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（ 開議 午前１０時００分 ） 

 

◆開議 

◎議長（葛谷寛德） 

皆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。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、ただ今から本日の会議を開きます。本日の議事日程及び質疑・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４番、住田清美君、５番、森要君を指名いたします。 

ここで、議案第１００号、財産の処分について（繁殖牛舎）の数字の錯誤による議案

の差し替えの申し出があり、了承いたしましたので報告いたします。 

なお、議案の差し替えについては、お手元に配付のとおりでございますのでお願いし

ます。ここで、農林部長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

（「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） 

農林部長、柏木雅行君。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 

〔農林部長 柏木雅行 登壇〕 

□農林部長（柏木雅行） 

  おはようございます。ただ今、議長にご了承いただきました議案第１００号、財産の

処分について（繁殖牛舎）につきまして、４、売払い金額の中で２，８６０万５，００

０円となっておりましたが２，８６０万５，５００円と間違っておりましたので訂正し

差し替えをさせていただきました。 

誠に申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 

〔農林部長 柏木雅行 着席〕 

 

◆日程第２ 議案第１１１号 農地・農業用施設災害復旧事業三ケ区頭首工災害復旧工事

の請負契約の変更について 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第２、議案第１１１号、農地・農業用施設災害復旧事業三ケ区頭首工災害復旧工

事の請負契約の変更についてを議題といたします。説明を求めます。 

〔基盤整備部長 青木孝則 登壇〕 
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□基盤整備部長（青木孝則） 

  おはようございます。それでは議案第１１１号についてご説明させていただきます。 

  平成２７年２月２４日、議案第４２号にて議決の農地・農業用施設災害復旧事業三ケ

区頭首工災害復旧工事を次のとおり変更する。１、契約金額、変更前、２億１，６００

万円。変更後２億４，１６４万５，６８０円でございます。 

  この災害の被災ですが、平成２６年８月１５日から１８日に発生の豪雨によりまして、

宮川が氾濫いたしました。それによりまして、木工沈床、護岸ブロックが流出したもの

でございます。工事の概要につきましては、復旧延長８．８メートルでこちらについて

は変更等ございません。工期につきましても６月３０日までということで、現在、平成

２７年度分の繰越を行って事業を進めておるところでございます。 

  今回の変更金額による内容でございますが、平成２７年８月１７日それから２７年１

２月１１日、２８年２月１４日と、特に１２月、２月につきましては、冬にはあまり増

えない雨量の増加によりまして、仮締切り、垂直壁こちらのほうが転倒により増嵩した

ものでございます。 

  今回追加上程となった理由でございますが、県との工事変更に伴います協議の結果、

県の同意が６月１６日になりました。この関係で仮契約の締結が１７日となりましたの

で、今回の追加上程となったものでございます。よろしくお願いいたします。 

〔基盤整備部長 青木孝則 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただ今、議題

となっております議案第１１１号につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１１号については委員会付託を省略するこ

とに決定いたしました。これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

討論なしと認め討論を終結し、これより採決をいたします。本案は、原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛德） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１１号は原案のとおり可決されました。 
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◆日程第３  議案第９９号  財産の取得について（繁殖牛舎） 

から 

日程第１４ 議案第１１０号 平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算 

（補正第１号） 

日程第１５         一般質問 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第３、議案第９９号、財産の取得について（繁殖牛舎）についてから、日程第１

４、議案第１１０号、平成２８年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第

１号）までの１２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。１２案件の質疑と併せて、これより日程第１５、一般質問を行います。 

それでは、順次、通告順に発言を許可いたします。最初に４番、住田清美君。 

〔４番 住田清美 登壇〕 

○４番（住田清美） 

改めまして皆様、おはようございます。本日から一般質問が始まります。今回は１３

名の議員が登壇させていただきます。 

ただ今、議長から発言のお許しをいただきましたので、トップバッターでございます

が、私は、地震による防災対策についてと図書館運営のあり方について、この２点を質

問させていただきたいと思います。 

  はじめに地震による防災対策についてお尋ねいたします。 

この４月に発生した熊本地震から約２カ月余りが経過しました。犠牲になられた方々

のご冥福をお祈りするとともに、１日も早い復興を願うものであります。現地ではよう

やく仮設住宅への入居や自治体による罹災証明の発行が始まりましたが、今なお６，０

００人以上が避難生活を余儀なくされています。熊本地震は４月１４日の夜、熊本県益

城町で震度７を記録した地震で始まり、これが本震かと思ったら１６日未明にマグニチ

ュード７．３の本震が起き、１４日の地震は前震であると発表されました。想定外の大

きな地震に２度も襲われ、その後も多くの余震に見舞われ、家屋倒壊など建物損壊は１

４万棟以上にも及んでいます。 

また、地震発生とともに電気・ガス・水道といったライフラインも被害を受け、暗闇

の中、避難される住民の姿が映し出されていました。また、拠点となるべき市町村の庁

舎や学校などが壊れて使えなくなったり、中には耐震補強を施した施設も被害にあった

ということです。火山国であります日本はいつどこでこのような大きな地震が起きても

おかしくない現状にあります。 

 飛騨市の防災計画で想定されました地震は、海溝型地震は「南海トラフ巨大地震」で

あり、内陸直下型地震は、「阿寺断層系地震」「跡津川断層地震」「高山・大原断層帯」「養

老―桑名―四日市断層帯」の４つの地震を想定震源断層と想定しています。このうち「跡

津川断層」は飛騨市をほぼ横断しています。想定では、飛騨市全域で震度６弱から６強
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の強い揺れが予測され、一部地域では最大震度７が予想され、建物被害、人的被害とも

に多大な被害があり、避難者数は１万２，０００人を超えると予想されています。今ま

さに熊本で起きた地震がこの飛騨市でもいつ起きてもおかしくない現状にあるのではな

いでしょうか。 

「自分の命は自分で守る」のが基本かとは思いますが、災害時、特に地震の防災対策

における飛騨市の対応について何点かお伺いします。 

まず１点目、熊本地震を検証し、また、被災地へ職員を派遣し現地視察も行うようで

すが、特に地震対策について飛騨市の地域防災計画の見直しをする項目はありますでし

ょうか。 

２点目は、避難所の安全性についてです。大きな地震が発生した場合、市役所や振興

事務所はたぶん対策本部になると思いますし、学校・保育園・公民館などが避難所にな

ると思われます。各施設の耐震対策はできていますでしょうか。 

また、東日本大震災では避難所となるべく学校体育館の天井や照明器具等の落下被害

により、避難所としての機能が十分果たせなかった状況がありましたが、本市の対策は

されていますでしょうか。 

また、熊本地震では女性に配慮した避難所づくりが進められ、男女別の更衣室やトイ

レの設置、女性専用の物干し場や単身女性のみのスペース確保、授乳室の設置などが行

われています。国は２０１３年に、女性や子育て家族が安心して過ごせる避難所運営の

自治体向け指針を作成しています。女性が生活しやすい避難所づくりを飛騨市の防災計

画にも盛り込むべきと思いますがいかがでしょうか。 

３点目は、備蓄品の確保についてです。 

避難所でまず必要なのが、水と食料ではないでしょうか。現在備蓄されている物品は

どのような計画で配備されていますでしょうか。なお、今回の補正予算で非常用発電機

の配備が上程されていますが、今後の配備計画をお聞かせいただければと思います。 

また、避難が長期化するとさまざまな生活物資が必要となります。特に子育て世帯で

は、赤ちゃんのオムツやミルクの備蓄が気にかかるところです。オムツは種類別に何日

分ほど備蓄されていますか。また、大勢の人が寝泊まりする避難所でのプライバシー保

護のための仕切り板などは備蓄されていますでしょうか。 

なお、熊本地震では全国から送られた救援物資がなかなか被災者の手元まで届かなか

ったことがありました。本市では救援物資の受入れ計画は立ててありますでしょうか。 

４点目は、要援護者の安否確認と避難所受け入れについてお尋ねします。 

災害時、在宅生活をされる中で、本人及び家族等の同居者による避難が困難な方。例

えば障がい者をお持ちの方やひとり暮らしのお年寄りの方、介護認定を受けておられる

方々の安否確認や、避難所での受入れ体制は確立していますでしょうか。 

特に高齢化率の高い本市では、要支援１から要介護５までの介護認定を受けてみえる

方は１，６００人ほどで、そのうち介護度の高い要介護４と５で在宅介護の方は１２０
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人ほどではないかと予測されています。大勢の方が避難される体育館や公民館では介護

しながらの避難は困難を強いられると思います。要援護者用の福祉避難所開設は検討さ

れておりますでしょうか。その際の看護師や介護士などの人的配置も考慮されています

でしょうか。 

５点目は、ライフライン、特に水道の復旧についてお尋ねいたします。 

災害時、電気・ガス・通信などは各事業者が対応すると思いますが、これらの事業者

は迅速な復旧ができるよう連携ができていますでしょうか。 

また、その中で、水道の復旧は市が責任を持って行わなければなりません。災害で断

水したとき、まず避難所への水の供給はどのような方法がありますでしょうか。飛騨市

は給水車を持っていませんので、この必要性についてはどうお考えでしょうか。 

また、水道管が破損した場合、復旧計画は立ててありますでしょうか。 

特に水道管は老朽化による改修計画もあると思いますが、災害時に拠点となる施設、

例えば避難所や病院、福祉施設などには水が迅速に供給できるよう耐震性に優れた管を

先行して敷設するなどの考えも考慮いただければと思います。 

熊本での地震を教訓に私たちも自分たちのことは自分たちで色々な防災対策をしなけ

ればならないと思いますが、以上飛騨市が行うべく防災対策についてお尋ねさせていた

だきましたので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  おはようございます。それではご答弁申し上げたいと思います。 

まず１点目でございます。飛騨市の地域防災計画の見直す必要があるのではないかと

いうご質問でございます。 

本年４月に発生した熊本地震に関しましては、被災地の支援と同時に、熊本における

経験や課題を飛騨市の防災体制の強化に活かすことが重要であると考えておりまして、

先般、庁内職員で組織する「熊本地震における課題検討委員会」を立ち上げまして、こ

の委員会を通じての検討を踏まえて、飛騨市地域防災計画の見直しを行っていくという

ふうに考えております。 

具体的な項目でございますが、これはこれから検討してまいるわけですけれども、こ

れまでの各地での震災を踏まえまして、既に岐阜県の地域防災計画は変更がなされてお

ります。その中では、例えば、首長不在時の明確な代行順位及び職員参集体制、あるい

は本庁舎使用不能時における代替庁舎の特定など、業務継続計画の策定というような規

定が盛り込まれております。 

また、人的被害の集約や調整に関すること、さらには、災害廃棄物の迅速な処理や広

域処理体制に関することが含まれておりまして、これらは、熊本地震の検証におきまし
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ても、当然含まれてくるものと考えております。こうしたものが、少なくとも飛騨市の

地域防災計画の中には含まれていくものと考えております。 

それからもう１点、私からは避難所の安全性の件についてお尋ねがございましたので

お答え申し上げたいと思います。 

飛騨市におきましては市役所や振興事務所、学校、保育園の耐震対策は済んでおりま

すけれども、公民館などの一時避難所につきましては耐震対策ができていない施設もご

ざいます。これらは、個人所有や地区所有の建物も多いということもございまして、随

時、建て直しや見直しにあたっての支援を考えていかなければならないというふうに思

っておるところでございますが、まずは耐震性の有無について認識していただかないと

いけないという観点の中で、地域防災計画には耐震対策の有無を明記しているというと

ころでございます。 

それから、市内小中学校の主体構造部については耐震対策ができておるわけなんです

が、本年度より吊り天井や照明器具の耐震化についても着手をいたしておりまして、順

次対策をとっていきたいと考えております。 

また、女性が生活しやすい避難所づくりというご指摘がございました。こちらも今後

作成するマニュアルに盛り込んでいきたいというふうに考えておりますけれども、例え

ば災害時における支援要請やボランティアの受付の際に、女性の避難所スタッフの受付

が行えるというような仕組みも大切ではないかと思っておりまして、そうしたことも併

せて整えていきたいと考えてお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 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

３点目のご質問、備蓄品の確保についてお答えします。 

現在備蓄しています物品につきましては、第２次総合計画に掲げた目標数値に基づき

配備を進めています。具体的に申し上げますと、アルファ米については、人口の３０％

の１日３食分２万４，０００食に対して、１万３，７００食、充足率は約６０％、携帯

トイレは、人口の３０％の１日３回分２万４，０００食に対して、１万３，７００食で

充足率は約６０％、粉ミルクは乳幼児１５０人分の３日分２００缶に対して１４４缶、

充足数は約７０％、オムツは、同一のサイズですが、約１０日分程度の備蓄数となって

います。 

議員ご指摘の水についてですが、これまで衛生面から飲料水の備蓄は行っておらず、

給水車による給水を主に考えていましたが、今後は、ペットボトルの配備も検討したい

と思います。また、現在、飲料水等の確保に関する協定を３社と締結していますが、さ

らにコンビニや大手流通企業などへの拡充を検討してまいりたいと考えております。 
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仕切板につきましては、現在、河合町に８０枚程度の備蓄しかありませんので、今後、

計画的に配備したいと思います。 

さらに、発電機につきましても、今年度は補助事業を活用して市内７箇所の避難所に

配備する計画であり、今後とも補助金を活用して配備を拡大していくほか、市単独でも

指定緊急避難場所、指定避難所へ配備していく予定です。 

救援物資の受け入れについてですが、大きな災害の場合、全国から救援物資が届きま

す。今年度、飛騨地域で広域災害救援物資の受け入れの訓練を予定しているところでご

ざいます。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 

〔市民福祉部長 柚原誠 登壇〕 

□市民福祉部長（柚原誠） 

私からは、４点目の質問、要援護者の安否確認と避難所受入れについて、お答えさせ

ていただきます。 

災害時の要援護者の安否確認については、避難行動要支援者名簿により行いますが、

要援護対象者のうち、要支援者として他の機関への情報提供を承諾された方についての

み、掲載することとなっております。その数は、障がい者手帳所持者、要介護認定者と

して把握している方約１,７００名に対し、登録者は、１,２００名で、対象者の約７割

となっています。このように、避難行動要支援者名簿が万全な名簿となっておらず、安

否確認については、大きな課題があると考えています。 

また、避難所につきましては、福祉避難所として国が定める施設基準があり、これに

該当する施設としては、現在、古川町総合保健福祉センター、河合町保健福祉センター、

宮川町保健センター、神岡町ふれあいセンターの４箇所があります。しかし、そのほか

の施設については、高齢者や障がい者が利用しやすい構造となっているとは言えないの

が現状です。 

また、新たな福祉避難所として、今年の３月に、飛騨寿楽苑、さくらの郷、たんぽぽ

苑の特別養護老人ホームと飛騨市の間で協定を締結しており、今後、各施設と個別に受

け入れ人数等の調整を行うこととしておりますが、災害時にどれだけの職員が勤務でき

るかが、大きな課題となっています。 

このように、避難所における要援護者の支援については、まだまだ不十分な状況にあ

ることから、飛騨市地域防災計画の見直しに合わせて、重点的に検討してまいりたいと

考えております。 

〔市民福祉部長 柚原誠 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 



8 

 

〔環境水道部長 湯之下明宏 登壇〕 

□環境水道部長（湯之下明宏） 

５番目のライフライン（水道）の復旧についてお答えいたします。 

電気、ガス、通信などの各事業者との連携につきましては、中部電力、中部電気保安

協会、飛騨地区電業協会、ＬＰガス協会、ひだ管設備協同組合と協定を締結し、連携を

取り復旧を進めることになっています。 

水道の復旧に付きましては、自治体の責任で行うことになりますが、実際の復旧作業

は、水道関連の事業者の方に委ねることになります。それらに関しましては、飛騨地域

の自治体と管設備事業者の組合で調印された協定書や、「飛騨地域の災害時等における水

道の応援活動の相互応援に関する協定書」により、高山市、下呂市、飛騨市、白川村の

管設備業者の方による応援給水、応援復旧の相互応援体制を整えております。さらなる

応援が必要な場合は、「岐阜県水道災害相互応援協定」等に基づき、岐阜県に応援要請を

行い、県を通し他の自治体へ応援要請がなされ、給水用資機材の貸与または提供、応援

給水作業、応援復旧作業の応援を受けられることになっています。 

次に、災害時の避難所への給水方法につきましては、現在のところ、給水タンクによ

る仮設給水、ペットボトルの配給を想定しています。 

  このうち、仮設給水につきましては、１，０００リットルの給水タンクが３基あり、

これを２トントラックに積み必要場所へ移動し給水することを想定しており、給水車の

代わりとなるものと考えています。 

３年前に、古川町平岩の水源水量が一時的に減少した際、隣接する水道施設から給水

タンクに水を満たし搬送し、平岩の水を補給した実績もあります。 

水道管が破損した場合の復旧は、現時点では計画として掲げたものはありませんが、

復旧の原則としまして、水源、配水地のある上流部から下流部、拠点につながる水道管

が優先されることになります。水道管の破損がどこで発生するか想定できないことから、

こうした原則より柔軟に対応することとしています。 

水道施設の耐震化の現状は、市内の水道管延長３１７．５キロメートルに対し約３０％

が耐震化されております。多くが神岡町に敷設されており、それ以外の地域ではほぼあ

りません。神岡町は下水道事業整備の開始が少し遅く、下水道に併せて耐震性のある管

の施工がなされたところであります。 

耐震化された水道施設として、神岡町の防災公園地下に、耐震貯水槽があり災害時の

仮設給水の拠点となります。 

今後は、水道管の更新時期を踏まえた耐震化計画を策定し、拠点となる重要なところ

から優先的に耐震化を進めたいと考えています。 

〔環境水道部長 湯之下明宏 着席〕 

○４番（住田清美） 

熊本地震を検証してさらなる飛騨市の防災計画に反映していただきたいと思っており
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ますが、その中で少し再質問させていただきたいと思います。 

備蓄品のところで充足率が６０％ほどだということだったんですが、これは限りなく

１００％に近く備蓄計画されていくのか。そしてペットボトルが今、配置がないという

ことで今度配置をされるということなんですが、ペットボトルの配備については今年度

の予算でやられるのか。補正予算を組んで早急に配置されるのか、その辺の配備計画に

ついてお聞かせいただければと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□総務部長（東佐藤司） 

備蓄数の充足率の関係ですけれども、今後予定しております食料、水につきましては

保存年数がございまして、食料のアルファ米の場合５年が保存期限となっております。

これまで限りなく１００％に近いときもあったんですけれども、購入する時期、また更

新する予算等々の関係で今現在は６０％程度という状況でございます。今後、限りなく

１００％に近づけるよう予算化していきたいとは思っております。 

水につきましては、今後、補正予算、来年度の当初予算も含めて計画的に進めていく

ということで先ほど言いましたように耐用年数もございますので、一気に備蓄しますと

全部更新ということになりますので、計画的に進めてまいりたいと考えております。 

○４番（住田清美） 

ありがとうございます。次に福祉避難所の件についてでございますけれど現在、各町

にあります保健センターを基本として福祉避難所を開設されるということで、介護され

ている方、要支援とか障がいをお持ちの方もそうだと思うんですけども、今回の熊本地

震でもやはり避難所になかなか行けないという方がいらっしゃいましたので、そういう

方々のいざというときの命の避難所ということで開設については十分よろしくお願いし

たいと思います。 

ついては、避難所だけ開けていただいても介護する方、また看護する方の人的配置も

必要だと思いますので、例えば市内の方でそういう資格をお持ちの方を名簿登録をして

どちらの災害があったときに福祉避難所を開設したので、そちらに行っていただけるよ

うなそのような体制もお考えでしょうか。人的配置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。 

□市民福祉部長（柚原誠） 

 住田議員のおっしゃられた登録者の考え方も非常に重要と思いますので、見直しに合

わせまして検討させていただきたいと思います。 

とにかく通常でも介護や看護される方が少ない状況でありますので災害時の支援体制

をどのようにするかということについては精一杯、いろいろな策を講じてまいりたいと

思いますのでよろしくお願いします。 
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○４番（住田清美） 

 弱者に対しての避難所の体制をよろしくお願いしたいと思います。 

最後にもう一つ、水の確保でライフラインの普及についてはご答弁いただいたので 

すが、主婦としては災害があったときにまず水ということを思うんです。何をするにも

飲むにも生活をするにも水の確保が大切になると思っています。 

今、給水タンクで給水をするということで、給水車の必要性については特に触れられ

ていませんでしたが、給水車は本当に持たなくてもいいのかという再確認と、それから

まず、水の確保をするためにはまず水源地が動かなくては水も確保もできないと思うん

ですけれども、その水源地の非常用の電源なんかはしっかり手当てされているのかその

点についてお尋ねしたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□環境水道部長（湯之下明宏） 

給水車につきましては、先ほど申し上げました給水タンクが機能としては変わるもの 

として考えております。ただ、３基あることで十分かどうかに関しましては、今後十分 

に検討してまいりたいと思います。 

給水車に関しましては、維持費用が少し掛かるということがございますので、そうい 

った視点で検討を進めたいと考えております。 

 それから、水源地の電源等に関しましては現在、古川上水の電源対策を老朽化による

更新作業なんかを今年度予算化しております。こういった更新作業につきましてもどう

してもやはり、使用料をいただいてそれを元に直すということがございますので、でき

るものから。先ほど言いました、優先順位を付けながら順次、進めたいと思いますが、

今後の水需要、それから手数料収入等々を考えまして、経営戦略等を立てながら進めて

まいりたいと考えております。 

○４番（住田清美） 

  ありがとうございます。特に今の九州熊本で先週、地震だけでなくて大雨による浸水

とか地震で地盤が緩んでいたため、土砂崩れなども発生してさらに大きな被害となって

おります。今回、私は地震に特化した防災について質問をさせていただいたんですけれ

ども、地震だけでなく、やっぱりあらゆる防災対策を想定した飛騨市の地域防災計画の

見直しをぜひ行っていただいて、いろんなケース・バイ・ケースが考えられると思いま

す。どのような状況にも受け入れができるようにお願いしたいと思いますとともに、今

度また、防災訓練が全市あげて行われると思いますが、しっかりとその防災訓練の目的、

それから行動計画などの見直しも行っていただいて、しっかりと身に付いた訓練、すぐ

に実地に活かせるような訓練につなげていただければと思っております。 

なお、この防災対策につきましては次の德島議員も質問をされるようですので、いろ 

いろな面で防災対策についてお聞かせいただければと思います。 



11 

 

それでは、２番目の質問に移らせていただきたいと思います。私は２番目に図書館運

営のあり方についてお尋ねしたいと思います。 

去る６月４日に、神岡振興事務所１階に「神岡図書館」がオープンしました。明るく

開放的な空間で、閲覧コーナーや一般フロア・こどもフロアも充実した配置になってお

りまして、初日は子どもから大人まで大勢の方々が開館を待ちわびた喜びの笑顔で訪れ

ておみえでした。蔵書数も３万８，０００冊を目標に整備され、今後、多くの利用が望

まれるところです。 

 一方、飛騨市図書館は平成２１年７月に開館しており、それぞれ行政機関とも連携し

やすい立地条件での図書館運営がなされています。 

 利用状況を調べてみますと、飛騨市図書館は開館以来、利用人数も貸出冊数も年々減

少傾向で、開館当時は４万人以上、また１５万冊以上の利用がありましたが、平成２７

年度は約３万３，０００人の利用、貸出冊数は約１１万６，０００冊です。また、神岡

図書館は利用人数も貸出冊数も横ばいの状態で、平成２１年度は約７，２００人の利用

で、貸出冊数も約２万５，０００冊。平成２６年度も約７，０００人の利用で貸出冊数

は同じく約２万５，０００冊です。 

 最近は、すべての世代で活字離れといわれていますが、幼い頃読み聞かせてもらった

絵本は思い出の一冊になりますし、初めて自分で選んだ本は大切な一冊になります。人

生の指針となった本に出会うこともあります。どれだけでも多くの市民に利用していた

だくために図書館運営についてお尋ねしたいと思います。 

  まず１点目ですが、図書館機能についてです。図書館はもちろん、本を読む場所、本

を借りる場所ですが、それ以外にどのような位置づけと考えますか。 

２点目は、飛騨市図書館と神岡図書館との連携についてです。市内図書館の２大拠点

としてこの二つの図書館がありますが、神岡図書館リニューアルを機会にさらにどのよ

うに連携されていきますでしょうか。また、新規利用者の開拓に向け、特色ある取り組

みとしてどのような運営を行っていきますでしょうか。 

３点目には、学校図書館のあり方についてお尋ねします。市内の小中学校には学校図

書館があり、専任の学校司書が配置されています。業間や昼休み・放課後など、児童・

生徒はそれぞれの目的で利用し、多い所は一日１００人の利用がある学校もあります。

授業を受ける教室とは違って、学校図書館は社会性を身に着ける場所でもあります。入

退室のあいさつや、自分が欲しい本を尋ねるときの言葉遣い、静かにする心配りなど自

然と身に着いていきますし、上級生と下級生が同じ空間を共有できるのも学校図書館な

らではです。 

しかし、学年が上がるにつれて、本を読む子と読まない子の差が顕著になっており、

もっと本に触れてほしいと学校司書は工夫を凝らし図書館運営を行っています。そこで、

さらなるレベルアップを目指し、飛騨市図書館・神岡図書館には専任の司書が配置され

ていますので、学校司書も加えた図書館ネットワークを構築し、定期的に情報交換や勉
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強会または本の相互貸し借りなどを行ってはいかがでしょうか。 

  また、飛騨市図書館と神岡図書館には、システム導入により、発注後に行う、入力作

業やラベル張り・ブックカバーをかける作業まで済ませた状態の本が納品されています。 

このことで、新しい本が速やかに書架に並び、司書は本と向き合う時間が増えます。学

校図書館にもこのシステムを導入し、学校司書がもっと子どもたちと触れ合い、本を通

じての学習意欲の向上につながるような環境整備をお考えではないでしょうか。 

４点目は、生涯を通じての本とのふれあいについてお尋ねします。当市では、生後３

カ月検診にて、赤ちゃんとお母さんを対象に読み聞かせを行うブックスタートを行い、

初めて触れ合う絵本をプレゼントしています。また、セカンドとして保育園入園前の時

期に図書館にていくつかの中から好きな本を選んでプレゼントしています。しかし、こ

の後は各家庭での関わりになってしまい、本と疎遠になる場合もあります。 

そこで、生涯を通じて本とのふれあいが持てるよう、人生の節目、例えば入学・成人

式・結婚・出産などのときに本に関する情報提供を考えてはいかがでしょうか。 

最後に、神岡振興事務所の事務所機能について併せてお尋ねいたします。 

  神岡図書館が振興事務所１階に開設されるに伴いまして、事務所機能が２階・３階へ

と移動になりました。特に市民の皆様がよく利用される市民福祉係が３階になりました。

エレベーターはあるものの、中には操作が苦手な高齢者の方など、大変な目に遭って３

階までお越しになると聞きます。神岡で開催された、市長と語る会でも不便さを口にさ

れていました。すべての機能を１階に持ってくるのは無理だとしても、住民票や印鑑証

明などの証明関係だけでも１階でできるようになれば随分、楽ではないでしょうか。 

例えば、図書館の窓口業務に加えることはできないでしょうか。図書館の開館時間に

合わせれば、夜間や土日の発行が可能になるかもしれません。少しでも市民皆様の負担

軽減になるような方策があれば検討いただきたいと思います。以上、図書館のあり方に

ついてお尋ねしました。 

◎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） 

大きく５点ご質問いただいております。私からは２点ご答弁申し上げたいと思います。

まず、最初の図書館機能についてでございます。図書館は議員ご指摘のとおり、本を 

読む場所であることはもちろんなんですが、併せて市民が集いまして、静かな空間の中

で思索を深める、自分を高めていく生涯学習の場としての役割があるのではないかなと

感じております。 

また、現在もそうでございますけども、児童生徒や学生さんにとっては、集中して勉

強ができるという場になっておりまして、これはまさしく学習の場だというふうに考え

ております。他の自治体では、館内での勉強のための机の利用を制限しているところも
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現実にはありますが、私は図書館の利用法としては重要ではないかと思っておりまして、

こうした学習の場としての活用というものも重視してまいりたいと思っておるところで

す。 

加えまして、子どもから高齢者まで誰もが無料で利用できる市民のコミュニティの核

となる施設であるという位置づけもあるわけでございます。飛騨市図書館、神岡図書館

ともに、市民に集まっていただけるような企画を準備しておりまして、つい数日前も飛

騨市図書館では「夜のジャズナイト」というような企画も行われております。そうした

場としての活用も進めていきたいと思っておるところでございます。 

それからもう１点、神岡振興事務所の事務所機能の件につきましてご答弁申し上げた

いと思います。神岡図書館の開設によりまして、振興事務所の窓口機能が３階に移動し

たということで、窓口の手続きが不便になったという声につきましては、本当に多く伺

っておりまして、これ私自身、市長就任前から、様々な場で本当によくお聞きをしたと

ころでございます。 

その中で、足が弱くなるとエレベーターに乗ること自体も苦になるというようなお声

もいただいておりまして、これは何とかできないものかということをずっと考えておっ

たところです。 

先日も神岡で、移動販売車に乗せていただくという機会がございまして、神岡の船津

の町の中を歩かせていただく機会があり、高齢者の方々と間近で接っしておりますと、

その足腰の不安とはこういうことなのかということを、肌身で感じる瞬間がたくさんご

ざいました。やはり、事務所というのは１階に窓口があるということが大事なんだなと

いうことを私自身改めて、必要性を痛感したところでございます。 

そうしたこともございまして、現在、振興事務所１階の会議室スペースを活用いたし

まして、３階にある窓口機能の一部を下ろすことができないか、検討を行っております。 

具体的には、議員ご指摘の市民福祉係の機能あたりを中心に考えておるところでござい

ます。ご提案の図書館の窓口を利用するということも、これも考えておるところではあ

るんですが、図書館の職員による窓口業務への不安、あるいは個人情報の保護という問

題もございますので、窓口そのものを３階から１階に移すということを中心に考えたい

と思ってお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。 

〔教育委員会事務局長 清水貢 登壇〕 

□教育委員会事務局長（清水貢） 

  それでは、図書館運営のあり方についての２点目から４点目までをお答えいたします。

最初に飛騨市図書館と神岡図書館との連携についてですが、本の相互貸し出しに加え 

まして、「本の福袋」、「読書会」、「書評グランプリ」など読書推進の企画事業や、「読み 



14 

 

聞せ」、「ぴよぴよタイム」などの子育て支援の企画事業、また地元企業と協力して商品 

紹介の「しおり」を配布する企画事業を両図書館で連携して実施していきたいと思って 

おります。 

先程、市長の答弁にもありましたジャズを聴く会でありますとかクラッシックを聴く

会といった大人の時間につきましては、閉館後の図書館を開放するという他館ではあま

り例のないイベントであります。今後もこのような新たな取り組みを両図書館で積極的

に行っていきたいと思っております。 

  続きまして学校図書館との連携についてですが、現在、市図書館司書と市内の学校図

書館司書との情報交換会を年２回開催しております。今後は、この開催回数を増やしな

がらさらなる情報共有や連携の強化、相互貸し出しの拡大などの検討を行っていきたい

と思います。 

  また、学校図書館における図書資料購入時のデータ入力やラベル張り等の作業につい

ては、市図書館と同様に装備済みのものを購入する方向で検討していきたいと思ってお

ります。 

  最後に生涯を通じての本とのふれあいについてですが、市では、子どもの年齢に合わ

せた「ファーストブック」、「セカンドブック」を実施しております。図書館でも成人式

では「おすすめ本リスト」の配布を行いました。 

今後も、人生の節目で「おすすめ本」を紹介することはもとより、飲食店や企業に本

を配置して、普段図書館を利用されていない市民が本とふれあえる機会を提供していき

たいと考えております。 

〔教育委員会事務局長 清水貢 着席〕 

○４番（住田清美） 

  市長の答弁にございました振興事務所の事務所機能の件につきましては、市長もおっ

しゃいましたとおり、たくさんの方々のお声がありましたので、ぜひできる範囲の中で

検討いただきたいと思っています。よろしくお願いします。１、２点お尋ねいたします。 

  図書館の取り組みとして今、大人向けの時間ということでジャズを流して夜間、開放

したりしていらっしゃって、なかなか好評だと思っています。ぜひまたアピールの仕方

もいろんなアピールの中で利用客を増やすことを考えていただきたいと思います。もう

１点、飛騨市図書館なんですが、あまりにもスペースが静か過ぎて、なかなか子どもを

持ったお母さんが利用しづらいという声がございました。２階とかには子どもの部屋も

解放されてはいますが、子連れの方々も気楽に利用できるような図書館運営について何

か考えていらっしゃる点がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□教育委員会事務局長（清水貢） 

  最初の情報提供といいますかアピールの方法でございますけども、図書館のホームペ
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ージ等では流しておりますが、ホームページ等をご覧になられる方が少ないというよう

なことがありますので、個人的なＳＮＳの発信でありますとかそういったところでＰＲ

をしていきたいなということを思っております。 

  続きまして、お子さまの静かな環境での図書館について何か考えておるかというよう

なことでございますけども、建物の構造上、飛騨市図書館ではなかなか難しいのかなと

思っておりますけども、今後ソフト事業の中でそういった環境づくりができるのかどう

かも含めまして検討していきたいなということを思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○４番（住田清美） 

  よろしくお願いします。それから、学校図書館との連携の中で本のラベル張りとか入

力とかいろんなものが完備されたシステムの導入を考えてくださるということで大変あ

りがたいと思っています。 

私は、全ての学校図書館を今回、回らせていただいたんですけれど、本当に子どもた

ちが生き生きと図書館を利用しておりました。図書館の学校司書の方々も子どもたちが

本当に有意義に過ごせるように様々な仕掛けを工夫されておりましたので、本を読むと

いうこの習慣をしっかり身につけていっていただきたいと考えたものでございます。 

そこで、ひとつ提案ですが、飛騨市の図書館には玄関入ったところにパソコンのタッ

チパネルで、自分が読みたい本の検索、何とかの本とか、作者が誰とか検索するパソコ

ンがありまして、結構、これが子どもたちに人気なんです。できればこういったシステ

ムについても学校図書館の中にこのようなシステムがあれば、さらに子どもたちが本と

親しむ機会が増えるのではないかと思っておりますので、ぜひまた現場をご覧になって、

司書の意見、学校司書の意見も参考にしていただきながら、このようなことの発展的に

考えていただければと思います。 

いずれにいたしましても、せっかくブックスタートで本に親しむ機会を飛騨市では作

っていただいておりますので、このことが大人になってもしっかりと本を読む習慣につ

なげていけるような生涯学習的な施策についても今後ソフト面で考えていただければと

思っております。その願いを込めまして私の質問は終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

〔４番 住田清美 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、発言者氏名取り換えのため暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前１０時５６分  再開 午前１０時５７分 ） 
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◆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７番、德島純次君。 

〔７番 德島純次 登壇〕 

○７番（德島純次） 

それでは議長のお許しを得ましたので、私は震災対策について、なかよしキッズにつ 

いて、レールマウンテンバイクについての３点についてお伺いさせていただきます。 

まず、震災対策について。熊本県で日奈久
ひ な ぐ

断層帯、布
ふ

田川
た が わ

断層帯が活動して震度７の

前震、本震が観測された熊本地震が発生し、死傷者１，７１２人、行方不明者１人、関

連死２０人、全半壊住宅３万０，７９０棟、一部損壊を含む住宅被害は１１万３，４２

８棟以上、火災１６件となり甚大な被害が発生しております。また、６月２０日の豪雨

では６名の方がお亡くなりになられましたし、大変痛ましいことです。亡くなられた方

にお悔やみを申し上げますとともに罹災されました皆様にお見舞い申し上げます。 

地震発生から２か月経ちますが依然として避難所に６，０００人以上の方がいられま

すしテント、自動車で生活している方がおられ、道路脇には瓦礫が山積している状況で

す。 

岐阜県でも県内に阿寺
あ て ら

断層、高山・大原断層帯、跡津川断層があり、これらの活断層

による地震では飛騨市に大きな被害を与えると想定されています。被害の一番大きい跡

津川断層の想定被害を見てみますと震度６強～７、死者４６３名、木造全壊１万０，７

４３棟、木造半壊１万０，２５３棟、木造以外全半壊２３６棟、焼失６６棟とされてい

ます。 

飛騨市は、災害対策法第４２条の規定に基づき、飛騨市の地域に係る災害に関し、総

合的な運営を計画して策定された「飛騨市地域防災計画」があります。また、建築物の

耐震に関して、建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条の規定に基づき「飛騨市耐

震改修促進計画」があります。これらの計画の中から、住宅の耐震化について孤立集落

の通信手段、物資輸送手段の確保、障がい児、障がい者の福祉避難所についての４点に

ついてお尋ねいたします。 

まず、住宅の耐震化についてです。 

熊本地震では、住宅の倒壊により多くの尊い人命が亡くなりましたし、防災拠点施設

や避難場所にかかる道路において、沿道建物の倒壊あるいは外壁の落下、がれきの散乱

により通行に支障をきした状況が報道されましたが、このような道路状況は火災発生時

の消防活動の妨げ、救援物資や緊急資材の運搬の支障にもなります。人命を守り、道路

の通行を確保するために建築物の耐震化が重要になってきます。住宅の耐震化率をみま

すと平成２０年度推計値、全国平均７９％、岐阜県７１％です。一方、飛騨市の実情を

見ますと平成２０年度推計値で５７％であり、また、飛騨市の目標値は平成２７年度の

目標６３％と「飛騨市耐震改修促進計画」に定められています。 
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また、同計画は５年ごとの住宅・土地統計調査に合わせて目標値を見直すことになっ

ていますが、本年３月改定版において目標値は平成２４年１０月改定版と同じ目標値と

なっています。岐阜県震災対策検証委員会は、「東日本大震災震災対策検証委員会報告書」

において平成２７年までに９０％達成と提言していますし、国も平成２７年度までに９

０％達成を目標としています。平成２０年推計値で岐阜県平均７１％でありこれと比べ

ても低い数値になっています。目標の見直しと現状施策では目標の達成は困難であると

考えますがどう対処するのかをお伺いいたします。 

  ２つ目に、孤立集落の通信手段、物資輸送手段の確保について。 

神岡北部地域、宮川地域及び河合地区に至る道路は急峻な山間を通る箇所にあり、大

きな地震や豪雨により道路が不通となり孤立する集落も発生すると予想されます。 

また、固定電話回線の切断、携帯電話基地局の停電、被災による通信障害も予想され

ます。集落の被災状況の把握、救援物資の要請、運搬に支障をきたす事態が予想されま

す。通常通信手段が停止した場合の情報伝達手段の確保が必要で、衛星携帯電話などの

設置の検討が必要です。また、道路の拡幅、落石防止等の予防対策、罹災時の落石、土

砂崩れ、崖の崩壊などによる交通網の遮断時の代替輸送手段の検討が必要と考えますが、

どのように考えられているか伺います。 

３つ目、障がい児、障がい者の福祉避難所について。 

熊本地震では、自閉症など発達障害を持つ子どもやその家族の多くが、トラブルを恐

れて避難所に入れず、車や自宅での生活を強いられています。また、車いすの障がい者

が狭い避難所では車椅子で動けず、トイレもままならない。発達障害の子どもがパニッ

クになり、親が周囲から「連れ出してくれ」と言われた場面もあったと報道されていま

す。 

障がい者を受け入れる際に重要な点は、「スペースを確保すること。障がい者は車いす

で移動できないと暮らせない」と熊本学園大社会福祉学部、東教授が述べられています。

発達障害の子どもには音に過敏な子がいます。これらの子どもは静かな環境が必要で、

一般の避難所ではパニックになります。障害者施設などの福祉避難所が必要です。「福祉

避難所だけでは対応できないならば一般の避難所で紙管と布を組み合わせた間仕切り、

ポータブルトイレや段ボールで作るベッドなどちょっとした工夫があれば障がい者らが

生活できるはず」これは熊本学園大学社会福祉学部長、宮北隆志教授の指摘です。 

避難所運営の課題をきちんと検討してマニュアルを作り、行政が計画を立てて、現場 

で訓練を行い、一般住民に伝えて認識してもらうことが肝要であると考えますが、どの

ように考えられているかお尋ねいたします。 

次に、自主防災組織を構成する住民の情報提供について。 

自主防災組織は、大規模災害の際の避難勧告、避難指示の住民への伝達、避難誘導、

火災発生時の初期消火やきめ細かい要援護者（高齢者、障がい者、妊婦、幼児など）へ

の支援、また、救命活動や支援物資のニーズなどの情報収集・伝達など行政をサポート
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し、地域の共助を担う組織です。自主防災組織の活動を行う基礎として住民情報が整備

されなくては災害発生時に自主防災組織は機能しません。 

飛騨市地域防災計画の第２編、一般対策編の中で避難行動要支援者名簿を作成し、各

名簿の利用と提供をすると規定しています。この中で情報を提供するものとして区、自

治会、自主防災組織があげられています。 

住民の方に情報提供をお願いしても、「個人情報だから出せない」「市役所の仕事なの

になぜ区の役員に提出しなければならないのか」等の理由でご協力いただけなく全住民

を網羅した住民情報が得られないのが実情です。 

自主防災組織を強固なものとし災害時に実働可能な組織とするために行政から住民情

報と避難行動要支援者名簿の提供をお願いしたいと考えますが、どのように対応される

かお伺いをいたします。以上よろしくお願いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔基盤整備部長 青木孝則 登壇〕 

□基盤整備部長（青木孝則） 

それでは、１点目の住宅の耐震化についてお答えいたします。 

飛騨市耐震改修促進計画は、５年ごとに総務省が行う住宅・土地統計調査のデータを

基に策定しております。平成２５年度の調査結果は平成２７年の２月に公表され、県計

画は本年４月に改定が行われました。 

市では、県計画と飛騨市の実情を検証し目標を設定するため、現計画を１年延伸し、

平成２９年４月の改定に向けて、現在作業を進めております。 

市の目標値が国の目標に対して低い理由ですが、住宅耐震診断を行った方を対象に、

平成２３年、２４年、２５年の３ヶ年に行ったアンケート調査の結果、補強工事を行わ

ない理由の多くが、経済的に余裕が無いことや高齢者世帯で後継ぎが同居していないな

どによるものであったため、高齢化と人口減少が続く当市としましては、高い設定が出

来ませんでした。なお、平成２５年度の調査結果では６５％の実績となっております。 

市ではこれまで、耐震化を促進するため、広報ひだや行政無線、地域集会への出前講

座などのＰＲ活動を行うとともに、建築物等耐震化促進事業補助制度についても、補助

上限額を８４万円から１２０万円まで引き上げる等の制度拡充も行ってまいりましたが、

補強工事の実績はなかなか上がらないのが実情です。 

このような現状を踏まえ、今回発生した熊本地震の被害を教訓とした危機意識の向上

を契機にして、国・県の新たな施策を注視しながら、また市民の皆様のご意見も伺いな

がら、耐震化の促進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

〔基盤整備部長 青木孝則 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 
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〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

孤立集落の通信手段、物資輸送手段の確保についてお答えします。 

市では、昨年度、全市的にデジタル防災行政無線を整備し、消防団の積載車に搭載し

ました。これにより、地域の消防団詰所の積載車から振興事務所とは双方向で情報のや

り取りが可能となり、集落が孤立した場合、近くの消防団詰所まで行っていただかなけ

ればなりませんが、地域の情報を振興事務所に伝えることができるようになりました。 

 また、交通網遮断時の輸送対策は２次対策となり、緊急１次対策としては、人を避難

所まで運ぶという対策になろうかと思います。まずは、ヘリコプターで人を輸送するな

ど人命の安全を確保したうえで、代替輸送の確保等の応急復旧に入っていくことになり

ます。 

なお、道路交通が応急復旧するまでの間、生活必需物資の輸送は、ヘリコプターによ

る空輸を効率的に行うほか、迂回路や不通箇所での中継による陸上輸送等、状況に応じ

た輸送対策を実施します。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 

〔市民福祉部長 柚原誠 登壇〕 

□市民福祉部長（柚原誠） 

３点目と４点目の質問についてお答えさせていただきます。 

３点目の福祉避難所については、先ほど住田議員の質問でも答弁いたしましたが、災

害時の福祉避難所等の対応は充分でありません。 

福祉避難所を開設した場合に、「飛騨市福祉避難所運営マニュアル」や「日本赤十字社

福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」に沿って避難所の運営をすることとなっ

ています。各施設で運用できるマニュアルになっているのかを検証し、熊本や東北へ災

害支援で派遣された保健師等の意見を参考にし、各避難所の運用方法と、運用方法の策

定と避難が長期間にわたる場合の態勢を検討し、実情に即した運用ができるようにした

いと考えています。 

また、障がいを持っている方が、災害時にどう行動すればよいかを知っていることが

非常に重要であると思いますので、議員ご紹介のような有識者のお考えも勉強しながら、

今回の防災計画の見直しに合わせてしっかりと検討していきたいと考えています。 

４点目の住民の情報提供についてですが、要援護者の安否確認は、市から飛騨警察署、

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、区長・自治会長へ送付している避難行動要支援

者名簿と、関係機関が把握した安否情報、避難所の避難者名簿とを、災害対策本部の福

祉部の救助班が照らし合わせて実施することとなっております。 

しかし、先ほども住田議員に答弁させていただいたとおり、避難行動要支援者名簿自
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体が、個人情報保護の観点から、名簿の掲載に本人等の同意が得られた方を対象に作成

されているため、要援護者すべてを網羅していない状況にあります。このため、まずは、

より多くの方に情報提供に同意していただけるよう啓発を行っていきたいと考えていま

す。 

また、ご本人の同意によらず、平常時に地域住民の情報を提供することについては困

難が多いところではありますが、災害時の支援という観点からどの程度許容されるのか

という点について、法的な面も含めて研究したいと思います。 

〔市民福祉部長 柚原誠 着席〕 

○７番（德島純次） 

  孤立住宅の通信手段、先ほどデジタル防災無線を利用するというお話がございました 

 が、これについて少しお話をお伺いさせていただきたいと思います。 

  先日、神岡町の北部地域の方とお話したときにデジタル防災無線の話が出ましたが、

「中継所が山之村にある。その中継所の電源が遮断したらどうなるのか」という質問を

されております。この場合、通信ができなくなると思われますが、やはり衛星通信回線

等を利用するのが一番いいのではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。 

□総務部長（東佐藤司） 

  ただ今の中継局の件でございますが、伊西にございまして、停電時、発動発電機で７

０時間持つようになっております。その間に普及するとか、他の衛星携帯を借りて届け

るとかというような対応をしてまいりたいと考えております。 

○７番（德島純次） 

  住民情報の提供についてですけど、先ほどの回答の中では避難行動要支援者名簿具備

がまだ完全ではないということでしたが、この情報を自主防災組織に提供するのかどう

かという明確な回答がございませんでしたが、その点はいかがでしょうか。 

□市民福祉部長（柚原誠） 

  自主的な防災活動をされる区とか自治会が構成された組織ということで、提供を考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○７番（德島純次） 

  ぜひ防災計画をしっかりしたものにしていただきたいと思います。 

  それでは次に、なかよしキッズについてお伺いいたします。 

市長の提唱されている「市民の誰もがいつまでもあんきに暮らせる飛騨市づくり」と

して高齢者福祉、障がい者福祉のきめ細やかな支援の一つとして「障がい児日中一時支

援」があります。この支援は障がい児の日中における活動の場を確保し、その家族の就

労支援や障がい児を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る目的に設置されて

いるもので、古川町には「ぽかぽかハウス」、神岡町には「なかよしキッズ」があります。 

なかよしキッズを先日、見学させていただいてお話を伺ってまいりました。その中か

らなかよしキッズの移転と学習支援についてお尋ねします。 
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まず、なかよしキッズの移転についてですが、なかよしキッズは小学生から高校生の

２３名が利用されていて、平日は２～１３名。土曜日は、月３回ですが、５～８名が利

用し、職員は常勤者２名、非常勤２～３名の施設で、事務所、来客対応やパニック時に

利用される「お話ルーム」、勉強や読書に利用される「なかよしルーム」、ＴＶゲーム、

トランプなどをされる「のびのびルーム」、ボール遊びやトランポリンなどの運動の「わ

んぱくルーム」の５部屋あります。周囲に住宅もなく非常に静かで最適な場所にありま

す。 

しかし、建物は、老朽化が著しく雨漏り、赤い水道水、耐震化がなされていない等の

問題があり、今年度で現在の建物から退去しなければならないと伺っていますが、次の

移転先がどのような場所になるか不明で心配されています。 

なかよしキッズの移転先はなるべく静かで、子ども達が多少騒いでも、大声をあげて

も差し障りがなく現在と同等の広さ、部屋数を確保できる所が必要と考えます。また、

移転がなされないならば児童、職員の安全を考慮することからも建物の耐震化が必要と

考えますが、どのように考えているかをお尋ねいたします。 

次に、学習支援について。 

なかよしキッズでは、１週間に１日１時間の学習支援が行われています。これは地元

の教員免許を持っている方が学習の支援を行っているもので、子ども達は非常に楽しみ

にして学習日を待ち望んで勉強をしているそうです。この学習支援をもう少し増やした

い、週に２～３日できると非常に良いとの要望がありましたが、学習支援日数を増やす

ことについてのお考えを伺いたい。以上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） 

なかよしキッズの移転について私からご答弁申し上げます。 

このなかよしキッズですが、障がい児の日中一時支援事業でございますが、障がい児

の親さんからは大変希望が強いサービスでございまして、非常に重要であるというふう

に私は感じております。 

一方で現在の旧神岡東小学校の建物なんですが、耐震工事がなされていないというこ

と、また設備的にも老朽化しているということで、取り壊す方針であるということには

変わりがないわけでございます。 

ただし、なかよしキッズの移転先が決まらない限り、旧東小学校を解体するというこ

とは考えておりません。 

一方、老朽化進んでいるわけでございまして、議員からもお話しありましたが、雨漏

りあるいは水道水にサビが混じるという問題も現実におきておりまして、できるだけ早

く、新しい場所に移転する必要があるのではないかというように認識をいたしておりま
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す。 

また、その際は、子どもたちが落ち着いて過ごせる環境を確保するということが非常

に私は大事だというふうに思っておりまして、既存の建物の一部を利用するよりも、建

物全体を占有利用できる施設が望ましいのではないかということを思っております。 

なかよしキッズでございますが、今運営主体として飛騨市社会福祉協議会が運営にあ

たっておられるわけでございますけども、これと同じ認識を社協の方でも持っていただ

いておりまして、適当な施設が見つからない場合においては、社会福祉協議会の資金あ

るいは、市からの福祉事業基金、積んでおります基金でございますが、こうしたものを

活用することで新しい施設を建設するということも含めて検討したいということを考え

てお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。 

〔市民福祉部長 柚原誠 登壇〕 

□市民福祉部長（柚原誠） 

２点目の学習支援についてお答えします。 

なかよしキッズでは、２名の職員が児童の学習支援を行っていただいております。現

在は、指導を担当していただける方の仕事の関係もあり、勤務していただく時間を増や

すことが難しい状況となっております。 

なかよしキッズは、学校になじめない子どもさんの居場所となってもいますので、社

会福祉協議会で、そのような支援の経験や知識のある方を探していただき、できるだけ

要望に対応できるよう、市としても支援してまいりたいと思います。 

〔市民福祉部長 柚原誠 着席〕 

○７番（德島純次） 

  なかよしキッズの移転先が決まらなければ新しいものを建設すると、非常に早く作っ

ていただきたいと思いますが、移転先が決まらない、若しくはまだ新しい建物を作るの

に時間がかかるということであれば今の児童、職員の安全性を考えて、建物の中で一部

でもいいですから耐震化、一部屋でもいいから非難できる場所、そういうものが必要で

ないかと考え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） 

  私といたしましては、できるだけ早く新しい物を建てることを考えたい。耐震化を進

めますにもやっぱり一定のお金がかかります。また、なかよしキッズはそんなに大きな

巨大建築物というものではないわけでありまして、むしろ子どもさんたちになじんでい

ただける。心温まるといいますか、そうした比較的こぢんまりとしたものがいいのでは
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ないかということも思っておりますので、できるだけ早急に移転先になる場所を探しま

して、そちらの方で対応していけるように準備していきたいじ検討していきたい。この

ように考えております。 

○７番（德島純次） 

ぜひ早急に移転先を見つけていただいて実施を願いたいと思います。 

最後になりますが、レールマウンテンバイクについてお伺いします。 

レールマウンテンバイクの利用者は、ＮＰＯ法人神岡・町づくりネットワークの努力

により平成１９年開業時の１，３０１人から平成２７年には４万１，８４０人と３２倍

強の大幅増となりました。しかし、残念ながら現在のコースは単線でありダイヤグラム

上、余裕がなく増便できず利用客数は頭打ちです。 

これらの打開策としてＮＰＯでは第１期計画を漆山駅と二ツ屋間の渓谷コース、第２

期計画を漆山駅と猪谷駅間のコースとする構想を描いています。現在は、第１期計画・

渓谷コースの実現に注力されています。 

市長は補正予算の提案説明で、「旧神岡鉄道をさらに観光資源として成長させるために、

レールマウンテンバイク渓谷コースやレールパーク構想の実現に向けた調査検討をすす

めてまいります」と述べられています。渓谷コース実現に向けて、クリアしなければな

らない課題が山積しています。神岡は冬期間、雪に埋もれて４か月間は調査・工事がで

きなくなることもあり、「なぜできないか」ではなく「どのようにしたらできるか」とい

う姿勢で諸課題を迅速に処理しなければ、ずるずると実現が遅くなる一方です。 

渓谷コースの早期実現に向けて、いつ頃までに安全対策の検討を完了し、いつ頃まで

に渓谷コースの提供を目指すのか。目標を明確に設定し、それに向けてのロードマップ

を製作して迅速な実践が重要と考えますが、お考えをお聞かせください。 

◎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） 

レールマウンテンバイクにつきましてお尋ねがございました。早期に実現するための

考え方ということでございますが、経過も含めて少し丁寧に説明させていただきます。 

まず、基本的な考え方ですが、「レールマウンテンバイク」は、全国的にも注目されて

いる重要な地域資源、観光資源であるというふうに考えておりまして、この拡大・拡充

を図っていくということは、神岡への誘客拡大、消費の拡大のみならず、飛騨市全体、

ひいては飛騨地域全体の魅力づくり、誇りづくりにもなるというふうに考えておりまし

て、大変重要であるというふうに認識いたしております。 

現在、ＮＰＯ法人「神岡・町づくりネットワーク」におきまして、渓谷コースが構想

されている訳でございますが、私も先日、実際に全行程を自分で歩いて、自分の目で見

てきたところでございます。現在のレールマウンテンバイクとは、これも議員もご承知
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の通り、違う軌道敷を使うということですから、今営業するものを止めなくてはならな

いと言うことはなく、現在の営業に影響を与えず整備を進めることができるという特徴

がある訳であります。したがって私としては、これも議員のご指摘の通り、まさしくど

のようにしたら早くできるかという考え方で、取り組むべきであると思っておりまして、

できるだけ速やかに実現したいというのが基本的なスタンスでございます。 

最初にこの渓谷コースにかかる今までの経過と今後の予定についてご説明申し上げた

いと思います。 

渓谷コースは、ＮＰＯ神岡・町づくりネットワークからのご提案を受けたということ

がスタートでございまして、全体の構想があって始まっているということであります。

そして、平成２５年度におきまして、大日コンサルタントに渓谷コース全体の健全度調

査ということを依頼いたしました。例えばレールマウンテンバイクの重量等を考えて、

橋は大丈夫であるかとか、トンネルも大きな問題は無いとか、そういったレポートがあ

った訳でありますけれども、落石が懸念される箇所が３箇所ございまして、こちらにつ

きまして、再度、大日コンサルタントに調査を依頼したというのが平成２６年度でござ

います。この際には、岐阜大学工学部社会基盤工学科の教授で、地盤防災工学を専門と

しておられる八嶋厚先生、この先生に現地の実際の踏査、またご指導をいただきながら、

落石対策について検討を行っていただいたところでございます。 

その調査結果が出ておるわけですが、概算ベースの対策経費は算出されております。

しかし、これは山全体の落石を防止するような本格的な対策というものが前提とされて

おりまして、実際の運行において、どういった安全対策工事が必要なのかという観点で

の検討したものではない、また、具体的な工事の設計をされたものでもない、とこのよ

うなことでございます。 

このため、神岡鉄道運行時と同等のレベルを参考にしながら、レールマウンテンバイ

クの特性を考えた場合に、一体どの程度の対策が必要なのか、そういったレベル感を決

めるということがまず大事であるというふうに考えておりまして、そのうえで具体的な

工事の設計を行って、どれだけの事業費がかかるのかを確定させて、さらに、その予算

をどう確保するかというステップで事業を進めていく必要があると、こういう事でござ

います。 

このため、今どうなっているかという事なのですが、大日コンサルタント、それから

八嶋先生による評価結果を全部ＮＰＯ側に開示をいたしました。そして、実際に市と同

じ物をＮＰＯにも見ていただいて、そして現場の目で見たときに、一体これはどういう

評価なんだということを今、見ていただいたという状態にございまして、そのうえで、

現実的に運行していく中での安全対策というものはどうあるべきか、ということについ

ての協議・検討を市役所も一緒に行っておるということでございます。 

今後は、そういった検討結果に基づきまして、具体的な工事の詳細設計を発注してい

かなければならないということでして、今回の補正予算に計上させていただいているの
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は、その経費ということでございます。 

なお、発注にあたりましては、市が直接、設計を発注するのではなくて、事業実施を

行っているＮＰＯ関係者の意向を十分に反映させるという観点から、ＮＰＯを通じて検

討する、ＮＰＯに発注して、ＮＰＯが事業の検討を行うというスタイルを取ることによ

って、現場と市役所の共通認識をしっかり持つことをやろうというスタイルを取ったと

ころでありまして、これは年度内に成果を得たいと考えております。 

全体のロードマップというお話ですが、私といたしましては、可能ならば来年度の春

以降に工事を行いまして、紅葉の季節までに供用が開始できれば良いのではと思ってお

りますけれども、なにぶん財源がいる話でございますので、財源の確保をどうするのか、

つまり、いくら位の金額になるのかによって、それは左右されてくる訳でありまして、

それも含めまして、実際のスケジュールについて今後検討を行ってまいりたいというよ

うに考えています。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○７番（德島純次） 

ロードマップお聞かせいただきまして、来年の供用ということでぜひそのように向か

って努力していただきたいと思います。また、ＮＰＯと行政側の会議もこれから開かれ

るんだと思いますがその際は、会議はいつまでに、何を目的に会議をする、いつまた次

の会議をするというような日程を必ず決めて、先ほど言ったように迅速に対応していた

だき、ぜひ来年度の供用に向けて努力していただきたいと思います。 

これをもちまして、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。 

〔７番 德島純次 着席〕 

 

◆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３８分  再開 午後１時００分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

休憩を解き、会議を再開いたします。１２番、森下真次君。 

〔１２番 森下真次 登壇〕 

〇１２番（森下真次） 

 それでは、早速質問に入ります。 

 今議会には、新たな市政運営を実現するための政策的経費や市内１７箇所において実

施された、都竹市長が市民との意見交換会から早期に着手すべき事業、そして重点的に
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実施すべき施策を中心に編成された補正予算、いわゆる肉付け予算が上程されています。 

 それは、広範囲にわたり、金額的には多くない事業もあるかもしれませんが、市民の

声に耳を傾け細かいところまで、あるいはこの事業は今まで以上に積極的に進めるべき

と考えるものについては大胆に予算付けがなされ、大変メリハリのある予算と感じてい

ます。市長が目指す飛騨市の将来像、「元気で、あんきな、誇りのもてるふるさと飛騨市」

に向けて、大きな一歩を踏み出されました。 

 私は、この補正予算の内容を自分なりに理解するために目を通しているとき、ふと感

じたことがあり、今回質問させていただきます。 

 多くの事業は、今回、増額補正される中で土木費が減額されています。その内容は、

国庫補助内示額の減額が原因しています。このことにより事業が縮小したものもありま

すが、市民生活に密着した生活道路等の改修費の増額や市道跡津川線の予備設計費を新

規に予算付けするなど、市単独の事業を計上し、土木費全体では当初予算に比較し、約

３４００万円の減額となっています。２７年度当初予算に比較すると６億１７００万円

の減額となっていますが、神岡振興事務所耐震補強・内部改修事業、そして宮川町振興

事務所・公民館新築整備事業などの大型事業が２７年度に実施されたためでこの差額は

やむを得ないところです。 

 さて、私は国庫補助金等が減額し、飛騨市で行われる建設関係予算が減少することを

非常に心配しています。というのは、飛騨市においては、建設業従事者の割合が高くな

っているためです。平成２２年実施の国勢調査によれば、市では１，３９２人が建設業

に従事し、従事者総数１万３，３０５人のうち１０．４％を占めています。この割合は、

国の７．５１％、県の８．２７％を大きく上回っています。大きく捉えれば建設業は飛

騨市において地場産業といってもいいのかもしれません。 

 いま述べたように多くの方が従事してみえるため、市建設予算が減額し仕事量が落ち

ることは、市にとって大変心配しなければならない事態です。 

 また、吉城建設業協会と飛騨市の災害応援協力に関する協定、そして市内の建設業者

と除雪委託を結んでいるように、建設業関係の人的パワー・機械力・技術力等は、市を

取り巻く厳しい環境の中では市にとって不可欠であります。 

さらには、２７年度は暖冬のせいでしょうか。降雪が少なく建設業者にとっては冬の

大切な収入源である除雪作業がほとんどない状態で体力的にも弱っているのではと心配

しています。 

このような仮定をすることは現実的でないかもしれませんが、家族が平均３人とすれ

ば市の人口約２万５，０００人のうち、約４，０００人の方が建設業関係となり、仕事

が減少することで影響を受けることになります。 

さて、３月の市長所信表明において、４つの柱で政策を進めていくと言われました。

その中で強みを生かした元気な飛騨市づくりがあります。人口減少が続く市において、

出生数を増やすというような人口減少そのものを止めていく対策に加え、人口減少を正
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面から受け止めながら活力を維持していく対策を同時に進めていく必要を述べられ、外

から所得を稼ぎ、消費を拡大するとともに市内で循環させていくことが重要であり、観

光誘客の拡大を通じた観光消費額の拡大に取り組む。交流の拡大につながるインフラ整

備も必要であり、道路整備について積極的な要望を行うと表明されているのでこの点も

伺います。 

また、地域外所得獲得のためには、製造業や農林業の振興を通じた製品・生産物を外

へ販売していくことも大変重要である。魅力ある商品の開発、農家を支える担い手の確

保、農産物のブランド化、販路の拡大支援を積極的に行う。販路の拡大については、商

業部門でも同様に行うと述べられています。 

ブランド化を図り製品・生産物の価値を高め、さらに販路の拡大を行うことは市に大

きな影響を与えることであり、その実現に期待し、協力していかなければと感じていま

す。今予算において、述べられていることは概ね盛り込まれていますが、販路拡大につ

いては私にとって分かりづらいので、この点についても質問いたします。 

１点目、国庫補助内示額の減額をどのようにとらえているのか。 

  今回のような６月議会において大きな国庫補助内示額の減額は記憶にありません。３

月に予算が成立し、６月で減額されるわけですがどのようにとらえてみえるのか伺いま

す。 

２点目、予算作成時の補助額算出はいかに。 

  予算作成時には、補助額をどのように算出し、どのように計上しているのか。ある程

度、担当者レベルで国・県への補助要望を行い、その対応から算出し計上しているのか。

それとも前年並みで算出しているのか。その実態を伺います。 

３点目、国・県補助額の獲得策は。 

今回のように大きく減額することは市の予算を大きく狂わせます。上限の補助を受け

ることができるかできないかは、財政力指数の低い、財政力の弱い市にとっては死活問

題です。今回、ハード事業については、有利な起債を活用し健全な財政運営に配慮はさ

れていますが、起債は借金であり返済しなければならず、財政の弾力性を失うことにつ

ながります。 

このため、要望する補助額を満額獲得できるよう国・県へあらゆる手段を通じて、積

極的な活動はできているのか。また、今後はどのように補助獲得に行動するのか伺いま

す。 

４点目、国・県管理道路の早期実現に向けて。 

現在、国・県が管理する道路において進められている、国道４１号船津割石防災事業、

国道３６０号種蔵・打保バイパス整備事業、国道４７１号防災事業、主要地方道古川清

見線バイパス事業・神岡河合線杉崎太江バイパス事業は、交流の拡大を促進するために

欠くことのできない事業です。市と外部をつなぐ、そして市内を縦横断する特に重要な

道路と認識していますが、これらの事業を途切れることなく継続し、早期完成すること
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は飛騨市の元気づくりには不可欠です。 

市としては、強く国・県へ要望し、その実現を図ることしかできませんが、このこと

に対する市長の意気込みを伺います。このことは、市内の建設事業量を増大し、側面か

ら市の元気づくりにつながると確信していることを申し添えます。 

５点目、販路拡大の考え方は。 

「飛騨市特産品認定制度」、「飛騨エゴマの里推進プロジェクト」などを通じて地元産

品のブランド化を強化することを積極的に進めることは理解できます。そこで、製造業・

農林業の振興を通じた製品・生産物を外へ販売することについて伺います。従来の納税

サイトに加え、大手航空会社の納税サイトを活用することは、販路拡大と飛騨市の宣伝

に大きな効果をもたらすことは予想できますが、現段階で、大手航空会社との協議はど

のように進んでいるのか。また、他の方法で行う販路拡大についてはどのように考えて

いるのか伺います。 

◎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） 

全部で大きく５点、ご質問を頂戴いたしました。補助額の算出以外の４点につきまし

ては、私の方からご答弁申し上げたいと思います。 

まず、国庫補助内示額の減額をどうとらえているのかというお尋ねでございます。 

議員ご指摘のように、建設業は重要な産業であり、従事している人も多い中、今年度

の道路関連の内示が要望に対して５４％と低い水準でございまして、誠に残念な結果で

あると考えています。 

聞いてみますとこの結果は本市のみならず、近隣自治体においても同様の傾向であっ

たと伺っておりまして、理由は判然としませんが、私自身、都市部の大規模事業の影響

があったのではないかというような思いも持っております。 

一方で、財政的に弱い立場にあります飛騨市において、国や県の事業に頼らざるを得

ないのが宿命でありまして、この秋には国の大型補正というような議論もあるように聞

いておりますので、そういったことも見据えながら、今後も国や県への働きかけをしっ

かりと行っていきたいと考えておるところでございます。 

なお、この結果を受けまして市としては、適切な予算執行を行うために、内示額が確

定した後の今定例会におきまして、財源の組み替えと減額の補正予算を上程し、現実に

合わせた予算に修正を図ったというところですが、こうした対応は今後も随時行ってい

きたいと考えておるところでございます。 

  それから、国・県補助額の獲得ならびに国・県管理道路の早期実現に向けての決意、

意気込みというようなお尋ねでございます。 

まず、この国道４１号や国道３６０号など国、県の管理道路でございますが、産業振
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興・観光振興だけではなく、市民の安全・安心を確保する防災の観点でも、これは非常

に重要な道路であると認識しております。他方で、まだまだ通行規制区間があったり未

改良であったりと課題が多く一刻も早い道路整備が必要だというふうに思っております。 

  そこで、国や県に要望をしていくわけですが、このためには、地権者含めまして、市、

地域が一丸となることが不可欠である。そして、そのうえで切実さを訴えていくことが

極めて重要であると考えております。 

特に、飛騨地域はこれに加えまして、三市一村の連携が強いということが国などにお

いて高い評価を受けておりまして、飛騨地域全体としてのまとまった要望活動も大変、

効果が高いと考えておりますので、そういった点についても力を入れていく必要がある

のではないかとこのように考えておるところです。 

  私もこうした思いもありまして、就任後、既に、市単独としては４月に国土交通省中

部地方整備局及び県庁の岐阜県県土整備部、５月には国土交通省、財務省、内閣府など

への面談、要望等を行ってまいったわけでございます。また、７月には、高山市、下呂

市、白川村の市長、村長との合同要望も計画いたしておりまして、現在そのような日程

を既に組ませていただいております。 

今後、地域の高山国道事務所や古川土木事務所との連携が大事でございまして、折に

触れていろんな形で意見交換させていただいたり、懇談をしたりというようなことして

おるわけなんですが、そういったことも含めましてこの大きな予算を獲得していくんだ

という強い決意を持って、粘り強く要望してまいりたいと考えておるところでございま

す。 

それから販路拡大についてのお尋ねがございました。 

製造業・農林業の製品・生産物、こういったいわば飛騨市産品でございますが、こう

した販路拡大していくには色々な方法があるわけですが、私自身は商品のブランド化と

いうのが非常に大きな意味を占めるのではないかなということを常々思っております。 

そのためには、飛騨市として公的な団体として公的な認証を与える、つまり信用力を

供与するということによって市の推奨品だということを名乗っていただける形で販売を

していただけるということが大きな強みになるのではないか、追い風後押しになるので

はないかと考えておりまして、今回の補正予算ではそうした観点から、「飛騨市特産品認

定制度」というものを立ち上げる予算を計上させていただいたところでございます。 

そのうえで、さらに地域のイメージとかテーマをいかに商品に乗せていくのかが、重

要な要素でありまして、その意味では、ストーリーを語り込めるということが非常に重

要になっておるわけです。これはまさしく差別化ということにつながってくるわけであ

ります。 

今回の補正予算では「飛騨えごまの里プロジェクト」というものを上げさせていただ

いておりますが、これは単にえごまの生産拡大あるいは販路拡大を図るというのではな

くて、飛騨市全体を「えごまの里、飛騨えごまの里」というようなイメージ作りをする



30 

 

ことによりまして、あぶらえ食の歴史などを一体に語りこむ中で、ブランド化を図って

いこうと、そういった取り組みの第一歩でございます。 

そしてまたこうしたストーリーをどうやって伝えていくのかという観点では、やはり

ネットショップあるいはメディアの活用ということが非常に重要である。ネットショッ

プは自分でストーリーを伝えられる、そしてメディアに掲載するというのはそのメディ

アに掲載されたという信用力を含めて大いに発信ができるということなんでありますけ

ども、その最初のネットショップでは、やっぱりしっかりと物語を詰め込んだページを

つくる、そして飛騨えごま全体の魅力を伝えていくということが大事ではないかと考え

ておりますし、今議会に提案させていただいております「飛騨市ビジネスサポートセン

ター」、これ仮称でございますが、その準備をしたいということで検討の経費を上げてお

りますが、このビジネスサポートセンターの主要な取り組みは、こうした情報発信にな

ってくるというふうに考えております。 

さらに農産物につきましても、例えば、これも今定例会へ上程させていただいており

ます予算の中で「飛騨市伝統野菜」というものを上げさせていただいておりますが、こ

れは在来種に目を向けまして、他の地域にない農産物の育成を図ろうという取り組みで

ありまして、こうした在来種というものの特徴付けをすることで、新たな販路拡大につ

ながっていくのではないかというようなことを考えております。 

こうした取り組みを通じながら、商品のＰＲに関して、市が積極的に外に向けてのプ

レスリリースあるいはメディアへの話題発信ということを行うとともに、私自身もセー

ルスマンになって大いに売り出していきたいなと思ってい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。 

〔基盤整備部長 青木孝則 登壇〕 

□基盤整備部長（青木孝則） 

それでは、２点目の予算作成時の補助額算出についてお答えいたします。 

補助額の算出につきましては、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金、道整備

交付金におけるそれぞれの５ヶ年間の整備計画に基づき、過年度の内示状況も加味しな

がら必要額を国に要望しております。 

また、市の予算策定時については、例年の内示額を考慮しつつ、整備計画の進捗を図

れるよう最大限の予算計上をしているところでございます。以上でございます。 

〔基盤整備部長 青木孝則 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

続いて答弁を求めます。 

〔企画部長 水上雅廣 登壇〕 
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□企画部長（水上雅廣） 

それでは５点目のご質問のうち、納税サイトについてお答えさせていただきます。 

今回提案をさせていただいた大手航空会社の納税サイトは、全日空（ＡＮＡ）のふる

さと納税でございます。ＡＮＡマイレージクラブやＡＮＡカードの会員に対して告知が

されるもので、会員数は約２，９００万人、首都圏在住者の割合が高く、３０代から４

０代の全日空をよく利用される方が中心であること、メールマガジンなどによる情報提

供が可能となっておりまして、従来の利用者よりも広い層にＰＲができると見込んでお

ります。 

また、ＡＮＡはふるさと納税サイトに今年４月に参入したばかりでありまして、利用

自治体が６月現在で２１自治体ということでまだ少ない分、サイト内での競争相手が少

ないことや、ＡＮＡの機内誌、それから空港内の掲示による広告媒体が活用できること、

それに加えてスマートフォンの専用サイトが充実しているというようなことも魅力の一

つであると思っております。 

現在、導入に向けての調整を行っておりまして、今回補正予算をご承認いただければ、

ただちに次の準備を進め８月中旬までに申請をし、ふるさと納税の申し込み件数が１年

間で約３４％と、一番の最盛期であります１２月に開始を間に合わせたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

〔企画部長 水上雅廣 着席〕 

〇１２番（森下真次） 

  大手航空会社の関係、ＡＮＡということでありますけども、空の上で飛騨市が宣伝で 

きるのであれば、これは本当に素晴らしいことだと思います。そして２，９００万人と

いう人口の４分の１くらいになるのでしょうか、大変素晴らしい効果をもたらすという

ように期待をしております。 

  ちょっと今、答えていただいた中で、他の方法で行う販路拡大というのを聞き漏らし

ていたのかもしれません。同じ答えになるかもしれませんが、その部分で他の方法で行

う販路拡大について、先ほど市長の方でお答えなったのでしょうか。すみません聞き漏

らしたようで、申し訳ございません。もう一度お願いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

  先ほど申し上げましたような、販路拡大そのものは、ツールを確保するということも

あるんですが、市の支援としてはブランド化の部分、そして情報発信の部分、そういっ

たところであろうと思っておりまして、今、全日空（ＡＮＡ）の話がありましたが、そ

ういったものをいくつも用意しているというよりは、そうした信用力をつけたり、ＰＲ

の仕方を指導したり、そういったルートを作る。そういったことをやっていきたいとい

うのが私の考え方なもんですから、そのようにご理解いただければ大変ありがたいと思
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います。 

〇１２番（森下真次） 

  分かりました。大変、失礼いたしました。 

  国、県管理道の市長の意気込みの方を聞かせていただきました。先ほどもいいました

ように、市内の建設業、それから建設業を及ぼす関係もございまして市内の多くの方に

も影響が行くんだろうとも思いますし、そこを使って入ってきていただくということに

なればこれは本当にありがたいなというふうに思います。 

  前の市長にも言ったことがあるんですが、私ども議会を大いに使っていただいて、そ

こでもって強さがでるようなものなら活用という言い方はおかしいんですが、一緒に行

動させていただければと思います。 

  先日私のところへ友達から電話がきまして、「お前のところの酒は旨いという話やが、

いっぺん、冷酒を送ってくれんか」と言ってきた者がおりまして、やはり、市長が言わ

れるブランド化というものが本当に大事なことやと思います。 

そして、聞かせていただいておる間に思ったんですけれども、先ほど言いました市内

を走っておる国道４１号、県道の主要地方道の関係なんですけども、やはりこれが良く

ならないことには飛騨市の発展は本当にないと思っております。 

今、中部縦貫道の飛騨清見、そして高山のインターチェンジ間が無料になっておると

いうこと、そして国府バイパスが開通したということもあって古川清見線を利用する方

が非常に少なくなっておるんではないかと思っております。私の住んでいる近辺は国道

３６０号が通っておるんですけども、その辺は人間がいないので余計そう思うのかもし

れませんが、車が通るだけでも賑わしを感じております。畦畑の道路のところには道の

駅がありまして閑散としているような光景をよく目にするもんですから、ぜひ、それぞ

れのバイパス事業、それから防災事業等あるんですけどもこちらの方も進めていただい

て私どもも使っていただけるものならまた、ちょうど国会の選挙もあるようですけれど

も、国会議員の方も上手く巻き込んでこれらの事業が進んでいくようにひとつご努力を

いただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

獣医師不足について質問いたします。市の重要な産業である畜産業、特に肉牛畜産で

すが、平成２７年ＪＡ扱いの販売額によりますと、約１２億５，５００万円となり、米・

野菜等の農産物販売額全体の２５億６，４００万円の４８％を占めています。また、市

内には、畜産農家が２９戸ありますが、そのうち２５戸は肥育農家・子取り農家があり、

合わせて約３，０００頭の牛が飼育されています。 

飛騨牛の肉は、市のふるさと納税において、寄附をいただいた方に市の特産品を届け 

感謝の気持ちを伝える、ふるさとチョイスの中で高い人気があります。飛騨牛の名前は、

全国に向け発信され、そして皆さんに理解され、その期待に応える味を提供しています。

市においては重要な産業であり外貨を稼ぐ貴重な存在となっています。 
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  さて、いま全国的に家畜を診療する獣医師不足が大きな課題となっている状況にある

ことをニュースで知りました。私の住む宮川町でも肉牛畜産を営む方がみえ、時々会話

を交わしていますが、こういった空気を読み取ることができませんでした。畜産をとり

まく現況を理解していない、勉強不足の自分を反省しています。 

ここで、獣医師不足について、次のような記事を目にしたので紹介します。 

 「食の安心・安全や、ＢＳＥ・鳥インフルエンザなどの動物由来感染症に世間の注目

が集まるとともに公務員獣医師、特に地方公務員獣医師の仕事量は年々増加している。

しかし肉体・精神ともに過酷な業務が多く、大半の都道府県における給与体系が事務職

と同一であるなど待遇面の改善が遅れているため、新卒の獣医学生の多くが小動物臨床

を志望する傾向が年々強まっている。そのため東京都・神奈川県・大阪府など大都市圏

を除いた多くの県が定員割れであり、さらには団塊世代の大量退職による深刻な公務員

獣医師の不足が生じている。」また、他の記事でも同様の内容で報道されていました。 

  私は、今回の質問をするまでは、獣医師となるまでの過程を詳しく知りませんでした

が、獣医師になるためには、まずは大学で６年間、獣医学の勉強をして卒業する必要が

ある。そして、獣医師国家試験に合格してから、農林水産省に獣医師免許の申請をして、

獣医師名簿に登録して初めて「獣医師」と名乗ることができる。また、獣医系大学の数

は国立・公立・私立合わせて日本に１６校しかなく、狭き門となっている。という現状

があり、家畜を診療する獣医師の確保は非常に厳しいことを知りました。 

市は合併時に比較し、獣医師数３名は変わらず、人工授精師１名は、１名減となって

います。市の重要な産業である畜産業を左右する獣医師の確保は市の大きな課題と考え、

次の点について伺います。 

１点目、十分な対応はできているのか。 

市内に約３，０００頭いる牛の健康の維持管理を中心として、獣医師は仕事をされて

いますが、現在の獣医師３名・人工授精師１名で、重要な畜産業を推進する中において、

十分対応できているのか伺います。特に生き物は計画的に病気になるわけではなく、突

然、命にかかわるような病気で、一刻を争うときもあります。また、市役所から遠距離

の場所で飼育されている現実があり、不安を感じています。 

２点目、獣医師の確保は。 

先ほど述べましたが、新卒の獣医学生の多くが小動物臨床を志望する傾向が年々強ま

っています。２０１４年の農林水産省の調査によれば獣医大学卒業者の就職先は、ペッ

トなどの小動物診療分野が４０％に対し、産業動物診療は８％にまで落ち込んでいると

ありました。全国的なペットブームであり、今後もこのような傾向で進むことを考える

と心配でたまりません。そこで、畜産業を支える獣医師の確保はどのように進めている

のか伺います。 

３点目、獣医師の処遇に対する考え方は。 

岐阜県議会では、獣医師の就業分野ごとの需要のアンバランスを是正するためには、
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新規就業が不足している分野に就業する獣医師の処遇改善を図ることが喫緊の課題とな

っているとして平成２６年７月、公務員獣医師、この言葉は、岐阜県が提出した意見書

にこのように記載されていましたのでそのまま使っています。処遇改善を行い人材を確

保するため、国に意見書を提出していますが、市は獣医師の処遇についてどのように考

えているのか伺います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

 獣医師確保の考え方について３点、ご質問をいただいております。順次お答えします。 

  １点目の「十分な対応ができているのか」についてですが、現在、獣医師資格を持つ

職員は正職員３名で、これは町村合併後も増減はありません。その内１名が育児休暇を

取得中であるため、嘱託職員１名を採用して対応しています。 

  獣医師の業務は家畜診療のほか、予防業務、飼養管理指導等多岐にわたります。加え

て飛騨市では事務系業務にも携わっており、業務量は多く、緊急時など、やむを得ず職

員が対応できないときは開業医の獣医師に依頼して対応しており、今のところ獣医師業

務には支障を来たしておりません。 

  次に人工授精師についてですが、人工授精業務を行う職員は合併時には２名でしたが、

現在は１名となっています。 

市内での年間の人工授精数は平成２７年度には２，０４１件あり、その内市職員が人

工授精を行った件数は３６４件でした。平成１６年度には５２２件ありましたが、小規

模畜産農家の廃業に伴い、市職員が行う件数は以前より少なくなっております。なお、

規模の大きな農家は以前から農家自身で人工授精を行っております。 

また、やむを得ず職員が対応できないときは獣医師資格を持つ職員による対応や、開

業医の先生に依頼して対応しておりますので、現状では支障をきたしておらず、今後も

現行の人数で対応できると考えております。 

次に、２点目のご質問、獣医師の確保については、これまで大変苦慮してまいりまし

た。 

当市においては、今年度末に、獣医師職員１名が定年を迎えることから、来年４月１

日採用に向けて、獣医師の募集を行いました。幸い、６月１５日が採用試験の申込期限

でしたが、１名の応募があり、今後、手順に従い手続を進めていく予定です。 

最後に獣医師の処遇に対する考え方についてお答えします。 

当市においては、獣医師は一般行政職と同じ給料表を適用しており、基本的には、国

家公務員の基準に合わせた運用としております。 

議員のご発言にもあったとおり、岐阜県議会では、国に対し公務員獣医師の処遇改善

を求める意見書を提出しました。これは、公務員獣医師の処遇を改善することで人材確



35 

 

保を推進するため、国に対し、専門職としてふさわしい獣医師固有の俸給表を創設する

よう求めたもので、他県でも同様の動きが見受けられます。このため、市としては、今

後の国・他の自治体の動向を注視しながら、必要に応じて国への要望活動を行うなど対

応してまいります。 

世界的ブランドとなった飛騨牛という地域資源の育成・維持のため、畜産業振興のた

めにも、獣医師確保は最重要課題の一つであると認識しており、今後も全力を尽くす所

存でございます。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

〇１２番（森下真次） 

  来年定年を迎えられる代わりの方も応募があったということで、この時代に大変あり

がたいことやと思います。なんとか気が変わって他所へいかないように、これはちょっ

と難しいところでしょうけども、ぜひ、希望に応えられていければいいなと思っており

ます。 

  ４～５年するともう１名の獣医師の資格を持った職員の方が定年を迎えられると聞い

ております。今ほど、処遇に関する答弁がございましたけども、もし、国・県にそうい

った動きがあるようでしたら、市も遅れることなく、一緒に動いていただきたいと思い

ます。 

そして、今から獣医師は４～５年先に居なくなるということが分かっておりますので

確保に向けてしっかり情報を発信、そして情報を収集することが必要になってくると思

っております。現在もその辺はやってみえるかもしれませんが、このあたりについてい

かがお考えか伺います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□総務部長（東佐藤司） 

給料表に関しましては国家公務員に準拠しますので、改正があれば即、対応をさせて

いただきます。 

それから、４～５年後の獣医師の退職の問題につきましては、議員おっしゃいますよ

うに早めの情報発信、それから早めの情報収集を行い、来年辞めるのですぐに採用なん

てことは厳しいと思います。アンテナを張って、情報発信に努めてまいりたいと思いま

すし、本人の希望もございますけども、再任用制度の活用、開業医師との連携強化等を

図って獣医師の業務に支障をきたさないようにしてまいりたいと思います。 

〇１２番（森下真次） 

  この獣医師確保につきましては全国的なことでありまして、飛騨地区においても同様

だと思います。先ほど、市長が違う質問のときに飛騨市は首長の連合ができておるんだ

ということも聞かせていただきました。そういった中で話がされていくんだろうと思い

ますし、この飛騨牛に関しましては、特にこの飛騨地域の方がまとまっていかなくては
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いけないと思います。 

そして先ほどもありました「ふるさと納税」のお返しの方も一番人気があるというこ

とでございます。こういったところでまた関連してくるようになりますのでぜひ、飛騨

牛が飛騨市にとっていい意味での起爆剤になってくることを願いまして、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。 

〔１２番 森下真次 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、発言者氏名取り換えのため暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午後１時３８分  再開 午後１時３９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６番、中村健吉君。 

〔６番 中村健吉 登壇〕 

○６番（中村健吉） 

以前、何度か傍聴席で参加させていただきました。この度、こういう形で発言すると

こは非常に緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。 

市長は、着任早々の３月２２日から市内全域１７会場において４０日間をかけ、「市民

と市長の意見交換会」を実施されました。私もその内の１４会場に参加させていただき

ました。市民がどのような意見をお持ちなのか拝聴させていただきました。どの会場で

も２０項目以上の発言がありましたが、そのひとつひとつについて、真摯に、丁寧に応

答される市長の姿は、まさに新しい市政の誕生を市民全体が確信できるものでありまし

た。ありがとうございました。 

特に、交換会で私が感動したことが２点あります。 

そのひとつは、各会場で出された意見はすべて「前向きで、飛騨市の未来に向けての

創造的な提案」であったことです。批判ではなく、男女各世代の市民から、飛騨市の将

来像について、市民生活の向上や活性化に向けての創造的な提案がどの会場でもありま

した。 

もうひとつは、２００名を超える参加者のあったある会場で、小学校５年生の児童が

「この地区の良さを外にアピールするために、自分でも何をすればいいか教えて欲しい」

という訴えがあったことです。会場から一斉に大きな拍手が沸き上がり、今まさに、新

しい何かが生まれようとしている「市民マグマ」の躍動を感じることができました。 

今回提案された補正予算案は、市長ご自身の大きな夢の実現はもちろんですが、交換
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会で直接聞かれた貴重な市民からの提案について、早急に着手すべき事業、重点的に実

施すべき施策等を考慮されたものと思います。 

こうした中で、私は市長の提言される飛騨市政３本の柱の中から、特に「誇りの持て

る飛騨市づくり」の観点で質問をさせていただきます。 

一つ目は、飛騨市の誇りを発信するステーションとしての「道の駅」の活用について

であります。市内３つの「道の駅」について、市当局は営業・経営をどこまで指導でき

る立場なのでしょうか。飛騨市の誇りを発信し、紹介する施設として、３つの「道の駅」

を活用することはできないでしょうか。 

今回、先端科学都市構想推進事業として、道の駅「宙ドーム神岡」を抜本改修し、神

岡の研究施設で行われている研究内容を紹介する施設及び市有施設等活用事業が計上さ

れました。 

しかし、道の駅「宙ドーム神岡」だけがそれの紹介施設でいいのでしょうか。 

宇宙線研究所は全世界が注目する研究施設であり、ノーベル賞受賞者が２人も出た世

界に誇る施設であります。それが飛騨市に存在しているのです。その誇りを市民がもっ

と自覚し、世界にアピールする必要はないでしょうか。 

現在、岐阜県内には５３の「道の駅」があり、飛騨市内には３つあります。「宙ドーム

神岡」以外の２箇所の「道の駅」で、これまで「カミオカンデ」がどのような扱いを受

けていたでしょうか。最低でも現「宙ドーム神岡」と同程度の紹介施設が、飛騨市観光

の東と南の玄関口にあたる飛騨市の「道の駅」にあるべきであったと思います。 

これまで世界的に評価され、今後に期待されている研究施設を、市を挙げて観光資産

としても紹介してこなかったことを残念に思います。市当局は、市内の「道の駅」の経

営・運営についてどの程度の指導力を持っているのでしょうか。 

意義のある飛騨市の誇りを、発信し、紹介できる施設として３つの「道の駅」を活用

されるお考えがあるかどうかお聞かせください。 

◎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） 

 議員から冒頭、意見交換会について触れていただきました。議員の方の感想と私も同 

じでございまして、本当に前向きな意見が多く、また河合町でのお子さんの発言は会場 

の皆さん、もちろん私を含めて心打つものがありまして、非常に今回の意見交換会の中 

でのひとつの大きな出来事であったと感じております。 

 議員からは飛騨市の誇りを発信するステーションとしての「道の駅」の活用というこ 

とでお尋ねがございました。 

  まず、市内３つの道の駅のどこまで営業、経営を指導できるのか、というお尋ねでご

ざいます。 
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道の駅は、道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービス等を提供する施設と言

うことになっておりまして、基準でいきますと、休憩目的の利用者が２４時間無料で利

用できる駐車場、これはおおむね２０台以上、それから清潔なトイレ、これはおおむね

１０基以上、加えて、道路情報や地域の観光情報、緊急医療情報など情報を提供する案

内所又は案内コーナーがあることなどが条件となっておりまして、申請に基づいて、国

土交通省道路局が登録すると、こういう仕組みになっております。そして実際には、駐

車場・トイレ・案内所のほかに休憩所、物産販売や飲食スペースといったものが備わっ

ているのが一般的であります。 

飛騨市内には神岡町に「宙ドーム」、それから古川町に「アルプ飛騨古川」「いぶし」

と３つの道の駅があるわけでございますが、それぞれこれは設置者や管理者が異なって

おります。 

  まず、宙ドームですが、これは市が建設整備した施設でありまして、指定管理でお願

いしているということですので、市の意向に沿った形での運営をしていただくことが担

保されております。 

アルプ飛騨古川、こちらにつきましては、駐車場、トイレ及び情報発信施設、案内所

が国から市へ管理委託され、その他の施設は民間会社が設置・運営しておると、こうい

うことになっております。 

そして、いぶしにつきましては、県・市が関わるのは案内所と駐車場の一部とトイレ

でその他は地元会社の所有・管理ということになっておりまして、「アルプ飛騨古川」と

「いぶし」につきましては、一部の使用を除いてこちらからお願いしているという立場

にあるということであります。 

一方、情報発信拠点として有効に活用していくという必要性については、議員ご指摘 

のとおりでございまして、非常に重要だと考えておりますので、民間所有施設も併せて

しっかり連携を図って有効に活用できるようにしていきたいと考えているところです。 

実際に発信、紹介する施設としてどういうふうに活用するのか、活用できるのかとこ

ういうお話でございます。 

議員からは、宙ドームのスーパーカミオカンデの展示にお触れになりまして、ほかの

道の駅でも導入すべきであった、というお話があったわけでございますけれども、私自

身は、基本的な考え方としましては、それぞれの道の駅で飛騨市全体の案内を行うとい

うことはやっていただく必要がある、是非進めたいと思う一方で、道の駅はそれぞれに

最も近い地域の資源を中心とした独自性・特色を出すということが大事ではないかなと

いうことを考えております。 

したがって、スーパーカミオカンデのような地域性の高い資源の紹介ということにな

りますと、逆に神岡に行かないと見られないんだと、ここだけだと言うことが魅力付け

にかえってなるのではないかと、それがかえって誘客につながるんじゃないかとこのよ

うに考えております。 



39 

 

その宙ドームの展示でありますけれども、これは市民との意見交換会の中でも展示し

てある施設があまりにも小規模である、あまりにも貧弱であるというご意見は多数、複

数いただいたわけでございまして、私どもとしても、スーパーカミオカンデの研究に対

する注目の高さに対して、十分にそのご期待に応えきれていないというふうに思ってお

りますので、今回、本格的に改修する目的で、その調査研究費について、予算提案をさ

せていただいたということでございます。 

残りの２施設でございますが、アルプ飛騨古川については、高山方面からの玄関口と

いうことで、広い観光ＰＲの拠点としての役割を果たせるんじゃないかというふうに考

えておりますので、特に飛騨古川の観光案内などを中心に広く飛騨市全体の魅力をＰＲ

していただけるように、運営している（有）アルプ飛騨古川と協議をしてまいりたいと

考えております。 

一方、「いぶし」につきましては、ご案内のとおり山間地に位置しておるということで

ございまして、ロケーションから考えますと観光案内というよりは、むしろ体験型の施

設というような形の活用があるんではないかなと私思っておりまして、運営主体である

有限会社いぶし及び、地元畦畑区とまた協議をしながら、体験プログラムを実施してい

くというようなことについてもご相談、協議をさせていただきたいと思っておるところ

でございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○６番（中村健吉） 

ありがとうございました。３つの道の駅がそれぞれ、経営の中に３種類違うというこ

とを確認させていただきました。そうしますと、飛騨市を訪れた観光客あるいは、意見

交換会の中でもありましたが、高山で「神岡へ行くにはどうすればいいんだ」というよ

うな話が出たというようなこともありました。外国、あるいは全国から来られた方にと

って、カミオカンデについては知っているんだけれども、そこへ行くためには、途中の

古川、あるいは畦畑ですか、そこに案内所がないということは非常におかしい。という

か、ちょっと考えもんだという気がします。 

先ほど、申しましたけどもこの「ＫＡＧＲＡ」にしても「カミオカンデ」にしても世

界的な研究施設であり、素晴らしい成果がこれらから期待されるものです。次のノーベ

ル賞が出るかもしれないという話もありますし、また文化勲章をいただいた戸塚先生の

話もあります。これが、飛騨の大切な誇りでもあります。ですから業者の方々になんと

か協力して、「世界の中の飛騨なんだ」と、そういう発想を持っていただいて自分たちの

誇りをＰＲできるようなそんなことを考えていただけたらなと思います。 

では、次の質問をさせていただきます。 

飛騨市の伝統文化を守り、育てる具体的な方策についてお伺いします。今後どのよう

に屋台を保護していかれるか。 

今年中に、「古川祭の起し太鼓・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録が確実視され
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ております。それが叶うとしたら飛騨市として、これほど夢のある話はありません。 

群馬県の「富岡製糸工場」が文化遺産遺跡に登録され、その後の周辺地域の活性化と

住民の勢いある姿を伺いますと、登録された後の飛騨市の無限の可能性について図りよ

うのない期待を抱くことができます。 

しかし、その反面、飛騨市内には無形文化財の認定を受けながら過疎化が進み、後継

者がいないことで消滅寸前の伝統芸能が多々あります。現在飛騨市内には国・県指定の

「無形文化財」が９件あります。有形にいたってはもっとたくさんあります。 

郷土の伝統芸能は、そこに生まれ育った者の感性の根源を形作るものであり、郷土の

誇りであります。少子高齢化の問題は急に起きた問題ではありません。数十年前から予

想されていた問題であります。嘆くことに慣れ、対策を据え置きしてきたことで存続の

可能性が現在、タイムリミットを迎えているのではないでしょうか。 

「古川祭の起し太鼓・屋台行事」が文化遺産登録されることは、素晴らしいことでは

ありますが、それ以外の財産で現在、継承に困難している飛騨市内の伝統文化財につい

て、今後どのように対処・保護していかれるお考えかをお伺いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

２点目のご質問でございます。伝統文化・伝統芸能の継承、保護ということでござい

ます。 

人口減少と過疎化が進んでおりまして市内でも伝統行事、伝統文化、伝統芸能の伝承

は大きな課題となっております。私も大きな危機感を持っているわけですが、一方でな

かなか解の見つからない難しい問題であるというのも事実であります。 

飛騨市としては、市内各地の例祭や伝統行事の記録を後世に残すべく「デジタルアー

カイブ事業」に取り組んでおりまして、今後も継続していく考えですが、既に例祭すら

行えないということで映像記録も残せない地域も現実に出てきており、先ほどタイムリ

ミットというお話がございましたが、まさしくそれを感じております。 

また、数河獅子保存会や小雀獅子保存会、吉田太子踊り保存会や般若踊り保存会とい

ったいろいろな団体があるわけですが、高齢化が進んでおりまして後継者への指導がお

ぼつかないというお話も実際に伺っております。 

こうした中で、ふるさと学習の一貫で地域の伝統芸能に子どもさんたちに触れていた

だき、継承していくことの大切さを学ばせている小中学校の活動というものがありまし

て、少しずつではありますが子どもさん達に伝統文化への理解を深めてもらっていただ

いているところです。 

また、今回の補正予算で計上した「ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウム」で

も伝統芸能の披露を行うことも、わずかではありますがひとつの伝承に向けた手立てで
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ないかと感じていますし、また例祭等々の場だけではなく、市外でもそうした伝統芸能、

伝統文化財を披露する機会を作るというのもまた伝承につながるのではないかと思って

おります。 

さらに、市外に住んでおられる飛騨市出身者、こういった都市部の方々にも協力を請

うようなことも大事であり、外へ出られたけれども子どものころに親しんでいたという

方も見えるわけで、そういった方の力を借りていくというのも大事な事であると思いま

す。 

いずれにしてもこれで解決するという一発逆転策はないわけでして、試行錯誤の積み

重ねではないかと思っていまして、今後もとにかくいろいろな取り組みを考えながら、

地元の方と一緒になって考えていきたいと思っていますし、また議員の皆様からもご提

案ご指導を賜れればと思っております。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○６番（中村健吉） 

  結論は出ないかもしれないということは考えながらも質問したわけです。 

２年ほど前に阿波踊りの会場へ連れて行っていただきました。すごい盛り上がりでし

た。そのときに地元の方が「阿波のまちは１年の内、３６３日は死んだようになってい

る。でも２日間だけは全国から帰ってきて、ただただ２拍子のあのリズムに乗って、ふ

るさとの誇り、ふるさとへの想いをぶつけ合うんだ」と「このために残りの３６３日が

あるみたいなもんなんだ」と述べられたことを今でも思い出します。 

  古川の起し太鼓、神岡の金比羅、それぞれそういった熱い、小さなときから自分の心

の中に刻み込まれたあの伝統芸能、伝統芸術、太鼓の、笛のリズムは消えず一生残って

いくんだと思います。 

  例えば阿波踊りについては、全国各地で催しがなされていますね。今、早々、後継者

が居ないということについて、打つ手は見つかるものではないかもしれません。しかし、

確実にこれを守らなければ飛騨市のアイデンティティー、その感性の根源が消えてしま

うような気がいたします。どうか、どの部、どの委員会が中心になるものではありませ

んけども、この飛騨市だけではなくて、岐阜県、日本、全部そうですが、本当の意味で

の自分たちの魂の根源を守るようなことを真剣に考えていただきたいというふうに願い

ます。この方法としてよろしくお願いいたします。 

  続いて３つ目の質問に入ります。 

  市内、２高校に対する飛騨市としての応援体制であります。 

飛騨神岡高校・吉城高校に湧きあがった再編統合問題について、飛騨市の見解と今後

の支援についてお聞かせください。 

  本年３月末、県教育委員会の外部有識者会議、岐阜県立高等学校活性化計画策定委員

会が、県立高校の望ましい学校規模を１学年４～８学級とし、それを下回る高校につい

ては再編統合の検討対象とする提言を行いました。 
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それによりますと、飛騨地区で平成３１年度に１学年３学級以下が見込まれる高校と

して「高山工業高校」「飛騨神岡高校」が対象校に挙がり、それぞれ市町村関係者や保護

者、学校関係者、地域の経済界・産業界代表からなる協議会を設置し、活性化策を検討・

実施・検証するよう提案されました。また、平成３２年度に３学級、平成４０年度には

２学級と推計される「吉城高校」の名も挙げられ、その対応を検討することも求められ

ております。 

飛騨市内の２高校が対象校であることを知り、市民の間には不安が生じております。 

なぜならば、「吉城高校」「飛騨神岡高校」とも、その日々の教育活動・教育成果につ

いて近年、目覚ましいものがあることを市民が熟知しているからであります。 

かなり以前から、少子化問題を考慮しながら、県下の高等学校は地域で必要とされる

高校づくり、「入れる高校ではなく入学したい高校」の創生に向け懸命な努力をされてい

ます。 

そして、その成果が確実に表れていることは、飛騨市民の誰もが知っておられます。 

市内の小中学校、そして高等学校が連携し、郷土を支えるたくましい若者を教育する体

制が現在飛騨市に確立されております。 

委員会では意見発表後、「…しかしながら、一律に再編統合を進めるのではなく、地域

の状況や高校の特性、教育機会の保障、地域からの提案内容等の特別な事情を勘案した

うえで、丁寧に活性化策を検討する」と言っておられます。この問題について、飛騨市

の見解と今後の支援についてお聞かせください。 

◎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） 

市内２高校に対する飛騨市の支援に関する見解、そして今後の支援ということでお尋

ねがございました。ちょっと丁寧に経緯も含めて、答弁させていただきたいと思います。 

この問題は、岐阜県におきまして、平成２６年度から平成３０年度までの５年を計画

期間とする教育振興基本計画「第２次岐阜県教育ビジョン」が策定された。これに基づ

き、生徒減少期に向けた活力ある高校づくりのための活性化策を審議するためというこ

とで、平成２６年４月に外部有識者からなる「岐阜県立高等学校活性化計画策定委員会」

が設置されたことからことが始まった。ここがまさしく発端でございます。 

この委員会では、先ほど議員も少しお触れになりましたけども、県内の将来的に望ま

しい学校規模が維持できない可能性のある小規模校に対しまして、地域と高校がより主

体的・積極的に関わることができるような活性化策を講じるべきであるということを提

言したわけであります。 

そのうえで、平成３１年度に１学年３学級以下が見込まれる高校をグループ１、平成

３２年度から平成４０年度に３学級以下が見込まれる高校をグループ２というふうにま
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とめまして、グループ１には飛騨神岡高校が、グループ２には吉城高校が入ったと、こ

ういうことであります。そしてこのレポートの中では、同じ飛騨市内にある高校として、

両校ともに少子化への対応とともに、高山市内の高校にはない魅力を強く打ち出し、学

科構成も含め、生徒の多様な学習ニーズや進路希望に一層対応できるような観点から検

討する必要があると、このように記載されたということです。 

その審議まとめを受けまして、県教育委員会及び飛騨神岡高校は「地域と共に活力あ

る学校づくり推進協議会」という協議会を設置いたしまして、飛騨神岡高校からの要請

で私と企画部長がこの協議会の委員になった。そして今年５月２６日に第１回の協議会

が開催された、こういうことでございます。そしてこの協議会では、平成３０年度まで

の３年間、毎年３回程度の協議会を開催しまして、単独校としての活性化策を検討・実

施することというふうにされているわけでございます。 

そしてこの協議会につきましては、ただちに他校との再編統合を検討するものではな

いとされているわけですが、他方では県教育委員会は今年度中に「岐阜県立高等学校活

性化計画」、これは仮称でありますが、そうしたものを策定いたしまして、統廃合につい

ての基準を検討するというふうに伺っておるわけであります。 

したがいまして、これは何らかの動きが出る可能性はあるのではないかというふうに

思っているわけであります。 

飛騨市としては、この両校が飛騨市内に存在し、地元の子どもたちが地元で学べる教

育環境を確保するということは、子どもたちの学習の利便性のみならず、地域全体の活

力という観点からも必要不可欠だというふうに考えております。また既に協議会が飛騨

神岡高校は始まっているわけなんですけれども、神岡の地形的な特殊性を考えますと、

外の地域と行き来が比較的少ないわけでして、ここに存在する高校というのは、絶対に

死守しなければならないというのが私の思いでありまして、そのことは常々申し上げて

いるところであります。 

飛騨神岡高校ですが、私も何度かお邪魔をし、先日もオープン飛騨神ということで、

お邪魔しましていろいろ見させていただいているのですが、飛騨神岡高校の魅力はやは

り少人数であるがゆえの大変きめの細かい丁寧な教育というのが特徴なのではないか。

そして、保護者の皆さんの評価も非常に高くて、中学時代に様々な課題、困難を抱えて

いた生徒さんが順調に高校生活を送れるようになったという例も多数お聞きもいたして

おります。 

また、小規模校であるがゆえの特色ある活動というものも行われておりまして、ロボ

ット部、文芸部の俳句というものは、全国レベル、世界レベルでも通用するような取り

組みでございますし、中高一貫教育、これも非常に大きな成果を上げているというふう

に感じております。 

私としては、こうした小規模校であるということが魅力につながるんだということを、

小規模校であるからこそ大きな魅力を生み出せるのだということを、飛騨神岡高校から
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教えてもらっている気がしておりまして、そうした取り組みを地域の皆さんと一緒に支

援していくことが今飛騨市のなすべきこと、それが非常に重要ではないかと感じておる

ところでございます。 

先日、協議会の際に、私はとにかく年３回なんて言ってなくて、もっと、急いで、す

ぐやるんだということを申し上げておりまして、そういった意味で今回、補正予算の中

におきまして、飛騨市の高校でしかできない魅力対策を打っていくのだということを提

案させていただいておるわけです。 

今回の補正予算に上程しております事業では、飛騨神岡高校、吉城高校の両校からの

提案に基づきまして、東大及び東北大の最先端科学研究施設と連携し、研究者や学生に

よる「研究者出前講座」、こういったものをやりたいというものについての支援予算を提

案させていただいておるところです。これは従来であれば、県教育委員会が予算の中で

配当して行われるべきものでありますけれども、地元としての飛騨市が支援をするのだ

ということで、今回予算化に踏み切っているということであります。 

市としては、飛騨神岡高校、吉城高校と飛騨市の取り組み、これをもっと発信してい

く、そういうことによって飛騨全域からの入学者を増やしていくための広報活動、こう

いったことも大いに市役所として取り組めることであるというふうに考えておりまして、

４月から広報ひだにおいて両校のＰＲを始めたところでございます。そして、また、次

なる対策として、両校の様々な活動や魅力ある取り組みを飛騨全域に発信をする、とい

う広報誌を何か作っていく必要があるのではないかということを考えておりまして、そ

れも現在検討に入っておるところでございます。以上でございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○６番（中村健吉） 

  本当に丁寧な説明、ありがとうございました。今日、テレビを通じてあるいはいろん

なところで市長のお考えを聞いて安心されている方がたくさんみえるのではないかと思

います。 

  高等学校に対する環境は本当に今、変わっております。前にも私、申しましたが、こ 

の６月から高校３年生で選挙権を持つ。そういう若者がいるわけです。８歳で小学校に

入り、１３歳で中学校に入り高校卒業、その１２年間の中で、国民としての権利を主張

できる若者をつくりあげていくその環境は今までのような高等学校に対する考え方では

いけない。脱皮しなければいけないということは高校側では考えていると思います。 

具体的にどういうような未来を託す若者をつくるかということで各校がそれぞれ、も

のづくりの高校、命を育てる高校、そして個性を伸ばす高校、自分を見つける高校、そ

ういうスローガンを持って懸命になって頑張っているのが現状です。どうか今後、飛騨

市全体、県全体も含めてですけれども、そういった若者を育てる環境については、人数

が減ったからということではなくて、その地域におる住民みんなが協力してたくましい

若者をつくっていくんだというそういう同意の下でがんばっていただきたいと思います。
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私たちも利用していただきたいと思います。 

  それでは最後の質問に移らせていただきます。 

  これは飛騨高山高校にあります定時制についてのお願いでもあります。飛騨高山高校 

定時制に対し、通信制と同等の支援をしていただくことをお願いしたいと思います。 

 飛騨高山高校の中に「通信制高校」と「定時制高校」があります。通学する生徒の教

育活動に対して、支援する体制があります。「通信制」に対しては、高山市・下呂市・白

川村・飛騨市から毎年、教育助成金の援助をいただいております。 

  「定時制」についてはそういった援助は飛騨市ではありませんでした。かつては生徒

の就労する企業が後援会を組織され、援助を受けておりましたが、時代の雇用システム

の変化から、近年企業の採用が減り厳しい状況が続いております。 

少し補足しますと、今までは会社ぐるみで何人かの中学卒業生を雇い、仕事をした後、

時間的にも早く上げて、５時からの授業に間に合うようにというふうに配慮されていた

んですが現在、そういった企業が無くなりまして定時制に通う生徒は一般の企業に勤め

るよりもパートタイマー、時間で自分の生活費を稼いでくるというようなふうになって

います。したがって企業からの応援というのは定時制に対しては無くなってきていると、

一部ありますが、ない状態です。 

「定時制」は、中学校を卒業後してから「もう一度学び直したい」と決心した若者が

進学する県立の普通科高等学校です。入学すると卒業まで４年かかります。強い信念を

持ち、学習に対する強固な向学心が求められ、生半可な気持ちでは続きません。高卒の

資格が欲しいから入学するというようなことでは４年間は務まらないんです。絶対、自

分の力で稼いだ金で自分が何をしたいかということをここで学びとって、仲間と一緒に

なってという気持ちがやがて生まれるんですが、その気持ちがないと続くものではあり

ません。 

そして近年、入学生の数が増える傾向にあります。現在４学年７４名の生徒が在籍し

ています。４つで割ると、２０名ちょっとです。 

昼間、社会人として働き、夜に４時間の授業を受けています。強い意志を持ち、互い

に励まし合いながら学び直しを期して生きるために勉強しています。途中退学者の数も

減ってきました。１年生のときに自分の考えが甘かったということで、もう一度出直し

ますという生徒はいます。しかし、例えば、中学校時代になかなか学校へ行けなかった

子が入学して皆勤で卒業し、専門学校、あるいは短大へ進学するというような生徒も多々

でてきています。 

数年前、県の教育委員会の学校視察に訪れた指導主事から「学校教育の原点がここに

ある」と評価していただきました。生徒たちは自ら「夜学魂」と呼んでいますが、学ぶ

ことに対する真剣な姿が見受けられたからであります。県教育委員会が在籍生徒数を問

題にされないのは、定数が少ないから廃校にする、統合するということがないのは、通

信制高校と同様、それが地域になくてはならない高等学校であることが理解されている
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からであると思います。 

ふるさと飛騨を、根底から支え「学び直し」の志を立て、「夜学魂」を抱きながら頑張

る彼らに、飛騨市は通信制と同等の支援をしていただき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） 

  飛騨高山高校定時制の支援についてのお尋ねがございました。 

議員からは定時制の在籍生徒の実状を大変詳しくお話を頂戴しました。定時制の意義、

夜学魂、そしてまた重要性、真に迫るお話を頂きましたこと本当に感謝を申し上げたい

と思います。 

飛騨高山高校定時制でございますが、飛騨市在住の生徒が現在６名在籍しておるそう

でございます。昼間は市内企業に３名が勤務しながら夜間の学習に励んでおるというこ

とで６名の内３名が市内の会社に勤めておるということでございまして、同校の定時制

全体では本年７４名が在籍、これも議員からご紹介がございましたが、過去１０年で最

大数ということだそうです。 

 生徒の学習環境を支援する組織としては「飛騨高山高校定時制教育振興会」という団

体があり、高山市内の企業をはじめとする会員が会費や補助を出し合って、社会見学の

際のバス代や陸上・バドミントンなど部活動の生徒活動に対しての支援が行われている

というふうに伺っています。 

  しかし、この定時制教育振興会も財源が厳しいという事情で、先般、同校の先生方が

私のところにおいでになりまして、通信制に対して「飛騨地区通信教育振興協議会」が

ありましてこちらに補助しておりますのでそちらと同様に、飛騨市として定時制のほう

にも補助をいただけないかというご要望を頂戴したところであります。 

 私としましては、定時制や通信制といった進路選択に対する個の考え方が多様化する

中で、学び直しに意欲のある生徒の支援、特に勤労学生に対する支援は非常に重要であ

ると認識しております。また、市内の企業で一生懸命に働きながら、時間の制約のある

中で、あるいは大変な生活の中で部活動の活躍、あるいは熊本地震募金のボランティア

に積極的に関わる活動をされていると伺いまして、大変価値のあるすばらしい活動であ

ると思っております。そうした意味では地元就職者への支援という観点も含め合わせて、

何らかの応援をしていきたいという気持ちは強く持っておるところでございます。 

  ただ一方で、飛騨高山高校は飛騨地域全体の学校でございまして、他の３市１村との

意識合わせ、そして通信制協議会とのバランスという点もチェック確認をして対応を考

えていく必要があると思っておりますので、具体的な補助のあり方につきましては、来

年度当初予算に向けての協議の中で十分検討してまいりたいと思っておりますのでよろ
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しくお願いいたします。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○６番（中村健吉） 

  ありがとうございました。何度も繰り返して言いますけども、飛騨市の誇りは、やっ

ぱり全員に元気があって、あんきでそして誇りのある町にしたいというその思いを描い

てみえることだと思います。 

  先般、東京に行ったとき友人から、「いいな。東京は恥ずかしいよ。今、話題になって

いるいろんなことがあって。飛騨市はすごく元気があるじゃないか」と言われました。

ある友人と話したときに、「市内の事務をしているときに、市長と対談したときに結局の

ところ人づくりだと。人間作りが一番大事なんだということになったんだよ」と言って

くれました。まさにそのとおりだと思います。 

今、小中高ここに通っている若者たちが、今、市長がなさろうとしているその市政の

それを受けて大人になっていきます。この町の発展はそういう若者たちが支えて担って、

バトンタッチしてさらに伸ばしてくれるというそういう時代です。どうか今後ともよろ

しくお願いいたします。 

  これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〔６番 中村健吉 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、発言者氏名取り換えのため暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午後２時２３分  再開 午後２時２４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８番、前川文博君。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。 

〔８番 前川文博 登壇〕 

○８番（前川文博） 

議長から発言のお許しをいただきましたので、質問をはじめさせていただきます。

今回、３つについて質問させていただきます。１つ目レールマウンテンバイクの今 

後はということでお伺いいたします。 

ＮＰＯへ今回、調査委託を出されるという補正予算が出ております。今回の補正予

算でレールマウンテンバイク渓谷コースの調査事業となっております。今年は、気動

車の見学など新しいコースもレールマウンテンでは始まりました。先日は「トロッ庫」
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が神岡鉱業から寄附され、新たに展示として駅前に加わりました。今、レールマウン

テンバイクは、右肩上がりの事業として人気になっておりますが、現在は乗客の受け

入れは一杯に近づいてきている、これも事実であります。以前の一般質問でレールパ

ークのことで質問させていただいたときに言いましたがオリエンタルランド、東京デ

ィズニーリゾートのことがちょうど新聞にでておりまして、なぜあれだけ人がくるの

かということでは、毎回、常に新しいものを取り入れて、お客さんが飽きないように

していく。それが重要だということが日経新聞にでておりました。 

そこで、今回、渓谷コース実現に向けまして、またレールパークの利活用について

積極的に検討するためにＮＰＯ法人神岡・町づくりネットワークへ委託し調査をする

ことになっております。これまでは、コンサルに委託され調査していましたが、今回

は実際に運営をしているＮＰＯ法人への委託となっております。 

地域で、地元で検討して、実現に向けていくことはすばらしい取り組みだと思って

おります。 

今回の調査委託によりレールマウンテンバイクに期待している点は何でしょうか。 

また、今回の調査を現在運営しているＮＰＯに委託するにあたり、市はどのような

立ち位置で進めるのでしょうか。 

今後へ期待する事業としていくのであれば、調査委託期間も積極的にＮＰＯと関わ

り、解決策を一緒に模索することが重要と考えます。先ほどの德島議員の中での答弁

でＮＰＯへの発注、検討、共通認識を持つという答弁がありました。ここについては

回答がでているような気もしますが、私の質問として再度させていただきます。 

◎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） 

 レールマウンテンバイクにつきましてお尋ねがございました。まずはレールマウン

テンバイクに期待していることは何かというお話でございます。 

先ほど德島議員の質問にもご答弁申し上げたのですが、レールマウンテンバイクそ

のものは本当に全国的に注目されている希少な地域資源、観光資源である。そしてそ

の拡大は神岡への誘客拡大、消費拡大のみならず、飛騨市全体あるいは飛騨地域全体

の魅力作り、誇り作りになるんだというふうに思っておりまして、そうした新しい地

域資源、魅力というものが市民の手によって、市民の創意工夫によって出来上がって

きたというのが私はすばらしいことだというふうに常日頃思っております。この大き

な流れを引き続きずっと続けていっていただく、そして飛騨市はその最大限のサポー

トをさせていただくということを考えております。それが私どもの基本スタンスであ

り、またレールマウンテンバイクに期待しておるということでございます。 

そのうえで今回の調査委託につきましてのお尋ねがございました。今回の調査委託
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につきましては、これも先ほど德島議員へのご質問に対して答弁させていただいたわ

けなんですが、市が直接発注をするのではなく、ＮＰＯを通して調査をしていただく

という手法を取ったわけであります。 

これは、このプロジェクトは市が単独で走る、あるいはＮＰＯが単独で走るという

のではなくて、市とＮＰＯがきちんと連携を取って、同じ方向を向いて、同じように

物事を考えて問題意識を共有しながら進んでいくということが大事ではないかとい

う、そういう考え方でこういう手法を取ったということでございまして、事業実施主

体であるＮＰＯ関係者の意向を十分に反映していただきたいというのが一番の大き

な趣旨であります。 

その中では現場をよく知っている団体の皆様、これは本当に大変な知恵と経験の蓄

積をお持ちの方々であるというふうに私は思っておるわけなんですが、この団体の

方々ならではの発想で、具体的な工事のあり方なんかにつきましても柔軟に検討して

いただきたいというふうに考えておりますし、例えばここは自分たちの手でできるよ

とかそういった一種のＤＩＹ的な取り組みを取り入れていただくというようなこと

も期待しておるわけでございます。 

そして何よりも実際に運営をしていくのはＮＰＯの方々であるわけでして、そのＮ

ＰＯの方々が一番使いやすい形、あるいは実際の運用を想定した形で検討を進めてい

ただくのが最も望ましいことであり、いいことではないかというふうに思っています

ので、そういう視点での設計がなされていることを期待しておるところでございます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

○８番（前川文博） 

  先ほどと答弁がかぶっているところもありますけども、ＮＰＯ手作りでやってきた、

レールマウンテンバイクを今後も活かして、今の安全対策についても、あれだけのお

金が掛かるという部分ではなく、もうちょっと手作りで。例えばタイヤを置いたりと

かという話も聞いております。そういった部分での安全対策ということで、コストを

あまりかけずに。先ほども聞きましたが、来年の秋には向かいたいということでした

のでそれに向けてやっていただきたいと思います。 

  先日も委員会で現地の方を歩かせていただいたのですが、落石対策ということで、

そこはやっぱり心配かなという部分でみえると思うんですけども、昔の鉄道のときに、

あそこに落石防止のケーブルが走っているんです。ああいうものは、今、電気を入れ

れば使えそうだとかそういったことはどうなんですか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

  今現在、具体的にここの線がどうかっていうことまでは分からないです。どちらか

というと通報システムですから、それが本当に必要なのかということもあります。 
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ですが、今朝ほど、德島議員の質問にもご答弁申し上げましたけども、神岡鉄道の

運行時の安全対策というのはひとつの基準になると思っておりますので、そこら辺を

ベースにしながらレールマウンテンバイクの運行をしていく際に、どの程度が適切な

のか。荷重から考えますと鉄道ほど加重はない、振動はないわけです。しかし、何か

石が落ちてくると鉄道の場合ですと客車にあたるわけですが、自転車の場合は体にあ

たるわけでありまして、そういった特性の違いというのもあります。 

  どこをどういうふうにしたらいいのかというのは先ほど申し上げました、繰り返し

になりますが、神岡鉄道の運行のことをベースにしながら検討していくことになろう

かと思います。その際にここの電線が通るのかどうかということにつきましても、必

要なのかどうかということも含めて検討していくことになろうかと思います。 

○８番（前川文博） 

  すみません。ちょっと今、ふと思ったものですから聞いたんです。あれはケーブル

が切れると赤いランプが点いて、落石があったと知らせるやつなので、確か電気が流

れていて、電気が止まるとそれが点くというシステムだったと思いますので、使えた

ならということでちょっと思いました。 

  それでは１つ目の方はこれで終わらせていただきまして、２つ目の方に入らせてい

ただきます。 

  買い物弱者対策支援についてということでお伺いいたします。 

買い物弱者に行政は全面的にバックアップをして欲しいということです。現在、神

岡町内でも５月から移動販売がスタートしました。現在１００名くらいの方が事業者

の方に申し込みされて町の中を回って販売されております。そこで、停まりますと、

申し込んでいない近所の方も出てみえて利用されているということでもう少し多い

方が利用されているのが現状です。 

買い物弱者と聞きますと、市街地から離れたところと思われがちですが、私の住ん

でいる神岡の船津地区、川西地域でも利用者が多いということが今、分かりました。 

移動販売車の音楽が流れますと高齢の方が次々と買い物に家から出てこられます。 

中には足が悪い方がみえますと、どうでしょうね、ここでいえば、そこのお寺さんの

入り口の辺で移動販売車が停まっていて、この市役所の前が家だとしますとその距離

が歩けないということで、ここまできてくれというようなことで、そのくらい細かく

回っているというのが現状でした。 

その移動販売車ですけども、移動販売は商品代金にプラス１０円ルールというもの

を神岡では設定しております。１商品につき１０円を上乗せで販売するというシステ

ムになっております。これですと１日に１００個の商品を販売しましても１，０００

円、１，０００個販売しても１万円とそれだけしか純利益というものがあがってまい

りません。長期的に続けていくには非常に厳しい運営がされていますし今後も予想さ

れます。 
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今回の補正予算の中で買い物弱者対策支援として、燃料費、人件費、修繕費、車検

費の運行経費、それと改造車両の購入費補助がでております。それぞれの具体的な補

助率と金額はどのように考えているのかお伺いいたします。 

また、改造車両購入補助は、今年度開始した事業者には、さかのぼり適用されるの

でしょうか。また、移動販売するには現地での広報、音楽を流して宣伝するというこ

とが必要であります。 

しかし、今の時期はまだ窓を開けていいんですけども、夏とか冬ですと窓を締めて

冷暖房をした場合に、家の中まで音が聞こえないと、今でも聞こえないというのがで

てきております。移動販売の車が来たことに気がつかなかったといったことも多々あ

るようです。そこで、販売者の方は、「今日あそこの婆ちゃんが出てこんかったけど

大丈夫かな」といった心配をされて、自宅まで行って声をかけてみえると。で、元気

なので安心したということを言ってみえます。 

今年の３月には「元気確認ポストカード往復便事業」というものが終了いたしまし

た。これは高齢者の申し込みをされた方に週２回、往復はがきを送って安否確認をす

るという事業でしたが、これが終了しております。これの代役的なもの。販売に行っ

たときに高齢者の方の顔をみて元気かどうか確認すると。今、新聞配達の方とか、灯

油販売の方にもお願いしているということは聞きましたがこれの代役にもなると思

います。高齢者の安否を地域でしていくというのは今後大切になってまいります。 

そのためにも、家の中で音楽が聞こえなくて顔が見られなかったとか、そういったこ

とがないように。先ほど言いましたが、売り上げの方も金額的に１個１０円というこ

とですので、経費も厳しいということで、例えば販売ルートの案内や訪問時間帯や場

所などを町内配布物と一緒に配布するとか、行政としての援助ができないものかお伺

いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔市民福祉部長 柚原誠 登壇〕 

□市民福祉部長（柚原誠） 

 買い物弱者対策支援について、３点の質問をいただきましたので、順にお答えいたし

ます。 

１点目のご質問の補助内容につきましては、車両運行経費への補助として、燃料費、

人件費、車検費、修繕費等を対象としております。燃料費は、１キロメートルあたり２

０円、人件費は拘束時間２時間あたり１，０００円、車検費及び冷蔵庫等特別な装備の

修繕費は、実費の３分の１として、運行経費全体で年間４０万円を上限と想定をしてお

ります。こうした支援の内容は、事業者の方が実際に運行して分かった課題といたしま

して、冷蔵車があるためエンジンをかけたままにすることで燃料費が高額になること、

特殊な車両のため保険料が高いこと、車両の改造のため車が重くタイヤの消耗が早いな
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どといった声があったことを踏まえて企画したものであります。これに加えまして、車

両改造費、改造車両購入費につきましては、上限を１００万円とし、事業費の３分の１

の補助を予定しております。今後も、実際の事業運営の状況をお聞きしながら、補助内

容を見直していきたいと考えております。 

２点目の助成制度の適用時期につきましては、本年４月１日に遡及適用する予定でお

ります。国、県や市の他の補助制度の適用が受けられる場合は、そちらの制度の利用を

優先していただく予定です。 

３点目の広報につきましては、行政が強みを発揮できる支援の一つであると考えてお

り、新規事業者に加え、市内で営業されている既存の移動販売事業者も含めた共同チラ

シを市で作成し、運行ルート等を市民の皆様に広く周知したいと考えております。 

〔市民福祉部長 柚原誠 着席〕 

○８番（前川文博） 

  まず、チラシの方はいろんなところと共同して配布していただけるということでし

たので、早めに対応をできればお願いしたいと思います。 

それから、４月にさかのぼって今の車両の方は適用という話ですが、これは、例え

ば以前ですと国庫補助の高いものがあったんですかね。市の方ですと新規事業の方の

１００万円とかだったと思うんですけども、それがある場合、今回はさかのぼってで

も適用しないということですね。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□市民福祉部長（柚原誠） 

  補助につきましては今、運行していらっしゃいますＪＡさんが国の補助を受けて車

両を購入されました。神岡の坂本さんが市の商工観光部の企業の方の補助金を受けら

れて車両を購入されてみえますが、それらの補助金を受けられた方々につきましては、

私どもの部の補助の対象外ということで考えさせていただくというものであります。 

○８番（前川文博） 

  分かりました。後、もう１点の方なんですけれども、運行経費の補助、１キロメー

トルあたり２０円、人件費が２時間で１，０００円、修繕費は３分の１ということで

上限が４０万円ということだったんですけども、この中の内訳というのは極端な話、

人件費だけでもいいのか、ある程度分けて考えられているのか。その辺はいかがです

か。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□市民福祉部長（柚原誠） 

  運行経費全体で４０万円というふうに考えておりますので、人件費だけということ

もありましょうし、燃料費だけということもありかもしれませんが、全体で４０万円
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という考え方でおります。 

○８番（前川文博） 

  分かりました。これ、参考なんですけども、５月から運行して１ケ月のガソリン代

が３万５，０００円掛かったと。タイヤの方も夏タイヤがどうもワンシーズンしかも

たないのではないかということです。こちらもタイヤ代が普通の軽トラですと６くら

い。ワイヤー６本くらいです。重たいということで、８くらいの重たいものをはいて

いると。スタッドレスもそうすると５万５，０００円くらい。タイヤ代だけで年間１

０万円くらいになりそうだということがありましたので、この辺もちょっと数字を入

れておいていただいて今後、また考えていただければと思います。 

  それでは３つ目の質問に移らせていただきます。 

 何回もこの件については質問させていただいております。飛騨市公共交通の改正は

ということです。 

昨年の１２月の一般質問でも改正後にバスの件について質問させていただきまし

た。 

今年は、来月７月から地域で意見を聞いて、さらにまた改正をして１０月のダイヤ

改正などが行われる予定と聞いておりますので、その前に再度お伺いします。 

乗継割引の設定。こちらの件です。これまで１００円で行けた所が４倍５倍の４０

０円５００円になっているところがあります。これまで１本のバスで行けた所が乗り

継いでいくことになったために発生したことです。１乗車２００円の運賃については

大多数の方が上がったのは仕方ないと納得してみえると思いますが、乗継割引につい

ては早くやって欲しいということで意見をいただいております。この件についてどう

なっているのかお伺いしたいと思います。 

先日の公共交通会議、傍聴できるということで、傍聴させていただきました。その

中で、一部のバスが割石温泉まで延長運転するという案が出されております。そうし

ますと乗継割引を設定しないと１本のバスで行って２００円で行ける人。乗り継いで

４００円で行く人。そういったことで運賃に差が出るということで不公平が発生する

のではないかということです。 

乗継割引をする場合、何らかのチケットをバスの中で発行しなければ次のバスに乗

ったときに分かりません。 

チケットを発行するということで何かなりますと、どうせ手間が掛かるのであれば、

例えば、一日乗り放題切符みたいなものにして、バスを使っていかれる方は多分、往

復で使われる方がほとんどです。片道バスで行って、片道、車やタクシーで帰るとい

うのはあまりみえないと思います。往復４００円で行けるのであれば、１日券として

４００円というチケットを発行してみたらどうかということを私、今、考えておりま

す。どうせ、乗り継ぎ割引券というチケットを発行するのであれば、１日券に日にち

を記入して渡すのも手間としてはほとんど変わらないということです。 
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これ参考なんですが、濃飛バスでは児童生徒の学校の休みの日、夏休みとか土日な

んですけども、濃飛の指定した日で、これ前にも言いました「スクールホリデイ切符」

今、消費税が上がりまして５１０円らしいです。これをバスの車内で運転手から購入

すると。運転手はその場で日にちを記入して１日乗り放題の切符が発行されていると。

今、こういうことはやってみえます。１日乗車券、２００円の区間の乗り継ぎという

前提です。中には２００円と３００円乗り継ぐ方もみえるかもしれませんので、その

場合対応を考えなければならないんですけども、４００円の神岡での病院に行ったり、

温泉に行ったりということでいきますと、１日券になれば病院へ行って終わった後に

割石へ行ってそれから帰ろうかなとか、温泉へ行って帰りに町で買い物をして帰ろう

かなとなっても４００円で動けるんです。 

これ、１回２００円でしたら降りれば３回ですので、６００円になってしまいます

が、こういった１日券というものを考える。こういうことは行動範囲が広がって、足

腰の運動と言ったら悪いんですけども、そうやってちょっと動くようなことにもつな

がるかもしれません。こういったことはいかがなものでしょうか。 

２つ目です。神岡猪谷線、神岡古川線の運行についてです。 

昨年１０月の改正で神岡猪谷線の最終が１時間程度早くなりました。さらに今年の

４月からは、午後の２往復が土休日運休となりました。午前中３本の運行になってし

まいました。これで、大学の研究者の方や学生の方が不便になり困ってみえます。神

岡の生徒も土休日に公共交通を使って出かけるということがありますが、休みの日に

バスを使って行くと帰りは猪谷までくると市営バスがないという現状です。生徒の行

き先は主に速星駅付近の大型商業施設ですので、富山駅発のバスは利用しにくいのが

現状であります。 

また、出張で東京や名古屋へ行った場合、東京へ行った帰りに北陸新幹線で飛騨市

へ帰ろうとしますと、東京発１７時２４分これに乗りますと猪谷発高山行きの最終に

乗れます。で、帰ってこられるんですが、猪谷線の最終が、昔はこの時間に巡回バス

があったんですが今、１時間早くなったということで、神岡へ帰ろうとすると東京を

２時間早い、１５時２４分発に乗らないと公共交通で神岡に帰れないということなん

です。これが大学の先生方が東京での滞在時間が短くなっているというところのひと

つにもなっております。 

名古屋からですと１９時４３分発の最終の特急。これに乗ってきますと、高山２２

時２８分、これの普通列車で坂上まで行けますが、神岡へ行こうとしますと名古屋を

１７時４３分発と、こちらも２時間早い特急に乗らないと古川発２１時１５分のバス

に乗って帰ることができない状況となっております。 

以前もここで申し上げました。小さい飛騨市ですので、市の本庁舎、振興事務所付

近までは同じ時間で、同じ公共交通で帰れる体制をぜひ確立していただきたいと思っ

ております。 
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バス運転手の確保が大変だとのことは重々聞いておりますし、承知もしております。

しかし、公共交通の本数が減少すると、地域も廃れていくと。これは全国でもみられ

ている現象だと思います。 

そこで、現在の猪谷線が特になるんですけども、完全予約型のデマンド運行、完全

でなくてもいいんですけども、デマンド運行というものを考えればどうかという意見

もかなり出ております。デマンド運行であれば、人数が少ない場合は、バスを出さな

くてもタクシーでの配車になれば済む。そうすればバスの運転手を確保しなくても横

にあるタクシーでも間に合うということも考えられます。こういったデマンド運行、

タクシー運行というものは考えられないでしょうか。 

  それから３つ目です。高校生通学バスの改善をということです。 

先ほど中村議員の方からも魅力ある高校作りということで話があり、今年、飛騨神

岡高校では７５人が入学いたしました。バスで通学する生徒もそれに伴い増加してお

ります。今年の飛騨神岡高校への通学は高山地域から８名、国府地域から９名、古川

地域で３３名が乗車して、５０名がバス通学で数河峠を越えて通っています。 

さらに神岡地域に入りますと１０名程度が乗車し、６０人くらいになって乗ってお

りますが、現在は大型バス１台での運行となっております。また、雨のときにはさら

に神岡地域で徒歩通学の生徒が乗車するということで増えております。これはバス通

学の保護者から出た言葉なんですが、「古川の杉崎付近から朝の通学バスに乗ると座

席に座れない。1時間以上、峠道を立っている。なんとかなりませんか」もうひとつ

は、「バスから降りると体調を崩していることも多々あります」という話が切実な意

見として出ておりました。 

先般、６月１４日には飛騨神岡高校の高山・古川地区の地区別懇談会が国府で行わ

れ、その会場でもこの話題が出ていたそうです。 

４５人乗りのバスで補助席を入れて５５席ということで、教科書や部活の道具、弁

当が入った大きな鞄やリュックを抱えて乗ります。梅雨のこの時期、雨で足元が濡れ

ております。冬期間は、雪で足元も濡れるため、床に荷物を置くこともできません。 

朝の通学で体力を使い、授業に支障が出るようではいけないことです。今、飛騨神岡

高校も検討委員会があってなんとかこの先維持していかなくてはいけない。そういっ

た中でバスの通学生を増やしていくことも大事なことであり、通っていかなきゃいけ

ないんですが、この座れない、一杯のバスで気持ち悪くなるということでは、ちょっ

と厳しいものがあります。 

以前、神岡地域から吉城高校への通学者が多いときに、１台は通常の高山行きのバ

ス、その後ろか前に吉城高校行きということでもう１本バスを増発して、２台運行さ

れた時期もありました。こういったことも踏まえて、運行体系や増車などの対応はど

のように考えてみえますか。お伺いいたします。 
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◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

〔総務部長 東佐藤司 登壇〕 

□総務部長（東佐藤司） 

飛騨市公共交通の改正に関する３点の質問についてお答えをさせていただきます。 

はじめに、乗継割引についてお答えします。 

乗り継ぐたびに運賃が発生して、非常に高額になるとのご指摘を、市民との意見交換

会の中で多数伺っております。これにつきましては、乗り継ぎによる負担をなくすよう、

議員が提案されましたように、往復料金である４００円または旧町村をまたぐ場合は６

００円をめどに、１日乗車券で対応する方向で、具体的な発券の方法や収入の方法等、

事業者と打合せを行っているところでございます。 

次に、２点目のご質問ですが、神岡猪谷線で、今年４月から午後の２往復が通年運行

から平日運行となっておりますが、以前より、富山から上宝方面への運行路線があり、

現在も、富山駅を１５時５分発と１６時３５分発の便が、猪谷を経由して通年運行され

ています。 

ただし、この路線のバス停は、ＪＲ猪谷駅ではなく、国道４１号沿いにありますので、

猪谷からバスを利用される方がお間違えにならないよう、ＪＲ猪谷駅に掲示するなどし

てバス停の位置の周知を図ってまいりたいと思います。 

  東京方面から富山経由での帰りについては、神岡猪谷線では、運転手の確保が困難と

のことでしたので、ＪＲ猪谷駅から神岡振興事務所付近までの便については、他の事業

者によるデマンド運行について検討してまいりたいと思っております。 

  ３点目のご質問、高校生通学バスの件については、運行事業者において、現状の確認

がなされております。現在は、５２人～５５人乗りのバスで運行しているところ、最大

５０人のバス通学があります。神岡地区までは座っての乗車が可能でありますが、神岡

町内から立っていかなければならない状況があることは、承知されております。 

  つまり、神岡から飛騨神岡高校までの間の混雑を緩和しなければならないと考えてお

りまして、そのひとつの対策として、流葉スキー場で吉田線と接続し、吉田線に乗り換

えていただくことにより、混雑を緩和できるのではないかと考えております。 

実際、その方が、２０分程度高校への到着が早まりますので、生徒さんにとっても利

便性が高まるのではないかということで、乗り換えを促すかたちで対処していきたいと

考えております。そのうえで、状況をみながら今後の対応をしていきたいと考えており

ます。 

〔総務部長 東佐藤司 着席〕 

○８番（前川文博） 

  １点目の方は４００円なり６００円での１日乗車券を、向かう方向でいるというこ

とですね。それから、２点目のほうはＪＲ猪谷駅でのデマンド運行としての８時台の
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対応をされるということで、了解いたしました。 

  ３点目の通学バスの方なんですが、私も１回高校の前で朝、ちょうど立つことがあ

りましたので、バスから降りてくる人数を数えました。その日は晴れていたのでバス

から降りた人は５１人だったんです。非常に微妙な人数ということで、もう少し増え

れば座れないのでもう１台ということもわかります。３年生の隣が空いているからと

いって１年生が座れるかといったらそうではない部分もあり、学校でもその辺は苦慮

されていると聞いています。学校の方でも指導していただきながらなんとかバスに乗

って体調不良で朝、行くということがないようにしていただきたいと思っております。 

  それと、公共交通会議でも検討されてみえるという話だったんですが、その中での

猪谷への時間の改良とかありました。公共交通の時刻表なんですが、これが、飛騨市

で発行されているものです。２０１５年から１６年版ということなんですが、今年４

月に改正されたものが全部、反映されていないというのもあります。こういったもの

も、新たな公共交通としてやられるときにしっかり検討していただきたい。 

中を見ますと、市営バスについては変更が載っているんですが、先ほど言われた富山

神岡線、上宝線は時刻が変わっているのにこれにはついてないんです。普通の人が見

ると変わっていないのかなと、これだけを見て思ってしまうということがあります。 

こちらは高山のなんですが、以前もらってきて、今回も新しいのをもらってきたん

ですが、高山ですと市内で４つ作ってあります。市内１本ではなく、４つです。中心

エリアとか上宝の方とか、清見の方とか、一宮、久々野。これ全部４つ別々になって

載っております。中の方も市の「のらマイカー」とかそういったバスの運行が変わっ

たものも、これ去年の４月発行ですので、中身は４月発行で違っていますということ

で、１枚物になって全部載っているものがついていて、平成２８年４月からですとい

うことで挟み込んであります。 

  こういうものがあれば、これを見ただけで手に取っただけで、高山市の公共交通が

分かりやすいということもあります。例えば乗り換え案内ですと、乗り換えの下に矢

印があって、久々野の方は、久々野駅前で７時４分乗換えとなると、その下にページ

と久々野発のＪＲの時間、高山到着の時間、そこまでが１ページで分かるように、大

きい字で書いてあるものもあります。こういったものも、お隣の市ですし参考にして

いただいて、お年寄りの方も使いやすい、そして高校生とかも乗りやすい公共交通と

いうのをぜひ１０月にスタートするときに改善していただいて向かっていただきた

いと思います。 

  公共交通の会議でも聞きましたが、今のこの事業、２年間の補助金がもらえるのが

１４４箇所でしたかね。全国で再編計画に応募したのが３箇所ということで、埼玉県

の上尾市と岐阜市と飛騨市ということでまた５年間、補助事業があるということも聞

きましたので、こういったものを積極的に、いい事業を活用していただいて、住みや

すい動きやすい町を作っていただきたいと思います。 
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  以上で終わります。 

〔８番 前川文博 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。明日の会議は午前１０

時からといたします。本日はこれで散会といたします。お疲れ様でした。 

 

（ 散会 午後３時０５分 ） 
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