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令和２年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 

令和２年６月１２日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 １号 令和元年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ５ 報告第 ２号 令和元年度富士川町一般会計事故繰越費の件 

日程第 ６ 報告第 ３号 令和元年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第 ７ 報告第 ４号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第 ８ 報告第 ５号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第 ９ 報告第 ６号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第１０ 報告第 ７号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出につ 

いて 

日程第１１ 議案第５３号 富士川町学校給食センター条例の制定について 

日程第１２ 議案第５４号 富士川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条 

例について 

日程第１３ 議案第５５号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１４ 議案第５６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第５７号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第５８号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

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１７ 議案第５９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条 

例について 

日程第１９ 議案第６１号 令和２年度富士川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第２０ 議案第６２号 令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第６３号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１３名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

１０番  青 栁 光 仁       １１番  堀 内 春 美  

１２番  鮫 田 洋 平       １３番  井 上 光 三   

１４番  長 澤   健 

 

 

３ 欠席議員 

          

  な し 

 

 

４ 会議録署名議員 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

      

  

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町      長 志 村   学   副 町 長 齋 藤   靖 

   教 育 長 野 中 正 人   会 計 管 理 者 秋 山   忠 

   政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史   財 務 課 長 早 川 竜 一 

   管 財 課 長 樋 口 一 也   税 務 課 長 深 澤 千 秋 

   防 災 交 通 課 長 望 月   聡   町 民 生 活 課 長 中 込 裕 子 

   福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美   子育て支援課長 佐 藤 洋 子 

   産 業 振 興 課 長 遠 藤 悦 美   都 市 整 備 課 長 河 原 恵 一 

   土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長 原 田 和 佳 

   教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司   生 涯 学 習 課 長 依 田 正 紀 

 

６ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長  野 中 充 香 

書    記  横 内太加志 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（長澤健君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。 

着席願います。 

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

〇議長（長澤健君） 

富士川町告示第３０号をもって招集されました、令和２年第２回富士川町議会定例会に、 

議員並びに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただき、誠にありがとうござ

います。 

ただいまの出席議員は１３名であります。 

定足数に達しておりますので、これより令和２年第２回富士川町議会定例会を開会します。 

なお、本日は町長の所信表明などを富士川ＣＡＴＶにおいて録画放送するため、議場内に

カメラを設置し撮影いたしますので、ご了承願います。 

これから、本日の会議を開きます。 

第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

初夏の陽気にも強い日差しが感じられ、県内でも３０度を超える日が続きましたが、気象

庁では、昨日、関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。妙法寺のあじさいも色づきはじめ、

雨に映える花や緑が目に鮮やかな季節を迎えました。本来であれば、来月開催される東京オ

リンピックに向け、期待に心躍る時期となるはずでありました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が猛威をふるったことにより、自粛生活での人々

の生活の変化、また、さまざまなイベントの中止などで、地域経済への影響は計り知れない

ものがあります。小中学校は長期間の休業で、児童生徒の学業・体力の低下が懸念される中、

夏の高校野球も中止となり、甲子園を夢見てきた高校球児の涙する姿に、多くの人が無念の

思いを感じたのではないでしょうか。そんな球児の思いに応える形で、６月１０日、日本高

野連は、春の選抜大会代表３２校による交流試合を８月に開催すると発表しました。コロナ

禍の中でも、新たな挑戦に向かう球児の活躍に期待したいと思います。 

このような中、富士川町でも各種行事が中止となりました。大法師さくら祭りをはじめ、

新緑の行楽シーズンで、県内外から多くの人出で賑わうはずの公園や商店街が閑散としてい

たことに、このウイルスに対しての不安や恐怖の大きさを改めて実感したところであります。 

しかし、そんな見えないウイルスと闘う中でも、手作りマスクや消毒液の寄贈など、心温

まる話を何度も耳にしました。みんなで支え、助け合う心を持つ意識が芽生えてきていると

感じております。 

富士川町議会でも、「富士川町議会コロナ感染症対策連絡会議」を設置し、コロナ対策につ

いては、この会議の中で議員相互の意見を出し合い、当局に質問し、回答を得る中で情報共

有をしております。本来であれば、今定例会は休日議会を開催し、多くの皆さまに傍聴を呼

び掛けていくところでありましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、休日議会を取

りやめ、傍聴席も８席に制限させていただいております。 

なお、傍聴席に入れない皆さまには、１階会議室においてテレビモニターを設置しますの
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で、ご利用いただきたいと考えております。 

緊急事態宣言は解除されたものの、今後、起こりうる感染拡大の第２波・第３波を警戒し、

この難局を乗り越えていくためには、気を緩めることなく引き続き感染防止対策に取り組ん

でいかなければなりません。また、未来を担う子どもたちのためにも、今後の新たな教育環

境も整えていかなければなりません。この時期に、こんな時だからこそ、検討していかなけ

ればならない課題も見えてきているところであります。 

町民の皆さまが安心して新しい日常を取り戻し、笑顔で暮らせるまちづくりのため施策を

講じていく必要があります。 

我々議員も、４年の任期は残り半分を切りました。議会の質の向上、さらなる議会改革を

進め、議員一丸となってその役割を十分発揮し、取り組んでいかなければならないと考えて

おります。 

今定例会は、条例制定及び改正をはじめ、補正予算などについて審議をお願いすることに

なります。条例制定については、所管のひとづくり常任委員会に付託し審査を、また、委員

会所管・構成が変わって初めての定例会となりますので、各常任委員会を開催し一般所管の

調査を行うこととしております。 

議員各位におかれましては健康に十分ご留意され、活発な論議をお願い申し上げ、あいさ

つといたします。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により１番秋山仁君及び２番樋口正訓君を

指名します。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から１９日までの８日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと、認めます。 

したがって、会期は本日から１９日までの８日間と決定いたしました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第３ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名、及び監査委員の出納

検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 

本日は提案説明に留め、質疑につきましては１６日の本会議で、議事日程により審議をお
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願いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     本日ここに、令和２年６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、公私とも大変お忙しい中を、全員のご出席を賜り誠にありがとうございます。

また、日ごろから町政推進のため格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに、厚く御礼

を申し上げます。 

     それでは、開会にあたり今定例会に提出いたしました案件のうち、主なるものにつきまし

て、その概要をご説明申し上げますとともに、主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議

員各位並びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 

はじめに、いまだ世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症についてであり

ます。まず、新型コロナウイルス感染症に罹患されました方々及びそのご家族の皆さまに、

心からお見舞を申し上げますとともに、一日も早くご回復されますようお祈り申し上げます。 

また、お亡くなりになられた方々およびそのご家族の皆さまには、心から哀悼の意を表す

るとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。 

さらに、このかつてない苦境の中で、昼夜を分かたず治療や感染予防に従事されている保

健機関、医療関係の皆さま、並びに私たちの生活に欠かせないさまざまなサービスをお届け

いただいている全ての皆さまに、深く敬意と感謝を申し上げます。 

昨年１２月、中国・武漢市で新型コロナウイルス感染症の発生が報告されて以来、国内は

もとより、世界各地から感染の報告が続いており、感染拡大により都市を封鎖して収束に向

けた取り組みを行った国もありますが、現在もその脅威にさらされている現状であります。 

我が国におきましても、４月７日、緊急事態措置を実施すべき区域として、東京都など７

都府県に緊急事態宣言を発令し、感染拡大防止に努めて参りましたが、その後、国内全域に

新型コロナウイルス感染症の蔓延が進んだことから、４月１６日に全国に緊急事態宣言を発

令し、各都道府県も緊急事態措置を発表し、外出自粛要請や休業要請を行ったところであり

ます。 

特に、大型連休中の都道府県をまたいだ人々の移動の自粛を求めるとともに、４月３０日

に、令和２年度第一次補正予算において、医療・保健対策や生活支援対策、経済対策などを

実施してきたところであります。 

このことが功を奏し、山梨県を含む３９県の緊急事態措置が５月１４日に解除となり、本

県におきましては、感染防止対策ガイドラインを定めながら、営業の再開、各施設の開放な

ど、徐々にではありますが、これまでの生活を取り戻しつつあるところであります。 

また、５月２５日には全国すべての都道府県で緊急事態宣言が解除となりましたが、今後

予想される第２波、第３波の発生に備え、これからも感染症の拡大防止に努めていくことと

しております。 

それでは、今定例会に提出いたしました、主な案件と主要な事業への取り組み状況につい
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て申し上げます。 

まず、本町における新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

町では、２月２１日に「新型コロナウイルス感染症対策会議」を立ち上げ、感染拡大防止

に努めておりましたが、４月７日に報告された陽性患者の勤務する事業所に本町を生活圏と

する者が勤務していたことから、直ちに「富士川町新型コロナウイルス感染症対策本部」を

設置し、町内での感染拡大防止に取り組んだところであります。 

町の感染拡大防止対策といたしましては、町制施行１０周年記念式典、大法師さくら祭り

をはじめ、ふじかわ夏まつりなど、大勢が一堂に会するイベントや会議等の中止を決定する

とともに、各種の健診業務なども延期することとしたところであります。 

また、町内小中学校におきましては、３月３日午後から春休み前日までを一斉臨時休業と

する中で、卒業式は関係者のみで実施したところであります。春休みを終え、４月６日には

新学期を迎え、入学式・始業式におきましも人数制限や規模縮小する中で実施いたしました

が、県内において感染者が多数出たことから、４月８日午後から再度、臨時休業とし、さら

に４月１６日の国の緊急事態宣言を受け、５月２４日まで一斉臨時休業を延長したところで

あります。 

     学校再開に向けましては、各学校において感染拡大防止対策を講じる中、先ず中学校では

５月１５日から分散登校による登校日を設け、次に５月２５日から全小中学校において半日

授業を再開いたしました。また、６月１日からは給食を開始し、現在は１日授業を行ってい

るところであります。 

保育所および児童クラブにつきましては、学校の臨時休業中も開園して参りましたが、感

染拡大予防の観点から、家庭で児童を保育できる方には登園自粛のお願いする中で、園内の

感染予防対策を徹底した上で保育事業を実施して参りました。 

こうした中、本町を生活圏とする陽性患者が確認されたことから、一部休園措置を行った

保育所もありましたが、現在は通常に受け入れを行っているところであります。 

なお、保育所等の新型コロナウイルス感染症拡大防止におきましては、国からの通知等に

基づき「町立保育所新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」を策定し、感染予防を実践

しているところであります。 

また、道の駅富士川をはじめとする観光交流施設や温泉施設、文化ホール、町民会館、体

育館などの公共施設におきましても休館とする措置を講じて参りました。 

この間、本町を生活圏とする３名の感染者が確認されましたが、関連する担当部署で構成

する「新型コロナウイルス感染症対策本部幹部会」を開催し、それぞれの部署が連携し、迅

速・適格な対応を行ったことから、新たな感染拡大に至らなかったものと考えております。 

     国の第一次補正予算では、国において感染拡大防止と医療提供体制の整備や治療薬の開発、

雇用の維持と事業の継続などの経費や、一人一律１０万円の特別定額給付金、子育て世帯へ

の臨時特別給付金とともに、国や県の対策では十分でない、地方の実情に見合った施策展開

をするよう地方創生臨時交付金が交付されたところであります。 

町では、一人一律１０万円の特別定額給付金と子育て世帯への臨時特別給付金につきまし

ては、補正予算成立前から準備を行い、予算が成立した翌日の５月１日に所要経費について、
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専決処分とし、オンラインでの申請を受け付け、５月７日から県下では最も早く給付をはじ

めたところであります。 

     また、郵送による申請につきましては、多くの自治体が一斉に封筒の発注を行ったことや、

大型連休が重なったことから封筒の調達に時間を要しましたが、５月１９日には申請書の送

付を行ったところであります。 

 特別定額給付金は、４月２７日現在、本町の住民基本台帳に記録されている６３３２世帯

の皆さまが給付の対象となりますが、昨日現在５８５６件、９２．５％の給付手続きが終了

しているところであります。 

     また、子育て世帯臨時特別給付金につきましては、小学校等の臨時休業等により、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児

童手当受給世帯に対し児童一人当たり１万円を上乗せ支給するものであり、本町では約１７

００人が対象となりますが、本日６月１２日から支給を開始したところであります。 

この他、厳しい経済状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じ

ることとし、国税の納税を１年間猶予する措置が講じられたことから、地方税についても、

新型コロナウイルスに関係する理由により、徴収猶予の適用を実施するなど地方税の徴収猶

予制度を設けたところであります。 

また、国民健康保険につきましても、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に傷

病手当金を支給するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込ま

れる場合は、本年２月１日から明年３月３１日の間に納期限がある国民健康保険税及び介護

保険料について減免を行うこととし、今定例会にそれぞれ条例の一部を改正する条例案を提

出しているところであります。 

     さらに、後期高齢者医療につきましても、山梨県後期高齢者医療広域連合において、国民

健康保険と同様に傷病手当金を支給することとしたことから、町が実施する事務についても、

その申請受付ができるよう、今定例会に後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

案を提出しているところであります。 

     なお、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている商工業者に対

する持続化給付金事業や、雇用維持のための雇用調整助成金事業につきましては、県や商工

会などで受付をしているところであります。 

 こうした中、地方創生臨時交付金を活用し、町独自の施策として実施する「コロナに負け

るな！富士川町元気応援券」についてであります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、長期間にわたる外出の自粛要請や休業要請など、感染防止対策に対しましてご協力をい

ただき、ご不便ご負担をおかけしてきた町民の皆さまに対し、その不安軽減とこの危機を乗

り越えた後に、必ずや戻る平穏な日常生活において、生活支援と地元商工業者の元気を取り

戻すため「コロナに負けるな！富士川町元気応援券」を発行することといたしました。 

この元気応援券は、富士川町内の取扱店で使用できる買い物券であります。一人一律１万

円分の買い物券をお送りすることとしております。また、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

就学援助、介護慰労金、寝たきり身体障害者介護慰労金のいずれかを受給している世帯には、

さらに１万円分の応援券をお送りすることとしております。 
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先の臨時議会の議決日、５月２１日を基準日とし、本町の住民基本台帳に記録されている

皆さま及び上乗せ該当世帯を対象に、現在、その発送に向け準備を進めておりますが、国の

特別定額給付金のような申請手続きはせず、役場から直接お送りすることとしております。 

皆さまの生活の維持、回復、向上にご利用いただければと考えております。 

新型コロナウイルス感染症は、今後、第２波、第３波の発生も想定され、まだまだ困難な

状況が続くとは思いますが、衛生マスクや次亜塩素酸ナトリウム液などの衛生用品につきま

しては、町内の企業や町民の皆さまなどの善意が寄せられておりますが、町としても感染予

防用品や消毒用品については、今後の保健・予防対策としてしっかり確保して参りたいと考

えております。 

また、先般、国の第二次補正予算案の概要も閣議決定され、事業者への雇用対策、資金繰

り経費、事業継続経費、家賃支援、低所得者や大学生への生活支援、医療・介護従事者への

支援とともに、地方創生臨時交付金が２兆円増額されたところであります。 

この増額分は、家賃支援を含む雇用維持、新たな生活様式などへの対応となっております

が、県とも施策の棲み分けをする中で、町では感染拡大防止と社会経済活動を両立させる「新

たな生活様式」への対応とともに、子どもたちの教育の質向上に向け、また災害の発生など、

緊急時の臨時休校に対応するため、児童生徒に一人１台の端末整備など必要な施策を実施し

て参りたいと考えております。 

次に、役場新庁舎についてであります。 

役場新庁舎につきましては、昨年度完成した基本設計を基に、本年５月２７日、基本設計

業務請負業者と実施設計業務委託契約を締結したところであります。 

     実施設計では、建築主体工事、電気・機械設備工事をはじめ、造成、外構、植栽工事、執

務室内の什器レイアウト、サイン計画、省エネ等に関する環境計画等、建設に向けての細か

な内容につきまして検討を進めて参りたいと考えております。 

     実施設計の検討におきましては、これまで、議会や町民懇話会、町民説明会などでいただ

いたご意見、実際に執務を行う職員の意見等をできる限り反映させることとしており、明年

３月１５日を履行期限としているところであります。 

 また、本年度は周辺の道路整備に合わせ、下水道管路の敷設替えに伴う整備計画も必要と

なることから、今定例会に所要の経費を計上したところであります。 

 今後も、新庁舎整備に関しまして、町の広報誌やホームページを活用しながら周知して参

りたいと考えております。 

 次に、旧増穂西小学校についてであります。 

 旧増穂西小学校は、地域の活性化を図る施設として再利用したいという株式会社氷室の里

の申し出により、平成３０年３月に土地につきましては売買契約を、校舎建物につきまして

は譲与契約を締結したところであります。 

     しかし、本年３月に、同社より地域活性化に貢献する利用計画の実現が困難となり、事業

を断念する旨の申し出がありました。町といたしましては、こうした経過を踏まえ、旧増穂

西小学校の土地は売買時の金額で町が買い戻すこととし、建物につきましては、無償譲与で

ありましたので無償返還としますが、土地売買時に町でグラウンドと校舎敷地の分筆測量を
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行っておりますので、その費用につきましては返還していただくこととしております。 

西小学校の今後の活用策といたしましては、地元平林区と協議を行った結果、区としては、

防犯、防災の観点から、校舎は解体した後、跡地は地域の活性化に繋がる計画をとの考えで

ありますので、今定例会には解体工事設計委託料を計上いたしております。 

     なお、解体後の学校跡地の活用につきましては、平林区とも相談しながら、農村文化や農

業体験など、高齢化が進む平林地区の活性化に資するような活用について、検討して参りた

いと考えております。 

次に、町有地と国有地との換地についてであります。 

     シビックコア地区整備事業の中核事業であります国の富士川地方合同庁舎整備事業が、こ

の秋から工事着工となります。 

この地方合同庁舎は、旧鰍沢病院跡地を中心に本町所有の土地に建設されることから、国

と本町において、施設管理負担割合に応じた土地負担が必要となります。 

一方、町も国有地を借地し、その上に公共施設を建設している状況があることから、合同

庁舎建設敷地につきまして、国の持ち分に応じた土地分と町の借地について、等価交換する

ことを基本に、これまで国と交渉を進めて参りました。 

その結果、合同庁舎建設敷地との土地交換につきましては、国の所管地となっている富士

川いきいきスポーツ公園の管理棟敷地と、町民会館及び駐車場の敷地とを合わせた土地と、

町の所管地である旧鰍沢病院跡地周辺の土地を所管換えするものであります。 

     交換にあたりましては、不動産鑑定の算定額により等価交換を基本に、交換するものであ

りますが、お互いの必要面積を専有割りにて試算することとしており、町が国から譲り受け

る土地面積に対する価格費用が不足することから、今定例会に不足分の経費を計上いたして

おります。 

次に、富士橋の架け替え工事についてであります。 

主要地方道市川三郷・富士川線の富士橋の架け替え工事につきましては、県において平成

２８年度に事業化され、平成３０年１１月から２箇所の橋脚工事に着手し、その後、昨年度

より富士川左岸側（駅前通り側）橋脚第１期工事及び右岸側（横町側）橋台第１期工事を実

施し、本年５月末に完了しているところであります。 

架け替えの今後のスケジュールは、本年９月頃には左岸側及び第２期右岸側の橋台工事と

左岸側の取り付け部道路改良工事を発注し、令和３年度・４年度には上部工の架設を行い、

令和５年度末には新橋と旧橋の切り替えを計画しているところであります。 

次にリニア中央新幹線建設工事についてであります。 

リニア中央新幹線につきましては、本町を通過する約１３ｋｍのうち仙洞田地内から早川

町までの第四南巨摩トンネル新設（東工区）工事約６ｋｍ、保守基地連絡坑、保守基地及び

変電所用地の造成工事等につきまして、当面、トンネル掘削までのヤード造成等の準備工事

を行うこととしております。現在は、工事用車両が通行する農道千本線及び町道狩宿・仙洞

田線について拡幅等が必要なことから、工事計画等を策定するため測量等の現地調査を実施

しているところであります。 

また、準備工事につきましては、早ければ本年６月下旬以降に着手する予定でありますの
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で、髙下・小室・畔沢・馬門地区の４地区に対して、準備工事実施に関する組回覧を５月下

旬に終えたところであります。 

なお、トンネル工事等の本体工事の説明会については、新型コロナウイルス感染症の状況

等も鑑み、時期等を調整のうえ開催を予定しているところであります。 

また、本町内の明かり区間のうち、利根川公園内における高架橋工事につきましては、埋

蔵文化財の本調査が必要であることから、本年４月下旬から仮囲いを設置し、５月下旬から

本調査を実施しているところであります。 

なお、工事用車両等が通行する小林地区に対して、本工事に関する説明会を開催する予定

でありましたが、これも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、工事説明に関しまして

は組回覧で実施したところであります。なお、埋蔵文化財調査が完了する７月下旬以降に本

工事に着手する予定となっております。 

次に、学校給食センターについてであります。昨年６月から建設を進めて参りました学校

給食センターにつきましては、本年５月末の進捗率は９０％を超え、順調に進んでいるとこ

ろであります。こうしたことから７月１５日に竣工式を予定しておりますが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止に配慮する必要があることから、竣工式は最小限の関係者で開催い

たしたいと考えております。 

８月からは、新たな給食センターでの給食が始まることとなりますので、今定例会に給食

センターの位置や名称、職員配置や業務内容のほか災害及び緊急時における対応ができるよ

う、今定例会に学校給食センター条例を提出いたしているところであります。 

次に、ＧＩＧＡスクール構想の前倒しについてであります。文部科学省では、情報通信機

器を活用したプログラミング教育を必修化するなど、今後の学習活動において積極的にＩＣ

Ｔが活用されることを目指し、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画において、令和

４年度末までに全児童生徒の３人に１台のタブレットを整備するよう各自治体へ求めていた

ところであります。 

     しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、学校が長期休業となる中、オ

ンライン授業などの実現に向け、早急な対策が必要として、本年度中に全児童生徒の残り３

人に２台のタブレットを整備するよう予算措置がされたところであります。 

     こうしたことから、本町におきましても学校内に高速、大容量の通信ネットワーク整備を

する中で、ＧＩＧＡスクール構想を前倒で実施することとし、今定例会には小学校５年生、

６年生及び中学校１年生への対象となるタブレット購入に要する経費を計上させていただ

いたところであります。今後、残る台数につきましても、一日も早く児童生徒に一人一台の

端末が行きわたるよう整備をして参りたいと考えております。 

なお、学校におけるＩＣＴ環境の整備は、教育の質の向上に繋がるとともに、校内での双

方向の一斉授業や、子ども一人ひとりの状況に応じた個別学習はもとより、ネットや動画を

使った授業が可能となるほか、今後、災害や感染症の発生といった緊急時の臨時休校にも、

オンラインによる学習が期待できるものであります。 

最後に、富士川町児童センター建設における県市町村振興資金の繰上償還についてであり

ます。 
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     富士川町児童センターはリニア中央新幹線の沿線上に位置し、移転を余儀なくされたこと

から、平成２８年度移転に係る建設事業に着手し、平成３１年４月のオープン以来、子ども

たちの育ちを支援する拠点として、多くの皆さまにご利用いただいているところであります。 

この児童センター建設にあたりましては、その財源として国庫補助金、合併推進債、ＪＲ東

海の補償金、不足分を山梨県の起債事業であります市町村振興資金を活用して整備を行って

参りましたが、ＪＲ東海の補償金は一連の建設事業の支払いが終り、事業費が確定しないと

支出されないことから、その間、市町村振興資金を充当してきたところであります。 

昨年度、児童センター建設事業の支払いが完了し、ＪＲ東海からの移転補償金が納入され、

県と調整する中で、ＪＲ東海の補償金で賄うべき起債充当額が確定したことから、今定例会

に市町村振興資金の繰上償還に必要な経費を計上しております。 

     以上、今定例会に提出いたしました主なる案件と主要な取り組みについて述べさせていた

だきました。 

今定例会に提出いたしました案件は、報告案件７件、条例制定案件１件、条例改正案件７

件、補正予算案件３件、道路認定案件１件の合わせて１９件の議案を提出しております。     

提案理由につきましては、議案ごとに申し上げさせていただきたいと思います。よろしくご

審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げあいさつといたします。よろしくお願いいた

します。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第 ４ 報告第１号 令和元年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ５ 報告第２号 令和元年度富士川町一般会計事故繰越費の件 

日程第 ６ 報告第３号 令和元年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第 ７ 報告第４号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第 ８ 報告第５号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第 ９ 報告第６号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第１０ 報告第７号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出について 

以上の７件は報告案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、報告を求めます。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の報告説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、報告第１号から第７号までの補足説明を求めます。 

はじめに、報告第１号から第３号までの補足説明を求めます。 

財務課長 早川竜一君。 

〇財務課長（早川竜一君） 
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それでは報告第１号から第３号について補足説明をいたします。タブレット３ページをご

覧ください。この繰越計算書につきましては、地方自治法施行令の規定に基づき、５月３１

日までに作成し、次の議会において報告を行うものです。それでは、令和元年度富士川町一

般会計繰越明許費繰越計算書について、款・項、事業名、次年繰越額をご説明いたします。

なお、財源内訳につきましては記載のとおりであります。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計繰越明許費朗読説明） 

次にタブレット５ページをご覧ください。報告第２号令和元年度富士川町一般会計事故繰

越費繰越計算書について説明いたします。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計事故繰越費繰越計算書朗読説明） 

次にタブレット７ページをご覧ください。報告第３号令和元年度富士川町一般会計継続費

繰越計算書について説明をいたします。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計継続費繰越計算書朗読説明） 

以上、報告第１号から第３号について補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

次に、報告第４号及び第５号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは、はじめに報告第４号の補足説明をさせていただきます。 

タブレットの９ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

次に、報告第５号の補足説明をさせていただきます。 

タブレットの１１ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

以上で、報告第４号と第５号の補足説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

次に、報告第６号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

それでは、報告第６号について補足説明をさせていただきます。タブレット１３ページ、

第７期令和元年度の決算報告であります。次のページは令和元年度事業報告であります。抜

粋して概要を報告いたします。 

     事業の現況としまして、株式会社富士川は道の駅富士川、塩の華、つくたべかんの３つの

観光関連施設を、富士川町から指定管理を受けて運営をしております。 

まず道の駅富士川につきましては、平成２６年７月８日に開業して以来、地元富士川町の

皆さまをはじめ多くのお客様に支えられ、令和元年７月８日に満５周年を迎えることができ

ました。売上高は４億７５００万円で前年比１１０．０％、客数は約４０万５千人で前年比
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１０５．６％でありました。 

今年度の売上高が好調であった要因としましては、例年に比べ新天皇の即位に伴う祝日が

多かったこと、中部横断自動車道の部分開通後、人や物の交流が盛んになったことがあげら

れます。予算達成率が天候や新型コロナウイルス感染症拡大防止の外出自粛により、マイナ

スとなった月もありますが、土産品、果物や野菜の売れ行きは好調でありました。 

     また、各種販促イベントでは地域への還元事業として、道の駅富士川５周年記念大感謝祭

などを実施するほか、店内促進の強化、新規メニューの提供、接客サービスの向上を図りま

した。 

次のページに移ります。中部横断自動車道は本年１２月に全線開通する予定で、当道の駅

は位置的にも３県の中間点にあり、行き交う人や物のハブ拠点となりますので、これを好機

ととらえ、なお一層の集客、増収に取り組んで参ります。一方、新型コロナウイルスが猛威

を振るい、未曾有の事態となっており、売上高に大きく影響する恐れがありますが、万全の

感染拡大防止対策を講じながら運営にあたります。 

 次に塩の華は、道の駅オープン以来、客数、売上高の減少傾向が続いています。今後も中

部横断自動車道の全線開通に伴い、さらに厳しくなることが予想されますが、可能な限りコ

ストを掛けずに売場の鮮度維持に努めて参ります。 

 次につくたべかんは、富士川町が誇る郷土料理みみを提供する唯一の公共施設として、み

みを知っていただけるよう、大柳川渓谷のすばらしさと共に観光商談会などで、県外のツア

ー会社、バス会社にＰＲして参りました。また、大法師公園さくら祭り、十日市などイベン

トで提供し周知に努めました。下の表は、施設別損益一覧であります。共通の収益及び経費

は各施設に按分してあります。なお、１０月以降の消費税率の変更に伴い、委託販売に関す

る会計処理を、売上と仕入高を計上する方法、総額処理から委託販売手数料のみを計上する

方法、純額処理に変更しております。 

次のタブレット１６ページから２０ページまでは令和元年度の施策であります。 

まず１は販売促進事業、２は協賛事業、次のページの３は地域への還元事業は①から④の次

のページの（５）まで、４は催事への出店、５は自転車関連事業、次のページの６は催事そ

の他としまして、①の盆栽と花フェスティバルの開催から２０ページの⑬までで、⑬の観光

商談会等の営業活動では観光商談会へ参加し営業活動を行いました。 

 次の２１ページは貸借対照表になります。まず表の左側の資産の部でございます。流動資

産は１億４２１１万２７７３円、固定資産は７４２万９７１８円、合計１億４９５４万２４

９１円であります。次に右側の負債の部でございます。合計５２２５万７９４８円であり、

純資産の部が資本金５０００万円、利益剰余金４７２８万４５４３円、負債及び純資産合計

は１億４９５４万２４９１円であります。 

次のページをお願いいたします。損益計算書であります。表の左側科目の売上高は、４億

１１８７万８７７３円、売上原価２億３９６２万９７９２円で、売上総利益金額が１億７２

２４万８９８１円。販売費及び一般管理費合計が１億６５７９万６８４８円で、営業利益金

額が６４５万２１３３円。営業外収益合計は１５７８万１９７４円。経常利益金額税引前当

期純利益金額が６２７万４７０円で、当期純利益は４８８万６２２８円であります。 
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次のページは販売費及び一般管理費の内訳であります。次のページは貸借対照表の純資産

を表す株主資本等変動計算書となります。次のページは個別注記表となります。２７ページ

からは第８期経営方針と今後の見通しになります。 

次のページをお願いします。まず経営理念であります。経営ビジョンは「地域の魅力を創

造するとともに内外に広く周知し、地域社会の発展及び地域住民の幸せに貢献することを目

指す」ため次の３つの基本姿勢で運営をします。 

次に事業目標です。中部横断自動車道の全線開通に伴い、交通量が増加し、他県からの交

流人口の増加が見込まれますが、ストロー現象による通過車両の増加や国道５２号線交通量

の減少、高速道路上り線から立ち寄り不可能なため、立ち寄り台数の低下も懸念されるとこ

ろです。株式会社富士川を取り巻く事業環境は流動的で、道の駅開業５年が経過し市場とし

ても成熟してきたことから、道の駅も昨年度のような売上高の大きな伸び率は困難と思われ

ますが、中部横断自動車道全線開通に向けた施策や地域の皆さまのための販売促進イベント

を推進し、来店者数４６万人、総売上高５億４０００万円以上、当期純利益５００万円以上

を目指すとしております。 

次に施策としましては、まず道の駅富士川ですが、１つ目として中部横断自動車道全線開

通対策、次に店舗運営で商品開発や農産物の売り上げ拡大など、次のページの３つ目はイベ

ントの開催を行って参ります。３１ページは塩の華の増収策、つくたべかんのＰＲ、観光地

域づくりでは三筋の活性化につながる観光地域づくりを推進して参ります。３２ページの新

規事業ではインターネット販売などを実施して参ります。３３ページの課題としましては、

塩の華の業務形態変更の検討などでございます。 

次のページは第８期の予算の見通しであります。全社予算ですがレジ通過客見込みは４５

万５２４５人で、売上見込みは５億４０９３万３４８７円としております。また、税前利益

として５８１万円余を見込んでおります。２の施設別予算につきましては表のとおりとなっ

ております。 

以上、報告第６号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（長澤健君） 

次に、報告第７号について補足説明を求めます。 

生涯学習課長 依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

それでは、報告第７号について補足説明をさせていただきます。タブレット３６ページを

お開きください。一般社団法人ふじかわ第４期決算報告書について、その概要をご説明いた

します。なお、当法人の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までと定款で定めてお

り、第４期決算報告書につきましては平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの事

業実績及び収支実績となっております。 

次の３７ページをお開きください。第４期一般社団法人ふじかわ事業報告書になります。 

まず、事業の成果ですが２０１９年度は指定管理業務３年目にあたり、事業計画の基本方

針に基づき事業展開を行いました。イベント事業については、津軽三味線演奏者の吉田兄弟

の２０周年記念コンサートをはじめ、池田綾子コンサート等１９本を円滑に行うことができ
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ました。しかし、ますほジュニアクワイヤ定期演奏会は新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止となりました。 

また、ますほ文化ホールネーミングライツスポンサーが「株式会社はくばく」に決定し令

和２年４月１日から、施設の愛称が「はくばく文化ホール」となりました。 

次に、事業の実施に関する事項ですが、会議等の開催については社員２名、理事４名、監

事１名体制のもと、理事会を４回、社員総会を２回開催し、指定管理に関する基本協定に基

づき、事業計画及び収支予算等についての審議を行いました。 

次に３９ページをお開きください。３９ページから４２ページには、ますほ文化ホール指

定管理業務の実施内容を記載しております。まず、施設管理業務については１年間の保守点

検等の施設維持管理業務となります。次の自主文化事業の実施については、次世代育成事業

を「小学校舞台芸術鑑賞公演」他３本、次のページをお願いします。参加交流事業を「司会・

アナウンス入門講座」他５本、次のページをお願いします。文化普及鑑賞事業を「うたごえ

広場」他５本、施設利活用事業を「春のフリーマーケットｉｎまほらの森２０１９」他２本

開催しました。次のページをお願いします。また、そのほか広報事業、友の会運営事業、ボ

ランティア運営事業を行いました。なお、次のページ４３ページには令和元年度富士川町ま

すほ文化ホール施設利用状況を添付させていただいております。 

次に、４４ページから４７ページには、計算書類として貸借対照表、正味財産増減計算書、

財務諸表に対する注記を記載しております。なお、各計算書類は前年度との比較ができるよ

う、通常使用される貸借対照表及び正味財産増減計算書とは異なりますが、会社ルールに基

づいたものでありますのでご理解願います。 

それでは４４ページをお開きください。貸借対照表で、決算日の３月３１日における全て

の資産、負債、資本を科目区分にしたがって記載したものであります。 

資産の部においては、資産合計が９０９万１８４０円となり、負債の部においては負債合

計が８０３万８６２０円となりました。正味財産の部においては、法人設立当時に出資いた

しました１００万円が基金として記載され、一般正味財産が５万３２２０円となり、正味財

産の合計は１０５万３２２０円となりました。こうしたことにより、負債及び正味財産の合

計は９０９万１８４０円となりました。 

次の４５ページをお願いします。正味財産増減計算書で、収益と費用を記載したものであ

ります。経常収益の合計が３８２８万８７５９円で、次のページをお願いします。経常費用

の合計が３８２３万５５３９円となり、当期の経営増減額が５万３２２０円でありまして、

経常外費用の１０万９３６４円を差し引くと、当期の一般正味財産増減額はマイナスの５万

６１４４となりますが、前年度の一般正味期首残高の１０万９３６４円を加算すると、当期

の一般正味財産期末残高は５万３２２０円となっております。 

次の４７ページには、財産諸表に対する注記を記載してございます。 

次の４８ページをお開きください。第５期経営方針と事業計画及び予算について記載して

ございます。次の４９ページをお開きください。令和２年度事業計画でありますが、基本方

針として町の文化振興施策の推進、住民のニーズに対応した多彩な文化事業を創造及び発信

していくこととしております。 
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また、文化事業推進計画といたしまして、町民や地域、幼児から学校等との連携・協力を

図るとともに、子どもから高齢者まで幅広い年代を対象とした事業を展開することとしまし

て、計１５本の自主文化事業を計画してございます。 

次に５３ページをお開きください。最後になりますが、令和２年度収支予算であります。

予算総額は５０６２万７千円であり、ますほ文化ホールの管理及び自主事業に係る経費が計

上されております。 

以上、報告第７号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの報告ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 

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

再開 午前１１時１４分 

〇議長（長澤健君） 

休憩を解いて再開します。 

日程第１１ 議案第５３号 富士川学校給食センター条例の制定についてを議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の報告説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５３号について補足説明を求めます。 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

それでは議案第５３号の富士川町学校給食センター条例の制定について補足説明をさせて

いただきます。タブレット５５ページをお開きください。 

     この条例は６月末に完成予定の新しい学校給食センターが、町内全小中学校の給食調理を

行うだけでなく、災害時にも対応できる施設として設置されることから、新たに条例を制定

し、現在ある鰍沢小中学校の給食調理を行うための学校給食センター設置条例を附則により

廃止するものであります。 

第１条では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３０条の規定に基づき、新たな

学校給食センター設置について定めており、第２条では学校給食センターの名称と位置、第

３条ではその管理を教育委員会が行うことを定め、第４条では職員の配置、第５条において

は学校給食センターの業務の内容と、第２項では災害及び緊急時における対応ができること

を規定しております。第６条では調理及び配送業務などが委託できることを定め、第７条で

は委任について定めております。 

 なお、附則として施行日につきましては、令和２年８月１日から施行することとし、現在

規定されている富士川町学校給食センター設置条例を廃止することとしております。 
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     以上、議案第５３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決いただけま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１２ 議案第５４号 富士川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１３ 議案第５５号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第５７号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例 

の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第５８号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

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１７ 議案第５９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

担額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条例に 

ついて 

以上の７議案は、条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５４号から第６０号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第５４号及び第５５号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

それでは、議案第５４号富士川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ

いて補足説明をいたします。これは、山梨県後期高齢者医療広域連合において、新型コロナ

ウイルス感染症に感染した被用者等に対して、傷病手当金の支給を定めたことに伴い、町が

行う後期高齢者医療の事務に、傷病手当金の支給に係る事務が加わるための改正であります。

なお、後期高齢者医療広域連合の傷病手当金の支給対象、条件等については、国の財政支援

に基づいており、本町の国民健康保険の傷病手当金の支給条件と同様のものとなっておりま

す。タブレット５９ページの新旧対照表をお開きください。第２条の見出しを（町において

行う事務）としまして、第８号を「傷病手当金の申請書の受付としております。これまでの

第８号は第９号にずらしております。なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から

施行します。 
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続きまして、議案第５５号の富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

補足説明をさせていただきます。タブレットの６１ページをお開きください。今回の条例改

正は、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負っ

た世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と比べ一定以上の収入の減少が見

込まれる世帯に対して、令和元年度分及び令和２年度分の国民健康保険税のうち、納期限が

令和２年２月１日から令和３年３月３１日までに設定されている保険税について、減額また

は免除することを定めたものです。 

     タブレット６３ページの新旧対照表をお開きください。ここでは、附則に第１７条に新型

コロナウイルス感染症の影響による減免の規定を加えるため、附則を項建てから条建てに改

めております。次のページをお開きください。附則第１７条の第１項では、この減免の対象

となる保険税の範囲を定めており、対象となる世帯について、第１号では主たる生計維者の

死亡等により、全額免除となる世帯について定めております。 

     次のページに移ります。第２号では、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合によっ

て、保険税が減額される世帯の条件を定めております。第２項では、今回はすでに納期限が

過ぎている保険税も対象とするため定めたものです。次のページにかけまして、第３項では

新型コロナウイルス感染症の影響による減免の適用をうけたものは、本則の減免の規定の適

用からは除くことを定めております。 

     タブレット６２ページにお戻りください。附則といたしまして、この条例は公布の日から

施行し、附則第１７条の規定は令和２年２月１日から適用いたします。 

 以上で議案第５４号並びに議案第５５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上 

ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５６号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

議案第５６号の補足説明をさせていただきます。この改正の１つ目は、昨年１０月の消費

税１０％引き上げに伴い、低所得者の介護保険料のさらなる権限強化として、介護保険料を

定めるための介護保険条例の一部改正です。昨年度は完全実施までの２分の１の減額幅の基

準を定めておりましたが、令和２年度は消費税引き上げの満万年度化に伴い、保険料軽減を

完全実施とするものです。タブレット７０ページの新旧対照表をご覧ください。 

第６条第２項では、軽減対象となる期間を令和２年度とし、保険料は基準額に０．３を乗

じた２万２５００円としています。また、新たに第３項で第２段階の保険料を基準額に０．

５を乗じた３万７５００円とし、第４項では第３段階の保険料を基準額に０．７を乗じた５

万２５００円としております。改正の２つ目は新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した第１号被保険者にかかる保険料の減額または減免を行うことに伴う条例の一部改

正です。タブレット７１ページへお進みください。附則第１２項として追加されます。対象

となる保険料は、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの納期限が定められている

保険料です。また、附則第１２項第１号と附則第１２項第２号は、対象となる保険者が示さ
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れております。附則第１２項第１号は、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者

が死亡または重篤な傷病を負った第１号被保険者です。附則第１２項第２号は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または

給与収入の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第１号被保険者です。アは事業収入と

いずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の１０分の３以上であること、イは減少す

ることが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が４００万円以下で

あること。附則第１３項として、町長の権限で申請期限を定めることを付け加えております。

タブレット６９ページに戻っていただき、施行期日について、この条例は公布の日から施行

し、令和２年４月１日から適用する。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る減免につい

ては、令和２年２月１日から適用するとしております。また、経過措置として改正後の介護

保険料については、令和２年分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による、としております。以上、議案第５６号の補足説明とさせてい

ただきます。ご審議いただきご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第５７号から第５９号について補足説明を求めます。 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

それでは、議案第５７号富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の

一部を改正する条例についての補足説明をさせていただきます。本改正ですが、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い改正を行うものであ

ります。概要につきましては、保育終了後の連携施設の確保を不要とする要件に加え、家庭

において乳幼児を養育することが困難な場合について、具体的に記された改正であります。

タブレット７５ページの新旧対照表をお願いいたします。第６条保育所等の連携、第４項第

１号に、家庭的保育事業卒園後の連携施設の確保を不要とする場合が新設され、今まで４項

でうたわれていた要件を第２号として改めて新設し、さらに第５項では前項第２号について

の連携協力を行う者の確保を必要とした改正となっております。次のページをお願いいたし

ます。第３７条居宅訪問型保育事業の対象として、第１項第４号内におきまして、保護者の

疾病や障害等家庭において乳幼児を養育することが困難な場合についても、実施可能とする

改正となっております。附則として施行期日でありますが、公布の日から施行するとします。 

続きまして次のページをお願いいたします。議案第５８号富士川町特定教育保育施設及び

特定地域型保育事業の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の補足

説明をさせていただきます。本改正は、同名の内閣府令の施行に伴いまして所要の改正を行

うものでございます。改正の概要でございますが、議案第５７号と同様であります。省令に

おいて、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満児保育

認定子どもに係る保育所等の連携施設確保不要要件の新設の改正となっております。タブレ

ットの７９ページ新旧対照表をお願いいたします。第４２条特定教育保育施設等との連携、

第４項第１号に特定地域保育事業者による満３歳未満保育認定子どもの保育提供の修了に際

して、連携施設の確保を不要とする場合の要件が新設され、今まで第４項でうたわれていた
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要件を第２号として改めて新設し、さらに第５項では前項第２号の場合、町長が認める連携

協力を行う事業者の確保を必要としております。附則として施行期日でありますが、公布の

日から施行するとします。 

続きましてタブレット８１ページをお願いいたします。議案第５９号富士川町特定教育保

育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例につい

て補足説明をさせていただきます。本改正でありますが、現在、同一世帯において小学校就

学前の範囲にある子どもが、複数人と同時に保育施設等を利用している場合、第２子目は半

額、第３子目以降については無料とする多子軽減を行っております。その対象とする施設に、

峡南幼稚園などの未移行幼稚園を明記するものであります。なお運用は、国に準じてすでに

行っておりますが、町の条例中に明記する改正であります。タブレット８３ページの新旧対

照表をご覧ください。別表第２備考８中「又は」を「もしくは」とし、「又は」以下学校教育

法第１条に規定する幼稚園に入園している場合を加えます。附則として施行期日であります

が、公布の日から施行するとします。 

以上、議案第５７号から第５９号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第６０号について補足説明を求めます。 

財務課長 早川竜一君。 

〇財務課長（早川竜一君） 

それでは議案第６０号の補足説明をさせていただきます。富士川町議会基本条例第１１条

第３項の規定に基づき、町の６つの審議会等の条例中、組織を定める条項において、委員か

ら町議会議員を削るための一部改正であります。一部改正を行う審議会等につきましては、

新旧対照表の８７ページから９０ページにございます。総合計画審議会、環境審議会、農業

振興地域整備促進協議会、商業振興審議会、土地利用審議会、水道料金等審議会の６審議会

等でございます。また、商業振興審議会につきましては、委員を１２人以内から９人以内に、

庶務を、商工振興担当課から産業振興課に改める改正を同時に行うものであります。なお、

この条例は公布の日から施行するものといたします。 

以上、議案第６０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１９ 議案第６１号 令和２年度富士川町一般会計補正予算(第４号） 

日程第２０ 議案第６２号 令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第１号） 

日程第２１ 議案第６３号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第１号） 

以上の３議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
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○町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第６１号から第６３号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第６１号について補足説明を求めます。 

財務課長 早川竜一君。 

○財務課長（早川竜一君） 

それでは議案第６１号の補足説明をいたします。令和２年度富士川町一般会計補正予算第

４号、表紙の次のページをご覧ください。タブレット９３ページになります。 

（以下、令和２年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正は事項別明細書によりご説明をいたします。タブレット９９ペ

ージをご覧ください。 

（以下、令和２元年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

予算書の４ページ、タブレット９７ページまでお戻りください。第２表地方債補正であり

ます。 

（以下、第２表 地方債補正朗読説明） 

以上、議案第６１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

次に議案第６２号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 

○福祉保健課長（松井清美さん） 

タブレット１０６ページから、議案第６２号令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予

算第１号、次のページへお進みください。 

（以下、令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

次のページにお進みください。第１表歳入歳出予算補正につきましてはタブレット１１１

ページの事項別明細書によりご説明をさせていただきます。タブレット１１１ページにお進

みください。 

（以下、令和２元年度富士川町介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第６２号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

次に議案第６３号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは議案第６３号の補足説明をさせていただきます。タブレット１１３ページお開き

ください。 

（以下、令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 
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第１表の歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書により説明をさせていただきます。

タブレットの１１８ページをお開きください。 

（以下、令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

以上で議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決を賜り賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２２ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、認定第１号について補足説明を求めます。 

土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

それでは、認定第１号富士川町道路線の認定についての補足説明をさせていただきます。

タブレット１２０ページをお願いいたします。この認定路線につきましては、民間事業者に

よる６区画の宅地分譲開発に伴い、路線認定するものであります。 

路線名は天神中条２５号線であり、起点は最勝寺２５６番地先、終点は最勝寺２４９番９

地先であり、道路延長は５０．８ｍでございまして、幅員は６．０ｍから３０．９２ｍでご

ざいます。場所につきましては、タブレット１２１ページの位置図をお開きください。この

路線は、増穂小学校の西に位置している路線でございます。 

以上で、認定第１号の補足説明とさせていただきます。ご審議のうえご議決を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

以上で町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

〇議長（長澤健君） 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１１時５７分 
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令和２年第２回富士川町議会定例会（２日目） 

 

令和２年６月１５日 

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第  ２ 一般質問 

        通告 １番  １１番  堀 内 春 美 議員 

        通告 ２番 １０番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ３番   ２番  樋 口 正 訓 議員 

        通告 ４番   ３番  笹 本 壽 彦 議員 

        通告 ５番  １番  秋 山   仁 議員 

        通告 ５番  ８番  小 林 有紀子 議員 

 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１３名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

１０番  青 栁 光 仁       １１番  堀 内 春 美 

１２番  鮫 田 洋 平       １３番  井 上 光 三 

１４番  長 澤   健 

 

 

３ 欠席議員 

          

  な   し 
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４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町      長 志 村   学   副 町 長 齋 藤   靖 

   教 育 長 野 中 正 人   会 計 管 理 者 秋 山   忠 

   政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史   財 務 課 長 早 川 竜 一 

   管 財 課 長 樋 口 一 也   税 務 課 長 深 澤 千 秋 

   防 災 交 通 課 長 望 月   聡   町 民 生 活 課 長 中 込 裕 子 

   福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美   子育て支援課長 佐 藤 洋 子 

   産 業 振 興 課 長 遠 藤 悦 美   都 市 整 備 課 長 河 原 恵 一 

   土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長 原 田 和 佳 

   教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司   生 涯 学 習 課 長 依 田 正 紀 

 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長  野 中 充 香 

書    記  小 林  恵 

書    記  横 内太加志 
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開会 午前 ９時００分 

〇議長（長澤健君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。 

相互に礼。着席願います。 

令和２年第２回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただき、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１３名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は一般質問の日程になっております。 

一般質問の通告者及び当局者は、質問並びに答弁の要旨をわかりやすく、簡潔にお願いします。 

なお、本日の一般質問を、富士川ＣＡＴＶにおいて録画放送をするため、議場内にカメラを設

置して撮影いたしますので、ご了承願います。また、傍聴者の皆さまにおかれましても、撮影の

対象となりますので、ご理解をお願いいたします。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２ 一般質問 

質問の通告者は６名であります。 

これから通告順に一般質問を行います。 

それでは通告１番、１１番 堀内春美さんの一般質問を行います。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今回は、３点にわたって質問をさせていただきます。 

まず、大きな１の質問、新庁舎建設について質問いたします。新型コロナウイルスのまん延で、

世界中で、日本の国も、県も、また町内の企業も、経済も、町民も大変疲弊している現在であり

ます。制限が少しずつ解除されてきてはいますが、目にみえない敵、新型コロナウイルスとのい

つ終わるか見当のつかない、この先第２弾、第３弾と、この戦いに世界中が、日本中が、町中が

疲弊しています。この先の経済がどのようになっていくのか、このコロナウイルスとの戦いで、

私たちの生活がどのように変わっていくのか、誰もが大きな不安を抱えている現在です。 

そこで（１）の質問です。新型コロナウイルスの影響により、見通しが付かないこの時期に、

新庁舎建設を見合わせるべきだと思うが、町の考えを伺います。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 
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○管財課長（樋口一也） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては、昨年度基本設計が完成し、

その概要版においてスケジュールをお示ししたとおり、本年度は実施設計を行い、令和３年度に

工事着工を予定しております。 

     こうしたことから、新庁舎建設に向けては、新型コロナウイルスの影響により、財源や建設資

材の調達などに支障が生ずることはないと確認しておりますので、当初の計画のとおり進めて参

りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     今の課長の答弁の中に、確認していると答弁がありましたけれども、どのように確認されたの

でしょうか。この先ですね、第２弾、第３弾とくることが予想されている、今世界中でこの経済

がどうなるのか混沌としている時代に、どんなふうに確認ができるんでしょうか。伺います。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

ただいまのご質問にお答えいたします。まず財源につきましては、合併推進債が財源になりま

す。これについては、国のほうから、このコロナによって中止となるというようなことが発せら

れているわけではございませんので、そこで確認をとっております。建設資機材等につきまして

は、設計業者において、ヒアリングの中で、発注時においてはこの影響によって支障が生じると

いうことはないということで確認をしているところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     合併推進債がなくなるなんていうことは、この先ないとは思います。先ほど申し上げましたよ

うに、この先のこの町の経済、県の経済、国の経済、世界の経済がどうなっていくかわからない、

そして、建設するときに建設資材がちゃんと調達できるかどうかもわからない時期だと思います。

その時期に、議会の開会日の町長の所信表明でも建設すると述べておりましたが、本当に、この

約３０億円に近い新庁舎建設を、この時期に推し進める考えなのですね。本当にそれでよいとお

考えでしょうか。 

再質問です。なぜ見合わせ、見直しをするべきかといいますのは、約３０億円に近い新庁舎建

設に町の基金を使うとありますが、先ほどの課長の答弁の中に合併推進債ってありましたけれど

も合併推進債は約１０億くらいです。それ以外は借金になるわけです。この基金は、町の基金を

使うとありますが、この基金、これは将来の不測の事態に対応するために、町民の税金を積み立

てておいた貯金です。特に財政調整基金の９億５千万円は、まさにこの時に使うべきだと思いま

す。今現在、この基金の３つの合計が約２５億円ありますが、町長が行う７大事業で、１００億

円の借金の返済に、この２５億円がどう使われるのか。新たな借金の返済がどうなるのか。新庁

舎建設にこの基金をいくら使うのか分かりませんが、今こそコロナウイルスで困っているときに
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こそ、新庁舎建設に使うのではなく、約３０億円に近い新庁舎建設を見合わせ、見直し、町民の

税金を積み立てておいた財政調整基金を町民のために使うべきではないでしょうか。町内の小規

模事業者も、町民も大変疲弊しているのはお分かりだと思います。利益が以前より５０％減少の

企業は国からの支援がありますが、５０％に満たない５０％以下の、例えば４５％、４０％減と

いう業者が、この町にどのくらいあるのか把握しているのでしょうか。国で補てんできない小規

模事業者の倒産防止のために、また倒産で命を落とすことがないように、困っている町民のため

に、この財政調整基金を使うべきではないですか。町民の税金を積み立てておいたものなのです。

まずは町民のために使うべきだと考えます。そして、こんな大変な時期に、約３０億円に近い新

庁舎建設を進めるべきではない、見合わせるべきだと強く思います。 

参考までに、昭和町では国で補てんしない５０％以下、３０％以上減少の小規模事業者に一律

１０万円を給付することになると新聞で報道されていました。 

あらためて伺います。約３０億の新庁舎建設を見合わせ、見直し、町民を救うことを優先する

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学） 

     新庁舎建設の財源の話が今でておりますので、その部分についてお答えをしたいと思います。

新庁舎建設には、他の補助金、あるいは起債がありますけれども、単独事業債という、全て利息

を付けてまるまる返さなければならない借金が通常の庁舎建設の借金であります。富士川町は合

併をしておりますから、合併推進債というのが使えます。これは令和６年までの、今現在、期限

付きの借金でありますけれども、そのうちの９０％の半分を国が補てんをするということですか

ら、３０億のうち４５％は国が返済をしてくれるんですね。これを令和６年度までにしなければ、

仮に、また庁舎の建設というと、概算ですが、まるまる３０億に相当するお金を、町の皆さんで

負担をしなければならない。それが今、国の補てんがありますので、この時期にするべきだとい

うことで、町は計画どおり進めているところであります。財源のほうも、特例法は法律ででてお

りますので、法治国家でありますので、法律が途中で変わることはありません。また仮に変わっ

たとしても、そこは救済措置が入ると思いますので、財源の確保はしっかりしておりますし、建

設資材のほうも、一時期中国からの部ものが入ってこなくて、一般の住宅にも支障が出たと聞い

ておりますけれども、私どもが建設するのは来年以降でありますので、しっかり貿易も元へ戻り

ながら、そうしていかなければ、世界の経済がまわっていかないということでありますので、そ

の辺は大丈夫だということは確認をしております。 

     それと、こうした疲弊している時代だからこそ、いろいろ事業をやりながら、地域に金を落と

していかなければならない、こんなふうに考えているところであります。 

また今回、国のほうでも、第一次補正予算で臨時給付金も出ました。そういう中で、町のほう

にも地方創生臨時交付金をいただいております。それに加えて、こういう時期だからこそ、財政

調整基金約６千万円ですが、今回調達いたしまして、これから各家庭にお送りする「コロナに負

けるな富士川町元気応援券」をお配りする予定でおります。町のお金も活きたように使わなけれ

ばならないと思いますので、皆さんの日常の生活もしっかり確認をさせていただきながら、生活
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支援と地域の事業者の経済支援、こんなふうに使っていく予定でおります。 

それと、基金で全て借金を返すという話がありましたけれども、通常の予算の中から措置をし

ております。いざ、本当にこういった危機があって、足りないときには基金を調達することもあ

るかと思いますけれども、全額を基金で返済するということは今まで一度も言ったことはありま

せんので、通常の予算の中から返済をしていきます。また地域のちまたの皆さんで、この庁舎を

造ると税金が上がるという話がありますけれども、公民館を造る話ではありません。役場がしっ

かり計画を立てながらやっておりますので、この事業をやった、あるいは他の７大事業をやった

からといって、町の税金が上がることは一切ありませんので申し添えておきます。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     今町長の答弁の中に、聞いておりますと約３０億の庁舎、そのうち９０％というと２７億、な

んか伺っておりますと、全部国からくるようなニュアンスを受けましたけれども、約３０億の９

０％というと２７億です。そのうちの４５％というと１２億くらい。４５％じゃないんですか。

４５％でしょ。 

〇議長（長澤健） 

マイクを通して発言をお願いします。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学） 

     今言ったとおり、９０％のうちの半分を出てきますから、５×９＝４５、全体の４５％が国か

ら支援されるということであります。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     そうしますと、なんかすごく国からくるから安心だという言い方をされていますけれども、借

金がたくさんということは変わりがないんです。そしてその借金には利息も付くわけなんです。

千円や２千円の利息とは違います。何十億の利息といったらその金額も馬鹿にはなりません。 

それから、先ほど私が質問いたしました財政調整基金の中から、町内の困っている小規模事業

者に補てんする、昭和町の例を申し上げましたけれども、そういったお考えはないでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学） 

     昭和町は昭和町のお考えでいろいろやっているわけであります。町の中にいる業種の種類も昭

和町とうちでは違います。また北巨摩のほうでも、一律いくら出すといって、今議会で特別委員

会を作って、議論をしているところもあります。それぞれの市町で事情が違いますので、町の実

情をそれぞれが見た中でやっていることだと思っております。今回、国のほうでも一次補正、二

次補正をやりながら、国のやるべきこと、広域自治体である県がすべきこと、そして基礎自治体

である市町村がすべきこと。それは大別ができていると思います。地方創生臨時交付金もそうい
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った部分以外のところに充てろということでありますので、国、県の施策をみながら、私も所信

の中で言いましたけれども、県との事業の棲み分けをしながら、うちはうちの町を見ながらやっ

ていきたい、そういうことであります。 

昭和町さん以外にも、いろんなところでいろんな施策をしております。１８歳未満の子どもだ

けに給付するところもあれば、うちは一律一万円の給付をするところもあれば、それぞれ市町村

で、それは議会と相談しながらやっていることだと思いますので、昭和町がどうこうとか、北巨

摩がどうこうとか、私はこの場では言いませんけれども、この富士川町でも、本当に真に困って

いる人がいるのであれば、いろんな施策と絡めながら、そういうことは検討していきたいと思っ

ております。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     くどいようですが、この町の小規模事業者が倒産し、そのことによって命が失われるようなこ

とがあったら、町としても困るのではないですか。新庁舎建設にこの基金を使うのではなく、町

民の税金を積み立てておいたものですから、いま一番困っている町民が、生きていくために使う

べき財政調整基金だと思います。よその町はよその町です。確かに。うちの町はうちの町の経済

状況で、そういったものを助けるということを率先してやっていくべきだと思います。 

     再質問です。令和６年までに完成すれば、合併推進債が受けられるわけですから、少しの間見

合わせ、その間に見直しをしても４年あれば間に合うと思います。また、こういう非常事態です

から、建築資材も本当に調達できるかどうかまだ分からない状況ですので、もし建設が間に合わ

なかったら、国も合併推進債の期限を延長してくれるのではないでしょうか。またそういうふう

に持っていくのが、町長の手腕だと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学） 

     合併特例法は法律で決まっておりますので、私と省庁でお話するだけで済む話ではありません。

国会で議論していかなければなりません。合併特例法は５年間延びまして、推移をしております

けれども、合併推進債が、うちの場合が令和６年までなんです。全国的にみると、もう来年で切

れる市町村もあります。そういう中で、昨年うちが中心になりながら全国に声を掛けまして、あ

と５年間延長してほしい、これが通ればうちは令和１１年度までできるわけでありますけれども、

まだそれは確定をもらっておりません。今できるスケジュールとすれば、令和６年までに、住民

の負担がない方法でやっていくのが一番いい方法ではないかと思っております。時期をずらした

から庁舎が安くなるということはありません。かかるものはかかるということで、それはお金と

して払っていかなければならないわけでありますけれども、この令和６年度の、今の推進債が活

用できる期間にすると、先ほど言ったように仮に総額３０億とした場合に、９０％の半分、です

からトータル３０億に対して４５％ということになります。その部分を元利、元利ですから、元

金と利子も含めて国が半分みてくれるという制度でありますので、同じ庁舎を今後造っていかな

ければならないのであれば、こういったいい財源のあるときに造るのが一番住民に負担をかけな
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い方法だと私どもは考え、これを事業化しているところであります。 

そして、またこれからコロナもどうなるか分かりません。そういう中で町内の様子はしっかり

見させていただきながら、また住民の皆さんが必要となるものは当然手当てをしていかなければ

なりませんが、先ほど言ったように、国がすべきこと、県がすべきこと、そしてまた市町村ごと

に様子が違いますので、そこはそこで市町村がしっかりやっていくことになると思いますので、

今回も先ほども言いましたけれども、町の人たちの自粛とか、いろんな面で疲弊をしているとこ

ろもありますので、これから必ずやくる平穏な社会に向けて、生活支援の部分、そしてそのお金

が町内で使えるようにしてありますので、町内の商工業者の皆さんにまた頑張っていただきたい

という意味で、町内で使える商品券をお送りするとしたところであります。これも財政調整基金

の一部を取り崩しながらやっているわけでありますけれども、財政調整基金も借金を返すために

貯めているわけではありません。いざという時に、町の財政運営が円滑にいくように３つの基金

にわけながら蓄積しておりますので、これらも当然貯めるばかりではなく、いざという時には活

用していくつもりでおりますが、これは借金返済のために積んであるわけではありませんので、

町が今の財源で不足する場合には取り崩しながら、住民のために使っていくお金だと思っており

ます。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     今の町長の答弁の中に、期間を長くすれば、建築が安くなるんではないという答弁がありまし

たけれども、建築を安くするというのではなくて、見直し、無駄なものは省く、そして見合わせ

るべきだと私は言っているわけです。 

     再質問です。新聞紙上で発表されていますのでご存知だと思いますが、甲斐市では、県の緑化

センターの跡地にバラ園と美術館、フラワーパーク&ミュージアムを３８億円で建設する計画で

した。議会でも賛成議員で多数で議決され、今年度の予算にも組み込まれました。市民団体市民

の声甲斐が建設の是非を問う、住民投票条例制定を７，４６９人の署名と共に提出した本請求も、

賛成６、反対１３、欠席２で否決されましたが、甲斐市議会では市民との対話集会をきちんと開

き、町民の声を聴いているのです。富士川町議会とは違います。富士川町議会では町民から地区

懇談会を開催してほしいという請願が出ていたのにも関わらず、また議会基本条例に地区懇談会

を開催すると明記してあるのにも関わらず、却下したのです。えらい違いです。本来は地区懇談

会を開いて、町民の声を聴くべきだったと思います。 

さて甲斐市ですが、議会で予算も通り、市民の声甲斐からの条例制定も却下されて建設の運び

となっていましたが、ここにきてコロナウイルスの感染拡大を受け、コロナ感染拡大への対応に

注力するために、市長はこの３８億円のフラワーパーク&ミュージアムを白紙撤回することを決

意したのであります。市民の命を守ることを優先に先決した素晴らしい決断です。市民に高く評

価されることでしょう。富士川町でもコロナウイルスの感染拡大に注力するために、町民の命、

暮らしを守るために、約３０億円に近い新庁舎建設をこの先、この町の減少する人口と、減少す

る財政に見合わせるべきで、特に２億円近くかかる２軒の買収、１日千人近い人が利用する町道

の廃止、水害に弱く多額の維持費がかかる地下書庫の見直し、これだけでも４億円は縮小できる
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と思いますが、縮小するように見直しをするべきで、見合わせるべきだと考えますが、甲斐市の

ように、まさに今富士川町も英断するべきだと思いますが、いかがでしょうか。再度町長に伺い

ます。 

〇議長（長澤健） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学） 

     庁舎は華美な庁舎を造るべきではないというのは、町も職員もすべて思っております。そうし

たことから昨年度基本設計を行いまして、おおまかな概略がでて参りました。これから実施設計

をやっていくわけでありますけれども、この実施設計には、これまで議会からいただいたご意見、

あるいは地域の皆さんからのご意見、そして説明会でのご意見、そしてまた職員の中でもいろん

な会議を持っておりますので、実際に使う職員の意見等々を反映させながら、無駄のないような、

決して華美にならないような実施設計を組んでいきたいと考えております。 

     また、他の市町村の話がでましたけれども、理由は私よくわかりません。なんでそうなったの

かは分かりません。近々選挙があるという話も聞いておりますけれども、なんでそういうふうに、

今までやるやると言ってきたものが、急に変わったのか。決してコロナじゃないと思っています。

しっかりコロナの対策も市もやっていると思いますので、それ以外の理由が何かしらあるのかな

というふうに思っているところでありますけれども、いずれにせよ、町民の皆さんをしっかりと

守っていく拠点となる役場でありますので、災害を含めて、そして新たな感染症が発生した時に

も、この役場を中心にしっかり対応ができるような、華美でない、実質的な役場建設に向けて進

めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     今の町長の説明の中に、町民説明会で町民の意見を聞き、反映されているというふうにお答え

になっていましたけれども、町民説明会を２回行いました。町民からあれだけ１００％近い反対

の意見が出て、懇談会でもそういった意見が出ても、その意見はいっさい一つとして反映されて

いません。そのことはしっかりと覚えておいてください。町民からも不満の声が出ております。

あくまでも町民の命を守るよりも、約３０億円に近い新庁舎建設を優先するというお考えなので

すね。町民の命、暮らしを守ることよりも、箱モノを建設することを優先したい理由とはいった

い何なのでしょうか。町民の命を守ることのほうが、先決問題であると私は考えます。この時期

に、約３０億円に近い新庁舎建設を進めることには到底理解できませんし、また理解すべきでは

ないと思っています。また町民の皆さんから、こんなに困っている時期に、総額約３０億円に近

い新庁舎建設をするなんて、どういうことかという批判の電話も何件もいただいております。町

長の、命より箱モノ建設を優先するという町長の考えに対して、町民はどう判断するのでしょう

か。 

     では、次に２の質問に移ります。私は議員になってすぐに、産業建設常任委員で職員の駐車場

代が、一人月額３００円だということを知りました。正直感じたことは安いなと思いました。あ

れから６年経過しましたが、まだ同じなのです。そこで１の質問です。現在の職員の駐車場代を
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３００円と決めた根拠を伺います。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

ただいまのご質問にお答えします。職員駐車場の使用料につきましては、町有地を国の職員に

対しまして、駐車場として貸付け、土地使用料を徴収しているということから、平成２８年度に

町職員における駐車場料金のあり方について検討を行いました。その結果、町が民間から職員駐

車場として借り受けている土地借地料分については、職員が負担することとし、民間からの借地

料総額を職員数で除した金額、１人３００円を平成２９年４月から徴収することとしたところで

あります。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     今の課長の答弁の中に、借地料の総額を職員で割って３００円に決めたということですが、総

額はおいくらでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

     借地料の総額につきましては、検討いたしました２８年度においては、合計で５４万２千円で

ございます。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     その借地というのは今も借りているんですか。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

     平成３１年度までは４か所借りていましたけれども、令和２年度、今年度からは２か所使用す

る用途がなくなりましたので、今年度は２か所ということになっております。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     現在は２か所借りているということですね。その２か所というのはどことどこなんでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。１か所は第２保育所駐車場の土地借地料でございます。

もう１か所は教育文化会館東側にある、来庁者及び職員駐車場として借りている土地でございま
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す。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     重箱の隅を突くような質問で大変心苦しいんですが、なぜこの質問をするかといいますと、町

民から指摘されたこともありますが、約３０億円に近い新庁舎を建設するのに、駐車場を広くす

るために２億円近いお金を出して２軒の買収をすると言っても過言ではないんです。来庁者７８

台で１，９５０㎡、それに対して、職員の駐車場台数が１６０台で面積が４千㎡。ただし来庁者

７８台は一度に来るんではないんです。三々五々来るんです。７８台が一度期に停めるわけじゃ

ないんです。しかもこれからは町の人口も少なくなります。１０年経つと町の人口は１万人を切

るでしょう。またこれから情報化の時代になりますので、電話対応とは情報機器を使い、役場に

来なくてもよい時代になっていくのです。町の人口が減少するのですから、必然的に役場へ来る

人も少なくなるわけでして、当然役場職員の数も少なくならなければならないと思います。そう

しますと約２億円近い多額のお金をかけて、強引に２軒を立ち退かせ、駐車場を広くする必要は

ないと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

堀内議員、それは再質問ですか。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     はい。答えられたら答えてください。 

〇議長（長澤健） 

通告に沿った質問に戻してください。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美）  

     はい。じゃあ続けます。（２）の質問です。町の財政が非常に厳しい中、職員の駐車場代を見

直しする必要があると思うが、考えを伺います。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

     ただいまのご質問にお答えします。職員駐車場の使用料につきましては、最近の近隣市町の状

況や、県立の高校をはじめとする各施設、県の出先機関、一般企業等の状況を参考にしながら、

検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美）  

再質問です。いま富士川町での駐車場代は相場が３千円から４千円です。ここまで上げてくれと

は言いませんが、駐車場代を上げるといいますと、職員の中からは不満も出るかもしれません。

先ほど課長の答弁の中に企業とおっしゃいましたけれども企業は無料なんです。これは当たり前
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のことなんです。なぜかといいますと、企業の社員は出社することで企業に利益を上げているわ

けなんです。製造する人、あるいは営業する人、企業に利益を上げて貢献しているんですから、

会社が無料にするなんことは当然のことなんです。同じ公務員で、県庁の職員は公共機関を使っ

て通勤しているか、あるいは個人で民間の駐車場を確保して、高い駐車場代を払っているのです。

３００円と決めたときも、土地の借地料に見合わせた額だと答弁がありましたが、今回は、土地

購入費は約２億円です。桁が違います。約２億円に見合う職員分、４千㎡の額とはいったいいく

らになるのでしょうか。いまコロナウイルスの感染拡大で町民がみんな大変なときに、しかも町

の収入が減り、財政が厳しい状況下です。町民が納得していくように、見直したほうがよい時期

だと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

堀内議員、今の質問は、再質問で、内容的には再度見直すかという質問でいいですか。 

〇１１番議員（堀内春美）  

     はい。 

〇議長（長澤健） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     庁舎の駐車場整備につきましては、基本構想の段階におきまして、それぞれ算定した台数を求

めて、それを基本計画、基本実施設計というふうにつないできている台数でございます。 

     職員の３００円という金額の見直しにつきましては、先ほど申したとおり、県の高校も徴収し

ないという事実も伺っておりますし、各施設、県の出先機関、これらも徴収していないというこ

とも伺っておりますので、それらを参考にしながら、また近隣市町の状況も参考にしながら、検

討をして参りたいと考えているところであります。以上です。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

     例えば所得に応じて、所得の０．５％という額に決めるというのも、また悪くないかと思いま

す。また、職員は同じ町内です。歩いて通勤するのもよいことだと思います。なぜならば、健康

にもよいし、町民と挨拶などしたりして触れ合う機会ができ、時として困りごとを相談すること

もできる。そういうこともありますので、できるだけ歩くという方法をとることもいいんじゃな

いかと思います。とにかく、町民が納得する結果を出していただきたいと思います。 

次に大きな３つの質問に入ります。ふるさと納税についてですが、昨年のふるさと納税額が１

億９千万円近くあり、係の職員の奮闘ぶりが伺えて、よいことだと思っております。また返礼品

について、産業振興課で聞いたところによりますと、ここに返礼品のパンフレットがありますが、

町の特産品の返礼品が何種類かありまして、これだけ集めるのに職員のアイデアで商店に依頼し

たとか、またホームページ等の公募であったりしたようですが、まだ富士川町には返礼品に合う

ような商品があります。そこで（１）の質問です。返礼品取扱店を拡充させいる方策についての

町の考えを伺います。 
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〇議長（長澤健） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

○産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただ今の堀内議員のふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。ふるさと納税の返礼

品は、昨年６月の法改正により、町内で何らかの付加価値が加えられなければ、返礼品とするこ

とができなくなったため、法改正前には７０であった返礼品協力事業所は、現在６０事業者と減

少をしております。 

これらの協力事業所は、本町が返礼品の見直しを行なった平成２７年７月の時点では１９の事

業者でありましたが、町内で生産、加工、役務の提供を行っている事業者の掘り起こしや口コミ

などにより年々増え、現在の協力事業者数となっております。また、多くの方にふるさと納税の

寄附をしていただくには、魅力的な返礼品を増やすことが一番の方策と考えております。そのた

めには、協力事業者の拡充が不可欠であります。 

こうしたことから、本年度ふるさと納税の所掌事務を富士川町観光物産協会に移管し、町内に

おいて生産や加工などを行っている事業者を幅広く募り、協力事業者の拡充を図って参りたいと

考えております。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

今の課長の答弁の中に、観光物産協会にお願いをするんですか。拡充するのに。 

〇議長（長澤健） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

○産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ふるさと納税の事務ですけれども、そちらのほうは観光物産協会が担当することになっており

ます。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

観光物産協会っていうのは、産業振興課の中にあるんですか。すいません、私、理解してなく

て。そうすると中にあるんだとしたらば、課長の意向も話ができるというわけですね。 

〇議長（長澤健） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

○産業振興課長（遠藤悦美さん） 

そのとおりでございます。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

町民の中には、ホームページを見ない人、見れない人、それから、今まで町誌で公募したんで

すか。町誌で公募しても、それを見ない人も結構いるわけなんですね。ですから、その中で早く
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にそういうことを察知して、このふるさと納税に商品を申し込んだという、そういう企業は企業

努力をしているということで関心しますが、そういうことに疎い人がこの町にも結構多くいるわ

けなんです。特に高齢者が経営しているようなところは。そういったところへ、町のほうから気

を使ってほしいわけなんです。掘り起こしてほしいわけなんですね。例えば、このパンフレット

の中に、お菓子類でしたらば３件か４件あります。お酒類も何件かあります。それから鳥もつも

３件くらいありますね。卵も２件あります。ですけれども、品物によっては１件しか登録してい

ないところがあるんですね。ですが、同じ業種がほかにも、この町内にはあるわけなんです。そ

して商店が知らないんですね。ですからそういったところを、出す出さないのは商店の考えです

けれども、そういったところに知らせてあげてほしい、掘り起こしてほしい。そういうふうにす

るべきだと思いますが、いうかがでしょうか。 

〇議長（長澤健） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

○産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただいまのご質問ですけれども、協力事業者の公募につきましては、現在、募集についてはし

ておりませんけれども、事業者からの相談や口コミなどで返礼品の種類が増えていった状況でご

ざいます。ふるさと納税の返礼品の取り扱いをしたいという事業者の方がいらっしゃれば、今度、

産業振興課の中の観光物産協会へ移りましたので、そちらのほうにご相談をしていただいて、ま

た、一定のルール、約束事がありますので、そちらを守っていただきながら、返礼品の出品をし

ていただきたいと思っております。 

〇議長（長澤健） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美） 

私が、たまたま行ったお店が何件か知らなかったというお店がありましたので、こういうこと

があるんですよということを知らせてきました。なぜこれを言いますかというと、知っている商

店も知らない商店も、この町で生活して税金を納めてるわけなんです。ですから、同じように税

金を払っている商店ですから、町のほうも気をつけて、商店が栄えるように気をつけてあげてい

ただきたいと思います。私たち議員も周りに注意を払い、こういうことがありましたので、これ

からも注意を払いまして、町民が住んでよかったと思っていただけるような町にしていく努力を

していきます。町のほうでもお願いいたします。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 

以上で通告１番 １１番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

続いて通告２番 １０番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

マスクは外させていただきます。今日は大きく２点を質問する予定になっておりますのでよろ
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しくお願いします。 

はじめに、大きい１番目の質問、地域防災計画についてということで、その小さい（１）です

けれども、地域防災計画は避難所の整備について、要配慮者などの避難所確保のために、民間施

設との協定に努めるというふうに書かれております。当然近隣市町村とか福祉施設、それからい

ろいろな企業との協定があることも承知はしておりますけれども、さらに避難所確保のために福

祉施設やホテルなど民間との避難所指定や協定がその後進められているのか伺います。 

○議長（長澤健君） 

     防災交通課長 望月聡君。 

○防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。町では、近年大型化する台風や高確率での発生が予

想される南海トラフ巨大地震などに備え、災害時要援護者の福祉施設への受入れに関する協定を、

平成２０年度に社会福祉法人戸川会の「福寿荘」「福寿荘きらきら」の２施設と、平成２５年度

に社会福祉法人くにみ会の「くにみ園」「ゆあーずあんどゆうず」の２施設、特定非営利法人南

風会「ステップ増穂」と締結したところであります。 

また、令和元年度には、いち柳ホテル(有)が保有するＬＰガス設備使用や敷地・建物を災害時

に使用する合意を交わすなど、民間施設との協定等の締結を進めてきたところでございます。 

しかし、避難所での感染症対策は、密閉・密集・密接を避けることが必要となり、指定避難所

だけでは受入れが困難となる可能性があることから、今後も可能な限り民間施設との協定締結を

進めて参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ぜひ、そのように進めていただきたいと思います。長野の群発地震をはじめ、全国各地でまた

このところ地震も多くなっておりますし、昨日も避難勧告が出された町も大雨があるようですの

で、できるだけ早く整備を進めていただきたいと思います。 

再質問です。昨年９月定例議会に井上議員が一般質問の中で、町民体育館解体に伴う新たな避

難所はどうなるのかといったような質問に対して、当局の担当課長から、町内８１か所を指定し

ているけれども使用地区は限定していないと。例えば、小林地区が町民体育館を使うんだという

ことは限定していないんだという回答と、防災計画のほうで地区名の表記が町民の混乱を招くの

で見直しを行っているという答弁がありました。約９か月経ちましたけれども見直しは進んでい

るのか伺いたいと思います。 

○議長（長澤健君） 

     青栁議員、今回の質問とそれています。民間との協定の部分での再質問ですので、今の部分は

質問とちょっと通告とそれていますけれども。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     お言葉ですけれども、地域防災計画全般にわたって聞きたいと思いますので、再質問という言

葉が悪ければ通告してないけれど、答えられたらお答えいただければと思います。 

〇議長（長澤健君） 
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防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。青栁議員の言うとおり、今避難所につきましては、

各地区を指定してはやってはおりません。今その避難所につきまして、いろいろ検討しておりま

すので、今後も最適な避難所を確保できるように検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

地域防災計画について再質問というよりか提言ですけれども、地域防災計画の民間協定の中で

は、協定契約が２９年度に行われているという表題といいますか、大見出しの中にあって、本文

のほうでは、例えば青柳郵便局は増穂町内の何々をと、鰍沢郵便局との協定では鰍沢町内の何々

をというような表記の間違った部分もありますので、大変だとは思いますけれども、ぜひこの辺

も併せて見直しをお願いしたいと思います。 

それでは次の（２）に移ります。地域防災計画やマニュアルの中に、安全が確保できる場合の

在宅避難とか親戚・知人宅避難など追加する考えがあるか、伺います。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇財務課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。避難所での感染症につきましては、施設入口での検

温や手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保などが考えられます。災害時は指定避難所を開設

いたしますが、大規模な災害になる程避難所での密閉・密集・密接を避けることが困難となって

おります。こうしたことから町は、町広報誌やホームページで、安全が確保できる場合の在宅避

難や親戚や知人宅への避難をお願いし、避難所への避難者数減少を目指しているところでありま

す。これらの避難行動については、各自主防災組織が作成した災害対応マニュアルや町の災害対

策本部が作成した避難所開設・運営マニュアルに追加することとしております。また、町の地域

防災計画については、県で地域防災計画の変更を行っておりますので、改訂版を参考に追加して

参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

今の答弁の中にもありましたので、次の質問（３）に移ります。町は自主防災組織の育成強化

に努めると計画の中にもあります。避難所の運営は自主防災組織に依頼することになると今の答

弁どおりと思いますけれど、各区の自主防災組織の組織状況について伺います。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。町は、災害発生直後の安否確認や救出、救助などに

おいて自主防災組織が担う近助、共助が大変重要であると認識しており、昨年度は地区防災計画
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策定やハザードマップの内容について各区役員会の折に説明を行うなど、各区自主防災組織の育

成強化に努めてきたところであります。現在、町内の１５行政区全てに自主防災会が組織されて

おり、町が実施する総合防災訓練では夜間避難訓練、炊出し訓練や消火訓練など、各自主防災会

が考えたさまざまな訓練を行っているところであります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

再質問ですけれども、実は私の住んでいる所は水害に対してはそんなに心配する地区ではない

んですけれども、ちょっと行ったところに敷地が低い所がありまして、防災マップでは浸水３か

ら５メートルというような地区もあります。その何年か前までは近いから小中学校へ避難という

ようになっていましたけれども、この間台風１９号のときには、その辺の方々は町民会館へ避難

したという経緯がありました。私どもの区でも、役員は自主防災組織ができていることは承知し

ていますけれども、いわゆる一般町民は、マニュアルも見ていないし知らないわけですね。昨年

の１２月の定例会の一般質問で、避難所への備蓄品の配布について質問しましたけれども、回答

の中で、避難の際には食糧など持参するように広報誌を通じて周知を徹底するという答弁があり

ました。また、災害対策マニュアルは各区で作っていると。各区や地域近所で対応してほしいと

いう今のご答弁にもありましたような回答でした。防災計画は５００ページ近くありますので、

ともかくとして、マニュアルすら各区へ配布されてないんですよね。それであの市川三郷町でも、

ついこの間の新聞で避難に関する小冊子を配布するようです。私どもの町でも各家庭への居間に

貼っておけるような１枚のパンフレットでもいいです。家族の避難所、どの避難所へ避難するか

とか、あるいは避難援助を求める人は近所の誰だよとか、あるいは電話番号、避難するときの準

備品。先の質問で飲料水、食糧を持ってきてください。一般的には３日分の食糧、防災グッズを

準備しろと言われていますけれど、そんなものを担いで年寄りは避難できないと思うので、最低

このくらい水と例えば食べられるものを持ってきてくださいとか。書き込める、あるいはお知ら

せする、それから逃げるときのタイムラインが記入できるような何かそういう１枚ものでもいい

ですから作っていただけるように提案しますけれども、ご検討いただけますか。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。昨年度富士川町ハザードマップの改訂をしたところ

でございます。そのハザードマップの中には、避難所等の記載がされております。あと町広報等

で一人３日分の食糧等の備蓄をお願いするなど、町広報において掲示をしておりますが、今後も

住民の皆さまにそういう情報の提供をして参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先ほども言いましたように、３日分の食糧を担いで避難するというわけにはいきませんし、こ

の質問を再三しているのは台風１９号で避難をしたおばあちゃんから、町民会館に行ったら水も
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お茶も出なかったというような言葉をいただきましたので、私はその前から防災グッズの、町民

会館にはあるのですけど他の避難所には町としての備蓄をお願いしてはないので、３か所しかな

いので、分散化も要望しているとこではありますけれども、ぜひこの町民に分かりやすい資料配

布の検討をお願いしたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

青栁議員、質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０２分 

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

再開 午前１０時１０分 

〇議長（長澤健） 

休憩を解いて再開します。 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

それでは次の大きい２番目の質問に移らせていただきます。 

旧増穂西小学校についてということでお伺いしますけれども、この問題は私の外に２人の議員

が質問する予定でした。たまたま私のほうが、通告提出時間が早かったので、同じ質問は先に出

した人が優先するということで、私が質問させていただきますけれども、他の２人の議員の思い

も入っているということで質問させていただきます。 

旧増穂西小学校の利活用について、平成２９年１１月３０日の臨時議会で補正予算が提示され

ました。まだ設立されていない会社に学校建物を無償譲渡し、土地を売却するために補正予算が

組まれました。いろんな費用で合計１０２６万円の予算でした。臨時議会ですから、検討する材

料が全く提示されない中、質疑と採決が同日では私としては判断のしようがないので、補正予算

の減額修正案を提出しました。ただ、賛成していただく議員が少数だったので、当局案どおり、

修正案は否決されて事業が進むことになりました。 

そこで今日まで再三業者の計画の進捗と役場の関わり合いについて、質問してきましたけれど

も、とうとう契約不履行ということで今日に至っております。西小学校の無償譲渡契約書には特

約条項がないと聞いておりますので、まず１番目の質問として、無償譲渡契約書および町有土地

の売買契約書に違約金や登記費用負担など、特約条項を検討すべきと思いますけれども、町の考

えを伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。旧増穂西小学校につきましては、平成３０年３月３０

日に、地域活性化施設に供する指定用途の目的で、株式会社氷室の里と、土地の町有財産売買契

約並びに建物の町有財産譲与契約を締結したところであります。しかし、本年３月５日付けで、

氷室の里より当初の目的を断念せざるを得ないとのことから、本契約の解除の申し出があり、町

といたしましても受理したところであります。こうしたことから、本年４月１日付けで、全ての
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契約を解除する旨の覚書を両者で交わしたところであり、解除した契約に再度特約条項を検討す

ることはできません。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     再質問です。契約相手や規模も違いますけれども、２年前香川県では瀬戸内海放送とか、ＦＭ

香川など４社の連合体と２億２千万円で２７００㎡くらいの土地売買契約を結びました。これは

２階建ての多目的プラザを作って映像コンテンツ会社などが入居し、本年の４月末には営業開始

計画でありました。ところが昨年の１２月に事業断念の申し出があって、今年の２月に土地が返

還されたそうです。県は売却代金を返すと同時に違約金として売却価格の３割、７千万円の支払

いを求めるそうです。 

     西小の土地買い戻しについての違約金は求めないのか、伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

当該契約書におきましては、違約金の特約条項等について、契約上では違約金の内容は第三者

への移転、貸付について違反した場合の違約金の条項、こういうものを掲載いたしました。解除

に伴う違約金の条項をこの契約書に謳っておりませんので、違約金について求めることをするも

のではありません。以上です。 

〇議長（長澤健） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     西小の問題については、ある意味その時点では違約金条項はなかったということですけれども、

最初に質問したのは、特約条項を検討すべきと考えるがというふうにこれからのことを伺いまし

たけれども、西小は特約条項がないので、そのとおりのことで違約金は求めないという回答のよ

うです。 

     本年４月１日契約期限に、無償譲渡契約の事業計画の不履行になって、そのあと覚書を交わし

たとありますけれども、土地はいつ買戻契約したか伺いたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。土地の買戻契約につきましては、本定例会の補正予算

に買戻しの金額を計上させていただいております。これが議決後に契約という運びになろうかと

思いますので、契約は現段階ではしていないわけではありますけれども、覚書の中には土地の返

還に関する内容とか、所有権移転の規制に関するもの、買戻し代金のこと、などが４月１日付の

覚書では交わしているところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 
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青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     一問一答なので、細かいようで申し訳ないですけども再質問です。 

     私もその補正の予算を一生懸命探したんですけれども、当初予算にも４月１日前に３月の段階

で断念するということは見えてましたので、当初予算それから今回の補正予算も探しましたけれ

ども見つかりませんので、西小の土地買戻しという科目はどこに計上されているか教えてくださ

い。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。本定例会で計上しております補正予算の総務費の財産

管理費公有財産購入費にその金額を盛らせていただいております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     たしかその辺は総額で大きい金額が載っていたと思いますので、それはもう一回見させていた

だきます。 

     それでは登記はいつするのか伺おうと思いましたけれども、予算が通ってからという先ほどご

回答がありましたので、ぜひ遺漏のないように登記も進めていただきたいと思います。 

     次に通告（２）の質問に移ります。不履行になりましたけども、地域活性化に利する計画で、

いい案だったなとは思っております。これからも空き家バンクへの登録とか首都圏への情報発信

など、引続き努力を期待しておりますけれども、今後の校舎利活用についての考えを伺います。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

○政策秘書課長（秋山佳史君） 

     ただいまの青栁議員の今後の校舎の利活用についてのご質問にお答えをいたします。旧増穂西

小学校校舎の利活用につきましては、平成２８年度に平林区から防火防犯の観点から解体するこ

とを要望されておりました。今般、再度平林区に旧校舎解体について確認をしたところ、合意を

得られたことから、今定例会に校舎解体に伴う解体設計費を予算計上したところであります。校

舎解体後の跡地につきましては、これまでと同様に平林区との協議を重ねながら、地域の活性化

につながるような活用策を進めて参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     ２年５、６か月をあるいはもっと、１１月末の臨時議会のときには、もう８月にはそういう下

話があったというお話がありましたので、２年半以上かかって、ちょっと無駄な時間を過ごして

しまったのかなと残念に思っています。私としては、ぜひしばらく解体するまで時間をおいて、
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使わないですから人的な被害はないと思いますので、ぜひ情報発信を続けていただければと思っ

ています。 

最初の質問に含めればよかったのですけれども、次の（３）の質問です。 

私が修正案を出したのは予算規模ですけれども、まだ生まれてない会社に売却するために、水道

の切回しとか、電気の切回しとかしました。そうしたら水道はどうしても切回しできない部分が

あって余計お金がかかりました。それから校舎の中にある廃棄物といいますか、その処理業者へ

の費用は入札の結果安く済みました。そういった凸凹はありますけれども、設計費用とか１５０

０万くらい掛かっていると思いますけれども、譲渡関係経費の補填は先ほど管財課のほうから、

違約金は求めないというお話がありましたけれども、この補てんはどうなるんでしょうか。伺い

ます。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     契約解除に伴う両者の費用負担でありますが、本年４月１日付けで取り交わしました覚書によ

り、土地につきましては先ほど言いましたとおり、町が売り渡した売買契約時の金額で買い戻す、

一方で譲り渡す際に町が負担いたしました分筆測量に要した費用につきましては、これは返還し

ていただくこととしております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     土地は売ってお金が入ってますから同額で買い戻すと。分筆測量は返還していただけると。登

記費用は職権でおやりになったと思うので、かかっていないと思いますけれども、水道とか電気

の切回しというのはその事業のためにしたんじゃないんですかね。その部分はいかがですか。再

質問です。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     電気や水道の切回し工事でございますが、これらの費用につきましては譲渡のタイミングで整

備したことではありますけれども、増穂西小学校が閉校後に解体とするという方針が出たときに

も、この解体に行っても捻出すべき費用でございまして、電気水道等の分離工事、粗大ごみの処

分費、これは譲渡するにあたっても、解体するにあたってもいずれも発生する金額でございます。

以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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     じゃあ確認ですけれども、その切回しをして、水道、電気を校舎から切回して体育館とグラウ

ンドの照明なんかに使えるようにとしたと思いますけれども、平林区との話合いで解体の方向と

先ほど答弁がありましたので、例えば校舎を解体した場合にも追加の切回しが出てこない、体育

館でも水道も使える、電気も使えるように既にできているから、これ以上追加は出ないというこ

とで理解してよろしいですね。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     解体につきましては、これ以上というものといたしまして、この電気、水道、これらはもう分

離されていますので、単に建物を壊すということになります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     それでは、次の（４）に移ります。 

     この契約が履行されなかった原因はどこにあると考えているか考えを伺います。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

○政策秘書課長（秋山佳史君） 

     ただいまのご質問にお答えをいたします。 

株式会社氷室の里は、旧増穂西小学校校舎を活用した地域の活性化を実現するため、設計や経

営を専門とする方を交え、施設の改修や経営計画について検討を進めておりました。しかし、本

年３月初旬になりましても、改修に伴う資金の確保に目途が立たず、また、開業後も安定した経

営を持続することが見込めないと判断したことが、計画を断念した大きな要因であると考えてお

ります。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     なんか答弁がですね、業者に責があるようなニュアンス、資金手当てができなかったとか。事

業計画が甘かったから事業開始後も収益が取れないというような答弁がありましたけれども、臨

時議会まで開いて進めた事業ですから、町のほうとしても審査が甘かったんじゃないか。おぎゃ

あと生まれてない人と契約をするために補正予算を盛ったんですよね、緊急に。あと１週間待て

ば１２月本会議が、定例会が開かれる、そこで委員会審査もできる、そういう中で臨時議会に持

ち込んで推し進めた事業ですから、私は当時も言いましたけれども、この業者に対しては本当に

有難いと思うと。地域の活性化につながるだろうと。ただ、手順、やり方が公務員らしくないと

いうお話をしました。契約は、契約できる年齢とか、登記されている法人とか、そういった所で

ないと契約できないわけですよ。ところがそこへ売るために補正予算を盛ったんですから、ちょ

っとこういう２年５か月、どういう交渉をしてきたのか、どういう指導をしてきたのか、３０年
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度には１５回も電話とか面会とか地区の人との３者会議とか開いたというふうに伺っておりま

すけれども、２年５か月手も付けられないで終わってしまったことを非常に残念に思っておりま

す。ほかの質問予定の議員さんからも言われております。 

そこで、膨大な事務負担と経費をかけてこの事態に至りました。当局としての責任をどのよう

に考えているのか。その前に私も議員として、当然責任は感じております。なんとかしたいと、

だから先ほども発言しましたように、情報発信を続けていただきたいと言っていただきたいと思

っておりますけれども、当局としての責任をどのように考えているのか、伺いたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

青栁議員、それは（５）の質問でよろしいですか。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     すみません、（５）の質問です。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

○政策秘書課長（秋山佳史君） 

     ただいまの青栁議員のご質問にお答えします。 

本町といたしましては、今後も平林区の活性化策を地域と共に考え、その実現を目指して最後ま

でやり遂げる「遂行責任」を果たして参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     ぜひ地域のためになるような、しっかりとした審査をしていただければと思って私の質問を終

わりたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

     以上で通告２番 １０番 青柳光仁君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

続いて通告３番 ２番 樋口正訓君の一般質問を行います。 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

２番樋口です。コロナと向き合いながらの現状ですが、町の活性化も考え、同時に図らなけれ

ばならないとの思いで質問をさせていただきます。 

はじめに、道の駅を中心とした観光振興策についてということで進めさせていただきます。ま

ず、道の駅富士川は特産品の販売のほかに、年間を通じて多彩なイベントの開催などで、平日も

多くの人で賑わっています。ホームページを開くと自転車関連の案内に注目します。「ご存じで

すか、山梨県は自転車パラダイス、サイクリングに最高の地形と環境が揃っています。」さらに

続けて、「道の駅富士川ではＮＰＯ山梨サイクルプロジェクトと協力して、サイクリング王国山

梨の拠点となることを目指しています。自然環境に恵まれた峡南地域はツール・ド・フランスに

も似た本格的なコースから、家族や友人と富士川のせせらぎや田園の風景、また丘陵地から甲府
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盆地へ向かう景色を楽しむコースなど、多くのサイクリングのファンに愛されています。」など

と綴られています。気軽に楽しめる乗り物自転車と道の駅を生かした取組みについて考えてみた

いと思います。 

そこで質問です。道の駅富士川を拠点とした自転車関連の観光振興策について町の考えを伺い

ます。 

〇議長（長澤健君） 

     産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただいまの樋口議員の質問にお答えします。町では、ＮＰＯ法人やまなしサイクルプロジェク

トの主催により、平成２５年に開催をされました第１回ツール・ド・富士川をきっかけに、同法

人と協力したイベントとして、道の駅富士川を拠点とした富士川沿いを周遊する南アルプスロン

グライドや、道の駅富士川を会場としたシクロクロス富士川を展開しております。 

また、同法人が主として始めましたレンタサイクル事業を、平成２９年９月からは道の駅富士

川が引き継ぎ、道の駅周辺の周遊観光の移動手段として、同事業を運営しております。 

なお、昨年度は３７９件の利用がありそのほとんどが町外のお客様の利用でした。この事業の

ために、道の駅富士川が用意したマップには、町内観光名所、富士山ビューポイント、食事処、

公園やトイレなどの記載がされており、利用者は、このマップを見ながら富士川や棚田の景色、

甲府盆地の風景を楽しんでいただいていると、お聞きしております。中には町外までサイクリン

グを楽しんだお客様もいらっしゃったようです。 

こうしたことから、今後も継続してレンタサイクル事業を進めるとともに、富士川沿いの自然

散策や、峡南地域の観光名所の案内も計画して参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ただいまの課長の答弁から、観光の名所の案内と併せてやまなしサイクルプロジェクトのさら

なる連携で、峡南地域の観光を活用したさらなる新しい取組みを考えておられるかどうかを伺い

たいです。 

〇議長（長澤健君） 

     産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。山梨県は、令和元年９月に自転車活用施策の明確化と

県民および行政、民間事業者などが一体となりまして、自転車の活用の推進に取り組んでいくた

めの指針としまして、県自転車活用推進計画を策定いたしました。この計画では、サイクル王国

山梨の実現を目指し、観光分野を含む４つの分野におきまして課題に取り組むための施策が示さ

れており、峡南５町を対象地域としました富士川流域エリアにおいて、道の駅を拠点とし、地域

の観光資源を活用したモデルルートを設定するとされております。こうしたことから、今後も、

ＮＰＯ法人や山梨サイクルプロジェクトや道の駅、山梨県および国とも連携をしまして、自転車

に関連した魅力ある取組みの創出を進めて参りたいと考えております。 
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〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

その魅力ある取組みの創出をするという観点から、自転車を活かした三筋の活性化の取組みを

考えてみたいと思いますが、道の駅富士川から五開、穂積、平林の三筋を自転車でつなぐ心旅と

称して、新緑から紅葉までの四季を通して人気のある大柳川渓谷とかじかの湯、さらにつくたべ

かんから特産ゆずとあじさい寺、ダイヤモンド富士の穂積地区。平林では氷室神社、みさき耕舎

の手打ちそば。足を延ばせばその先にはふるさと自然塾などの観光名所をたどる旅。沿道には温

かな地域のおもてなしの応援を受けて、思い出に残るようなイベントの企画を提案いたしますが、

町の考えはいかがでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

     産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただいまの町内三筋に関連した取組みということでお答えいたします。県の自転車活用推進計

画におきまして、道の駅を拠点としましたモデルルートの設定が示されていることから、関係機

関と連携し三筋にある多くの観光資源を紹介したコース設定について調査研究をして参りたい

と考えております。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ実現に向けて調査研究のほうをしっかりしてほしいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

続けて、質問２に移ります。中部横断道の全線開通に向けたサイクリング拠点を目指して、既

存のイベントをさらに拡充するような考えがあるか、町の考えを伺います。 

〇議長（長澤健君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

樋口議員のサイクリング拠点を目指した、さらなる拡充策についての質問にお答えをいたしま

す。中部横断自動車道の全線開通を見据えまして、既存イベントの拡充の可能性について模索す

るにあたりまして、関係機関との連携というのが欠かせないことだと考えております。こうした

中、山梨県では本年度仮称ではありますが、峡南地域道の駅ネットワーク協議会を設置したいと

いう考えがあります。今、コロナ禍の中でまだ実施はできておりませんけれども、こんなことを

計画しているところであります。この協議会では、峡南地域にある５つの道の駅を連携させて、

地域の魅力向上や経済波及効果を最大限に図るため、情報や交通のネットワーク化を計画してお

りまして、この中には一つの案としてサイクル王国山梨の取り組みと連携し、道の駅を拠点とし

たサイクルツーリズムの展開等も検討することとしているところであります。 

こうしたことから本町におきましても、道の駅富士川も同協議会に参画することによりまして、

関係機関と連携した自転車関連イベントの企画について、峡南地域を舞台とした新たな事業展開
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をして参りたいと考えております。以上です。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

今町長のお話ですと自転車の振興については、さらに期待ができるというふうな気持ちで、大

変嬉しく思います。 

そこで再質問です。周辺環境の変化に応じたイベント、道の駅富士川は中部横断道の増穂イン

ターから約１分、首都圏からも２時間程度のアクセスを活用した上で、自転車を自動車に積んで

きて参加できるような企画。もちろん当日のレンタサイクルでの参加も可能。道の駅富士川の無

料の駐車場に各自テントを設営して１泊。翌朝スタートして富士川を南下。峡南地方の先ほど町

長おっしゃられましたような道の駅をつなぎながら、変化に富んだコースを気軽に楽しむキャン

プとサイクリングを組み合わせた取り組み。キャンプは今、アニメ効果で若者にも人気がありま

す。他県からの参加で、交流人口の拡大にもつながるようなイベントの開催に期待をしますが、

町の考えを伺います。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の峡南の道の駅のネットワーク計画の目的は、中部横断自動車道の全線開通に伴いまして

増加する県内外の観光客を峡南地域に呼び込んでいきたい。そして峡南地域の活性化につなげて

いきたいということが１つ。また、今言いましたように、峡南地域の５つの道の駅が連携をする

ことによって、一貫性を持った戦略的な情報サービス提供をすることによって、地域の魅力の向

上とか、周辺地域への経済効果の波及を最大限で生かしていこうというのが目的であります。協

議会がこれから立ち上がって、いろいろ協議をしていきますけども、テントもこの１つの例であ

る思います。気軽に来ていただいて、過密にならないような感じでこれからやっていただくのも

１つの新しい生活様式になるかと思いますけども、峡南地域には下部温泉もありますし、いろい

ろなところに宿泊施設もありますので、日帰りコース、１泊コース、２泊コースとか、いろんな

パターンをこれから皆さんと検討しながら、最後は道の駅富士川でお土産をたくさん買って帰っ

ていただくというような計画になろうかと思いますけれども、そういったことをこれから議論し

ながら、峡南５町が連携をしながら大規模な観光につながっていけばいいかなと、こんなふうに

考えているところであります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ、さらなる協議会の強化を図っていただきたいと思います。 

次の質問に移ります。県内には、富士川などの河川敷を利用したサイクリングロードがいくつ

もあり、非常によく整備されております。富士川サイクリングコースは、特に雄大な富士川の流

れを感じながら、豊かな自然と四季折々の景色の中を走る人気のコースです。その富士川と釜無

川をつなぐコースの中に、サイクリング橋が数年前の護岸工事の影響によりか、撤去されたまま

で工事が終了した現在も復旧をされておりません。 

そこで質問です。質問の３になりますが、サイクルスポーツを観光振興策の１つとして捉え、
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サイクリングロード網の整備が必要と思いますが現状について伺います。 

〇議長（長澤健君） 

     土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。本町内の富士川サイクリングロードについては山梨県

で整備し、町で維持管理を行い、釜無川および笛吹川サイクリングロードに接続されていること

から、サイクリングロードのネットワークを利用してサイクリングを楽しむ環境が整備されてい

ました。このような中、横川に架かるサイクリングロード橋は、洪水時には水面下に沈んでしま

う潜り橋であり、平成７年頃から内水被害解消のため、国における増穂地区富士川引堤事業に伴

い、撤去の協議があり機能補償に関して協議を進めていたところでございます。 

しかし、当時の設置位置では、潜り橋での機能補償については、構造令上認められないことか

ら、橋長を長くすることにより、構造令に適合した橋梁の設置が可能となったが、本町への費用

負担が多額となり、その当時は架け替えは計画されませんでした。 

こうした中、平成１０年度から引堤事業が着手され、平成２０年度の完成までの間に、サイク

リングロード橋は撤去され、現在もその状況は変わっておりませんが、サイクリングロードのネ

ットワークの必要性につきましては認識しているところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問です。豊かな自然環境を活用して、県ではサイクル王国山梨を推進しています。計画の

１つには、広域サイクリングネットワークを通じて、近隣自治体と連携をして、自転車通行区間

の形成、環境の維持改善などと記されております。富士川町も、道の駅富士川を拠点としたまち

づくりを推進しています。こうしたことから、速やかにこの橋梁部分の整備に着手をする必要が

あるのではと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

     土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。サイクリングロードの新橋の設置につきましては、サ

イクリングロードのネットワークには必要であることから、これまでも、代替案について関係機

関と協議を進めて参りました。 

その代替案としては、坪川の堤防を利用するルートおよび坪川に新橋を設置する案について関

係機関へ要望したところ、この案では釜無川と坪川の合流点に近いことから、釜無川のバックウ

ォーターを考えると、治水上の支障がないとは言い難く設置は困難であるとの回答でありました。 

こうしたことから、代替ルートの可能性について関係機関と検討をしているところでございま

す。以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 
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課長の答弁から、諸事情によりサイクリングロードの復旧が困難ということであれば、代替ル

ート案として堤防を走り上流に向けて国道１４０号線に連結をして、増穂橋ほか２橋の歩道を利

用して、県の廃プラ処理場付近で既存のコースに接続をさせる案などが考えられます。ただし、

車道を横断、国道を横断する接続部分の安全対策等を配慮しなければならないという条件になろ

うかと思います。また、南アルプス市の地域も含まれるため、南アルプス市とも連携した実現に

向けての取組みも望みますが、町の考えはいかがでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

     土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。サイクリングを楽しむ環境整備としては、サイクリングロ

ードのネットワークは必要であることから、樋口議員のご提案の代替ルート案につきましては、

代替ルートの１つとして、これまで検討した経緯がございました。このルートには課題があり、

１つ目は富士川右岸の堤防天端が未舗装であること、２つ目は国道１４０号には歩道があるもの

の反対側にあり、２回横断することは危険であるため、２箇所の安全措置が必要であること、３

つ目は滝沢川の堤防天端の幅員が狭いことがあります。なお、国道１４０号を２回横断すること

につきましては、甲西道路国道５２号の坪川大橋南の信号がある交差点を横断する場合は、滝沢

川右岸の堤防を渡る際の１箇所のみ、安全措置が必要なこととなります。 

このようなことから、ご提案をいただいたルート案には、課題があるものの実現性のあるルー

トであることから、検討していただけるよう関係機関に要望しており、引続き実現できるよう取

り組んで参りたいと考えているところでございます。以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ早期の実現を目指して、よろしくお願いいたします。 

再質問の３番です。このサイクリングロードの整備は、長い間の地域住民やサイクリングファ

ンの要望でもありました。早期につながることにより、信玄堤や笛吹川の万力公園などへのサイ

クリングも容易となり、自転車愛好家の夢は膨らむばかりです。また、市川方面に通う学生も利

用したいとの声も多く、この部分の整備は不可欠であり、早い段階での実現を願いたく町長の見

解を伺います。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     山梨県のサイクリングロード整備は、昭和５０年の半ばごろから全県的に実施をされてきまし

た。富士川のサイクリングロードにつきましても全線開通をし、そして、各小中学校でもサイク

リングの授業も行われたところでありますが、その後、当地域では横川の改修等々によりまして、

これまであったサイクリングロード橋が撤去されたということ。また、それに対しての代替案も

町も出してきながらしたのですが、そこがどうしても洪水時は水没をしてしまうというふうに難

点があることから、これまで進んでいなかったわけでありますが、現在は国あるいは中日本高速
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道路も含めてでありますけども、富士川右岸の土手と中部横断自動車道増穂インターの間が若干

空いているところがあります。その南が道の駅との間が今盛土をしておりますが、あれは転圧を

するための土置き場でありますので、いずれ撤去をした後にあそこを富士川の右岸の護岸の高さ

まで盛土をしてくるという計画が、国土交通省のかわまちづくりの中で持っておりますので、町

としても協力をしながら、そして盛土をした後には、そこを舗装していただきながら、その後そ

こをサイクリングロードとして活用できるようにすることによりまして、今言った国道１４０号

を使う代替案がもっともっと現実味を帯びてくるのではないかなと思っております。こうしたこ

とも含めて、交通のネットワーク化というのはこれからも大切だと思いますので、先ほど申し上

げました峡南地域の道の駅ネットワーク協議会の中で、サイクル王国山梨との取組みとも連携を

する中で、道の駅を拠点としたサイクルツーリズムを展開していていきたいと思っております。

道の駅ではありますけども、これから自転車の駅と呼ばれるような道の駅にしていければと思っ

ておりますが、道の駅だけの努力ではいきませんので、これからは車で来てというお話もありま

したが、鉄道とかバスなんかも自転車を乗り込ませて、そしてまた地域へ来て動いて行っていた

だくというのも１つの案になると思います。また観光地とか宿泊施設においても、自転車ラック

の整備をしていただいたり、自転車を持ち込めるような宿泊施設というのも今後目指していただ

ければ、自転車を中心としたことができてくるのではないかなと思っております。それにもこれ

にもやはり、そこでしっかり自転車をこげるサイクリングロードがつながっていなければ意味を

なしませんので、先ほど申しましたように富士川右岸と中部横断自動車道の間に盛土がされた後

には早急に舗装をしていただいて、そこをサイクリングロードとして活用できるように県、国へ

も協力に要請していきたい、こんなふうに考えているところであります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     町長ぜひ、サイクリングファンの夢を叶えてあげてください。よろしくお願いします。終わり

になりますが、今後の自転車の普及と関連事業の振興について、いくつかの取組みの案を提案い

たしましたが、実現に向けて大いに期待をしております。 

以上で私の道の駅富士川を中心とした観光振興策についての質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 

以上で通告３番 ２番 樋口正訓君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

続いて通告４番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を行います。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それでは、新庁舎建設費の削減について伺います。 

過去いろいろ質問もさせていただきましたし、意見もさせていただきました。他の議員も新庁

舎に関しては、いろんな、さまざまな意見を申し上げてきた経過があります。ただ、不思議なの

は新庁舎の建設に関して、この辺が無駄ではないかとか、この辺は削減したほうがいいじゃない
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かという議員は限られているんです。そういうことを、何もおっしゃらない議員がいる。そこで、

いろいろ言いましたけれども、当局に関しては何も反映されていないような気がするのですね。

例えば、ＳＭＢＣ日興証券や野村総研などの予測では、新型コロナ感染症の経済的また人為的ほ

か諸々の後遺症により、日本経済が２０１９年秋、昨年の秋程度に戻れるのは早くても２０２３

年になる、こういうふうに見立てております。これが、ある意味では一番正当な見立てだろうと

言われております。 

私が３月に幹部職員の数名に、来年度予算にコロナの影響を検討しているのかとお尋ねしまし

たが、一様に考えていない、反映はしていないとの返事でした。行政の予算作成としては当然の

ことかもしれませんが、大きな欠点でもあるとは思うんです。現在、現時点で民間では大企業か

ら中小零細企業まで、今必至に対応策や今後の計画見直しを行っております。まさに死活問題で

あるからです。親方日の丸と言われる行政側としても、このような経済状況においては施策にも

当然慎重な計画が求められるはずなのです。新庁舎建設費用について、このような緊急事態が生

じている時期なのだから、再度踏み込んだ見積りの厳しい見直しが必要だと思います。建築材料

など細かく見直せば、品質を落とさずに価格の軽減を図れるはずですが、当局の計画見直しにつ

いて伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては、本年度実施設計を行うこ

ととしており、建築材料などの詳細な費用についても算出することとしております。町といたし

ましては、必要な機能や設備は確保しつつ建設費用の圧縮を念頭に、華美とならないような実施

設計を進めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

よく分かります。ただそのようなお答えを、この今まで基本設計のときまで、ずっと聞かされ

続けてきたのですよね。例えば一例ですが、今年３月１６日に町議会議員に新庁舎基本設計につ

いて説明がありました。ここの資料にホームページにも載っております。ここに西側と東側の外

壁に磁器質タイルを使用すると記載されております。私は磁器質タイルを施工するのに反対する

ものではありません。ただし、外観計画の冒頭に、新庁舎正面となる西側立面と東側立面は、富

士川の長く雄大な流れをモチーフに、水平ラインを強調した磁器質タイルを使用すると書いてあ

ります。これ３月の時点です。私は昨年の時点で、要約すれば横方向に溝や凸凹のある磁器質タ

イルを施工する、それによって富士川の雄大な流れを壁面に表わすことができると設計者はおっ

しゃっているのです。だからそれに対してですね、昨年ですよ、昨年の説明会の折に、水平ライ

ンの壁面タイルで富士川の雄大な流れを表すなんて、設計者の思い入れでこじ付けだと言ったの

ですよ。まあ正確ではないですよ。完成した折に、町民が富士川らしい壁面だなんて思うわけが

ないと私は昨年言いました。正確ではないですが、このような指摘をしました。私のこの意見が

正しいとか正しくないとかではなくて、昨年の説明会の折にそのような意見を私が申し上げたの
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に対して、未だにこれが載っている。私の意見は何か検討していただけたのでしょうか、伺いま

す。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えします。 

説明資料で用いましたタイルにつきましては、参考例でございます。当然、今年度進めている

実施設計の中で、材質や材料の機能的なもの、これらを費用がかからない設計を、実施設計の中

で行っていくということで、決定したものをそこに提示したものではございませんので、当然費

用のかからない、そして優良な材質を使っていくというふうに考えております。 

なお、富士川の流れというような、そういう言い回しにつきましては、設計者の全体像のコン

セプトとして位置づけているものでありまして、それがそういうふうに見えるか見えないかとい

うよりか、建物をそういう温かみのあるイメージで造りたいという設計者のコンセプトでありま

す。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

再質問です。設計事務所がいろいろしますよね。それで出してきます。それに対してそれが正

確に良いのか、もっと良くて安い材料があるのではないかというふうな判断を職員でできるので

すか、伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。今年度発注いたしました実施設計につきましては、この実施設計

の内容はその根拠となっているものが、国土交通省が定めます官庁施設の設計業務と積算基準、

これに基づいているものであります。これに基づきまして町といたしましては、設計者との契約

を交わしたわけでありますけれども、この中で設計者とは協議を進めていきながら、当然比較表

等を出してもらいながら決めていくということで、我が担当には建築専門員もいますので、そう

いった観点で、両者で精査してしっかりとしたものを造っていきたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

細かいことを１点だけ、参考のためにお聞きします。ここに磁器質タイルを使用する。これは

今の時代耐久性としても当然のことだろうと思います。この磁器質タイルというのは、一応今の

ところの参考相場は１㎡当たり３万円くらいだと言われています。その磁器質タイルには、タイ

ルの仕上げ面に上薬をかけて焼いた食器の磁器とか、あのような仕上げのような上薬をかけた磁

器タイル。上薬を使わずに、最初から染料を混ぜたものを焼いた無釉タイル。大まかに分けると
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その磁器タイルでもそういう２種類あるわけです。ここにあるのは、でこぼこがありますから、

ほぼ無釉タイルのはずです。横方向にでこぼこがあれば、当然汚れも溜まりやすいのです。砂埃

だとか、例えば黄砂の時に雨が降っただとか汚れを受ける溝がいっぱいあるということです。し

かもですね、このでこぼこのある無釉タイルのほうが、はるかに高いのです。耐久性とかは変わ

りません、高いんです。施工予定の磁器質タイルの詳細は不明ですが、富士川の雄大な流れを表

現できるらしい磁器質タイルを使用した場合、設計者の言うような、これを施工面積から計算す

ると、無釉タイルと施釉タイルだと、私が計算した範囲で少なくとも６００万円差が出るんです。

場合によれば、その磁器質タイルの選びようで２千万円差が出ますよ。この東側と西側に使った

磁器タイルを使うだけで、選び方で。強度はそう変わらないと思います。そのようなことを、今

まではまだ検討してないと思いますが、そのようなことまで検討していただけるんでしょうか。

実施設計に入った段階で、いかがですか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。当然実施設計の中では材料等決めていきますので、そ

ういったものを検討して参ります。当然庁舎を建てるにあたって、何でもいいというわけにはい

きませんので、景観も大事にしながら、なおかつ耐久性、それらも考慮しながらお金がかからな

い材料を使っていくように設計者とともに検討して参る所存でございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

当然細かな専門的なことは職員の方でも全ての方が分かっているわけではないと思います。た

だ、口に出さないけどご存知だと思います。たいがい設計があがってきたとおりになるんです。

大きくここのところチェックはなかなか職員ではできない、それが現実だと思います。設計業者

の考えが全て正しいとは思いませんし、設計者の得意、不得意、使いたい材料、使いたい業者を

あらかじめ考えて設計することだって現実にはあるわけです。そこで、過去にも申し上げました

が、町内にもいろいろな知識を持った文字通り有識者の方々が多数いらっしゃいます。そのよう

な方々の意見を聞く機会を作って、それを実施設計に反映するというようなことはできませんか、

伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。実施設計につきましては、職員はもちろんですけれど

も、業者とともに設計を組み立てていくわけでございますが、本町にも建築専門員という職員が

従事していただいております。この職員におきましては、県の施設を数多く手掛けているという

ことの実績もありますので、町といたしましては、他の者を入れての協議ということは特に考え

てはございません。以上です。 

〇議長（長澤健君） 
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笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦） 

その専門の職員という方もよく分かります。ただですね、そうではなくて民間の意見を採り入

れたらどうだと。そういう機会を、例えば意見を聞いて、採り入れる、採り入れないは別にして、

聞いてみる機会は作ったほうがいいんじゃないですか。というのは、そういうふうなことを今ま

で怠ってきた結果が、いろいろ新庁舎に対して不満があるわけです。説明不足がある。町当局と

しては、説明した、説明した、ホームページでなんたらかんたら、パブリックコメントを募集し

たと言うけど、それは理屈だけであって現実に説明をしていないんです。それが鬱積しているん

です。だからいいじゃないですか、採用する採用しないは別として、そういうことに詳しい方の

意見を聞いて、この材料はこのほうがいい、県でそういう知識を培った職員の方は、それはそれ

で知識があるでしょう。でも現実現場でいろいろ経験をしてきた方の意見というのは、これ参考

になると思いますよ。とても良いことだと思うんですが。それでもそういう機会は作りませんか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

実施設計にあたりましては、今議員さんがおっしゃった精通者が町内におられるといたしまし

ても、それぞれの多種多様な考え方がございまして、一つにまとまっていかないという懸念がご

ざいます。そうしたこともありまして、当然設計士も大手一流企業の設計士でございますし、先

ほど言いましたとおり、町のほうにも、専門員としてこれまで数多くの建物に従事してきた精通

者がいますので、そういったところから、町内のそういった技術者の意見を聞くという場を設け

ましても、それがかえって実らないということもありますので、そういった方々の意見を採用し

ていくということは考えておりません。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そういう答えを何度も今までも聞いていますから、そのように町民の心ある人にはそのように

伝えておきます。 

このコロナウイルスに関しては不明な点が多く、この数か月先のことさえ正確な予測はできな

いですよね。９月議会の頃にはどうなっているのか、収まっているのかどうなのかも不確定です

し、不安です。ですから、それまでに私も精一杯勉強して質問させていただきますので、町の担

当者の方もぜひ一生懸命検討していただいて、高品質でありながら少しでも税金を節約できるよ

う、自分の我が家を建てるような心構えで、節約を考えていただけるようにお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

     笹本議員、質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

     ここで暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時１５分 

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

 再開 午前１１時２２分 

〇議長（長澤健君） 

     休憩を解いて再開します。 

     ３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     それでは、次の通告の質問事項２に移ります。小中学校などの空き教室の活用について伺いま

す。このコロナの影響で児童生徒の授業受益時間が約２か月分以上減少しているのが現実です。

富士川町には、児童生徒、小中高校生が自宅外で自主的に学習する場所が少ないです。夏期や休

日など特にこれからの暑い季節、冷房のある空き教室を開放して自主的に学習できるようにすべ

きと考えますが、町の方針を伺います。 

〇議長（長澤健君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

     ただ今の質問につきましてお答えさせていただきます。長期休業等における学校での自主学習

について、これまで小学校では登下校時の安全確保や暑さ対策等に課題があることから、自主学

習のための学校開放は実施しておりませんが、中学校の一部では、希望する生徒に対し教室を開

放して自主学習できる環境を用意してきました。特に本年の夏休みについては、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止により、小中学校を長期臨時休業としたことから、授業時間確保のために夏

休みの短縮を決めたところであります。 

また、教職員が常時ついていなければ、教室内の密集解消や登校する児童生徒の衛生指導に加

え、日々の消毒作業等を確実に実施することが難しいことから、児童生徒の安全を第一に考え、

学校を開放することは考えておりません。以上になります。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     再質問です。教育と病気の狭間に立たされている教育委員会や教師の方のご苦労や戸惑いもよ

く分かります。前の一般質問でも申し上げましたが、市川三郷町にできた新設図書館には、かな

り広い学習室というのがあるんですね、この施設も夏休み期間中どのように開放されるのか定か

ではありません。もし開放されたとしても椅子を減らすとか、そういう措置がとられるかと思い

ます。そうらしいです。例えば、中学生高校生が自転車で行くにしても、市川三郷町の施設、南

アルプス市中央図書館くらいであれば中学生でも行けるかなと。ただ、やはり近くにあるものは

使ったらどうかと思うのですよね。そうすると、空いているスペースがどこにあるのだろうかと

考えると、例えば１学年減った増穂商業の校舎、確かに小中学校にも空き教室がありますよね。

ただ、小学校は工事の関係でなかなか使いづらい。特に小学生なんかだと近い場所に行けるのが

１番大事なことだと思うのですが、例えば旧第３保育所だとか地域の公民館だとか、そういう所

を自由に学習する場所として提供するということは不可能でしょうか、伺います。 

〇議長（長澤健君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 



57 

 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問についてお答えさせていただきます。今は感染症防止対策が重要な時期であり

ますので、児童生徒の安全を第一に考えますと、そういった他の場所でも防止対策をとることが

難しい状況だと考えられますので、今年につきましては開放、またそういった使うところは特に

考えておりません。また例年ですと、そよ風教室という形で青柳の旧町民会館ですね、図書館の

ところを一部使いながら、希望する児童にはそういった勉強会もしておりますが、本年度につき

ましても、感染対策の中でちょっと開催の見通しがたっておらない状況でございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

     笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     私は授業時間が減った、文部科学省の教育指針に則ったものだけが勉強、教育だとは思ってお

りません。音楽や絵が得意な児童生徒もいるでしょうし、例えば中学生くらいになるとバンドを

やったり、ミュージシャンを目指して、そういう才能を伸ばすような場所の提供も、将来を担う

若者達にそういう場所を提供するというのも我々の義務だと思うのですよね。この暑くなる夏に

向かって不要不急の外出は控えるようにと。この方向性がまだ続くと思いますね。あの暑い夏に

冷房の効いた部屋で全ての児童生徒が自分の家の冷房の効いた部屋で過ごせるなんてことは、こ

れ不可能なことですよね。知恵を出し合って、使える空きスペースは有効に使う。そのためには

消毒も必要だろう、何も必要だろうというのはあるけれども、そういうことを、今知恵を出し合

って克服して子どもたちの成長の助けになってあげるというのが私たちの義務だと思うのです。

ですから、あまりにもコロナ対策に対して消毒が必要だから、３密がどうのこうのだから、３密

を防ぐのならば、空き教室でも空きスペースでもたくさん見つけてそこに少人数を分散させると

いうふうなこともできると思うんですよね。ですから、できないではなくて何とか知恵を出し合

う機会をつくっていただけないでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。今後もこの新しい生活様式の中で、学校ができること、

また家庭ができることなど、児童生徒の安全対策を第一に考えて委員会としても検討して考えて

いきたいと思っております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

     笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     １５年ほど前にある経済学者が教育に関して、現在の日本に職業が３００以上あると。だから、

子どもたちが自ら選ぶ職業はふんだんにあるんだと。それを大人が道を狭くしちゃっているんだ

というふうな話を聞いたことがあります。現在ですね、約６００以上あるそうです、職業が。多

種多様にわたっている。ですから、そういうこれからの時代に生きていく若い世代を、あまりし

ゃちほこ張った考えを大人が、狭い檻に閉じ込めてはいかんと思うんですよ。ですから富士川町

らしい、おおらかな教育をお願いしたいと思います。以上で終わります。 
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〇議長（長澤健君） 

以上で通告４番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

続いて通告５番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

 それでは通告にしたがいまして質問させていただきます。 

１番目としまして、防災ラジオについての質問であります。防災ラジオは、平成２７年度から

運用を開始し、今回で１２次募集をしております。現状の普及台数が８１７台であり、２年前に

私が一般質問した時よりも約９０台しか増えておりません。普及の方策としまして、当時の回答

が区長会や広報、ホームページを活用しながら、防災ラジオのよさを伝えると言っておりました。

本町の世帯数が６３００に対し１３％の普及率です。 

そこで質問ですが、依然として普及率が低迷していますが、普及に向けての対応策を伺います。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。防災ラジオにつきましては、室内において防災行政無

線が聞き取りにくいという状況を解消するために導入したものであります。平成２７年度から運

用を開始しまして、本年度においても町広報誌５月号にて募集を行い、募集回数は１２回を数え、

合計８１７台をご家庭に設置していただいております。  

今後も聞き取りにくいというご家庭に向けまして、防災ラジオの利便性も伝えながら、区長会

や町広報誌、ホームページを活用しまして普及率のアップを図りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

前も同じ回答でした。場所によっては、防災ふじかわがよく聞こえるので、防災ラジオは、ほ

とんど必要がないというような声もあるようですが、私の聞く範囲ではそのようなことを聞いた

ことは聞いていません。いろんな手法で普及を考えていると思いますけれども、よくわかります。 

そこで再質問ですが、先ほど防災ラジオの良さを伝えると言っておりますが、どのような方法

ですか。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。防災ラジオの良さというところでございますが、そ

の防災ラジオの普段の電源については、ＡＣアダプターを使用しておりますが、停電時には電源

が乾電池使用に自動的に変わることや、放送を最後に受信した内容を繰り返し聞くことができる

ことや、またＡＭ、ＦＭラジオを受信して視聴しているときでも、緊急情報や防災行政無線の放
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送を受信できることなどでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

よくわかります。そうかなと思いますけれども。もうちょっと町民の方が、本当に買いたいと

いうような、本当の良さ、そういうものがもっと必要かなというように思われます。 

再質問ですけども、以前の時に、ＳＮＳの仕組みの検討に入り、アプリ等の活用を検討してい

きたいという回答がありましたが、その辺の検討はどうなったでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

秋山議員、それは通告にないので。 

〇１番議員（秋山仁君） 

答えられるじゃあで結構です。 

〇議長（長澤健君） 

その部分は通告にないので。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうですか。では別の再質問に移ります。 

防災ラジオを購入するには、１台当たり１万７千円しております、購入金額が高く、システム

導入にあたっては、送信局に５６７６万円や基地局の配信設備の設置１３１９万円、約７千万円

掛かったとのことであります。その運用に伴う維持費保守費用、これが４１４万円掛かるとのこ

とでした。 

以前に、相互負担の考え方に基づいていることから助成の考えはないとの回答でした。この事

業を執行するにあたっては７千万円費やしましたが、この金額は国からの補助金なんかも入れて

のことだと思われます。やっぱり一般財源とか、そういうのも使うことは考えはないかどうか伺

います。 

〇議長（長澤健君） 

これも通告にないのですが。防災ラジオの普及に対する対応策という部分で質問しているので、

それに対しての再質問をお願いします。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、先ほど言った一般的な回答ということで理解するしかないかなと思われますけ

れども、やはり普及させるには、例えば３年５年後なりの年次計画をたてるなり、職員の方の、

やっぱり防災ラジオはこのくらい、いいんだよというふうな意識改革ですか、そういうものもや

はり必要ではないかなというふうに思われます。６３００の世帯のうち８１７台。これはやはり

平成２７年からやった割にはちょっと寂しいかなというふうに。ぜひそんなことで、普及向上に

向けまして、これから大きい災害が突発的に、やはりくる時代になっております。これは、本当

はやっぱり町民の方も考えなきゃいけないし、当局の方は、ぜひそのへんのことを、認識といい

ますか、考えていただけたらというふうに思います。それによって普及率向上が上がるかなと思

っております。 

それでは２問目に入らせていただきます。新しく稼働する給食センターの運営について伺いま
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す。町内の学校給食施設は、昭和４１年に鰍沢小中学校の給食センター、昭和４６年に増穂中学

校、増穂小学校が昭和４９年に建設され、床に水をまき、汚れた水で洗い流す、いわゆるウェッ

ト方式になっています。これは衛生的でなく、いずれも５０年ほど経過し老朽化の進んだ施設に

なっております。 

そうした中、平成２７年度に学校関係者など１４名の委員からなる「学校給食のあり方検討委

員会」が設置され、施設整備にかかる方針・方向性を集約した「検討委員会報告書」が提出され

「学校給食整備基本計画」が取りまとめられた経緯があります。今建設されております給食セン

ターも、今年８月に稼働するということですが、そこで質問ですが（１）番としまして、学校給

食の運営に民間委託でありますが、地元農家の地産地消の納入は守られるかどうか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。給食センターでは、給食の調理や食

器洗浄、配送等は業務委託を行いますが、給食の献立作成や食材料の選定については栄養教諭が

行い、食材の購入につきましては献立表に基づき町が行って参ります。 

また、食育の面からも地産地消は、新鮮で安全な農作物を手に入れることができることから、

これまで同様に安定的に必要な食材料が購入できるように、主にＪＡに地元農産物の調整をして

いただき、購入していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、地産地消が守られますよということで理解しました。材料調達は教育委員会の

指導のもと、学校の栄養教諭との連携によって材料仕入れが行われるということですね。そこで

地元農家というのは、こういうことを聞いて本当に安心するかなというに思われます。ここの地

元のアンケートじゃないんですけども、別の地区の山梨県じゃないですけどもアンケート結果の

中で、地元産を取り入れることによって、保護者の方は実に８４％の人が、やはり地元の物を給

食に使っていただきたいというようなアンケート結果が出ています。この地区でも、この町でも、

ほとんどそういうふうに保護者の方は思っているかなと思われます。 

再質問ですが、よく聞く話の中に、野菜の形がそろっていて見た目がよくないと、給食関係者

の方も作業する上で非常に厳しいというのか、効率が悪いということを聞いております。地産地

消の考えは、地元農家が栽培した作物を加工し、それを食べることによって、子どもたちに郷土

愛をはぐくんでもらうことだと思います。見た目がよくない野菜も中にはあります。そういう中

でも地元農家というのは減農薬になっていますから、こういうふうなことの中の考えの中で、形

が悪いというような、そういうときに、やはり現場の人は非常に厳しい声を聞くんですけれど、

その辺はどのように教育委員会としてお考えになりますか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 
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〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。給食の献立の内容と調理の方法にも

よりますが、その使った量によって、すべて形の違うものを購入することは難しいと考えており

ます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、あくまでも品物の中で、そろっていなければだめだよというような、そういう

考えでよろしいんでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えいたします。形は、多少の違いは問題はないと考えておりますが、あ

まりにも小さいものになりますと、手数、洗浄や、そういった調理の下処理等にやはり時間がか

かってしまうことも考えられますので、先ほどの調理方法、また、献立の内容によっては取れな

い、購入することは難しいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

言っていることはよくわかります。ぜひ地産地消というふうな考え方を、もう一度お考えにな

っていただきまして、地元農家が作ったもの、やっぱり先ほど言ったようなことがありますので、

ぜひそういった意味で学校給食に地元のものをということで使っていただけたらというふうに、

使っていただくというよりも使うべきじゃないかなというように私は考えています。地産地消、

言葉だけではなく、そう思います。 

それでは（２）番の質問に入らせていただきます。どうしても商店によっては、金額格差が出

てくるかなというふうにこれは思われます。そういう中で、地元商店や業者から優先的に食材を

納入する考えがあるかどうか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。現在の食材購入につきましては、学

校給食用物資の取引に関し、教育委員会と給食用物資納入業者との間で、物資の供給が円滑かつ

衛生的に行われるよう売買契約書を取り交わしているところであります。給食センターによる運

営が開始された後も、決められた給食費の中で、物資を安定的に購入する必要があることから、

より安全で安心できる食材や衛生管理の徹底を図る中で、地元業者をはじめ信頼がおける業者か

ら購入して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 
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〇１番議員（秋山仁君） 

やはり全国的にそうですが、一般商店は非常に大変になっております。地元業者の育成とか、

こういった時代で本当に町の商店の方は衰退していますから、そういった点で、優先的に納入の

ほうをやっていただきたく思います。 

再質問ですけれども、納入業者に対しての支払いで、個人商店が多い中で運営というか経営し

ていくのに、非常に大変だというふうなことをよく聞きます。今度は１か所に納入するというこ

とは、金額も高額になってきますけれども、この辺を、やはり商店自らも経営というものをいろ

いろ考えなければいけないんですけども、この辺の金額支払いのサイトですかね、その辺は現状

ではどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。学校給食用物資の売買契約書におい

て、納入月の翌月の５日までに出された請求書分につきましては、翌月１回の支払いとなってお

ります。今年度１学期は自校方式でやっておりますが、２学期以降センター方式で行っていく中

でも、この契約書どおりの支払いでやっていこうと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ちょっとその辺、確認ですけど、例えば今月納入しますよね。そして翌月の５日までに請求書

を出しますよね。そうしますと、７月の終わりには支払いになると考えてよろしいのですか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてですが、翌月の５日までにもらった請求書になりますが、２学期

以降、１学期から公会計での支払いを行っておりますが、会計課による支払いの指定日の中で払

っていきますので、今回でいいますと７月中にはお支払いできることになります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

先ほどの例でいくと７月中にはということは、７月中には１日もありますし、７月３１日もあ

ります。最初言ったように個人商店という非常に経営が厳しいです。その辺の支払いサイトをも

っと短くはできないんですかね。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

先ほどの答弁にもありましたとおり、翌月５日までに請求していただきます。その段階で、そ

の請求書を確認しまして、振り込みの、いわゆる支払の伝票を起こしておきますが、通常、問題
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がなければ１０日から２週間後ぐらいは払い込むことができますので、そういった対応をとって

いきたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

先ほども言ったように、商店さんは非常に大変です。ぜひそのような対応をお願いします。 

〇議長（長澤健君） 

質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

なお再開は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

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

再開 午後 １時 

 

〇議長（長澤健君） 

休憩を解いて再開します。 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

それでは（３）の質問に入らせていただきます。 

毎年１月に、給食週間に試食会を実施していますが、それを学期末や季節の大きく変わる時期

に行い、保護者や納入者などから幅広く意見を取り入れるような考えがあるかどうか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。新たな給食センターでは、学校給食に関

する適正かつ円滑な運営を行うため、給食センター運営委員会を設置し、保護者代表の方にも委

員として、献立や調理業務に対しての意見などをいただき、献立作りや給食物資購入等に役立て

ていきたいと考えております。 

また、給食センター方式になっても引き続き、学校での試食会を実施していく中で、保護者を

はじめ幅広い方々から声をいただき、運営委員会と試食会の双方の意見を合わせて、おいしい給

食づくりに努めて参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、今まで年１回ですけども、これを年何回かとか、先ほど言ったようなで質問の

中に、もう一つ納入の方も試食会に入れたらどうかと思われるんですけれども。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 
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〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。学校主体の給食試食会において、食育の

面から生産者の考えなどを児童生徒に伝える機会を設けることが可能であれば、検討していきた

いと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、ぜひ教育委員会、学校側と話を詰めていただきまして、それ実現しますように、

ぜひお願いします。 

次に（４）としまして、町として委託業者が雇用する調理員の衛生管理、研修教育をどのよう

に行うか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。給食センターの調理員に対する衛生

管理教育については、学校給食衛生管理の基準及び調理等業務委託仕様書に定めた研修を、調理

等業務委託業者が行うこととなっております。 

本町の給食センターでは、委託業務となりますが、そこで働く調理員はこれまで各学校で調理

をしていた者が、ほとんど引続き雇用されるため、すでに基礎的な知識を持った調理員でありま

す。 

また、給食センターの衛生管理について、町では調理等業務委託業者に対し、関係法令に基づ

いた、衛生管理が図られているなどの確認を行うため、冷凍冷蔵庫温度記録表、アレルギー対応

食作業確認表、残菜記録簿などについて、日々報告書を提出させることにより、管理監督してい

くこととしております。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

今度、最新設備の給食センターが稼働するというようなことで、教育委員会の位置づけという

のが非常に大事かなと思われます。今度、従業員、パートさんというんですか、そういう方も増

やすということも聞いているんですけども。今まで何か所かあったのを１か所にまとめるとなる

と、非常にこの人間関係、先ほど当局が言われたように、法律も大事ですけども規律も大事です。

そればかりではないと思うんです。人間関係は特に大事かなと思われますし、円滑に進むように

お願いしたいと思うんですけども、その件について最後に教育長のご意見を伺います。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

今回、秋山議員に学校給食センターの件につきまして、いろいろとご質問いただいたところで

ございます。おかげさまをもちまして、６月末、順調に工事も進んでおりまして、完成ができる
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かなというふうに思っているところでございます。これまで、各学校で老朽化した施設の中でや

ってきたわけでございますけれども、先ほど議員さんおっしゃったとおり、最新鋭の機器を備え

たセンターが出来上がるというようなことになるわけであります。これまでの調理員さんが、引

き続いて、委託という形でありますけれども、センターのほうの調理をしていただくというよう

なことになるわけでありますけれども、各学校で分散していた調理員さんが一堂に介して、調理

等を行うというようなことになりますので、やはり人間関係等もしっかりと研修をし、有効に図

っていきながら、施設運営はしていきたいというふうに思っております。またセンターにはセン

ター長を置いて、そのへんのところもしっかり管理をしていきたいと思っております。学校給食

の実施にあたっては、何より安全安心を第一に考えて、美味しい給食づくりの提供をしていきた

いというふうに思っております。以上であります。 

〇議長（長澤健君） 

秋山 仁君 

〇１番議員（秋山仁君） 

これをもちまして、終了したいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

以上で通告５番 １番 秋山仁君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

続いて通告６番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

これより３点にわたり、質問いたします。 

１点目は、ＧＩＧＡスクール構想についてお伺いいたします。 

昨年１２月に文部科学省は、令和５年度までに児童生徒一人１台端末と、高速大容量の通信ネ

ットワークを一体的に整備するＧＩＧＡスクール構想を打ち出しました。学校の情報通信技術Ｉ

ⅭＴ環境の抜本的な改善と、ⅠⅭＴを効果的に活用した多様な子どもたちを誰一人取り残すこと

のない、公正に個別最適化された学びや、創造性を育む学びの実現を目指していくものです。海

外に比べ、我が国の学校ＩＣＴ環境の整備は大変に遅れております。今後、令和の時代における

学校のスタンダードとして整備していくこととなりました。 

さらに今年４月より、小学校から実施となった新学習指導要領においても「情報活用能力」を

言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、「これらを適切に活用した

学習活動の充実を図る」ことが明記されております。 

１番目の質問としまして、新型コロナウイルスが感染拡大したことにより、全国的に学校が長

期の休校を余儀なくされ、その間の子どもたちの学習の遅れが心配されました。国は子どもたち

の学びを保障するため、第１次補正予算に約２３００億円の経費を計上し、公明党が推進する小

中学生に一人１台のパソコンやタブレット端末を整備する「ＧＩＧＡスクール構想」を年度内に

前倒しして実現する方針を打ち出しました。これまでの地方財政措置の一般財源に比べると、画

期的な政策転換です。 
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今後、学校のＩＣＴ化は加速度を増していかなければなりません。本町の今後の整備計画につ

いて、お伺いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

小林議員のＧＩＧＡスクール構想についてのご質問にお答えいたします。 

町では、教育のＩＣＴ化に向けた整備計画を平成２７年度に策定し、令和４年度末までに、電

子黒板および児童生徒３人に１台のタブレット端末が使えるよう整備を進めて参りました。 

こうした中、令和元年度に文部科学省では、新学習指導要領におけるプログラミング教育など

の推進を図るため、１人１台の情報通信機器の整備を行う「ＧＩＧＡスクール構想」を打ち出し、

さらに、先般の学校の長期休業においても、家庭学習で活用できるよう、令和２年度内の実現に

向けた計画の前倒しを打ち出したところであります。 

こうしたことから、本町では、本年度において各小中学校の校内ＬＡＮネットワーク整備工事

を行うとともに、今定例会に提出した補正予算において、まず、小学校５年、６年生および中学

校１年生を対象に２７２台のタブレット端末を購入する予算を計上したところであります。 

また、ほかの学年の購入につきましては、今後の国の動向を注視する中で、順次整備していく

考えでございます。以上であります。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今回、この議会で２７２台分が計上されたということであります。国は端末整備にあたりまし

て、公立学校に１台当たり４万５千円、学校内のネットワーク環境整備やＩＣＴ技術者の配置の

経費、また、通信環境が整わない家庭へのモバイルルーターの貸与や、学校側が使用するカメラ

などの通信装置などを助成します。学校へのＩＣＴ環境は教育の質向上につながるとして、総務

省も第１次補正予算に続き、第２次補正予算案では約５００億円が計上されました。ぜひ、この

機会を逃さず、積極的に進めていただきますようよろしくお願いいたします。 

再質問ですが、「ＧＩＧＡスクール構想」の措置要件としまして、「一人１台環境」におけるＩ

ⅭＴ活用計画、さらにその達成状況を踏まえた「教員スキル向上などのフォローアップ計画」が

あります。ハード面を整備することは、あくまでも手段であり、それをいかに効果的に使い、子

どもたちの学びを豊かにしていくかが大切であります。もちろん、これまでの先生方の教育実践

を基本とした上で、今後は最先端のＩⅭＴ教育を取り入れてのミックスでの指導力を高めていか

なければなりません。現在、休校中の間の学習等に対する取り組みも加わり、先生方は大変にご

苦労されていらっしゃることと思いますが、今後、教師がＩＣＴを効果的に活用して、指導力を

高めていくために、どのようなことに取り組まれるのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

学校における教師の対応等についてでございます。学校においては、すでにタブレットを使用
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した授業というのは、順次行っていきているところでございますけれども、一人１台端末での授

業というようなことになりますと、教職員の相当のスキルアップが必要になってくるのではない

かと思っております。このため学校では、情報担当教諭を中心とした校内研修等を実施しながら、

自分たちでどのようにできていくかというような研修を行っているところでもございますけれ

ども、特に山梨県の教育センターにおいては専門の指導員がございまして、その指導も受けられ

るところでございますので、それらの指導を受けながら、研修等を現在行っているといような状

況でございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、多忙な先生方のお仕事に加えて、ＩＣＴ機器を加えることで、本当に一時的には負担が

生じる場合もあるかもしれませんが、教師の皆さまの中に、たけた方もいらっしゃるはずですの

で、そういう方を通じて研修をされるということだと思いますが、またそういう県の教育センタ

ーのほうのご指導もいただきながら、しっかりと取り組んでいただければと思っております。こ

のＩＣＴを効果的に活用することで、やはり授業や会議の準備の効率化が図られ、効果的な実施

を可能にすると考えます。学校における働き方改革にもつながるものでもあります。ただ、危惧

するものとしましては、授業中、大勢の子どもたちに操作方法を教えるだけで時間を使うような

ことでは意味がありません。 

そこでＩＣＴ支援員の配置の充実も有効な手立てと考えます。今後、ＩＣＴ支援員の配置につ

いては、どのようにお考えでいますでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

ＩＣＴ支援につきましては、国のＧＩＧＡスクール構想の中でも、自治体の学校規模に応じて

配置をしていくようにというような補助制度等もございます。具体的に本町において、何人をと

いうような部分はまだ検討中でございます。今年が機器の整備等をやっておりますので、今後に

おいてＩＣＴ支援についても、検討をしていきたいなというふうに思っているところでございま

す。 

また、授業の実施の中では、子どもたちをサポートするサポートスタッフというような方がい

ていただくということが非常に大切かなというふうにも思っておりますので、ボランティアによ

るスタッフ等の人員確保なんかも考えていきたいなというふうに思っているところでございま

す。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、ボランティアの皆さま方のご協力をいただきながら充実したサポートをしていただけれ

ばと思っております。 

再質問ですが、ＧＩＧＡスクール構想の実現ロードマップには令和２年度はデジタル教科書の
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導入拡大と明記されておりますが、本町では先ほどもおっしゃったように、デジタル教科書をす

でに導入しておりまして、電子黒板を使っての授業を進めて下さっております。子どもたちの教

育環境の充実のために、大変積極的に導入をしていただいて大変ありがたいと思っております。

特に、障がいのある子どもたちにとっても、一人ひとりに応じた最適で効果的な学びを提供する

ために役立つことにとどまらず、情報やコミュニケーションツールとしても重要であります。視

覚障がい、発達障がい、その他、紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上

の困難を低減させて、一人ひとりの個性を輝かせ、可能性を大きく広げる効果も期待できます。

今後、一人１台の端末をという中で、特別支援学級の子どもたちに優先して提供されるべきでは

ないかと考えますが、このようなことに関しては、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

特別支援学級等の児童生徒にというようなところでございますけれども、今回のＧＩＧＡスク

ール構想の中では、すべての児童生徒に一人１台の端末整備を計画しているというようなことで、

それを前倒しをしながら、一度にやっていきたいというようなことが構想として出てきていると

ころでございます。本町における特別支援教室においても、同様の整備を当然行っていくという

ようなことで、同様に特別支援学級のほうへも導入をしていきたいなと思っております。ただ、

視覚障害とか聴覚障害の中で端末の入力などに必要な支援装置というようなことがあるように

聞いておりますので、この辺についてはもう少し研究をしながら、そういうものが必要であれば、

導入をしていかなければいけないかなというふうに思っているところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

特に、一人１台の端末でオンライン学習ができれば、病気療養中の子どもたちの学習機会の確

保にもつながるものと考えます。ぜひ、環境整備を積極的に進めていただけますよう、よろしく

お願いいたします。 

次に２番目の質問ですが、現在、長期休校に伴う学習の遅れを取り戻すため、増穂小学校では

１学期に１日７コマの授業となり、各学校も夏休みを短縮して対応にあたることとなりましたが、

長い休校のあとに、授業を詰込み過ぎて子どもたちや現場の教職員の皆さまが疲弊することのな

いよう、十分な配慮をお願いしたいと思っております。その中、全国的にオンライン学習が実施

された学校が注目を集めました。本町では、休校中の学習は、教職員の方々が工夫をして作成し

て下さった復習を中心としたプリントなどの課題に取り組んでおりましたが、授業再開後の新し

い生活様式での学校生活の中で、授業についていけるのか、子どもの学力低下を心配される保護

者もいらっしゃいます。 

そこで、今後のオンライン学習の導入についての見解をお伺いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 
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オンライン学習の導入についてのご質問にお答えしたいと思います。学校内での１人１台タブ

レット端末を利用した授業につきましては、現在、整備を進めているところですが、災害や新た

な感染症の発生といった緊急時の臨時休業等には、学校と家庭を結んだオンライン学習の必要性

を感じるところでございます。 

こうしたことから、町では、一日も早く学習ネットワークを活かしたオンライン学習の導入を

目指し、現在、ＧＩＧＡスクール構想の前倒しに向けた検討を進めているところでございます。

以上です。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

そうしますと、再質問ですけれども、各家庭でのパソコンやタブレット端末等の保有状況やＷ

ｉ－Ｆｉなどの通信環境の状況を調査することが必須であると考えます。今後どのような調査を

される計画でしょうか。お伺いしたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

オンライン学習を推進するにあたっての一番の課題となるのは、各家庭における通信環境につ

いてかと思っております。先ほど議員さんの中で、タブレット端末が家にあるかないかというよ

うな部分もございますけれども、基本的には学校で整備したタブレット端末を、なければそのま

ま持って帰っていってもできるかなというような前提になって、現在進めているところでござい

ますけれども、家庭内のＷｉ－Ｆｉ環境とか、そういった部分についてが一番の課題かなとも思

っているところでございます。現在、まだ状況についての調査をしてございませんけれども、今

後、各家庭の状況につきまして調査もしていきたいと思っているところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今後、できるだけ早めに調査をしていただきたいと思っております。 

再質問でありますが、Ｗｉ－Ｆｉ環境のないご家庭の問題ですけれども、通信費の問題が一番

ではないかと思います。今回の第１次補正予算では地方創生臨時交付金に、小中学生がいる低所

得世帯でインターネット環境がない全ての家庭を対象に、モバイルルーターを貸与することや通

信費も生活保護家庭への支給が盛り込まれました。通信費の補助に対しては、今後どのように考

えていますでしょうか。お伺いしたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

通信費の関係でございますけれども、議員さんがおっしゃったとおり、国においては就学援助

費の受給世帯など、低所得者と言われる世帯についてのモバイルルーターの整備も補助対象とい

う形にしておりますので、その基準にならって、そういった家庭への貸し出し等を前提とした整
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備というのは実施していきたいと思っております。 

今後調査をしてみて、どのくらいの家庭で通信費が非常にかかってくるかというようなことに

なってくるかもしれませんけれども、この通信費については、基本的には各家庭でもっていただ

きたいというような前提の中で事業は進めていきたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

通信費の問題は大変に難しい問題だと思いますけれども、今後、新型コロナの感染拡大も第２

波、第３波が予想され、学校の休校が繰り返されることも想定し、早めに保護者の方々に家庭の

インターネット環境整備の計画が立てやすいよう、丁寧にご協力をお願いしていくことが一番で

はないかと思います。 

さらに国でも、今の予算では足りないわけですから、追加措置が予想されますので、前向きに

検討していただければと思っております。 

再質問ですが、昨年１２月にＯＥⅭＤ、経済協力開発機構が発表した調査によりますと、日本

の子どもが学習でＩＣＴを使用する時間は、加盟国中で最下位であった一方で、学校外ではＳＮ

Ｓやゲームを利用する時間はトップであったそうです。これが日本の子どもたちの現状だそうで

す。ＩＣＴの活用には良い側面だけではありません。ＷＨＯは、オンラインゲームやテレビゲー

ムのやり過ぎで日常生活ができなくなる「ゲーム障害」を新たに病気と認定しました。 

しかし、子どもたちをＩＣＴから遠ざけるのではなく、ＩＣＴを使いこなしていくことができ

るよう、情報モラル教育の充実や有害情報対策などに取り組むことが今まで以上に重要になると

考えます。このような対策も合わせて取り組んでいただきたいと思いますが、その点に関しては

いかがお考えでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

議員さんおっしゃるとおり、ＧＩＧＡスクール構想などのタブレット端末や、また、スマート

フォンなどの必要性が非常にでてくるのと併せて、児童生徒におけるンターネットやＳＮＳを活

用したときの課題、これらの取り組みが非常に重要になってくるのかなと思っております。掲示

板やＳＮＳなどによるネットいじめだとか、インターネットによる犯罪や有害サイトへの懸念、

それからネット依存やゲーム障害などの心身への影響など、さまざまな問題に対応していかなけ

ればならないというふうに思っているところであります。このため学校では、児童生徒の発達段

階に応じた情報モラル教育というようなことの中で、道徳を中心に、各教科の中でこういった教

育を取り入れているというようなところでもございます。また強化もしていかないといけないか

なというふうに思っているとこでございます。また、児童生徒のみならず、保護者への知識の向

上ということが重要になってくると思いますので、ＰＴＡ活動などでも、保護者の研修などでこ

ういったことを取り上げて、子どもたちと一緒にルールづくり、ルールの決めなどというような

ことを中心に取り組んでいっていただきたいというようなことを、研修の中でやっているところ

でございます。今後もまたこういったことに強化していきたいと思っております。以上です。 
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〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、ＰＴＡの皆さまとも協議し合いながらやっていただければと思っております。 

今や、世界中で仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場所でＩＣＴの活用が日常のものとなって

おります。子どもたちが社会を生き抜く力を育み、可能性を広げる場所である学校が、時代に取

り残され、世界からも遅れたままにならないよう、富士川町の未来のために、学校ＩＣＴ環境の

飛躍的な充実と、ＩＣＴを効果的に活用した豊かな学びの実現を目指して、子どもたちの教育環

境の充実に、しっかりと取り組む責任があると考えます。町長のリーダーシップのもと、早期に

実現できますよう、よろしくお願いいたします。 

次に２点目の質問に入らせていただきます。「書籍消毒器」の導入について、お伺い致します。 

１番目の質問ですが、国が進めている富士川地方合同庁舎との合築として富士川町立図書館の

基本設計が完成し、本年秋からいよいよ工事が着工されます。一人ひとりの生涯学習を支援する

「学べる地域の図書館」。子どもの感性や人間性を育む「子育て支援図書館」。ぶらり来て、つい

立ち寄ってしまうような「楽しい図書館」を目指し、利用者視点での図書館サービスを行うこと

を基本としています。 

さて、現在の町民図書館では、コロナ禍による感染防止対策として、本の貸し出しの際には１

冊ずつ丁寧に本の消毒を行って下さっています。図書館は誰でも利用できる施設であり、本は不

特定多数の人が手にします。安心安全の万全な対策で、気持ちよく利用していただくことが求め

られます。 

そこで、本の清潔感を保つために有効なのが、紫外線を使って書籍を殺菌消毒する「書籍消毒

器」です。今後、図書館利用のための環境整備として、新町立図書館へ導入すべきと考えますが

見解をお伺いいたします。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

小林議員の新町立図書館への書籍消毒器の導入についての質問にお答えいたします。書籍消毒

器は、複数冊の借りた書籍を利用者が消毒器に入れ、１分程度でページ間まで消毒できる機械で

あります。県内では、県立図書館をはじめ市川三郷町立図書館等の５館が導入をして活用してい

るところであります。 

こうした中、本町の町民図書館では、図書用の消毒液を使用しながら、職員が貸出前と返却後

に手作業で消毒を行い、ウイルスの感染症防止対策に努めているところであります。 

今後、国の第２次補正予算も通過をいたしました。さらなる感染防止対策ということが一つの

柱であります。これを実施していくうえで、新たな生活様式の対応とするうえで、書籍消毒器は

必要であると考えておりますので、新町立図書館の開館に向けて、新たな生活様式の一環として

検討しているとこであります。 

ただ、国の第１次補正予算も町のほうから計画書を出して、国の承認をもらってはじめて交付

金が交付されるという制度であります。第２次補正予算につきましては、先般成立したばかりで、
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まだ詳細はわかっておりません。当然、国がすること、そして県がすること、地元の市町がする

ことがあるわけでありますけども、２兆円増額されましたが、これは家賃支援を含む雇用維持と

か、新たな生活様式の対応ということになっております。冒頭申し上げさせていただきましたが、

県の施策ともすみ分けをしながら、町では感染防止対策と社会生活活動を両立させる新たな生活

様式へ取り組んでいきたいと思っております。こうした中で、この機械が補助対象といいますか、

交付金の対象になるかどうかまだはっきり分かりません。そして、先ほどご答弁させていただき

ました一人１台パソコンにしても、うちのほうで残りの子どもたちの整備をすると１億円以上か

かるわけであります。第１回目も９９００余万円は町へ交付されましたが、今回いくらくるなの

かも皆目検討が付かないところでありますが、国民一丸となって新たな生活様式へ対応していか

なければならないと思っていますので、新町立図書館の開館に向けて、今、導入すべく検討して

いるところであります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

この書籍消毒器は、紫外線を使い、今町長がおっしゃってくださったように、約１分から３０

秒くらいの感覚でウイルスや殺菌を約９割以上除去し、風によってゴミやほこり、髪の毛やダニ

なども除去するそうです。希望する方が借りた本を自分の目の前で機械にかけて殺菌します。何

でも口に入れてしまうような乳幼児や小さな子どもたちのために、保護者が絵本や児童書を安心

して借りられるようになります。図書館の本を書籍消毒器にかけて、安心して利用していただく

ことが、これからの新しい生活様式の中でも、読書人口の増加にも期待できると考えております。

町長から前向きなご答弁をいただきましたので、書籍消毒器の設置をぜひともよろしくお願いし

たいと思っております。 

それでは３点目の質問に移らせていただきます。避難訓練についてお伺いいたします。「避難」

とは難を避ける行動のこと。避難所に行くことだけが避難ではありません。と日本災害情報学会

より「避難に関する提言」が５月に発表されました。今年も、全国的に地震が多発をしておりま

す。熊本地震や東日本大震災のような大災害がいつ起きてもおかしくない状況です。さらに、こ

れから本格的な台風シーズンを迎え、集中豪雨も懸念されます。平成３０年の西日本豪雨、昨年

の台風１９号など、毎年のように災害が発生し甚大な被害が出ております。今、新型コロナウイ

ルスの感染リスクにさらされた中ですが、これまでも過去には避難所でインフルエンザやノロウ

イルスの感染拡大が起こっております。いざという時にどう行動をするべきか、一人ひとりがあ

らかじめ考え、備えておくことが何より重要です。そのためにも、家庭での防災対策を強化する

ため、「防災の日」の前後に各地域で行う避難訓練の際に、「非常用持ち出し袋」を持参し、各区

や組でチェックし合い、自分の命は自分で守るとの意識を持った行動をとる訓練を実施できない

か、お伺いしたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。町では、一人最低３日分の食糧および必要物品を備
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蓄することや、非常用持ち出し袋を持参した避難を行うよう、町広報誌やホームページにおいて

周知しております。 

また、各区では、毎年防災力強化のためにさまざまな訓練を行う中、非常用持ち出し袋を持参

しての避難訓練も実施しております。 

町は、非常用持ち出し袋を持参しての避難行動が、大変重要であると認識しておりますので、

引き続き町広報誌やホームページで周知すると共に、区長会を通じて実施していただくよう提案

して参りたいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

本当に、町民を一人も被害に遭わせないとの決意で、真剣に取り組む中で、町民全体の防災へ

の意識啓発が隅々まで広げられるのではないかと考えます。 

再質問ですけれども、広報などでお知らせしているとかでありますけれども、各家庭、一人ひ

とりが災害に備えた行動を起こすことが本当に大事でありますが、なかなか実際には非常用持ち

出し袋を持って避難訓練をされる方が少ないように思われます。また、避難訓練でなくても、普

段の備えとして非常用持ち出し袋をしっかりと備えている方がなかなかいらっしゃらないよう

に見受けられます。一番身近で分かりやすい非常用持ち出し袋の準備という、そういうところか

ら防災意識を高めていただきたいと考えております。すでに備えられていらっしゃる方もおりま

すけれども、感染防止対策も加わりましたものも備蓄も加えていただくなどして再確認していた

だき、災害から身を守るための２次被害に遭わないための行動を心掛けていただきたいと考えま

す。 

災害時の避難は各区長や組長、自主防災の方々が中心になるわけですから、まずはこの各地域

の災害時のリーダーになる方々に対しまして、専門知識を持つ防災アドバイザーの方や、また町

と保険会社との協定もございますが、そういうところでの研修など企画していただく中で、ぜひ

中心となるリーダーの方々に、ぜひ備えを十分にしていただくということを強くお願いしていた

だきたいと思っております。この身に付けて避難する「非常用持ち出し袋」の中身の研修も、ぜ

ひしていただきたいと思っております。先ほど青栁議員からもいろいろな防災に関してのご質問

をされておりましたけれども、本当に身近な、身に着けて避難する非常用持ち出し袋に関しての、

広報で書いてあっても、なかなかそれを実際にどういうふうに取り入れているのか、そういうと

ころの確認をしあうということが、各組とか班とか身近なところの方たちで、訓練を通す中で行

っていくということが大事ではないかと思っております。基本的なことから、地域で声を掛け合

いチェックし合うことで、地域のコミュニケーションにもつながると思います。組に加入しない

方がいらっしゃる地区もありますけれども、このような防災の取り組みを通して、地域の方との

交流の大事さを確認し合えるのではないでしょうか。自治会や自主防のリーダー研修などを実施

していただいて、そのような非常用持ち出し袋を、しっかりと中身の確認とか地域でやっていた

だくということを、ぜひ訴えていただきたいと思いますが、このような研修を開催していただき

たいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 
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防災交通課長 望月聡君。 

〇防災交通課長（望月聡君） 

災害時の被害軽減を図るには、自助・共助といった部分の防災力の強化が非常に重要でありま

す。災害に対応し得る、防災リーダーの養成が課題であります。こうした課題を解決するために

は、防災講座の受講や研修に参加するなど、日々の積み重ねが大切であることから、防災士を招

いた防災リーダー養成講座等を開催したいと考えております。 

〇議長（長澤健君） 

小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

できるだけ早い時期に実施していただければと思います。その上で、災害時の注意事項として、

内閣府が災害避難の注意事項をＨＰやツイッターでも公表し、住民への周知をうながしておりま

す。町の広報でも周知をされておりますが、あらかじめハザードマップ・防災マップなどで避難

場所の安全性を確認しておき、第１次避難場所からどのように行動すればいいのか。危険の有無

や程度を確認し、高齢者などの避難に時間を要する人やその支援者などにも声をかけ、災害を想

定した避難訓練を実施することが本当に大事ではないでしょうか。まずは、各地区の役員さんに

周知徹底をお願いしたいと思います。 

今回、一番身近な備えとして、非常用持ち出し袋を取り上げました。自分の命、大切な人の命

を守るため、いざという時、何も持たずに避難するのではなく、一人ひとりが安全な避難につい

て考える機会としていただきたいと思います。 

その他、防災に関しましては、議会のコロナウイルスの感染症対策連絡会議で、要望して参り

ます。一日も早い新型コロナウイルス感染の終息を願い、お亡くなりになられた方々のご冥福を

心よりお祈り申し上げます。さらに医療従事者の方々に心より感謝を申し上げます。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で通告６番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４６分 
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令和２年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

   令和２年６月１６日 

午前１０時００分開議 
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１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 報告第 １号 令和元年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ３ 報告第 ２号 令和元年度富士川町一般会計事故繰越費の件 

日程第 ４ 報告第 ３号 令和元年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 
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者負担額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条 

例について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１３名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 
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   防 災 交 通 課 長 望 月   聡   町 民 生 活 課 長 中 込 裕 子 

   福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美   子育て支援課長 佐 藤 洋 子 
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議会事務局長 野 中 充 香 
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開会 午前１０時００分   

〇議長（長澤健君） 

令和２年第２回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ

ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は、質疑の日程になっております。また、議案第５３号の条例制定案件については、

お手元に配付しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託しますので、質疑は大

綱のみに留めてください。質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとします。 

議会運営にご協力くださいますようお願いします。 

ここで、堀内春美議員から一般質問の際の発言に対して、訂正したいとの申し出がありま

したのでこれを許可します。 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

１５日の一般質問の際に発言いたしました数字に誤りがありましたので訂正させていただ

きます。 

ふるさと納税の寄附金についてですが、１億９０００万と発言しましたが、約１億１６２

４万円の誤りでしたので訂正させていただきます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

２点目の庁舎建設の部分については言いましたか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今回は、この１点だけ訂正させていただきます。 

〇議長（長澤健君） 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０２分 

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

再開 午前１０時１５分 

〇議長（長澤健君） 

休憩を解いて再開します。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２ 報告第１号 令和元年度富士川町一般会計繰越明許費の件 
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日程第３ 報告第２号 令和元年度富士川町一般会計事故繰越費の件 

日程第４ 報告第３号 令和元年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第５ 報告第４号 令和元年度富士川町簡易水道事業 特別会計 繰越明許費の件 

日程第６ 報告第５号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第７ 報告第６号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第８ 報告第７号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出について 

以上の７件は報告案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、報告第１号から第７号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

日程第５号の報告書２号、タブレットで１０３ページ、８款土木費、目で道路橋梁維持費

管理費の中の区分の１４、橋梁長寿命化。 

〇議長（長澤健君） 

そこは議案が違い、一般会計補正予算のところですが。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

私が、ちょっと今勘違いしたところなんですが。 

〇議長（長澤健君） 

それは、一般会計補正予算のときに挙手をお願いします。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

その時点で、質問させていただきます。 

失礼しました。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

報告第７号の一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出について伺います。タ

ブレットの５３ページです。一般社団法人ふじかわ、令和２年度収支予算というのがありま

すが、今年からふじかわに対して、はくばくのネーミングというので１００万、本年度から

入ることになると思うんですけれども、予算書の中には、その１００万というのは入ってい

るのでしょうか。入っているとすれば、どこに入っているんでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

生涯学習課長 依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

ただいまのネーミングライツの金額につきましては、一般会計の収入ということになりま

すので、直接、ふじかわのほうの収入ではございません。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

今課長が申し上げましたように、指定管理料としていただいています。これは、お金には

色がないものでありますけども、この中で言えば、指定管理料の中に充当していると考えて

おります。 

〇議長（長澤健君） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、この指定管理料の３５５６万７千円の中に入っているということですか。 

わかりました。ありがとうございました。終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

議案第６号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についての質疑です。 

株式会社富士川は、さまざまな営業努力をなされており、成果を上げていることに敬意を

表します。私の友人が勝沼に住んでいますが、勝沼から、わざわざ定期的に富士川まで来て、

買物をしていく、すばらしいねというようなうれしい言葉もいただいていますが、その中で

質問させていただきます。はじめにタブレット１４ページからの令和元年度事業報告書への

質問です。タブレット１５ページに施設損益一覧が提示されていますが、営業外費用として、

道の駅富士川のみに１５６９万３千円が提示されています。この内容について伺います。 

〇議長（長澤健君） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。タブレット１５ページの、この営業外費用に対しま

して、申しわけありませんがタブレット２２ページの損益計算書をご覧いただきたいと思い

ます。そちらの中に営業外費用としまして、納入金、寄付金、そちらのものがでております。

そちらのほうが内訳となっておりますので、３施設への按分はいたしておりません。以上で

ございます。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

塩の華とつくたべかんも一括して入っているというふうに理解しますが、次の質問をお願

いします。タブレットの１７ページに、地域への還元事業が提示されていますが、②町民還

元大感謝祭のＷチャンスとして、道の駅商品券５０００円、２０名様とありますが、この内

容２０名様というのは、どんな人が対象になってるのか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

産業振興課長 遠藤悦美さん。 

〇産業振興課長（遠藤悦美さん） 
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ただいまのご質問にお答えいたします。タブレット１７ページの、この町民還元大感謝祭

のＷチャンスにつきましては、道の駅富士川及び塩の華を利用していただいている町の皆さ

まに、利益の一部を還元する事業でございます。その中で、道の駅富士川の大感謝祭町民キ

ャンペーンとして、割引クーポン券を町の広報誌を配布している世帯、そちらの方に年２回

配付をしております。割引としまして、Ｗチャンスとしましては、２月に行う割引なんです

が、その広報といっしょにお配りしましたクーポン券をご利用いただいた方に、道の駅で使

えるこの５千円の商品券が当たる抽選券を、またその場で配付をいたしまして、抽選をして

５千円の商品券が当たるというものになります。以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

わかりました。３つ目ですが、経営方針と今後の見通しについての質問です。この報告書

が３月末時点の作成ですので、新型コロナウイルス感染症の影響を見通しての計画になって

おらず、今後計画の見直し検討も必要ではないかと思います。その中でタブレット３２ペー

ジ、その他①に東京オリンピックユニホーム展示が計画されています。オリンピックも今年

度開催されないということになり、来年度も危うい状況もありますが、このオリンピックが

開催される、されないにかかわらず、郷土富士川の望月靖之さんの業績を町内外に知っても

らうためにも、この計画は予定どおり実施するべきだと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

今のは質問ではないですよね。要望ですか。望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

コロナウイルスにかかわって、止めるのか、それとも継続してやるのか、そういうことで

お願いします。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今の質問でありますが、東京オリンピックは１年延期をされております。実際に開かれる

かどうかもコロナの状況でわからないとこでありますけども、今のところは１年延期という

ことになっております。それに併せて、望月靖之さんのユニホームもありますので、そうい

うのを展示していこうという計画でありますので、オリンピックは明年度開催されることが、

これから詳細なスケジュール出てくると思いますけども、それに併せて開催していく予定で

あります。 

それと、先ほどの補足をさせていただきたいと思います。道の駅富士川に、営業外費用が

１５９６万３千円であるというのは、これでは全体の管理経費というのは、このそれぞれの

ところにいくのではなくて、みんな道の駅にいれてありますから、ここに計上してあります。

先ほど課長が言ったように、損益計算書のほうに営業外費用で、同額の１５９６万３千円。

内訳は町への納入金が１０３６万３千円余。それと、その半分の額になりますが給付金とし

て５６０万、合わせて１５９６万３千円が営業外として町へ支出しているお金ということで、
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掲示しております。道の駅は通常利益がでたら、半分町へ納入するということになっており

ます。それとまた道の駅も今後いろんな改修等も必要になると思いますので、そのまた半分

を町に寄附金として、町が基金をつくって、これはちゃんと管理をしておりますので、そん

なことでやっております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

よく理解しました。 

続いての報告第７の一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出についての質疑

を行います。タブレット４９ページからは、令和２年度の事業計画が提示され、タブレット

５３ページには文化ホール事業費３８２３万５千円が計上されています。これも新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、事業計画の見直しが必要となると思いますが、いかがでしょ

うか。 

〇議長（長澤健君） 

生涯学習課長 依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。コロナ感染症防止のために、５月６月の事業について、

学校を対象にした事業を中止したものはございますが、延期できるものについては開催時期

を見直していきたいというふうに考えております。すでに９月５日開催予定の事業につきま

しては、現在延期をしたというふうなところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問をお願いします。当然そういう計画で検討していくと思いますが、タブレット５０

ページには文化普及鑑賞事業計画が提示されて、１１１８万９千円の予算計上がされていま

す。これら、つるの剛士コンサート、あるいは半崎美子コンサート等、出演者を要請しての

計画となっていますが、こういった出演者と事務所との契約がすでに結ばれているんでしょ

うか、その点について伺います。 

〇議長（長澤健君） 

生涯学習課長 依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

ご質問のつるの剛士コンサート、半崎美子コンサートにつきましては、つるの剛士につき

ましては２月の下旬を予定してございます。半崎美子コンサートにつきましては１１月の 

中旬を予定しているわけでございますが、この２つにきましては、まだ契約をしていないわ

けですけど、本来自主事業の契約につきましては、年度当初に行うものですが、今年度コロ

ナウイルス感染症のために、事業の前に契約をするというふうなことを行ってございます。 

これにつきまして、チケット販売を３か月前ぐらいから行いたいというふうなことになって

おりますので、近い１１月の半崎美子コンサートにつきましては８月の中旬ころまでに決定
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をしていきたいというふうなことでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

はい、わかりました。以上で報告についての質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

はじめに、タブレット７ページをお開き願います。継続費繰越計算書です。学校給食セン

ター建設事業、これについて質問しますけれども、継続費として補正が２９２８万４千円計

上されていますけれども、後ちょうど１か月で竣工するという中で、残額支払いはどんなも

のか伺いたいと思います。 

〇議長（長澤健君） 

もう一度、質問がわからなかったのでお願いします。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

継続費繰越計算書、学校給食センター建設事業ですね。タブレットでいくと７ページにな

ります。いわゆる継続した１９３８万４千円は、あと１か月先には竣工するわけですから、

どんな支払いが残って、繰越したかっていうことです。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。令和元年度までで支出見込みと

いう形で金額が固まりまして、その残というか、残った分を２年度に、今回この継続費の繰

越計算書で報告させていただいています。今後の支払いの内容につきましては、工事につき

ましての精算払い、こちらが主なものになります。建築主体、電気、機械設備、その他に備

品購入等もありますが、そういった支払いに充てていく予算になります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

今の件で２つ目の質問ですけれども、事業総額が１１億５５６０万２千円ということで、

これを２年３年かかるんで、継続的に計上して、毎年予算化して３年にわたって支払ってい

くわけですけれども、今回の２９２８万４千円、各先に残額支払いを終わることによって、

当初予算のとおり、１１億５５６０万２千円で確定ということでよろしいんでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

給食センターの繰越計算書の関係で答えをさせていただきたいと思います。この継続費の
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総額１１億５５００万につきましては、元年度当初予算において、継続費という形で、令和

元年、２年の継続費として計上をしたところでございます。９月補正におきまして、令和元

年が５億３５００万。それから令和２年が６億２千万というようなことで補正もさせていた

だいたわけでございますけれども、先ほど課長が言いましたとおり、元年の出来高について

は、そこの支出済額がございますけれども、５億５７８万円が確定しましたので、３月３１

日現在で繰り越しが２９００万になったということで、この２９２８万４千円は、令和２年

の最終的な精算の中で支払えるというようなことでございます。最初の１１億５５００万は、

当初の見込みでの継続費を設定したわけでございますので、すべての工事費等を精算した額

につきましては、この継続費の総額に確定するのではなくて、すべての工事費をたした額が、

工事費の事業費総額というようなことになりますので、この１１億５５００万以内で収まる

というような形になるかと思います。以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

当然当初の１１億５５００は見込みの予算ですけれども、そうすると、ここで最終の支払

い、当然中間で５億３５００万の予算の中で、支払済額が５億５００万と３千万ぐらい残り

がでていると。その関係で２９２８万４千円を、今回精算に使うということですけれども、

今まで一体いくら払ったというと、ここで見る限り、５億５７８万と、これから払う２９２

８万４千円しかここには見えていないので、そうすると５億３５００万の分しか見えないん

です。私が今質問したのは、予算的に１１億５５００万で完了するのかということを質問し

たんです。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

継続費を設定させていただきましたので、定時繰越ということで、今回繰越計算書を出さ

せていただきました。先ほど教育委員会で言いましたように、継続分の総額は１１億５５０

０余万円でありますが、元年度に、元年度の歳出予算として予算計上したのは５億３５００

余万円です。そのうち事業が確定をしまして、令和元年度中に支払ったのが５億５００余万

円ということで、予算の繰り越しをしますので、この令和元年の予算から、令和元年度の支

払い額を除いた２９２８万４千円を、令和２年度に継続の繰り越しとして今回計上したもの

であります。令和２年度の支払い分と、この繰越分と合わせて、これから支出をしていきま

すので、支出が終わった段階で継続費の精算をしていくことになりますので、今、事業は途

中でありますから、私どもいくらかかると今ははっきりは申し上げられませんけれども、こ

の予算の範囲内で、工事執行しながら支払いをして、最後は継続費の精算をさせていただく

ということになります。これあくまでも予算の繰り越しでありますので、予算を繰り越すと

きには財源をもって繰り越すということになっておりますから、地方債と繰越金を充てなが

ら繰り越していくというものであります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 
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青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

３回目の質問になりますけれども、 

〇議長（長澤健君） 

もう３回になりました。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

わかりました。後で検討します。 

もう１点、先ほど望月議員が質問した株式会社富士川、タブレット１５ページになります

けれども、元年１０月に消費税率が変わりまして、食品関係が８％、そうでないものが１０％

みたいな消費税率が変更になりまして、会計そのものを、総額処理から委託販売手数料のみ

を売り上げとして計上する純額処理に変更したというふうに、ここで書かれております。で

すけれども、私考えるのに、レストランの収益計算とか、普通の総額書類というのは、仕入

れがあって売り上げがあって、粗利益があって、それから人件費やなんかの販管費があると。

最終利益がいくらかということになるんですけれども、あそこは委託販売で農家が野菜をお

ろすと何パーセントいただくという、その手数料の収入、だから手数料委託販売ですから、

お菓子やさんがお饅頭を棚に置いて、売れたら何パーセントいただくっていう委託販売手数

料のみだから、それはそれでわかるんですけれども、食堂はレストランはどうなんだと。東

京へ行って、都庁へ行って、全国観光ＰＲコーナーで２４万円売り上げたとか、何か所かそ

ういうことがありますよね。レストランは材料仕入れて、売って、粗利が出て販管費を払う。

じゃあ東京へ行って売るのには、富士川町産の、例えばゆずを仕入れて売ってきて、粗利が

出て、交通費や人件費を差し引いていくら残る。じゃその部分は委託販売手数料と同じよう

な純額処理にできるのかと、ちょっと私も詳しくないのでよくわからなかったので、説明を

いただければと思うんですけれども。 

〇議長（長澤健君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

１０月から消費税の増額に伴いまして、これまで議員さんがおっしゃられるように、売上

高から販管費ですね、人件費等を引いて利益を出していたんですが、１０月以降のここにあ

ります、なお書き以降ですが、１０月以降消費税率の変更に伴い、委託販売に関する会計処

理を、総額し処理から純額処理に変更したと。ですから委託販売の部分だけが変更になって

おりまして、それ以外の物販を売る部分、あるいは食堂の部分、それは今までどおりの計算

をしておりますので、その辺は問題がないかと思っております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

わかりました。私が読み間違いをしていたようで、委託販売に関する部分だけということ

ですね。よくわかりました。質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 
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ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、報告第１号から第７号について質疑を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第９ 議案第５３号 富士川町学校給食センター条例の制定についてを議題とします。 

なお、本案は所管の常任委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから議案第５３号について、質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

３番、笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それでは議案第５３号富士川町学校給食センター条例の制定について伺います。タブレッ

ト５５ページです。給食センターは富士川町教育委員会が管理する。給食センターは学校給

食用物資の調達及び保管などをする。第６条には委託できる業務として調理、配送などです。

問題は３なんですね。給食センターの業務に関し必要な事項。この項があると、これは実質

委託業者に全権を与えたことになりませんか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。こちらの委託のところで、主にあげ

ました１号２号、調理業務と配送業務という形になってございますが、それ以外の業務、現

在想定している委託の業務はございませんが、今後給食センターの委託業務を進めていく中

で、必要な事項が出てくれば、こちらの条項にあてながら、町のほうで委託業者との話し合

いの中で考えていき、また調理業務以外の業者の委託もでてくるようであれば、そちらにつ

いても、また検討していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

現在は各学校で栄養士さんが、ああもこうも考えて献立を作成して、食材を調達して作っ

ている、こういう流れですよね。今後は、全部まとめて作るわけですけども、栄養士さんの

役目とか、献立の作成は誰が行って、食材の購入はだれが行うのか教えてください。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。まず、学校の栄養教諭につきまして、

仕事といいますと、まず給食の献立の作成がございます。あと食育という授業、科目がござ

いますので、各学校に出向きながら、食育については行っていきます。次に食材の購入につ



86 

 

きましてですが、センター稼働後は町のほうで一括して食材を購入していきます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本議員、これは大綱のみです。今回常任委員会に付託しているので、大綱を質問してく

ださい。 

笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

もう１つ教えてください。ざっとですね、委託業者があって、今度町との関係、お金の流

れは、今までは各学校だったと思うんですけれども、今度、委託業者と町との間の、教育委

員会との間のお金の流れというのは、一括が大きくなるわけじゃないですか、それどういう

ふうに流れるんですか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまのについてお答えさせていただきます。業務委託に関する委託費というのは、今

後は毎月一度の支払いで行っていきますが、食材につきましても、それぞれの業者から請求

書をいただきながら、それにつきまして、町の公会計で現在行っておりますので、翌月にま

とめて各納入業者へ支払っていく形になります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

わかりました。ありがとうございました。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５３号について質疑を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１０ 議案第５４号 富士川町後期高齢者医療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５５号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第５６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第５７号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例 

の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５８号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

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５９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

担額等に関する条例の一部を改正する条例について 
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日程第１６ 議案第６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条例に 

ついて 

以上の７議案は、条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

     これから、議案第５４号から第６０号について質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５３号について質疑を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１７ 議案第６１号 令和２年度富士川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議案第６２号 令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第６３号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の３議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

 これから、議案第６１号から第６３号について質疑を行います。 

 質疑は、ありませんか。 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

先ほどは失礼いたしました。議案第６１号、タブレットでいいますと１０３ページになる

と思いますが、８款土木費、目で道路橋梁維持管理費。区分で１４、橋梁長寿命化橋梁の補

修工事について質問をさせてください。まず、この工事の場所をお聞きしたいと、お願いい

たします。 

〇議長（長澤健君） 

土木整備課長 志村正志君。 

〇土木整備課長（志村正志君） 

ただ今のご質問にお答えします。県道十谷鬼島線の鳥屋組から柳川組に結ぶ大柳川に架か

る開柳橋でございます。旧五開小学校付近にある橋でございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

場所はわかったんですけれども、幾つかある長寿命化工事にあたり、何を根拠に長寿命化

をしているのか、その基準等をわかれば教えていただきたい。 

〇議長（長澤健君） 

土木整備課長 志村正志君。 

〇土木整備課長（志村正志君） 

ただいまのご質問にお答えします。この長寿命化につきましては平成２５年度に橋梁長寿

命化計画を策定し、その中で損傷度の診断結果に基づきまして、優先度の評価指標として、

１つ目としまして交差条件、この交差条件というのは、その橋が何と交差しているか、道と
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か川とか、そういったものです。２つ目としましては町道の等級、これは１級２級、その他

と町道のランクがあるんですが、その等級、３つ目は迂回路の有無ということで、その橋が

通れない場合は、集落の孤立する可能性があるかというものです。４つ目は避難所等へのア

クセス道路、町で避難所を指定している中で、その橋がアクセス道路となるのかどうか、あ

とは建設年次とか、橋の長さを総合評価し、６つ目には健全性の診断区分の６つの指標を設

定し、その中で優先順位を付けております。 

その上で、早期に講ずべき状態か、予防の保全の観点から措置を講ずるべきか。また、速

やかに補修が必要な場所のか、維持工事で対応する必要があるかということでありまして、

その中で、耐震対策を除いた橋梁について、予算の平準化を図りながら、優先順位を参考に、

橋梁の仮設箇所や対策内容などを考慮して、順次、長寿命の修繕対策を図って参ります。と

いうように、６つの指標の中で優先順位をつけているということでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ありがとうございました。よくわかりました。最後の質問になりますが、今のような基準

で施行していくと、残りがあと幾つぐらいあるんでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

土木整備課長 志村正志君。 

〇土木整備課長（志村正志君） 

ただいまの質問にお答えします。本町の橋梁は１５９ございます。令和元年度末までに、

２６強の長寿命化を図ってきました。残りにつきましては、先ほども話ました開柳橋も含め

ますと、長寿命化修繕の必要な橋梁は１６橋あります。財政状況を鑑みながら、今年度から

１０年間で長寿命化修繕を進めて参りたいと考えているところです。なお、現時点では長寿

命化が必要にない橋梁数が５１橋。耐震化の必要な橋梁数が２６橋。維持管理の対応の橋梁

数が４０橋でございます。以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ありがとうございました。質問を終わります。  

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

議案第６３号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算補正予算についての質疑を行

います。補正予算事項別明細書、タブレット１１８ページにかかわっての質問です。６款諸

収入、１項雑入、１目雑入、１節雑入に下水道管移設補償金として２４６０万円が計上され

ていますが、これは富士橋架橋替えに伴う県からの補助金として理解してよろしいでしょう

か。 
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〇議長（長澤健君） 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。こちらの補償金は議員さんおっしゃる通り、富士橋架

け替えに伴う県道内下水管移設工事の補償金であります。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。２４６０万円という補償額ですが、これは県からの提示額ですか、

それとも県と町で交渉を重ねた結果の補償額でしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

こちらの金額につきましては、まだ確定の金額ではございませんが、県との話し合いの中

で、県のほうから提示された補償の金額でございます。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。まだ確定はしていないということのようですが、１２日の議案補足説明であ

ったように、富士橋架け替えに伴う県道内下水管移設工事費として、３１５０万円が計上さ

れており、この補償額との間に６９０万円の差額があります。現時点で、この２４６０万円

という補償額は適当かどうか、町はどのように考えているかお伺いします。 

〇議長（長澤健君） 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

こちらの差額につきましては、移設する予定であります下水道管の、こちらのほうは使用

して１０数年経っておりますので、そちらの減耗分が差額となっております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

わかりました。これからも交渉して、少しでも補償金を得るようにしていただきたいと思

います。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

一般会計の補正予算にについて伺います。タブレット１０１ページ、総務費の総務管理費、

一般管理費の１２の委託料、金額が少ないんですけれども３０万。役場派出業務委託料、こ
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れはなんなんでしょうか。役場の出張所ということでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

財務課長 早川竜一君。 

〇財務課長（早川竜一君） 

ただ今の質問についてお答えをさせていただきます。役場の派出業務の委託ということで

すけれども、これは現在役場の会計課の窓口におきまして、本町の指定金融機関であります

山梨中央銀行青柳支店の行員が派出をして、公金の収納業務を行っていただいているところ

であります。県内の自治体の中で、山梨中央銀行に派出業務をお願いをしている市町村の中

で、富士川町のみがこの手数料を払っていないという状況にございます。今般、中央銀行か

ら低金利政策等の影響を受けて、収益が非常に困難であるということから派出の業務に係る

人件費の一部を負担をしていただけないかという話がありました。こうしたことから、金額

につきましては、山梨中央銀行に派出の業務を委託している山梨県内の町が一律３０万円を

払っておりますので、富士川町においても３０万円を支払いをするということで計上をさせ

ていただいたところでございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

わかりました。終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

議案第６１号の令和２年度富士川町一般会計補正予算第４号。タブレットのページでいき

ますと９９ページ。歳入、その真ん中に国庫支出金１０８０万５千円。個人番号カード交付

事務補助金とあります。それがまた１０１ページの真ん中に、総務費の計画調査費で個人番

号交付金交付事業負担金ということで、負担をしているわけですね。国からお金がきて、そ

れを個人カード。まず第１点に、どこに負担しているのかをお願いします。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。負担先でございますが、地方公共団体情報システ

ム機構というところでございます。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

各市町村が情報システム機構にお願いして発行してもらっているという、その中で２つ目

ですけれども、当町では現在何枚くらいカードが発行されていますか。 

〇議長（長澤健君） 
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政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのマイナンバーカードの発行関係につきまして、お答えいたします。交付申請数

が２７２６人。そして発送済者数が約２４２５人。これはどちらも５月末現在の数値でござ

います。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

もう一つお願いします。タブレットで１０４ページ、１０款教育費、４目の文化財保護費、

金額は８万６千円と小さいんですけれども、補正額８万６千円。こういうものは、緊急の案

件が出たのか。それとも予算不足になったのか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

生涯学習課長、依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。文化財保護費の補正の８万６千円につきましては、今回、

山車の修繕の補助金ということで予算を計上させていただきますが、これらの補助金につき

ましては、申請をしていただいてから、予算を盛っているというふうなことで、今までして

おりますので、今回、二丁目保存会から山車の修繕をしたいという申請があがりましたので、

今回、予算計上させていただきました。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

確認ですけれども、申請を各区へ、あるいは保存会へ出すときに、１２月あるいは１月に

はだして、３月予算へ計上するということが、間に合わなかったというか、こういうパター

ンでやっているんですか。申請が出るたびに補正をする。 

〇議長（長澤健君） 

生涯学習課長、依田正紀君。 

〇生涯学習課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。大きな補助金につきましては、当初の予定として計上さ

せております。小さな補正につきましては、その都度、申請をいただいてから予算計上して

るというふうなことでございます。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

２点ですので、終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 
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〇３番議員（笹本壽彦君） 

議案第６１号、歳入２１款３項雑入、タブレット１００ページです。旧増穂西小分筆測量

費返還の１９９万８千円。この内訳を教えていただけますでしょか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長、樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問の答えいたします。内訳といたしましては、旧増穂西小学校の分筆測量

にかかった経費、すべてございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そうすると、土地家屋調査士とか司法書士に支払いをした分というふうに理解してよろし

いでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長、樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。測量業者に委託した費用になっております。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

次の質問に移ります。議案第６１号歳出、２款総務費１項総務管理費。タブレット１０１

ページ、旧増穂西小学校土地買戻し金３３２万２千円。これの内訳を教えていただけますか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長、樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。この金額は当初町が、昨日も一般質問でございま

したが、氷室の里に売り渡した土地について、今回買い戻す金額でございます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

単純に、３３２万２千円で売ったから３３２万円で買い戻したと。プラスマイナスゼロで

買戻したと、そのように理解してよろしいですか。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長、樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。その理解でよろしいんですが、補正予算のこの３

３２万２千円は１００円以下を切りあげておりますので、正確な金額ですと３３２万１５０

０円、これについて買い戻すこととしております。以上です。 
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〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

契約内容は昨日理解しております。ただ、昨日青栁議員も質問しましたけれども、普通で

すね、買い戻すにあたって、お前らいろいろあったんだから、このへんは少しまけろとか、

１割２割引くぞとか、引かしてくれとか、そういう町として、プラスになるような交渉はし

なかったのでしょうか。権利はあるんですよ。契約事項になくても、そういう、もろもろ指

導にかかった何十回という電話のやりとりやら指導があって、それには経費がかかっている

んです。その職員の懐は痛まないかもしれない、これは民間でやったら、その職員の人件費

やら電話代やら、行ったり来たりすれば交通費やらかかるから、それらの経費を、 

〇議長（長澤健君） 

笹本議員、質問は端的にお願いします。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

だから、そういうふうなことを踏まえて、３３２万円で売ったから３２２万円で買い戻す、

単純にそうじゃなくて、もろもろ表にあらわれない数字も金額もあったわけですから、何か

そこの段階で、この金額を減らすような努力はあったのか伺います。 

〇議長（長澤健君） 

管財課長、樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。この買い戻しの金額、そして先ほどの歳入の雑入

に入ります分筆測量にかかった経費。これらについて氷室の里とは当然協議をしながら、両

者納得いく形で覚書を交わしました。その結果、買戻し代金は、当時町が売り渡した金額、

そしてその行為にあたって、かかった費用、分筆測量経費です。これについては返還いただ

きたいということで、協議をした結果、覚書を交わした。そういうことになっております。

以上です。 

〇議長（長澤健君） 

笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

３回ですので、これ以上は聞けません。ありがとうございました。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

６１号の一般会計補正予算について質問をいたします。タブレット１０１ページ。総務費

です。企画費計画調査費で情報通信システムサーバーリース料、１０２９万２千円計上して

あります。これについては、今のサーバーが古くなったからという説明をいただきました。

当初予算に、全く同じシステムサーバーリース料が１００万弱、９７万８千円ほど当初予算

に計上されているんですが、この当初予算の計上は、これ８月から入れたとすると７月まで
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の経費なのか、一年間見込んでやったけれども、今回新たにやったのか、そのへん１点確認

をしたいのですが。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。当初予算に計上してありましたが、議員おっしゃ

られたとおり、第一四半期分ということと、今回計上させていただきましたのが、今度は、

それ以降のリース期間分ということでございます。 

〇議長（長澤健君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、当初予算が３か月ぐらいだと思いますけども、４か月にしても９７万８千

円、非常に安いんですよね。残りの期間で１千万というと、これは新しいシステムが、この

リース料が高いのか、初年度だから高いのか、前も３年間でしたよね。一番最初のときに、

月額３０万円というふうなことを聞いたこともあるんです。リース料として。これで計算す

ると相当高いので、その辺のシステムが違うのかどうか、ちょっと説明をいただきたいと思

います。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの件でございますが、今議員がおっしゃられました３０万につきまして、ちょっ

と私も把握しておりませんけれども、今回につきましては、この処理能力の増強というもの

が非常に大事になっております。現在この処理能力の低下に伴いまして、日常の業務の中で

もトラブルがかなり生じてきているというような状況であります。それとあと１点、前回の

時には５年のリース期間を設けましたが、今度は３年ということになります。これは、庁舎

の関係もございまして、そういったことを含めた形で、処理能力の増強、そして、省スペー

ス化などに配慮した形で、今回計上をさせていただいているところであります。 

〇議長（長澤健君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

もう１点、今回３年なんですが、年度ごとにリース料が下がってくるんでしょう、これも

３年間とずっと同じ形、月額で言うと、ずっと同じになるんでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

いただまの件でございますが、その契約総額を月額で割り戻した形となります。以上でご

ざいます。 

〇議長（長澤健君） 
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井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

わかりました。もう１点、同じ一般会計で、タブレットでいきますと１０３ページの教育

総務費。学校費の中に、今回、国からの補正でＩＣＴ教育推進用タブレットＰＣ購入費とい

うことがあげられていますが、ここの説明を聞いたときに、今回、説明の聞き方がまずかっ

たかのか、ちょっと分からなかった部分は、児童生徒の３分の１にあたる部分について、国

からお金が入ってきたという説明をいただいたんですが、まずそれが正しいかどうか。３分

の１だけを対象として、今回この補正があがっているのかどうか、そこだけちょっとお願い

します。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。今回、補正であげましたタブレ

ットの２７２台になりますが、全部の９つの学年の中の小学校５年生、６年生及び中学１年

生、いわゆる全学年の３分の１に対して、まず国のほうから示されましたので、こちらの購

入につきましての予算を計上させていただきました。以上になります。 

〇議長（長澤健君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

わかりました。その３分の１は５年６年、中学１年ということなんですけれども、この説

明の中で、あとの３分の２は国の対応が出てからという説明があったと思うんですけれども、

国がこのあとの残りの３分の２が、もしなければ、国として３分の２は出さないと。国の財

政が厳しいので３分の２は出さないとなったときの、町としてはどういうふうに対応するの

か。残りのところはもう要らないというになるのか、町だけで、そのへんの対応をするとい

うふうに考えているのか、あるいは予測として国は大丈夫ですよということになるのか。そ

この点をちょっとお願いします。 

〇議長（長澤健君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

ただいまのタブレットの購入の件についてお答えいたします。昨日、質問の中で、残りに

ついては国の動向を見ながらというようなことを言ったわけでございますけれども、基本的

に国のほうで、文科省のほうでは、この残りの３分の２についても、国庫の同じような補助

をやっていくということで決定がされているところでございます。ですから、町としても基

本的にはやっていくわけでございますけれども、今回も予算化したのは１台当たり４万５千

円、これが国から示されている補助金額でございます。実際に導入をして、設定等を行って

いくと４万５千円ではすまない金額が出てくる。これについては町のほうで、予算化もして

いかないといけないというような部分になってくるかと思います。この部分について、現在、

国のほうで新型コロナの関係で、第２次補正等も予算化しているわけでございますけれども、
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この辺が、交付金の対象になるのかどうなのかという部分が、まだ示されていないというよ

うな部分がございますので、この辺の国の動向も見ながら、残りの部分については、町でも

対応していきたいというような考え方で、今いるところでございます。基本的な考え方とす

れば、全学年の一人１台タブレットについては実施していくという考え方を持っております。

以上でございます。 

〇議長（長澤健君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

はい、以上で終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６１号から第６３号について質疑を終わります。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２０ 認定第１号 富士川 町道路線の認定についてを議題とします。 

これから、認定第１号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって認定第１号について質疑を終わります。 

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

○議長（長澤健君） 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

 散会 午前１１時２８分 
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令和２年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 

令和２年６月１９日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第５３号 富士川町学校給食センター条例の制定について 

日程第 ３ 議案第５４号 富士川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ４ 議案第５５号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ５ 議案第５６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第５７号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第５８号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

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 ８ 議案第５９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等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６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条 

例について 

日程第１０ 議案第６１号 令和２年度富士川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１１ 議案第６２号 令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６３号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第１４ 議案第６４号 富士川町学校給食センター建設工事（機械設備工事）請負変 

更契約の締結について 

日程第１５ 議案第６５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求 

めることについて 

日程第１６ 同意第 ３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員 

の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１７ 同意第 ４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員 

の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１８ 同意第 ５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員 

の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１９ 発委第 ３号 富士川町議会新たな中学校整備等検討特別委員会設置に関 

する決議について 
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日程第２０ ひとづくり常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２１ まちづくり常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２２ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１３名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田    守         ８番  小 林 有紀子 

１０番  青 栁 光 仁        １１番  堀 内 春 美 

１２番  鮫 田 洋 平        １３番  井 上 光 三   

１４番  長 澤   健 

 

 

３ 欠席議員 

          

                 な  し 

       

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町      長 志 村  学  副 町 長 齋 藤  靖 

教 育 長 野 中 正 人  会 計 管 理 者 内 田 一 志    

政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史  財 務 課 長  秋 山  忠  

管 財 課 長 樋 口 一 也  税 務 課 長  遠 藤 悦 美   

防 災 交 通 課 長 長 澤  康  町 民 生 活 課 長  中 込 裕 子 

福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美    子育て支援課長  佐 藤 洋 子  

産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀    都 市 整 備 課 長  河 原 恵 一  

土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長  原 田 和 佳  

教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司    生 涯 学 習 課 長  深 澤 千 秋 

 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長  野 中 充 香 

書    記  横 内 太加志 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（長澤健君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。 

起立願います。相互に礼。着席願います。 

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

〇議長（長澤健君） 

令和２年 第２回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員並びに町長をはじめ、執行

部各位には大変お忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

また、本会議及び委員会において慎重にご審議をいただきました、第２回定例会も本日が

最終日となりますが、引き続きご審議の程よろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は１３名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案件として変更契約案１件、人事案４件、発委案１件、閉会中の継続調査

申出書３件が提案されています 

ご審議を、よろしくお願いします。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２ 議案第５３号 富士川町学校給食センター条例の制定についてを議題とします。 

去る、６月１６日の本会議において、ひとづくり常任委員会に付託しました議案第５３ 

号について、委員長の報告を求めます。 

 ５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

――――― 委員会審査報告書朗読 ―――――  

〇議長（長澤健君） 

以上で、ひとづくり常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

望月委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５３号の委員会審査報告について質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５３号の委員会審査報告に対する 質疑を終わります。 

望月委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 
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これから、議案第５３号について討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５３号について討論を終わります。 

これから、日程第２ 議案第５３号について採決します。 

お諮りします。 

議案第５３号に対する委員会審査報告は、可決とするものです。 

本案は、委員会審査報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号は委員会審査報告のとおり可決されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第３ 議案第５４号 富士川町 後期高齢者医療に関する 条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第４ 議案第５５号 富士川町 国民健康保険税条例の 一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第５６号 富士川町 介護保険条例の 一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第５７号 富士川町 家庭的保育事業等の設備及び運営の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７ 議案第５８号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

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８ 議案第５９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担 

額等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６０号 富士川町議会基本条例に基づく関係条例の整備に関する条例につ 

いて 

以上の７議案は、条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第５４号から第６０号について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５４号から第６０号について討論を終わります。 

これから、日程第３ 議案第５４号から日程第９ 議案第６０号について、一括して採決

します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 
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したがって、議案第５４号から第６０号については原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１０ 議案第６１号 令和２年度富士川町一般会計予算（第４号） 

日程第１１ 議案第６２号 令和２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６２号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の３議案は、補正予算案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第６１号から第６３号について討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６１号から第６３号について討論を終わります。 

これから、日程第１０ 議案第６１号から日程第１２ 議案第６３号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６１号から第６３号については原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１３ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

これから、認定第１号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、認定第１号について討論を終わります。 

これから、日程第１３ 認定第１号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、したがって認定第１号は原案のとおり認定されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１４ 議案第６４号 富士川町学校給食センター建設工事（機械設備工事）請負変更契 

約の締結についてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 
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〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

次に、議案第６４号について補足説明を求めます。 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

議案第６４号の補足説明をさせていただきます。 

本契約は、令和元年６月７日に行われました、令和元年第２回富士川町議会定例会におい

てご議決を賜りました、富士川町学校給食センター建設工事機械設備工事につきまして、設

計に変更が生じたため、契約金額、並びに工期を変更するものであります。工事名につきま

しては、富士川町学校給食センター建設工事機械設備工事であります。施工場所につきまし

ては富士川町小林地内、学校給食センターになります。 

変更内容でありますが、先ほどの町長の提案理由と重複しますけれども、峡南消防本部の

消防検査におきまして、換気設備の排気配管ダクトにおきまして、断熱処理が必要であると

の指摘を受けました。これによりまして追加工事に伴う設計変更が生じ、２３５万円が増額

となりました。変更後の金額は２億３３２万円であります。また工期につきましても同施工

の変更に伴いまして、令和２年７月７日まで７日間延長する変更であります。 

こうしたことにより、建設工事請負変更仮契約書を令和２年６月１８日付で締結いたしま

した。契約の相手方につきましては、渡辺工業所・梶本管工、富士川町学校給食センター建

設工事機械設備工事共同企業体で、代表構成員は山梨県甲府市国母５丁目９番２４号、株式

会社渡辺工業所、代表取締役渡辺一郎であります。なお、次ページに仮契約書の写しがあり

ますので、ご参照ください。以上議案第６４号の補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから議案第６４号について質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それでは質疑いたします。この件に関してはですね、当初の設計の段階から今日までの間

に、消防法の改正があったのでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。消防法の改正等の報告は受けておりません。以上

です。 

〇議長（長澤健君） 

３番 笹本壽彦君。 
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〇３番議員（笹本壽彦君） 

ということは、当初の設計に、この消防法に関するダクトの処理が、設計の段階で見落と

しがあった。２００数十万という金額からすれば、ある程度大きな瑕疵があったということ

になりませんか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今の質問にお答えいたします。当初、こちらを設計しました段階で、消防署のほうに

も確認をしたところ、そこの時点では、いわゆる断熱材を排気の部分の配管に付けるという

指示等はございませんでした。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ちょっとそれ、その段階で消防署のほうで指示がどうのこうのという、ちょっと納得がい

きません。まず、消防法というのは非常に厳しくて、細かくて、その設計の段階で当然これ

はわかっているはずなのです。このような場合、今こういう状態が発生したわけですから、

こういう場合は設計者に、これこれこうでだめじゃないかと、注意はされるのでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今のご質問にお答えします。まず、発注である町のほうとしましても、設計士にまず

そこを確認いたします。そういった形で、なにか不手際がなかったのかという確認は行いま

した。そういった指示のなかで、当初設計をしたときに、この部分について排気の断熱材を

使うということは、指示を受けていなかったので、当初設計にはこの部分はのっておりませ

んでした。以上になります。 

〇議長（長澤健君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

笹本議員の質問と近いことになるかもしれませんけども、わかった以降、業者のミスであ

るというのは、私ども素人考えで、火を使う施設でダクトが防火対策というか、排気の対策

がしてないということが信じられないんですよね。ですから、あくまでもこれは常識的な設

計、あるいは施工ミスだと思うんですけど、交渉はしたのでしょうか。 

〇議長（長澤健君） 
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教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えします。先ほども答弁の中でお答えしましたが、こちらは

消防署のほうと設計者のほうで、当初設計を組むときに確認をしました。その時点では、吸

気については断熱材の指示はございましたが、排気について、特に現状のままで問題はない

という指示でありました。最終的に、いろいろ施工していく中で、あったほうがいいという

意見は消防署のほうから聞いていたという報告は受けております。以上になります。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

給食センターの件ですから、これはやってもらわなきゃならないってことは十分わかりま

すけれども、今私が質問したのは、金額面で１週間延びると、修正をしなければならないか

ら延びる。これはやむを得ませんけれども、金額面で発注者としてお宅のミスではないかと

いう交渉はしたのかと、伺ったわけです。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えします。議員さんの言われるとおり、設計者のほうでミスがあっ

たのか、そういった形で私どものほうも問い詰めました。そういった経過の中で、やはり、

当初の部分でもありましたとおり、断熱材を付ける義務がなかった。最終的に、最後の消防

の確認検査の中では、やはりこれは付けるようにという指摘の中から、今回に至ったという

ことになりましたので、どこまでがミスかというと、設計者のほうでそういった報告を随時

いただいて、うちのほうでも判断をもう少し早くできればという考えもございました。以上

でございます。 

〇議長（長澤健君） 

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先ほどのご答弁の中で、吸気のほうは断熱処理をした。排気はいらないと消防署が言った。

全く逆じゃないかなと、素人考えですよ。私はわかりませんけども、消防法は非常に厳しい

ですよね。例えば、避難通路が２階に、外側に設けてあるようなところで、なんか物を置い

ても怒られるというような、かなり厳しいものがあります。正式にやれば。そういう中で火

を使う排気、しかも一般家庭でさえガスコンロのところは断熱材を使いなさい、断熱のもの

を設置しなさいって言われるくらいの中で、給食センターの火を使うところの排気に断熱は

いらないということは、一般常識として私は考えられないので、もう一度交渉をしていただ

きたいことを要望して質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

７番 成田守君。 
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〇７番議員（成田守君） 

ただいまのことについて、関連して質問をいたします。ということはですね。排気に断熱

材を用いる、用いないというのは、施工業者だったら当然知っているはずのことです。この

業者は、給食センターとか厨房関係の仕事をやった、そういう実績のある業者なんでしょう

か。本当にこれは耳を疑います。と同時に、やっぱり発注側は、 

〇議長（長澤健君） 

今の質問でいいですか。実績があるかという質問でいいですか。 

〇７番議員（成田守君） 

まず、それを聞きます。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えいたします。今回のこの設備工事を請けた業者ですが、他でも給

食センターの施工の実績があるということは伺っております。また、共同体になっておりま

す梶本管工さん、町内の業者ですけれども、こちらも町の道の駅をはじめ、そういった施設

についても配管工事等を行っていることは確認できております。以上になります。 

〇議長（長澤健君） 

成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

ただいまの説明でいきますと、どうしても納得ができない。というのは、当然そういう工

事をなにかやっていれば、逆に発注側のほうに、この工事はこういうようにしなければなら

ないという、そういう指摘をするのが業者の役目ですよ。それができなくて、今度指摘され

たから、これこれこれだけお金がかかって、これだけの工事がかかります。町のほうでも、

非常にやさしい処置で、その金を全額払おうとする。町民の皆さんに納得できないと思いま

す。それでこれは私も提案です。 

〇議長（長澤健君） 

提案ではなくて、質疑をしてください。 

〇７番議員（成田守君） 

それではですね、この工事費を業者と町と折半という形で解決するしか方法はないんじゃ

ないでしょうか。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

     折半をしたらどうかという質問でよろしいですか。 

〇７番議員（成田守君） 

     はい、そうです。 

〇議長（長澤健君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えいたします。最終的にはこの施工管理をやっております設計士の
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ほうになりますが、そちらとも協議しまして、業者のほうでも、この増えた分を全部町のほ

うにだしてきたわけではございません。会社としても、他の部分で企業努力をしながら、そ

の部分について、その金額を全部請求するのではなく、一部は違うところの調整等で金額を

つくりながら、それでも最終的には、当初の契約金額の中で、どうしてもこの変更内容を対

応できないということで、最終的なこの２３５万という増額の変更契約に至った経過になり

ます。以上です。 

〇議長（長澤健君） 

成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     わかりました。私の質問を終わります。 

〇議長（長澤健君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第６４号について質疑を終わります。 

これから、議案第６４号について討論を行います 

討論はありませんか。 

（ な  し ) 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６４号ついて討論を終わります。 

これから、日程第１４ 議案第６４号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６４号については、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１５ 議案第６５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求める

ことについてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

町長 提案理由説明 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 

この案件につきましては、地方自治法第１１７条の規定により、除斥が適用されますので、

望月眞君の退席をお願いします。 
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（ 望月眞議員 退席 ） 

〇議長（長澤健君） 

この議案については、質疑と討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６５号については質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１５ 議案第６５号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６５号は、原案のとおり適任とすることに決定しました。 

望月眞君の入場を許可します。 

（ 望月眞君 入場 ） 

議席にお戻りください。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１６ 同意第 ３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選 

             任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１７ 同意第 ４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選 

             任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１８ 同意第 ５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選 

             任につき議会の同意を求めることについて 

以上の３議案は、カラマツオ外 三十山恩賜林保護財産区管理会委員の同意案件であります

ので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 

     この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、同意第３号から第５号については質疑と討論を省略します。 

     これから、日程第１６ 同意第３号から日程第１８ 同意第５号について一括して採決し
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ます。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第３号から第５号は原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第１９ 発委第３号 富士川町議会新たな中学校整備等検討特別委員会設置に関する決

議についてを議題とします。 

はじめに、発委第３号の提出者の説明を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（長澤健君） 

以上で、井上委員長から発委第３号について提案理由の説明が終わりました。 

  井上委員長、しばらくお待ちください。 

     この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

     したがって、発委第３号については質疑と討論を省略します。 

     井上委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 

これから、日程第１９ 発委第３号について採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました 

ここで、委員名簿配布のため、暫時休憩します。 

     （ 事務局 名簿配布 ） 

休憩 午前１０時３４分 

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

再開 午前１０時３５分 

〇議長（長澤健君） 

休憩を解いて、再開します。 

     お諮りします。 

     特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第３項の規定により、配布しまし

た名簿のとおり指名したいと思います。 
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     これにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

     したがって、特別委員会の委員は、ただいま指名しましたとおり選任することに決定しま

した。 

     それでは、選任されました特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、

それぞれ正副委員長の互選をお願いします。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３６分 

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

再開 午前１０時４０分 

〇議長（長澤健君） 

休憩を解いて、再開します。 

休憩中に、特別委員会を開き正副委員長の互選を行いましたので議長から報告します。 

富士川町議会新たな中学校整備等検討特別委員会委員長に井上光三君、同副委員長に望月 

    眞君が互選されました。 

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

〇議長（長澤健君） 

日程第２０ ひとづくり常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

   日程第２１ まちづくり常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 日程第２２ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案件でありますので、一括して議題とします。 

各常任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配布しました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（長澤健君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は全て終了しました。 

条例制定および条例改正、補正予算などの重要案件をご審議いただき、ここに無事閉会出

来ますことを厚くお礼申し上げます。 

     また、町長をはじめ、執行部各位には議案説明、答弁等にご協力をいただきありがとうご

ざいました。 

これから、さらに暑い夏に向かいますが、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みなが

ら、健康には十分ご留意され、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上
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げ、令和２年第２回富士川町議会定例会を閉会します。 

起立願います。 「相互に礼」 ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時４２分 


