

れる充分な話し合いが行われましたか伺います。また予算計上されました１１１万円は、

実際の費用についていくら使用されたのか伺います。またこの予算使用が有効と考えて

いるのかについても加えてお伺いします。 

  ４つ目は今後の対応についてお伺いします。民事調停により、今までの信頼関係に変

化が生じたのではないかと大変心配しています。また質疑が生じた場合は必要に応じて

双方で協議することになっていますので、問題がある場合には協議優先で進めてほしい

というのが私の考えです。今後どのようにこの問題について進めたいのかお伺いいたし

ます。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔環境水道部長 藤井義昌 登壇〕 

□環境水道部長（藤井義昌） 

それでは３番目のご質問、合理化協定対応と調停についてお答えします。 

まず１点目の下水道整備状況とつなぎ込み状況についてですが、飛騨市の下水道事業

は、公共下水２施設、特定環境公共下水２施設、農業集落排水及び類似事業が１５施設

の計１９施設において下水の集合処理を行っています。 
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整備状況につきましては、平成２７年３月３１日現在の人口、２万５，７０９人に対

して整備人口２万４，１０７人、整備率９３．８％となっています。現在整備中の神岡

町船津処理区は平成２９年度完了の計画であり、平成２８年度予算では、寺林、梨ヶ根

地区の管渠整備工事を予定しています。 

また、水洗化率は古川９１．１％、河合９２．４％、宮川８２．４％、神岡６２．１％

となっており、市全体では８１．０％となります。 

今後の下水道への接続の見通しは、下水整備計画の中で未整備区域が僅かとなったこ

と、近年の水洗化率の上昇が緩やかなことを合わせますと横ばい状況となると考えてい

ます。 

  次に２点目の業者と飛騨市との信頼関係についてですが、今般の飛騨市クリーンセン

ターの火災に伴い、市内の２つの事業者の皆様には、運搬先など業務内容の変更に対し

まして、迅速、かつ柔軟に対応頂き、市民生活への影響を最小限に抑えることができま

した。使命感も持ち、業務に当たられている事業者の皆様には大変感謝しております。 

このような対応は、普段から事業者と市担当が従業員の皆様の健康も考慮しながら、

綿密に協議しながら業務を行ってきた結果と考えており、良好な信頼関係があったから

こそできた事であると考えております。 

広域的な自治体間の連携につきましては、県下の自治体で組織する岐阜県市町村廃棄

物処理事業対策協議会、略称、廃対協と言いますが、これが設立されておりまして、平

成２６年６月の総会において、廃対協は、各市町村の下水道進捗状況、代替業務量の過

多・過少、地元事業者の数など状況が異なっており、統一した内容の交渉は困難である

ということから、事実上、個別に対応を行うことになっております。このため飛騨市に

おいても、本決定を踏まえ単独で協議を行っているところです。 

次に３点目に調停の経緯についてお答えをいたします。地元２事業者、岐阜県環境整

備事業協同組合とは、平成２６年度から話し合いを重ねてきましたが、妥協点を見出す

ことが出来ませんでした。 

この調停につきましては、平成２８年度以降の代替業務発注について説明し、調停の

場で双方の立場を明らかにするために申し立てたものであります。 

  昨年８月から本年２月までの４回の調停において、飛騨市の考える契約方法について、

資料を提示しながら説明を行いましたが、４回の調停を経て、裁判所から、双方とも新

たな観点での主張がないとの指摘を受け、２月２５日に調停を取り下げたところです。

なお、調停費用として１０９万１,９００円を支出しております。市といたしましては、

この調停で、市の考える説明ができたと考えております。 

  最後に４点目の今後の対応についてですが、本来、契約につきましては、信頼関係の

中で行っていくことが基本と考えております。本件においても同様に考えており、今後

も丁寧に説明を行いながら事業を進めてまいりたいと思っております。以上、よろしく

お願いします。 
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  〔環境水道部長 藤井義昌 着席〕 

○１０番（洞口和彦） 

  簡潔明瞭に説明ありがとうございます。調停を取り下げしたということですので、実

際、調停のあり方なんですけれども、裁判官を介して両主張者と業者側が同じ立場で話

し合われるのか、それとも単独なこういう話し合いなのか、どういう方法でこの調停は

行われたのでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□環境水道部長（藤井義昌） 

  形態は、調停員がみえまして、そこにそれぞれが別々に入ってきまして、一旦下がり

まして、そういう感じで両者が一緒に顔を合わせることはございません。 

○１０番（洞口和彦） 

  分かりました。ということは、調停をやられたけども業者との話はされていないとい

うことですので、裁判所は新しい進展がないからということで取り下げられたというこ

とですけれども、両者の歩み寄りというのは、この時点ではなかったというふうに解し

ます。そういうふうでよろしいでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□環境水道部長（藤井義昌） 

  お答えします。この調停の当初の目的でございますが、相手方に対して今度やる契約

制度の説明を丁寧にするというものでございまして、その目的は一応市は達したという

ことであります。 

  ただ、合意とか総意については、そういう目的でございませんでしたのでございませ

んでした。 

○１０番（洞口和彦） 

  分かりました。ちょっと私も勘違いしていたところがあります。合意に達せなかった

ということについては今までのグランドルールの締結が、そのまま継続されている、今

後はしていくという捉え方でいいんでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□環境水道部長（藤井義昌） 

  グランドルールとか合理化協定、当初結んでおりますが、それについては一緒でござ

いますが、両者におきましてグランドルールは基本でございますので、その中に提供業

務量の多さとか周期は決まっていないんです。その辺について市が今考えている方法で

合特法に関係する随意契約はこれだけで、残りについては随意契約の理由にあたらない

ので指名競争入札にしたいというような説明をさせていただいたところです。 
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○１０番（洞口和彦） 

  若干意見が合わなかったということはありますけれども、もちろん全部の事業を随意

契約にするということありませんし、その辺はやっぱりこの基本契約の中にも「業者は

いろいろなことで努力をしなさい」というふうにうたってありますし、もし話が合わな

かった場合については「協議をしなさい」ということがあるんですよね。 

  私はやっぱりこういう問題については、物別れに終わったからそっちの方でというよ

うな考えは、どうしても近づきつつあった協議の内容を元に戻してしまう、そういうこ

とが懸念されます。なんとか今後も話し合いの中で、もちろんそういう話しをすれば代

替業務以上の業務についてはですね、業者の方も、これは一定の項目についてはやっぱ

り入札ということも理解されるのではないかというふうに思っているんです。 

  今までの業績もそうですし、かなり企業内努力はされてきていますので、一生懸命や

っているんだけれども、あなたたちは自立できるだけの体制を整えたんだからというの

は、これは市の判断であって、相手はどう思ってみえるのかということも聞きながら、

今後も誠心誠意話を進めていただきたいということを申し上げて私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

  〔１０番 洞口和彦 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

  ここで発言者氏名取り替えのため、暫時休憩とします。 

 

  （ 休憩 午後１時１６分  再開 午後１時１６分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。次に１番、仲谷丈吾君。 

  〔１番 仲谷丈吾 登壇〕 

○１番（仲谷丈吾） 

  皆様、こんにちは。議長から発言のお許しをいただきましたので質問させていただき

ます。初めての一般質問ですが、皆様何とぞよろしくお願いいたします。 

  私からは地下実験研究者の皆様の環境について、前向きに動き続ける市政についての

２つのことについて質問させていただきます。 

  まず１つ目の地下実験研究者の皆様の環境についてです。先日、東京大学宇宙線研究

所で研究をしている学生の方々からお話を伺ってきました。 

  市長は所信表明で、「ノーベル物理学賞を梶田さんが受賞されたことによって飛騨市は

大きなチャンスを迎えている。スーパーカミオカンデは飛騨市の誇りとして重点的な振
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興策を講じていく」とおっしゃっておられました。私は、この地下実験について、研究

者の方々、研究に参加されている海外からの研究者、その秘書の方々、そして名門大学

から研究に参加されている学生の皆さん。素粒子物理学世界最先端の研究をされている

世界トップクラスの研究者やその卵の学生の皆様は、飛騨市にとっても、日本にとって

も、世界にとっても、宝だと思っております。 

  スーパーカミオカンデを多くの皆様に知っていただくための施設ももちろん必要です

が、私は飛騨市としてこの研究者の方々に、快く研究を進めていただけるような環境作

りもとても重要だと感じております。そして、それは今の段階では私から見て十分では

ないと思います。 

  飛騨市に住む私たちが、東京大学の教授や学生の方々と接することは東京大学の近く

ならあり得ますが、飛騨市に住んでいてはまず考えられないことだと思います。なぜ飛

騨市に住んでいながら、こうした機会を得られたのか、それはスーパーカミオカンデが

あるからです。そして、そのスーパーカミオカンデを作る環境が、日本中でここ飛騨市

にだけあったからです。そういった意味で飛騨市は特別な場所です。もっと飛騨市とし

て力を入れるべきだと思いますし、都竹市長は所信表明でも先ほどもおっしゃっている

とおり力を入れていかれると思います。 

  ここからは学生の皆様に伺ってきたことです。学生の皆さんの何名かは大沢野に住ん

でいます。なぜ大沢野に住んでいるのかというと、「飛騨市のどこに住めるところがある

のか分からなかったから」とのことでした。飛騨市から東京大学の学生さんたちに向け

た住まいのアプローチはなかったようです。 

  大沢野のスーパーは２２時までのところがありますが、神岡のスーパーは２０時まで

で閉店してしまうということ、出張で神岡施設へ来ている方々は、１０月からバスの改

正で不便をされているそうです。今までは東京大学で遅くまで仕事をされていても、Ｊ

Ｒ富山発１９時４９分、ＪＲ猪谷着２０時３８分、猪谷バス停２０時４５分、茂住バス

停２０時５４分を利用することにより、翌日の朝８時からの仕事に間に合うという利便

性がありました。１０月からの改正で猪谷バス停２０時４５分が廃止となり、１９時３

８分が最終になりました。こちらの方も不便になったとおっしゃっておられました。 

  もう１点、皆さん口をそろえておっしゃるのは、市長も先ほどおっしゃいましたがコ

ンビニエンスストアが欲しいということでした。こういった生の声があることは、この

場でお伝えいたしたく発言させていただきました。 

  ここから提案型の質問をさせていただきます。学生の皆様に話を伺う中で、最も重要

なことは住環境ということが分かりました。地下実験に関わる全ての方に対して、飛騨

市賃貸住宅家賃補助制度のようなものを設けることはできないでしょうか。そして、調

べてみましたが、神岡には学生さんが１人で暮らすアパートに空きがないことも分かり

ました。市営住宅もいっぱいでしたし、神岡の某企業で建築管理しているアパートでは

５０世帯が暮らしており、すべて満室でした。今も予約や問い合わせの電話が毎週あり、



37 

 

需要がかなりあると感じられているそうです。 

  現在、このような状況で、神岡には住まいが存在しませんでした。こちらも非常に問

題です。この問題に関しては、介護施設を建設するときに補助金を出すように、アパー

トオーナー様に対して補助金を活用していくことも考えていけたらいいのではないかと

思いました。 

  さらに交通の便の悪さに関しても、今後の対応について市長の考えをお伺いしたいで

す。よろしくお願いします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

仲谷議員からご質問を頂戴いたしました。地下実験研究者の皆様の環境についてとい

うことでご答弁申し上げます。 

飛騨市賃貸住宅家賃補助制度、ご提案をいただきました。また併せて交通網について

のお尋ねがございましたので、一括してお答え申し上げたいと思います。 

まず、東京大学宇宙線研究所、数物連携宇宙研究機構、東北大学ニュートリノ科学研

究センターが中心となって進めていらっしゃるさまざまな宇宙物理学研究については、

ノーベル物理学賞をはじめとする多くの成果を出し続けておられます。これは飛騨市の

誇りでございまして、これは当然我々として誇るべきものなのですが、併せてこれはわ

が国全体の誇りであるというふうに考えておりまして、その研究生活、その研究環境を

整え支援することは、世界的研究施設を有する地元としての責務であり、また、今後の

飛騨市が取り組むべき最重要項目の１つであるというふうに認識いたしております。 

その中で、洞口議員のへのご答弁申し上げたことと繰り返しになりますけれども、Ｋ

ＡＧＲＡの研究をされている先生方と先日お会いをした際にも、今後、本格観測に向け

て３交代シフトに移行することになると。そうなると深夜に交代することになるので、

研究棟のある茂住地内に宿泊施設が欲しいと。また、あるいは先ほど議員もおっしゃい

ましたが、コンビニエンスストアのような買い物施設が欲しいというようなこともお伺

いしておりまして、こういったご要望があるという認識をしているわけでございます。 

加えて、議員ご指摘のような交通の問題、これについても私も若干の危機を感じてい

るわけでございまして、対策を講じる必要があると考えております。 

その具体化にあたっては、私自身も研究に従事する先生方、学生さん方とお会いをい

たしまして、何が必要なのかということを直接お伺いをさせていただきたい。そして、

その中でどのような支援策が最も有効なのかということについて、考えていきたいとい

うように考えております。先日、先生方とお会いした際に、私一度見に行きますと。そ

れから直接話を聞かせてくださいということをお願い申し上げまして、新年度に入って

すぐに施設見学や懇談の場を設けていただくことになっておりますので、その際に、ご



38 

 

要望を余すことなくお伺いをしていきたいなと思っています。 

そうした中で、ただ今の議員からご提案をいただきました飛騨市賃貸住宅家賃補助制

度、また、交通網の整備もご趣旨を踏まえながら、研究されている方々の利便性が一番

高まる方向で検討を進めてまいりたいと考えております。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１番（仲谷丈吾） 

  ありがとうございました。ぜひご検討いただければありがたいと思います。それでは

次の質問に移らせていただきます。 

  ２つ目に、前向きに動き続ける市政についてです。これまでに飛騨市はコンサルタン

トを投入して経営改善や、まちづくりを行ってきました。今月３月までの契約もいくつ

かあります。契約満了に伴い、これからの飛騨市は今までどおりコンサルタントに頼る

のか、市民の力でまちづくりを進めていくのか、都竹市長にお伺いしたいと思います。 

  都竹市長が所信表明でも「市民の皆様とともに」という言葉を多く使っておられまし

た。「前向きに動き続ける市政を作っていくために、よいと思ったことはまずやってみる、

市民の皆様のご要望やご提案に対しては、まず実現する方法を考えてみる」とおっしゃ

いました。私はこの市長のお言葉には、これまで飛騨市が進めてきたコンサルタントを

利用したまちづくりではなく、これからは飛騨市民、自らがこの飛騨市をプロデュース

していくという思いを強く感じ、うれしく思いました。 

  私は飛騨市に移り住んでまだ日も浅いですが、古川町商工会青年部、神岡町商工会議

所青年部、金毘羅当番会、ＧＳＡ実行委員会で町のイベントに参加させていただいてき

ました。全てボランティアイベントですし、自分たちの時間を削り、地域のために参加

しているスタッフのエネルギーを感じることができました。鶏ちゃん合衆国、地域人口

学研究会など、有志で集まった団体でご活躍されておられました都竹市長でしたら、よ

くお分かりだと思いますが、コンサルタント会社に頼らなくても地域には素晴らしい人

材が揃っておりますし、アイディアもたくさんあります。そして何より、生まれ育った

町への郷土愛があります。 

  私は、東京で飛騨の郷土料理を扱う居酒屋を経営してきました。そんな中で、たくさ

んの関東在住の飛騨市出身のお客様と接してきました。どの方も故郷を懐かしく思い、

東京で暮らしながら「飛騨が大好きだ」とおっしゃっておられました。郷土愛というの

は、ものすごいエネルギーを持っているものだと１０年間肌で感じてまいりました。こ

の郷土愛はまちづくりには欠かせない要素だと私は思います。 

  そして、飛騨にはありがたいことに、様々な経験をお持ちの移住者がご活躍されてお

ります。この移住されてきた方々とともに「メイドイン飛騨」でまちづくりをしていき

たいと私は個人的に強く思っております。飛騨市には外部コンサルタントに頼らずとも、

素晴らしい人材、資源があることを都竹市長は十分に感じておられると思います。 

  そこで、私からは提案型の質問をさせていただきたいと思います。６月補正予算に向
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けて、期限を決め、全飛騨市民、市議会議員からまちおこしの政策を募集し「飛騨市ま

ちづくりプレゼンテーションコンテスト」を開催してみてはいかがでしょうか。持ち寄

った企画に対して厳密な審査を行い、よいものがあれば予算をつけて実行していただけ

ないでしょうか。期限を決め厳密な審査を行うことがとても重要です。自分たちの、ま

ちづくりへの思いが形となるチャンスです。きょうまででも、飛騨市中から都竹市長へ

多くの陳情が届いているのではないでしょうか。飛騨市には数多く団体がございますの

で、今後、公平性を出すためにも一斉にまちづくりのアイディアを持ち寄って審査して

はいかがでしょう。知恵を出し合い、審査を通らなかったら足りない部分をしっかりと

反省して次に活かせるような、そんなプレゼンコンテストにしてはいかがでしょう。例

えば、今活イベントの開催ですとか、エゴマによる地域活性化、空き家を有効活用した

いなどの企画が持ち寄られるかもしれません。 

  ６月補正予算に盛り込めるように、今の時期に開催することがとても重要だと思いま

す。この件に関して市長のお考えをお伺いしたいです。よろしくお願いします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  ２点目のご質問でございます。ご提案型の質問ということで、飛騨市まちづくりプレ

ゼンテーションコンテストというご提案を頂戴いたしました。 

  議員もおっしゃいましたし、先ほど洞口議員へのご答弁の中でも申し上げさせてもら

いましたけれども、飛騨市には非常に質の高いまちづくり活動がたくさん行われており

まして、またそういった人・団体が数多く存在し活躍をされているということを、私自

身も強く認識をしておりまして、また、そうした方々がさらに活躍できる場を、あるい

はそういった場を作っていくということが非常に重要であるということを私自身強く思

っております。その意味では、飛騨市に存在をいたします、そうした質の高いまちづく

り活動をされている方々が思う存分活動をし、また力を１００％発揮されれば議員おっ

しゃるようなコンサルに頼ることなく、自分たちの力でメイドイン飛騨市のまちづくり

ができていくのではないかということは私も思っておりまして、議員と全くその点同感

でございます。 

  その具体化、具現化の方法といたしまして、私自身は市民自らが企画し、あるいは市

民自らが実行する活動というものに対して広く市が援助していくというような制度を作

れないかなということを考えておりまして、これは必ずしも大きなお金、大きな補助金

を出すということではなくて、小さなものでもいい、あるいはちょっとした背中を押す

という支援でいいということの中で、できるだけたくさんの市民の方々が伸び伸びとや

っていただく、自分たちこんなことをやっているんだということを提案していただいて、

それに対してそれをコンペで競いながら、いろんな支援策を勝ち取っていってもらうよ
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うな、そんな制度ができないかなというイメージをまさしくしておりましたところで、

議員のご提案のイメージとかなり近いものがあるなというふうに今伺っていたところで

ございます。 

  その意味では、今後６月の補正予算に向けて制度設計をこれからしていきたいという

ふうに思っておりますけれども、その中で議員ご提案のようなプレゼンテーションのコ

ンテストといいますか、プレゼンテーション大会的なコンペ形式での審査と。あるいは

それ自体が発表の場になるというようなことについても検討してまいりたいというよう

に考えております。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１番（仲谷丈吾） 

  市長、ありがとうございました。ぜひご検討いただきたいと思います。これで私の一

般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

  〔１番 仲谷丈吾 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

  ここで発言者氏名取り替えのため、暫時休憩といたします。 

 

  （ 休憩 午後１時３４分  再開 午後１時３５分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

  それでは休憩を解き、会議を再開いたします。次に４番、住田清美君。 

  〔４番 住田清美 登壇〕 

○４番（住田清美） 

  それでは議長より発言のお許しをいただきましたので、ただ今から一般質問をさせて

いただきます。 

  まず、子育て支援についてお尋ねいたします。子育てには３６５日休日がありません。

来る日も来る日も子どもたちと向き合い、育んでいかなければなりません。子どもが見

せる笑顔と成長があるからこそ明日も頑張ろうという活力になるのです。 

近年、女性の社会進出に伴い、結婚・出産・育児後も離職せず働き続ける女性が増え

ていくことが伺えます。また、飛騨市では、多くの子育て世帯が子育てへの協力者を得

ている一方、子育て協力者がいない、いわゆる育児に孤立しがちな世帯も５．６％あり、

社会全体で子育てを支えていくことがますます重要になってきます。 

国では少子化対策として、平成２４年８月に「子ども・子育て支援法」を始めとする

「子ども・子育て関連３法」が成立し、それに基づく「子ども・子育て支援新制度」が
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創設されました。 

飛騨市においても、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況や潜在的な利用希望を

含めた希望を把握した上で、市内における教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み、提供体制の確保の内容と実施時期などを盛り込んだ「飛騨市子ども・子育

て支援事業計画」を平成２７年３月に策定し、計画的に実施するようになっております。

この計画では「みんなで育もう、地域の宝～子育てにぬくもりを、子どもから飛騨市の

元気を～」を基本理念に子育て支援が推進されていきますが、制定後１年を経過いたし

まして、今後の実施計画や拡充案について以下の点につきお尋ねいたします。 

  まず初めに、少子化対策の基本方針をお伺いいたします。人口減少と少子化は全国的

な課題ですが、当市においても喫緊の課題です。特に少子高齢化の進行は、労働力の減

少や社会保障負担の増加、地域の活力低下など、将来的に社会経済への深刻な影響をも

たらすものとして懸念されます。また、核家族の進行、女性の社会進出、就労環境の変

化など、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中、飛騨市

として少子化対策としてどのように進めていかれるのか、基本的な考えをお伺いします。 

  ２つ目からは具体的な対応についてお尋ねします。まず、保育園の年度途中の未満児

受け入れについてです。保育園入園について、現在は待機児童なしと報告されています

が、全国的には保育園不足が叫ばれています。今月に入り「保育園落ちた、私輝けない

じゃないの」というブログ記事に共感した保護者らが政府に署名を提出するなど話題と

なっています。そこで、飛騨市の入園状況、特に未満児の受け入れについてお尋ねしま

す。年度当初は入園希望がなくても、年度途中で仕事が決まったり家族に介護が必要な

方があったりで、急に保育の必要性が出てくる場合があります。２８年度も未満児は１

５０人以上を受け入れられるようですが、年度途中でも未満児はスムーズに入園できま

すでしょうか。 

３つ目は、休日保育の実態と今後の実施についてです。現在、祝日保育はさくら保育

園にて、また、休日保育については本年１月から宮城保育園で実施されていますが、利

用実績と今後の見通しについてお示しください。 

  ４つ目に、病児病後児保育についてです。ニーズ調査の中でも本事業に対する要望が

多いと伺っていますが、計画では、平成２８年度古川地区にて、２９年度神岡地区での

実施を目標にされていますが、具体的な開設時期についてお伺いします。また、増島保

育園に体調不良児室がありますが、こちらは今後どのような位置づけで進められていく

のでしょうか。 

  ５つ目に、子育て支援センターの開放日拡充についてお尋ねします。保育園入園前の

子供と保護者のふれあいの場である子育て支援センターは連日多くの親子が利用されて

いますが、古川地区・神岡地区については、土曜日は月２回の開設となっています。特

に土曜日は父親も参加しやすいこと、また平日は仕事で利用できない方などから全ての

土曜日開放を希望する声がありますが、いかがお考えでしょうか。 
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  ６つ目に、利用者支援事業についてお尋ねします。子ども・子育て支援事業の中では、

「子ども及びその保護者等、または妊娠している方が、その選択に基づき、多用な教育・

保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目

的とするもので、利用者の個別のニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供・

相談・利用支援等を行うとともに、関係機関との連絡・調整を行う事業」と記されてい

ます。 

飛騨市ではまだ実施されていない事業ですが、ニーズはあるものと思われます。出産

直後の援助や就労支援につながる相談など、そのケースごとに関わる人たちも変わって

くると思います。保健師や保育士、栄養士、医療関係者などの専門職をはじめ、各種の

行政窓口も関わってくると思われます。ぜひ窓口をしっかりしていただき、それぞれが

連携し必要に応じた具体的なプランが提供できるよう、本事業の実施を希望します。 

以上、子育て支援についてお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  子育て支援についてお尋ねを頂戴いたしました。私からは少子化対策の基本的な考え

方についてご答弁申し上げます。 

  少子化の主な原因でございますけれども、一般的には母親となるべき世代の人口の減

少、それから未婚率の上昇、それから１人の女性が出産する子どもの数の減少など、こ

ういったことが挙げられているというところでございます。 

  これに関しまして飛騨市の出生等に関するデータを若干ご紹介申し上げますと、まず

出生数でございますが、平成２０年に２０５人であったところ、年々減少しておりまし

て平成２６年には１３７人ということで、約７０人の年間の減少という状況になってお

ります。一方でこの合計特殊出生率、これがよく言われるわけなんでありますけれども、

年によってバラつきがありますが、概ね１．７から１．８前後で推移いたしておりまし

て、平成２６年は全国、岐阜県ともに１．４２であるところ、飛騨市は１，７１と高く、

また県下でも第７位と上位に位置しておるところでございます。これは国および県の目

標値である１．８にかなり近い数字になりまして、実際に年によって１．８に達してい

る年もあるというような状況です。 

  もう１つ、未婚率なんですが、これは平成２２年国調ベースで人口２０歳から３９歳

について見ますと、未婚率は４７．３％ということで、県下でも低い方から１２位とい

うことで比較的結婚されている方も多いというような現状にある。 

  あともう１つ、先ほど申し上げました母親となるべき世代の女性人口がどうなってい

るかということなんですが、これ２０歳から３９歳の女性人口の推移を見ますと、平成

１２年に２，８６７人であったところが、平成２２年には２，１５８人という、２５％
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の減少をみているということでございまして、私はこれが飛騨市の出生数の減少に大き

な影響を及ぼしているというふうに考えております。 

このような現状を踏まえて考えますと、飛騨市における少子化対策の基本的な考えと

いうものにつきましては、まずやはり若い女性の市内の移住・定住の促進、ならびに流

出防止ということはきちんと取り組んでいく必要があるということかなと思っておりま

す。 

これはなかなか難しい面もあることでございますけれども、まずこの点の認識をしっ

かりしておく。その上で出産しやすい環境の整備、さらには結婚に結びつく出会いの機

会づくり、そして保育の体制作りを含めた子育ての支援など、総合的な支援を行ってい

くということが肝要ではないかと考えておりまして、このような観点から少子化対策に

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

以降の項目につきましては、市民福祉部長より答弁させます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  続いて答弁を求めます。 

  〔市民福祉部長 谷澤敦子 登壇〕 

□市民福祉部長（谷澤敦子） 

それでは、議員ご質問の２点目から６点目までについてお答えをいたします。 

２点目、保育園の年度途中の未満児の受け入れについてお答えをいたします。 

まず、保育園入園に関する待機児童ですが、これまでも待機児童につきましてはみえ

ませんでしたし、現在もいない状況であります。また、未満児の年度途中からの入園に

つきましても第１希望園に沿えない場合もありますが、次の希望園への受け入れができ

ているところであります。平成２８年度の未満児入園に関しましては、古川町内の１つ

の保育園に申し込みが多く受け入れ超過となったため、優先利用の基準に基づきまして、

保護者のご理解を得て他園に移っていただいたところです。 

  ３点目、休日保育の実態と今後の実施についてお答えいたします。まず、現状につい

て述べさせていただきます。さくら保育園における祝日保育は、さくら保育園が開園し

た平成２５年度から開始しています。利用実績につきましては、平成２５年度、祝日１

４日、利用合計人数７２人、一日平均人数５．１人。平成２６年度、祝日１３日、利用

合計人数８５人、一日平均人数６．５人。平成２７年度、祝日１４日、利用合計人数１

３６人、一日平均人数９．７人と年々増加傾向にあります。 

  一方、宮城保育園における休日保育は、平成２８年１月１０日より開始しています。

現在までのところ、利用者はまだみえないのが現状であります。保護者への周知につき

ましては、開始前に保育園保護者へご案内を直接送付し、さらに２月広報にて掲載した

ところです。制度が開始されたことを知らなかったという保護者もみえたことから、今

後とも周知・啓発に努めてまいりたいと考えております。 



44 

 

  ４点目、病児病後児保育の実施についてでございます。平成２８年度古川地区の開設

時期につきましては、スタッフの研修及び施設改修の工期による影響にもよりますが、

遅くとも本年１０月には開設したいと思っております。また、神岡地区での開設時期に

つきましては、現時点では未定でありますが、平成２９年度開設を目指し検討したいと

考えます。 

 また、増島保育園の体調不良児室につきましては、保護者の皆様からも好評を得てお

りまして現状どおりの運用を継続していきたいと思います。ただし、この施設は病児病

後児保育開設までの経過的な位置付けであることから、今後保護者からのニーズおよび

指定管理者からの意向を踏まえながら、できれば本格的な設置に向けて協議していきた

いと考えています。 

５点目、子育て支援センターの開放日拡充についてでございます。子育て支援センタ

ーの土曜日開設につきましては、ご質問にもありましたとおり、古川地区で第２・４土

曜日の午前中、神岡地区で第１・３土曜日の午前中開設しているところです。 

土曜日の利用状況につきましては、古川で一日平均２５組、神岡で５組と多くの方々

にご利用いただいています。父親の利用につきましても平日と比べ多くなっているとこ

ろです。全土曜日の開設につきましては、今後、利用者からのニーズや現場スタッフの

意見を聞き取りながら、職員の配置体制も考慮して前向きに検討してまいりたいと思い

ます。 

最後６点目、利用者支援事業についてお答えをいたします。まず初めに飛騨市での支

援の現状をみますと、妊娠から保育園入園前までは、妊婦訪問そして乳幼児健診等で必

ず保健師が関わるため、保健師がコーディネーター的な役割を担い様々な相談に対応す

るほか、子育てガイドブックを活用して各事業や相談窓口の紹介も行っています。入園

すれば保育園、入学すれば学校が主たる相談窓口となり子どもの成長に合わせた支援を

行っています。 

また、関係機関との連携については、保健センター、子育て支援センター、保育園、

発達支援センター、児童発達支援事業所である「やまびこ教室」・「ことばの教室」の関

係のスタッフによる「子育て連絡会」を開催し情報共有と必要な支援に繋げています。

併せて保育園への入園や学校への入学する際には、必要な情報の引継ぎが行われており

ます。このように妊娠期から子育て期にわたるまで様々な支援は行っているものの、議

員ご指摘のように相談窓口が一本化されていないことも事実であります。 

一方、現在、国におきましては妊娠期から子育て期までの多様なニーズへの総合的支

援をワンストップで行う「子育て世代包括支援センター」の全国展開を目指す方向性が

示されています。飛騨市としましては、子育て支援の現状を踏まえた上で、このセンタ

ーの設置を検討する中で、利用者支援事業を一体的に実施していきたいと考えますので

よろしくお願いいたします。 

  〔市民福祉部長 谷澤敦子 着席〕 
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○４番（住田清美） 

  ただ今、市長の方からは具体的な数字を示していただきながら、その原因についてし

っかりと把握をしていただき、子育て支援に反映させていただくというお言葉をいただ

きありがとうございました。 

  また、部長の方からは、それぞれの取り組みについて詳細にありがとうございました。 

保護者にとりましては、やはり休日保育・祝日保育・延長保育など、保育に関する安

心してできる受け皿があるということだけで、安心した子育てが出来るのではないかと

思っております。その中で１点だけ再質問させていただきます。 

  これらの休日保育ですとか病児病後児保育もそうなんですけれど、サービスを拡充さ

せますと必ずスタッフの数が必要となってまいります。今でも保育士さんの不足が全国

的に問題になっていると思いますけれど、飛騨市の中では保育士不足についてどのよう

な現状なのか、またどのような対策があるとしたらちょっとお示しいただきたいと思い

ますが、お願いします。 

□市民福祉部長（谷澤敦子） 

  お答えをいたします。議員ご指摘のとおり、保育士の職員の体制を作るのに本当に苦

慮しているところで、現時点でも少ない中でというか、臨時職員の採用をいつもしてい

ただいているんですけど、今回、第三次募集ということでなかなか揃わない中で第三次

募集をさせていただいております。 

  その中で、実は保育士の資格を持ってみえない方でも、例えば学校支援員を５年間経

験されたというような方の採用にもお手伝いをしていただいたり、そして職員の採用の

年齢を３５歳まで引き上げるということで少し幅を広げさせていただいたり、昨年７月

からは保育士登録制度というものを設けさせていただきまして、実際そこに登録してい

ただいた方に雇用に繋げていただいて、現場で働いていただいているという状況もござ

います。また、飛騨市におきましても正職員の募集ということを平成２６年度から採用

いただけるようになりまして、今それが２８年度にもつながっているということもござ

います。 

  最後に１点、今の子ども・子育ての関係で、子ども・子育て支援員を広く要請してい

くということで、国では子育て支援員研修制度というものを設けまして、県でもそのこ

とで少しでも現場で働いていただける方を少しでも多く、研修制度にのっていきたいと

いうことで、今その制度において飛騨市でも、例えば放課後児童クラブの先生方にもそ

ういうところの研修を受けていただくようなこともしながら、よりスタッフの質の向上

と言ったらあれですけれど、より専門性を高めていただくということで、そういう意味

での子育て支援の現場で働いていただける方を広く採用、募集していきたいなというこ

とで対策を取らせていただいているところでございます。 

○４番（住田清美） 

  そうですよね、国ではまだ発表されておられませんけれども、保育士が再就職する際
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の支援金制度などを導入されるというような動きもありますし、民間では保育所運営会

社が自分のところの会社に入ることを条件に、奨学金を支給する制度などを創設するな

ど、保育士不足解消に向けた動きが出てきております。ぜひ飛騨市でも子どもたちが健

やかに成長できるよう、保育士の採用、また待遇改善等も含めて環境整備をしていただ

きますようお願いいたしまして次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  続いては、女性の活躍推進についてお尋ねいたします。国は、女性が、職業生活にお

いて、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」いわゆる「女性活躍推進法」を制定し、女

性の採用や昇進の機会拡大をはかっています。特に、従業員３００人以上の企業は本年

４月１日までに、採用者や管理職に占める女性比率の目標など行動計画を公表しなけれ

ばなりません。優れた取り組みをする企業を国が認定すると各種の優遇策も盛り込まれ

ています。今後、女性が職場で希望に応じて十分に能力を発揮できるよう、企業や行政

の取り組みが期待されるところです。 

 飛騨市の男女別就業者数および就業率は、人口減少に伴い、ともに減少傾向にありま

すが、男性と比較すると女性は減少傾向が緩やかなまま推移し、働き手全体に占める女

性の就業者の比率は徐々に増加しつつあります。 

また、年齢層別に、生産年齢人口に対する労働力人口の比率をみますと、女性は２０

代後半から３０代半ばにいったん落ち込む「Ｍ字カーブ」を描いていますが、年々Ｍ字

カーブの窪みが浅くなっています。このことは、晩婚化の影響も考えられますが、結婚・

出産・育児などによって職を離れることなく、仕事を継続できる環境が少しずつ整って

きたことによるものと考えられる一方、夫婦共働きが必然となりつつある社会へ変化し

ているためとも考えられます。 

このような中、飛騨市では平成２７年４月「飛騨市女性活躍推進基本条例」を制定し、

特に女性が社会に進出してその能力を最大限に発揮し活躍することができるよう基本理

念を定め、総合的に推進することとしています。 

  また、本年１月には「第２次飛騨市男女共同参画基本計画」が策定され、男女がとも

に生きる社会環境の整備が基本目標に掲げられ、ワーク・ライフ・バランスの推進が必

要であると述べています。 

  そこで、お伺いします。「女性活躍推進法」や「飛騨市女性活躍推進基本条例」または

「第２次飛騨市男女共同参画基本計画」に基づき、女性が輝いて活躍できる社会の実現

をどのように進めていかれるのでしょうか。 

次に、女性が働きやすい職場環境を整える事業所を支援するため、「飛騨市女性社会進

出促進補助制度」が設けられています。この制度を利用するためには、各事業所が女性

が働きやすい職場環境となるよう独自の取り組みを計画して「女性社会進出宣言書」と

して提出し認定を受けなければなりません。昨年８月、８社に認定書が交付されたとこ

ろであります。この取り組みについてお尋ねいたします。 
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１点目として、その後、認定企業は増えましたでしょうか。現在、何社が登録されて

いますか。 

  ２点目は、補助制度を利用された企業数と、補助を受けた事業内容についてお尋ねし

ます。 

  ３点目は事業内容の拡充についてです。現在、補助事業の内容として４項目あります

が、例えば、仕事と家庭の両立支援取り組みを応援する「岐阜県子育て支援エクセレン

ト企業認定制度」では、報奨金の支給や、融資制度の優遇などが特典としてあげられて

います。飛騨市の制度も拡充することで、より多くの企業が女性の社会進出に理解を示

され、女性の活躍がさらに推進されるのではないでしょうか。拡充についてのお考えを

お聞かせください。 

  以上、女性の活躍推進についてお尋ねいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  女性が活躍できる社会の実現に向けてどのように取り組んでいくのかというお尋ねで

ございます。 

第２次飛騨市男女共同参画基本計画の中で、「女性が輝いて活躍できる社会とは、市内

の女性が自分の希望する生き方やライフスタイルが実現できる社会、家庭・職場・地域

などあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される社会」と。このように書い

てあるわけでございます。 

飛騨市内を見てみますと、私自身の感想でありますが、女性の活躍が非常に活発であ

るという印象を受けております。子育てをしながら就労しているという方も大勢みえま

すし、商業あるいはまちづくりという点におきましても、女性が中心になって様々な企

画・活動をしている事例がたくさんありまして、そういう意味では、私は他の自治体と

比較しましても、飛騨市は女性の活躍が進んでいるのではないかなというような印象を

持っております。また、そうした女性の活躍される姿というものがですね、飛騨市地域

を明るくしてくださっているのではないかなというようなことも思っているところでご

ざいます。 

こうした中で、さらに女性の活躍を促進していくという点で申し上げますと、現場の

皆様から様々な声をお聞きしていることもございます。例えば子育て中の方々からは長

時間保育の実施ということをお伺いすることが多々ございますし、また、企業の方々か

らは女性を採用したい、そして幹部に登用したいんだというような声、それに向けた人

材育成をしっかりしていきたいというようなことも会社の社長さんなどから、大変意欲

的な声でございますけれども、お聞きをいたしております。こうした様々な声、ニーズ

に応じた支援をしていくということが基本ではないかなというようなことを考えており
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ます。 

さらに、女性の活躍は、いわゆる男女共同参画、あるいはワーク・ライフ・バランス

といった職業生活の中での観点だけではなく、それに加えまして生涯学習、あるいは地

域づくりに関する活動、あるいは高齢者の生きがいづくりといった点でも大きく広げて

いく必要があるのではないかというふうに考えておりまして、その点で、先ほどの仲谷

議員の質問に対してもご答弁申し上げましたけども、様々なまちづくり活動を支援して

いくような仕組みづくりという中で、女性の自由なまちづくり活動ということも大いに

応援させていただくことを取り組んでいく中で、様々な分野での女性の活躍を拡大して

いきたいというように考えております。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  続いて答弁を求めます。 

  〔企画商工観光部長 水上雅廣 登壇〕 

□企画商工観光部長（水上雅廣） 

それでは２点目の飛騨市女性社会進出促進補助制度についてお答えをいたします。ま

ず、本日までに女性社会進出促進宣言をされた事業所数は１０社でございます。全てが

補助制度を利用される予定とお聞きしておりますが、現時点での利用については８社で

あります。 

その８社の事業内容でございますが、事業所内託児所の設置、産休代替のパート雇用、

女性用休養室の新設、女性専用更衣室やトイレの設置といったソフト、ハード両面での

環境改善のほかに、女性のためのセミナーや資格取得など女性の地位向上に向けた事業

というものもあります。それぞれの宣言内容に沿った事業内容となっています。 

次に、事業内容の拡充についてですけれども、本制度においては市長が認める事業で

あれば対象事業として扱うこととして、企業のアイディアによる多種多様な取り組みに

期待しているところであります。ということで、現在の制度で対応が可能であると考え

ています。また、報奨金のような一時金は考えておりませんが、融資制度については、

例えば既存制度の中で、特定の趣旨に沿ったものについて優遇するといったような改善

策もあろうかと思いますので、そうしたことについて今後検討してまいりたいと考えて

おります。 

  〔企画商工観光部長 水上雅廣 着席〕 

○４番（住田清美） 

  ぜひ、この飛騨市の女性社会進出促進補助制度をたくさんの企業が利用されまして、

女性の社会進出にご理解をいただければと思っております。 

再質問はございませんけれど、今ほどご答弁いただきましたように、女性の活躍の推

進については、ニーズに応じた支援、また男性も女性もお互いの特性を認め全ての人が

輝ける社会の構築を願うものであります。以上をもちまして一般質問を終了させていた
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だきます。ありがとうございました。 

〔４番 住田清美 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で本日の日程は全て終了しました。明日の会議は、午前１０時からといたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。 

（ 散会 午後２時０７分 ） 
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