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日程第 ５  議案第８５号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する 

             基準を定める条例の制定について 

日程第 ６ 議案第８６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 ７ 議案第８７号 富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する 

             条例について 

日程第 ８ 議案第８８号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ９ 議案第８９号 富士川町情報公開条例及び富士川町個人情報保護条例の 
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日程第１０ 議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号） 

日程第１１ 議案第９１号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１２ 議案第９２号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１３ 議案第９３号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１４ 議案第９４号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１５ 議案第９５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１６ 議案第９６号 十谷地区ヘリポート整備工事請負変更契約の締結につい 

             て 

日程第１７ 議案第９７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  長 澤 芳 文        ８番  鮫 田 洋 平 

 ９番  長 澤   健       １０番  秋 山   貢 

１１番  市 川 淳 子       １２番  齊 藤 欽 也 

１３番  井 上 光 三       １４番  神 田   智 

１５番  小 林   進       １６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

１番  小 林 有紀子       １５番  小 林   進 

 

 

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（１７人） 

 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 

会 計 管 理 者 秋 山 千 秋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 川 手 貞 良  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 田 辺 明 弘 

町 民 生 活 課 長 依 田 一 利  福 祉 保 健 課 長 笠 井 千 尋 

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね   

農 林 振 興 課 長 細 野 幸 男  建 設 課 長 堀 口  進 

上 下 水 道 課 長 内 田 一 志  教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 野 中 充 香 

書    記 早 川 竜 一 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 富士川町告示第５７号をもって招集されました、平成２６年第４回富士川町議会定例会に議

員ならびに町長をはじめ執行部各位にはご健勝にてご出席をいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第４回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 １２月に入り、平成２６年の最終の暦となりました。 

 今年１年の主な出来事を振り返ってみますと、春から夏にかけて局地的な豪雨や猛烈な台風

の上陸により、広島県や長野県において大規模な土砂崩れが発生し、多くの尊い命が奪われま

した。 

 また、９月には御嶽山が噴火し、死者５７人が犠牲となり、戦後最悪の火山災害による惨事

となりました。自然災害の恐ろしさを改めて痛感したところであります。被害に遭われました

皆さまの中には、本県の関係者も含まれており、心から哀悼の意を表すものであります。 

 国内においては、４月１日から消費税が８パーセントなり、国民生活における影響は徐々に

見え始め、ここへきてアベノミクス効果も影を潜め、国内総生産の速報値はマイナス成長とな

りました。 

この状況を背景に、安部首相は、来年１０月に予定していた消費税１０パーセントへの引き

上げを先延ばしすることを表明し、国民に真を問うとして、１１月２１日に衆議院を解散しま

した。衆議院議員選挙は１２月２日に公示となり、１４日の投開票に向けて選挙戦に突入して

いるところであります。今回の争点は、消費税の増税をはじめとする経済政策や集団的自衛権

の確立など、日本の歩むべき道を決める重要なものとなります。年末の慌ただしさが、なお一

層に感じられる年の瀬となっております。 

 本町に目を向けてみますと、４月に富士川町長選挙と町議会議員選挙が執行され、１６人の

議員が誕生しまして、これまでの間、議員各位におかれましては、それぞれの分野で議員活動

にまい進してきたことと思います。 

７月には、道の駅富士川がオープンし、以来、県内外からの観光客でにぎわいを見せており、

今後も、富士川町の情報発信拠点として、ますます機能を果たすことを期待しております。 

 さらに、１１月には富士川町誕生の５周年を祝って各種の催しが開催され、なかでも「山車

巡行まつり」は青柳二丁目まで距離を延ばし、大勢の見物客でにぎわい、大成功のうちに終了

しました。この実績を礎として本町の文化イベントをさらに発信していくきっかけとなったと

感じております。 

 さて、今定例会は平成２６年度補正予算、条例制定や条例改正などについて、審議をお願い

することとなります。 会期は、衆議院議員選挙の期間と重なったため、当初の日程を変更し、

１２月２２日までの１８日間を予定しております。 

 議員各位におかれましては、健康への十分な留意と、活発な議論をお願い申し上げ、ごあい

さつといたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

   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１２０条の規定によって、 

  １番 小林有紀子さん および 

 １５番 小林進君 

を指名します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   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２２日までの１８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２２日までの１８日間と決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   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。 

 本日の議事日程ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名および開催された会

議などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 

 本日は提案説明に留め、質疑については１７日の本会議で、議事日程により審議をお願いし

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。 

〇町長（志村学君） 

 本日ここに、平成２６年１２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、公私とも大変ご多忙の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。 

 今年も余すところわずかとなりました。年末、年始を控え、多忙な日々が続くことと思いま

すが、お体に十分御留意され、輝かしい新年を御迎えくださるよう願うものであります。 

 それでは開会にあたりまして、本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、９月には御嶽山の噴火により５７名もの方々が犠牲になり、今も行方不明となっ

ている方もおります。 

また、１１月２２日には長野県北部で発生した地震により、長野市、小川村、小谷村で震度
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６弱、白馬村、信濃町で震度５強が観測され、大きな被害が発生しました。被害に遭われた皆

さまには心よりお見舞い申し上げます。この災害の中で、今回の地震は国内最大級の活断層「糸

魚川－静岡構造線断層帯」の神城断層の一部が動いて発生した可能性があるとされており、以

前から警戒の必要性が指摘されていた地域で、引き続き防災対策が急がれております。また、

今回の地震では地域の「共助」が被害拡大を防いだ面もあり、減災に向けた教訓として注目さ

れております。本町でも、これから起こり得る地震に対応するため、「自助・共助・公助」をも

とに防災対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

さて、先月２１日に衆議院が解散したことにより、第４７回衆議院議員選挙が１２月２日公

示され、１４日の投開票日に向けスタートしました。山梨選挙区は、衆院の１票の格差是正に

よる定数削減に伴い、県内の３小選挙区は新１区と新２区に再編され、初めての選挙戦となり

ます。将来において、選挙は極めて重要な意味を持つものでありますので、地域社会や国民生

活におけるさまざまな不安要因を取り除き、安心できる国民生活を守るための政治、これを期

待するものであります。  

 また、我が国の景気状況を見ますと、先月、内閣府が発表した７～９月期の実質ＧＤＰ（国

内総生産）速報値は、年率換算で前期比１．６％減と、２四半期連続のマイナス成長であり、

政府は、ＧＤＰの約６割を占める個人消費の回復が鈍いことが主な原因と判断し、法律で来年

１０月と定められた消費税率１０％への引き上げを２０１７年４月に延期する方針を決めたと

ころであります。安倍首相は「個人消費のてこ入れと地方経済を底上げする力強い経済対策を

実施する」と表明しておりますので、経済対策とともに、地方自治体への安定的な財源を期待

するところであります。 

また、先の通常国会では、地方創生の基本理念を定めた「まち・ひと・しごと創生法」と、

活性化に取り組む自治体を国が一体的に支援する改正地域再生法が成立しました。「まち・ひ

と・しごと創生法」では、基本理念として、魅力ある就業機会の創出や、結婚や出産、育児に

希望が持てる環境の整備など７項目を掲げており、「改正地域再生法」は、地域の活性化に意欲

的な地方自治体が、財政支援などを受けやすくすることなどが盛り込まれております。本町で

は、厳しい財政状況下ではありますが、子育て支援策や定住促進策により、人口増加策を講じ

てまいりましたが、さらに、この関連２法により充実が図られ、住みやすいまちづくりができ

るよう期待するところであります。 

 それでは、今定例会に提出しました、主な案件と主要な事業への取り組み状況について申し

上げます。 

先ず、町制施行５周年記念行事についてであります。 

今年度は、町制施行５周年を祝う記念イベントを行ってまいりました。春の大法師さくら祭

りを皮切りに、６月には沖縄組踊鑑賞会が、７月にはふじかわ夏祭りルート５２が、そして今

秋１０月には健康ウォーキング大会、１１月には山車巡行祭り、甲州富士川まつり、太鼓フェ

スティバルを開催し、町制施行５周年をみんなで祝う記念イベントを行ってまいりました。 

また、今後開催される事業として、１２月７日のゆずの里スーパークロスカントリー＆絶景

ウォーク大会、同日、文化ホール事業として小椋佳たけなわの会、明年２月２１日に谷村新司

トーク＆キャラバンが、３月２１日には野村萬斎・万作の狂言鑑賞会が予定されております。 

さらに、現在、町の歌については町の歌制定委員会が、町の鳥については町の鳥選定委員会が

それぞれ準備を進めており、３月８日の町制施行５周年記念式典において制定および発表する
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予定であります。 

次に、公共施設の再配置計画についてであります。 

本年６月に設置しました公共施設再配置計画策定検討委員会では、公共施設の効率的かつ効

果的な再配置計画について５回の協議を重ねていただき、計画策定５原則などを基に意見を取

りまとめ、先般、提言を頂いたところであります。本町では、この提言を尊重し、再配置計画

の指針として位置づけ、地域住民に望まれる行政サービスの提供が持続可能となるとともに、

良質な公共施設を次世代へ継承するため、未来最適の観点も重視しながら、本年度中の計画策

定を目指しているところであります。 

また、本計画策定後は、厳しい財政状況や社会情勢の変化などを慎重に見極めながら、早期

に取組むべき課題は迅速に実行に移し、中・長期的に取組むべき課題についても目標を定めて、

計画的な推進を図る中で、明年度には、他の公共施設も含めた公共施設等総合管理計画を策定

してまいりたいと考えております。 

 次に定住促進対策についてであります。 

本町の重要課題の一つであります、人口減少対策の一環として、空き家改修費補助制度に加

え、新たに土地を取得し居住するものに対し、土地取得等の経費の一部の助成として５０万円

を交付することとしておりましましたが、近隣自治体が行う同様の補助制度を考慮し、中山間

地域等の範囲を拡大するとともに、用地等の取得費用の３分の１は変わりませんが、上限額を

８０万円までとすることとし、今定例会に必要な経費を計上いたしております。 

次に、増穂小・鰍沢中学校太陽光発電設備の整備についてであります。 

未来を担う子どもたちが、環境問題を身近に感じられるよう、昨年度から年次計画で学校へ

の太陽光発電設備を整備しております。本年度は、増穂小学校２号棟へ１５ｋｗｈ、鰍沢中学

校へ３０ｋｗｈの発電施設を整備し、今月より稼働しているところであります。これらの施設

では、発電した電力を学校用電力として利用する事ができ、余剰電力は売電することとなりま

す。さらに、災害時などの停電時には、非常用電源として利用することも可能であり、電源の

一部は、避難所となっている体育館にも設置しております。 

次に、道の駅富士川の状況についてであります。 

７月のオープン以来、順調な入込客数を記録していましたが、９月の売り上げをみますと、

７・８月の平日の売り上げとくらべると、１００万円弱であったものが、８０万円弱となり、

土曜日、日曜日は、ほぼ同額の売り上げとなっておりましたが、１０月に入り、２週続けての

大型台風の影響もあり、少し伸び悩んだ状況でありました。 

こうした中、新たな取り組みとして、１１月１５・１６日に中央交流広場で出荷者自身が、

軽トラックの荷台で農産物等を販売する「軽トラ朝市」を実施したところ、来場者も多く、大

盛況に終わるなど、１１月には徐々にではありますが入込客数が戻ってまいりました。今後も、

入込客数の増加に向け、引き続き魅力ある施設運営を期待しているところであります。 

次に、峡南北部地域の医療充実についてであります。 

２病院、２介護老人保健施設の４施設が統合し、峡南医療センターが４月１日からオープン

して８カ月が経過しました。富士川病院での内科医師の増員による内科疾患の入院、市川三郷

病院での小児診療の再開などにより、両病院の入院患者、外来患者は、統合前の３月より増加

しているとのことであります。とは言え、病院経営は決して楽とは言えず、いまだ厳しい状況

下にあるとのことですので、さらなる営業努力を期待するところであります。こうした中、富
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士川町と市川三郷町におきまして、身近な地域で妊婦健診ができる体制を整備するため、峡南

医療センター市川三郷病院へ「産科セミ・オープンシステム」を導入することにより、医大ま

たは甲府市立病院で分娩を行う妊婦さんは、健診にわざわざその病院に行かなくても、ほとん

どの健診を市川三郷病院で受けられることになります。現在、峡南医療センターにおいて、医

療機器及び人的体制の整備を進めており、明年１月の導入を目標に準備を行っているところで

あります。 

 次に、リニア中央新幹線についてであります。 

リニア中央新幹線については、去る１０月１７日に工事実施計画の認可書が国土交通大臣よ

り交付されたことから、１１月には沿線市町を対象に事業説明会を開催し、さらにきめ細かな

対応として、地区単位の説明会を１２月中に、髙下区と最勝寺区で開催することとしておりま

す。沿線である小林区、天神中條区、また、近隣を通過する、大久保区、長澤区については、

明年１月には開催されるものと考えております。その後は、ルートの中心線を測量した後に、

国や自治体と設計について協議を行い、地権者を対象とした説明会、用地物件等の補償協議、

用地取得などの工程を経て、工事説明会、工事開始というスケジュールが予定されています。

今後も町といたしましては、住民の皆さまの相談窓口として相談に努めるとともに、ＪＲ東海

並びに山梨県に対して、町としての意見や要望などを行ってまいりたいと考えております。 

また、本町を南北に縦断するルートが示されておりますが、リニア中央新幹線建設により、

ルート上にある道路等が分断されるなどの影響が出るため、リニア中央新幹線沿線の両脇に設

けられる緩衝帯を利用した、延長約１．３㎞の側道整備を計画しております。こうしたことか

ら、側道整備計画周辺道路の利用状況や交通量などを把握し、町内の既存道路を取り込んだ道

路網を検討し、地域に合った側道建設を進めていくための必要な経費を計上いたしております。 

 最後に、条例の制定についてであります。 

今回、条例制定する富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び富士川町地

域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例につきましては、ともに第３次

地方分権一括法により、これまで国が定めていた基準を、市町村の条例で定めることとされた

ことにより制定するものであります。これらの条例につきましては、介護予防サービスの適切

な提供を図るため、事業者に対し人員及び運営等について基準を示すとともに、地域包括支援

センターが包括的支援業務を実施するために必要な基準について、定めるものであります。 

 ごみ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、一人あたりの可燃ごみ

排出量の減少及び少人数世帯が増える中、可燃ごみが少量となる世帯も増えております。 

また、ごみの量に合わせたごみ袋の利用など、住民の皆さんが無駄なくそして効率よくごみ

の排出ができるように、現在の３０リットルの指定ごみ袋に加え、新たに小型の１５リットル

の指定ごみ袋を追加することに伴い、本条例を改正するものであります。 

以上、本定例会に提出いたしました主なる案件と主要な事業への取り組みについて述べさせ

ていただきました。 

 なお、今定例会に提出いたしました案件は、条例制定案件２件、条例改正案件４件、補正予

算案件６件、契約締結案件１件、計画変更案件１件の、合わせて１４件の議案を提出しており

ます。提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審

議のうえ、ご議決あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４ 議案第８４号 富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等 

を定める条例の制定について 

日程第５ 議案第８５号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める 

条例の制定について 

 以上の２議案については、条例制定案件でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ２議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第８４号および第８５号の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 議案第８４号の補足説明をさせていただきます。現在、介護度の必要性が高い順に、要介護

５～１と、要支援２～１の７段階で判定されております。介護度が高いほど多くのサービスが

受けられるとするものです。今回の法改正によりまして、身の回りのことは自分でできますが、

一部に支援が必要となる要支援１、２のサービスの一部が国から市町村の事業に移管されます。

このことから、受け皿となる町は、指定介護予防支援等の事業の人員や運営、介護予防の支援

の方法について基準を示すとともに、地域包括支援センターの職員の数、運営、支援の方法を

国の基準に従いまして定めるとするものです。まず、第１章をご覧ください。第１章は指定介

護予防支援等の事業を行うために、支援の方法や支援者の人数、運営、介護予防の支援の基準

についての方針を定めております。そこから第２章になります。次のページををご覧ください。

第２章は、人員に関する基準についてが定められております。これは知識を有する職員を置か

なければならないこと、また、管理者を置かなければならないこと等が記載されております。

その下の第３章では運営に関する基準について書かれております。サービスの内容の説明、そ

れから同意が必要であるとするものです。第４章はそこから４枚めくっていただいて、右側の

ページ、ここに第４章介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準ということで書かれ

ております。これは介護予防の効果を最大限に発揮するため、総合的な支援活動、総合的な課

題を把握すべきであるというようなことが書かれております。続きまして、第５章ですが、そ

こから３枚めくっていただいて、左側下をご覧ください。第５章基準該当介護予防支援に関す

る基準についてということで書かれておりまして、これは町外に居住する要支援者の取り扱い

の方法について書かれています。以上がこの補足説明でございます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

続きまして、議案第８５号富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定

める条例の補足説明をさせていただきます。条例制定の理由は議案８４号と同じで、一括法に
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よるものでございます。第１条は地域包括支援センター職員の人員及び運営に関する基準が定

められております。第２条は、富士川町の第１号被保険者、１０月末で４，９３８人ですので、

職員の人員配置は、第２条の（１）（２）（３）の人数になるとするものです。第３条は運営に

関する基準を設けなければならないということが記載されております。 

補足説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第６ 議案第８６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７ 議案第８７号 富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

   日程第８ 議案第８８号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

   日程第９ 議案第８９号 富士川町情報公開条例及び富士川町個人情報保護条例の一部を改正す 

る条例について 

     以上の４議案については、条例改正案でありますので一括して議題とします。 

     町長から、本案について説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ４議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第８６号の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

     議案第８６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補足説明をさせていただ

きます。２枚めくっていただいて新旧対照表でご説明をいたします。先にご説明した２つの条

例制定を受けまして、今回、指定介護予防支援事業者等というこの言葉、これは富士川町地域

包括支援センターという意味になります。この言葉を、新しく条例に加えるという改正です。

その新のほうの１３条２項の下線の部分、これはサービス事業を委託できるという内容を掲げ

ております。それから新の１３条３項、こちらはその委託をする側、委託先ですが、この委託

先は暴力団排除条例に基づき制定を行うとするもので、つまり暴力団関係者に委託してはなら

ないというようなことが掲げてございます。これが一部改正の内容でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第８７号および８８号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

     それでは、議案第８７号の補足説明をさせていただきます。 

今回の改正につきましては、ごみの減量化、世帯の少人数化等により、少量の可燃ゴミの排

出への利便性を図るため、現状の袋に小１５リットルを加え、２種類にするための改正です。

内容につきましては、新旧対照表によりに説明をいたします。新旧対照表をご覧ください。現
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行、可燃ゴミの収集袋ですけれども、指定袋１袋１４円という形の運営になっておりますけれ

ども、これを、可燃ゴミを今の現行の袋を大とし、小１袋、金額が７．５円を追加するもので

あります。よろしくお願いいたします。 

引き続きまして、議案第８８号の補足説明をさせていただきます。今回の改正につきまして

は、健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う改正です。内容につきましては新旧

対照表により説明をさせていただきます。第５条中、出生育児一時金のうち、分娩費用３９万

円を実勢に合わせ４０万４千円に改定するものであります。また、健康保険法施行令第３６条

の規定による産科医療保障制度、分娩に関連しまして発症した重度脳性まひ児とその家族の経

済的負担の軽減を主な目的としている制度はございますけれども、これにつきましては、現行

３万円を上限としております。これにつきましては、これまでの実績に基づき規則で、別に定

めて１万６千円として、その合計４２万円の支給額に改正するものであります。附則につきま

しては、施行期日でありますが、平成２７年１月１日からの施行となります。２経過措置です

けれども平成２７年１月１日降の出産について適用し、前日までの出産については従前の例に

よる適用区分の規定であります。 

以上で議案第８７号、８８号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第８９号の補足説明を求めます。 

企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

     それでは議案第８９号富士川町情報公開条例及び富士川町個人情報保護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。今回の条例改正につきましては、独立行政

法人通則法の一部改正に伴いまして、特定独立行政法人が廃止され、新たな名称として行政執

行法人に改められたための改正でございます。新旧対照表でご説明させていただきたいと思い

ます。情報公開条例の改正でございますが、第５条第２号ウの中にございます独立行政法人通

則法第２条第４項に規定する行政執行法人に改めるものでございます。続きまして、次のペー

ジをご覧いただきたいと思います。次のページの富士川町個人情報保護条例の新旧対照でござ

いますが、ここも同様に第１４条第３号ウ中でございますが、独立行政法人通則法第２条第４項

に規定する行政執行法人に改めるものでございます。附則といたしまして、この条例は平成

２７年４月１日から施行するものでございます。 

以上補足説明でございます。ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齊藤正行君）  

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１０ 議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算(第９号)について 

   日程第１１ 議案第９１号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第４号)につ 

いて 

日程第１２ 議案第９２号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)に 

ついて 
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日程第１３ 議案第９３号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第３号)について 

日程第１４ 議案第９４号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)につ 

いて 

日程第１５ 議案第９５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第３号)につい 

て 

以上の６議案ついては、補正予算案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） 

―――― ６議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第９０号の補足説明を求めます。 

 財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

 それでは、議案第９０号の補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書の裏面をお願いいたします。 

 （以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

 詳細は事項別明細書にて説明させていただきます。事項別明細書の１ページをお願いいたし

ます。なお説明欄は主なもののみ説明とさせていただきます。 

 （以下、平成２６年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

 ４ページにお戻りいただきたいと思います。第２表地方債の補正になります。 

 （以下、第２表地方債補正朗読説明） 

以上、議案第９０号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお

願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第９１号および第９２号の補足説明を求めます。 

 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

 それでは、議案第９１号の補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書の裏面をお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

 第１表 歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ますので、事項別明細をお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

  続きまして、議案第９２号の補足説明をさせていただきます。 

 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算（第１号）の裏面をお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

 第１表 歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ます。事項別明細をお開きください。 
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 （以下、平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

 以上、議案第９１号、９２号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第９３号の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 議案第９３号の補足説明をさせていただきます。 

 表紙の裏面をご覧ください。 

 （以下、平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、ご覧ください。 

 （以下、平成２６年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５８分 

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

再開 午前１１時０７分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します。 

 次に議案第９４号および第９５号の補足説明を求めます。 

 上下水道課長、内田一志君。 

〇上下水道課長（内田一志君） 

 議案第９４号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の補足説明をさせていた

だきます。裏面をお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 

 事項別明細書の１ページをお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

 引き続き、議案第９５号の補足説明をさせていただきます。 

 裏面をお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 

 （以下、平成２６年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

  以上で、補足説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１６ 議案第９６号 十谷地区ヘリポート整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。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第９６号の補足説明を求めます。 

 総務課長、増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

 それでは、議案第９６号につきまして補足説明をさせていただきます。 

十谷地区ヘリポート整備工事請負変更契約の締結について、次のとおり工事請負変更契約の

締結をするため、地方自治法第９６条及び富士川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分の範囲を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。本

年９月の第３回定例会最終日に追加案件として議決をいただきました、十谷地区ヘリポート整

備工事請負契約の契約金額につきまして、別紙写しのとおり、増工させていただくものであり

ます。契約の金額につきましては変更前が５０７６万円。変更後が６５０２万７８８０円でご

ざいます。１４２６万７８８０円の増額変更であります。契約の相手方は、南巨摩郡富士川町

柳川１２７２番地 株式会社依田組 代表取締役 依田一志さんでございます。増額の内容に

つきましては、５０トンの大型レッカー車借上げ７０日分５８１万円。それから砕石１，

０５０立米の追加、２６７万円余りであります。それから、土質試験費が３２万円。これらに、

人件費、諸経費を加算をいたしまして、当初の落札率が９８．７％でございましたので、これ

を乗じて得た額、これが１４２６万７８８０円でございます。 

以上の説明をさせていただきました。よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長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（齊藤正行君） 

   日程第１７ 議案第９７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更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） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第９７号の補足説明を求めます。 

 企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは議案第９７号富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての補足説明をさせてい



 １６

ただきます。この計画につきましては旧鰍沢町が対象地域となっており、計画に掲載された事

業が過疎債の対象となることから、新たな事業の追加と文言の修正を行うのであります。今回

変更、追加部分のご議決していただく必要があり、提案させていただきます。変更計画の１ペー

ジをお開きください。区分の２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進につきま

しては、改良舗装２路線を追加するものでございます。次をお開きください。区分３、生活環

境整備でございますが、水道施設に３事業を追加し、過疎地域自立促進特別事業に治山事業を

追加するものでございます。次に３ページになります。区分５、高齢者等の保健及び福祉の向

上及び増進、ここにつきましては用語の見直しによる文言の修正になります。次をお開きくだ

さい。４ページ、５ページにつきましては文言の修正と、事業計画に鰍沢福祉センター改修工

事を追加するものでございます。次をお開きください。次の６ページ、７ページになります。

教育振興の区分でございますが、鰍沢中部小学校閉校に伴う文言の追加修正になります。次を

お開きください。８ページでございますが、スクールバス運行業務委託を事業として追加をす

るものでございます。９ページ区分１０、その他地域の自立促進に関し必要な事項、ここにつ

きましては、２事業を追加するものでございます。 

以上補足説明でございます。ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、２日目の会議は、１６日の午前９時開会となっていますので、よろしくお願いします。 

本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時１９分 
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開会 午前 ９時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 第４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をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１６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（齊藤正行君） 

   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。 

 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお手元に配布

しておきましたとおりです。 

 また、中込文江教育委員長には、大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうござい

ます。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

 発言時間について申し上げます。 

 今定例会においては、会議規則第５６条第１項の規定によって質問についての各議員の発言

時間を３０分以内にしたいと思います。 

 一般質問の通告者および当局者は質問ならびに答弁の要旨を分かりやすく、簡潔にお願いを

します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１０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、８番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 

 ８番、鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

 改めまして、皆さんおはようございます。師走に入り、何となく忙しい日々が続き、気がつ

けば今年も残り半月となりました。また、衆議院選挙の影響もあり、変則的な日程での議会で

皆さんお疲れのことと思いますが、元気よく質問していこうと思います。 

それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

地域活性化と若者の雇用確保について伺います。 

地域の活性化対策として企業誘致・観光客誘致は、雇用の創出や若者の定住化対策の効果的

な手段の１つと言われていますが、現実的にはさまざまな課題を伴い、その実現は厳しいもの

があります。特に企業誘致に関しましては、地方自治体が重荷を背負いこむ例も多く、単に誘

致イコール活性化とはならないのが現実であります。 

そこで１つ目の質問です。地域活性化と若者の雇用の確保には、企業誘致が必要だと思いま
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すが、本町の企業誘致の取り組みについて伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの、鮫田議員の質問にお答えいたします。 

本町では、地域経済の活性化や若者を含む町民の安定的雇用の確保を図るため、工業団地整

備構想を策定し、企業誘致候補地として定めた９つのエリアを中心に、県地域産業活性化協議

会による企業立地セミナー＆マッチングフェア等への参加をする中で、企業誘致に努めている

ところでございます。しかし、工業団地整備構想で定めた９地点は現状、農振農用地であり、

工場用地の造成には所用の期間と多額の造成費が発生するため、ある程度の確実性を持った入

居企業が決まらない限り、新たに工業団地を造成するには厳しい状況にあります。 

 しかし、中部横断自動車道の開通を踏まえ、新たな企業誘致に向け、空き工場等の情報を収

集し、事業者の皆さまへ情報提供出来る環境を整えて行きたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

現状についてはよくわかりました。２番目の質問に移ります。 

現在、都市部、特に東京都内には多くの企業のオフィスがあり、東京一極集中という言葉の

通りの状況が続いています。一方で、その仕事は本当に東京でやる必要があるのか、という疑

問をもつ企業が少しずつ増えてきていると聞いています。特に大手情報通信産業、コンテンツ

産業では高速通信網の整備が絶対条件ではあるものの、家賃、生活環境のコストが高い都市部

でのオフィス作業に疑問をもち、コスト面の観点からも地方に移転する企業も多くなってきて

いると伺っています。また、東日本大震災後、危機管理の一環として、首都圏の企業が本社機

能の一部を地方へ移転させる動きが進んでいるのも事実です。１１月１３日に政府関係者や経

済団体などのメンバーがサテライトオフィスの誘致が成功している徳島県神山町を視察したそ

うです。過疎化や高齢化、若者定住化対策への期待感から、各地方自治体が企業のサテライト

オフィスを誘致する傾向が現在見られています。設置する環境として、都市型の企業において

は、やはり自然に恵まれた地方での立地を望んでいるようです。長時間作業の多い職種、また、

ストレスへの対処、精神的負担の軽減など、職種によってはサテライトの効果が発揮されてい

るようです。しかし、財政が厳しい地方自治体が、誘致のためにお金をつぎ込まざるを得なく

なった事例など、安易なサテライトオフィス誘致は企業側だけのメリットが浮かび、地域の活

性化に至っていない事例も多く証明されています。やはり一定の条件を満たしてくれる企業で

なければ成り立たないのも事実で、企業の見極めも難しいところであります。家族での移住や

地元民の雇用を義務づける。また、富士川町のＰＲなどもできる企業が望ましいと考えていま

す。移住者の受け入れサポートや、Ｕターンの若者の雇用も視野に入れた対策が必要となるで

しょう。地元住民の理解を得られ、こうした人たちが定着してくれればと願っています。さら

にサテライトオフィス誘致により、空き家や遊休施設などの利用が実現されるとすれば、私た

ちの町の課題も１つ解決されるのではないでしょうか。富士川町では旧町時代に増穂地区はほ

ぼ全域と、鰍沢地区は中山間地域以外に高速通信網が整備されていると聞いております。 
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以上の観点から、あと２点お伺いします。 

Ｕターン・Ｉターン促進の一助として、サテライトオフィスは有効と考えますが、導入する

考えはあるか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えします。 

サテライトオフィスは、ＩＴ技術の進化によって、企業にとっても、そこで働く社員にとっ

ても魅力的な仕組みであり、さらに自然災害などの際、リスクの管理の一環として第二の拠点

を持つことは企業にとっても大きなメリットとなります。一方、本町におきましても、企業を

誘致することは、Ｕターン・Ｉターンの促進や定住、移住及び雇用につながると考えておりま

す。こうしたことから、今後も企業誘致に取り組むとともに、環境や条件が整う施設等があれ

ば、サテライトオフィス誘致についても検討していきたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

１点、再質問をさせていただきます。 

１つ目の質問とちょっと絡んでいるんですけれども、企業誘致をさまざまな努力をして誘致

を進めているというお答えでしたが、これまでこのサテライトオフィスに関して、企業へ働き

かけをしたことがあるのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問でございますが、サテライトオフィスに限っての誘致というものはしてい

ないと認識しておりますが、企業誘致につきましては、サテライトオフィスに限らず、例えば

五開小学校の利活用の企業募集として、ホームページへ載せたり、直接職員が企業誘致フェア

に出向きまして、ＰＲ等を行いまして、事実、五開スクールフェスタなどの開催に至ったこと

はあります。企業誘致はそのようにしたことはありますが、サテライトオフィスに限っては認

識しておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

３つ目の質問に移ります。町内には空き家や利用されていない公共施設がありますが、これ

らを利用してサテライトオフィスを誘致できないかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 
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本町では、空き家バンク制度を導入し、空き家の有効活用を図る中で、定住の促進と地域の

活性化を図ることといたしております。また、遊休公共施設についても、企業誘致に努めてお

り、旧五開小学校などにおいては、企業・各種団体等から、施設の問い合わせがありますが、

初期投資費用・年間使用料等、条件が折り合わず、契約にはいたっておりません。サテライト

オフィスの誘致といたしましては、中部・五開区は基盤整備が整っていませんので、難しいと

思いますが、平林・穂積地区におきましては光ケーブルが敷設してありますので、条件が整え

ば、誘致していきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

１点再質問をお願いします。 

先ほどのお答えの中に、中部・五開地区の整備がまだいうことだったんですけども、ここの

部分に関しては、この後小林議員から多分通告がされていると思いますので、そちらのほうで

お願いします。 

今のお答えですと、平林とか、中部・五開がそういう地域になるんじゃないかっていうこと

なんですけれども、中山間地域に限らず、富士川町全体が適地だと私は考えているんですけど

もそのへんはどうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

議員さんのおっしゃるとおりです。対象区域につきましては、町内全域であるととらえてお

ります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     空き家の有効活用や遊休施設の利活用にはいい対策だと思いますので、しっかり検討し地域

の活性化、雇用対策をしていただきたいと思います。 

それでは次の質問に移ります。今後のＩＣＴ教育についてお伺いします。 

平成２５年６月に３つの閣議決定がされました。 その１つは、世界最先端ＩＴ国家創造宣言

で、この宣言の中にはＩＴ人材の育成において、文部科学省と教育環境のＩＣＴ化に取り組む

ことが盛り込まれています。２０１０年代には、あらゆる学校での教育の情報化を実現すると

しています。２つ目は、日本再興戦略で、ハイレベルなＩＴ人材の育成、確保の推進が挙げら

れています。その一環として、ＩＣＴを活用した一人一人の端末整備やデジタル教材の普及を

進めていくことが盛り込まれています。３つ目が、第２期教育振興基本計画で、確かな学力の

定着や学習意欲の向上を目的とした各教科におけるＩＣＴ活用を普及させることが挙げられ、

教員のＩＣＴ活用、指導力向上が重要とされています。これらのことから、教育情報化環境の

整備と同時に、教員の指導力を高め、併せて児童生徒の情報活用能力の育成も求められていま

す。 そのような中、市町村におけるＩＣＴ環境は、校内無線ＬＡＮ、インターネット接続、

デジタル教科書などを導入し、児童生徒の学力向上などが期待されるところです。これからの
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ＩＣＴ機器等の更なる有効活用を図り、授業に生かせるためには、これからの情報教育につい

て各教室に一台の天井つり下げ型プロジェクターの設置、一人一台授業専用タブレットなどの

教育情報化環境の整備や教員を支援するＩＣＴ支援員の配置が不可欠となっています。町長は

常々、日本人は日本のどこで生まれ生活していても、全員が同じ教育や福祉を受けられなけれ

ばならないと言うことをおっしゃっております。現在、県内のいくつかの小中学校ではＩＣＴ

を取り入れて勉強していると聞いています。未来を担う富士川町の子供たちにも、いち早く最

新の教育を学んでもらえる整備が必要だと思います。 

そこで質問いたします。国のＩＴ人材育成確保策として情報化や端末の整備、教員の指導力

の向上などが重要とされておりますが、富士川町の教育現場におけるＩＣＴ環境整備について、

支援する考えがあるかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

ただいまの件についてお答えいたします。学校ＩＣＴ環境整備事業は、文部科学省による学

校施設改善事業の一つであり、情報通信技術を活用した教育を推進するものであります。国の

第２期教育振興計画においては、基本施策のひとつに、確かな学力を身に付けるための教育内

容・方法の充実を上げております。学校におきましても、多様な情報端末でデジタル教材等を

利用可能とするため、デジタル教材等の標準化を進め、教員のＩＣＴ活用指導力向上の施策を

講じるとこととしております。また、県の教育振興プランにおきましても、時代の要請に応え

る教育の推進として、ＩＣＴ環境の整備、指導力の向上を図ることとしており、指導能力を持

つ教員の目標値なども設定しております。当町におきましても、パーソナルコンピュータの整

備やタブレット端末等の導入は行っておりますが、ＩＣＴ活用教育が十分できるまでには至っ

ていない状況であります。また、児童・生徒には、時代に合った情報通信教育が必要・不可欠

でありますので、今後、機器の整備、教育用デジタル教材の導入を検討するとともに、総合教

育センターの研修等を通じまして、教員の指導力向上を図ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

１点、再質問させていただきます。町で検討していくというお答えでした。最新の教育環境

で教育を受けられるよう整えることはとても重要だと思いますが、先生方の負担や現在の教育

が低下してはいけないと思いますので、ハード面とソフト面のバランスをみながら整備してほ

しいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

ただいまの件でありますけども、学校の事業が動画や３Ｄになることは、子供たちの理解を

助けることについては、大いに教材として活用すべきだろうと思っています。しかし、基本は

教員が教材研究をしっかりして、そしてしっかりした授業を行うことがベースであります。そ

れに伴いまして、補助教材としてタブレットやＩパットなど使う中で、子どもたちの理解を深



 ２５

めていくことは、特に必要だと思っております。町内にも校長会等もありますので、校長会と

検討する中で、できるならばＩＣＴ教育ができるような研究会を、富士川町の教育の中につくっ

ていきたいと考えています。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

ぜひ、子どもたちが良い教育が受けられるよう、しっかり検討し、導入していただきたいと

思います。 

それでは次の質問に移ります。東部開発についてお伺いいたします。１１月８日にフォレス

トモールの県道を挟んだ北側に、大手企業が地権者に対して説明会をしたと聞きましたが、こ

の実現性についてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

中部横断自動車道増穂インターチェンジ西側用地の活用については、平成２１年１０月末に

用途地域の見直しを行ったところであります。こうしたことから、フォレストモール富士川な

どの企業が進出してまいりました。また、先般西日本を中心に家具・ホームファッションの販

売を手掛ける大手企業からの出店打診があり、１１月８日富士川町役場本庁舎会議室において、

地権者説明会が開催されたところであります。今後、開発にあっては、地権者全員の同意が必

要であるとともに、当該用地が埋蔵文化財の包蔵地であるため、地権者の同意に基づく埋蔵文

化財試掘調査等を行う必要性があり、大型商業施設の進出の実現性は不透明であります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

わかりました。次の質問に移ります。 

町は東部開発を一体的に支援してきましたが、今後新たな企業進出の実現に向け、町はどう

支援していくのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。青柳町東部開発につきましては、富士川町都市計画

マスタープランに基づきました、都市と自然が共生する豊かな土地利用の実現に向け、市街地

の特性に応じた計画的な土地利用を図る中、フォレストモール富士川や道の駅富士川がオープ

ンするなど、東部開発は順調に進んでいるものと考えております。今後も、地権者の同意が得

られれば、町の土地もありますので同調し、「力強い産業と魅力にあふれたまちづくり」の推進

に努めてまいりたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

富士川町の玄関口として、これからもしっかり町も関わりながら賑わいのある町づくり、流

入人口がこれまで以上に増えるよう官民一帯で整備していただきたいと思います。 

今回は大きく３つ質問させていただきました。当局からそれぞれ前向きな答弁をいただき、

これからも大好きな町、富士川町のために、ともに努力して行くことを約束して私の一般質問

を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告１番８番 鮫田洋平君の一般質問を終わります。 

 続いて通告２番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 

 ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

 ３番川口です。おらが町を元気に明るくしたいと願いながら、本日は、産業建設常任委員と

してもですね、４つの質問をさせていただきます。 

まず、大きい１番ですが、青柳宿活性館耐震化対策の方針として、１つ目、６月ですか、耐

震化調査で０．０７という非常に危険な建物という結果が出ております。震度いくつに耐えら

れる建物でしょうか。瓦が崩れる可能性もあったり、あるいは当初から中壁を２つ抜いてある

という建物です。先日は大雪の関係で、約３０万円の屋根工事をされたそうです。町は、この

非常に危険な建物について危険性を承知しながら、どのように、直ちに対応策をとっていくの

か伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの川口議員のご質問にお答えいたします。 

青柳宿活性館につきましては、富士川町商工会から「今年度末をもって事業を終了したい」

との意向である旨を報告いただいたところでございます。さらに、3 月末までには富士川町商

工会が、事業終了にむけた手続きを開始いたしますが、それまでの間は展示会等の予約もある

ため、即座の閉館は実施できない状況にあります。このような中、町におきましては、青柳宿

活性化策検討委員会で活性化策等を協議しており、今後、活性化策と併せて、耐震化を行う予

定でおります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町と商工会とは１０年の賃貸借契約が来年３月で終了すると。今、危険性にさらされておっ

て、白馬村は長野県震度６で、公民館も崩壊したと。いつ地震が起きるかわからない、あるい

は大雪が再来する、そういう危険性のある中で、イベントが約束されているんで、やむを得な

いのかなという当局のご意見ですが、万が一に人身事故が起きる可能性がなきにしもあらず。

それで、私ども、あるいは、駐車場ですね、青柳２丁目地区の避難場所にもなっているという
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ことで、住民の皆さんも、あの建物がまず崩壊したら、避難場所はどうなるんだという心配も

されております。先日は樋を、雪崩壊のためのですね、支えといいますか、そういう工事も保

険料の中で工事されたということですが、今、まさに危険にさらされている建物に対して、町

長としては緊急措置等を、テナント等に要請していくと、そういうお考えはないでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

お答えをいたします。 

青柳宿の活性館につきましては、今課長が答弁したとおり、明年３月末まで商工会との賃貸

契約を結んでおります。賃貸契約というか管理の委託をしておりますので、その間は商工会に

しっかり対応をしていただかなければならない。ただ、明年３月で事業は終了したいという意

向を、商工会から受けていますので、先ほど課長が答弁したとおり、今、青柳宿活性化策検討

委員会というのをやっております。その中の答申を受ける中で、そして、その全体的な活性化

策を今後詰めていきますので、それと併せて耐震化を行う予定であります。町が持っている建

物につきましては、耐震度Ｉｓ値のない建物は相当あります。役場も危ないんです。それで役

場も危ないから、すぐ止めるかというわけにもいきませんので、そのへんは地震が起きないこ

とを願うわけでありますけども、その起因が建物管理にあれば、それぞれが責任を負いながら

やってくということになると思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それでは、非常に危険な観光拠点の建物に関して、やむなく来年３月まで現状のままでいた

しかたないというお考えということで承知して、次の質問、小さい２番に移らさせていただき

ます。 

先ほども、町長から出ました青柳宿活性館の活性化検討委員会でですね、これには、建物を

どのように、安全強化するのかと同時に、運営、中身をどのように利用・活用していくかとい

う検討がされております。これまで２度検討委員会がされたようですが、対応が遅れている。

この遅れている理由はあえて問いませんけれども、現状、どのような検討がされておるのかど

うか。その建物、保存をする方向なのか、そしてどのような中身を検討しているのか伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。青柳宿活性化策検討委員会は、本年６月に１１名の

委員により、活性館、追分館及びその周辺を一体的に活用し、活性化策を検討するために設置

されたところであります。また、青柳宿には、これまで様々な補助制度等を活用していること

から、補助金の残存年数などの課題を整理するための検討をしてきたところであります。この

度、課題整理がつきましたことから、第２回検討委員会を１２月１０日に開催いたしました。

これまでの検討委員会におきましては、「旧オギノから活性館をつなぐ一体的な活性化策を考え

る必要がある」また「古風なイメージを残すような活性化策」お蔵の雰囲気を残しながら、富
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士川町の歴史、文化的遺産等を掘り起こして、それらをつなぎ合わせて青柳宿周辺だけでなく、

富士川町全体が活性化することなど、多くの意見が出されたところであります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

検討委員会の中では、この多くの貴重な富士川舟運の歴史を保存する方向で検討されている

ということで、まずは一安心しております。この検討委員会の検討内容については、各会終了

後にホームページ等に議事録等を公表して、町民あるいは利用者さんですね、展示される人も

いれば、来場者もいる。そういう中で、全町をあげて、この検討の内容を知って、ともに上手

な利用をするということもお考えでしょうか。伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問でございますが、検討委員会そのものは、まだ検討委員会をしている最中

でございますので、その都度、会議録等は作成をしておりますが、ホームページへその都度、

掲載の予定はございません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それでは、小さい３つ目の今後の方針と予定について伺います。ハードと中身の運営を含め

て、並行して対応していくということですが、この先どのように安全措置を検討しながら、そ

して中身をどのように利用活用していくのか。検討委員会のスケジュールを含めて町の方針と

計画について伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの今後の方針と予定についてということでお答えいたします。 

青柳宿活性館の活性化策につきましては、２回の検討委員会において、多くの意見をいただ

きましたので、今後はこれらの意見を集約した素案を検討していただく、第３回目の検討委員

会を１月下旬に開催いたしまして、本年度内には提言書をいただく予定であります。町といた

しましては検討委員会からの提言を踏まえ、青柳宿周辺に賑わいを取り戻す活性化計画を策定

することとしております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）  

予定等についてわかりました。耐震化につきましては予算もかかることですし、かつ先ほど

旧オギノを含めた全体の計画も練られるということなんで、まず活性館につきまして、耐震化



 ２９

についての要望を３点聞いていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

通告に従ってお願いいたします。 

〇３番議員（川口正満君） 

これは１番とも関係するんですけども、例えば耐震補強工事の見積もり作業についてはです

ね、工事の方法については、早め、前倒しで検討をお願いしたい。これはもう検討されている

ようですけども、富士川舟運の歴史、財産を保全するような利用活用の検討をお願いしたい。

瓦屋根が重いので、瓦に変わりスレート等で、屋根を軽くすることも必要かと思います。以上

要望しておきます。 

○議長（齊藤正行君） 

次にいってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

２番ですね、株式会社富士川、道の駅の経済効果について伺います。道の駅富士川が開業し

て５カ月。雇用と生産、出荷および消費活動を通じて、町の発展に寄与、貢献することが期待

されています。町長は９月２７日の山梨日日新聞、記者メモにおいて、冬枯れを懸念している

という記事がありました。この５カ月間での実情をどのように分析しまして、貢献度について、

どのように意義付けているか伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの道の駅の経済効果ということでご質問にお答えいたします。 

道の駅 富士川は、道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の方々のための情報発信

機能、そして道の駅をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に行うための地

域の連携機能の３つの機能を併せ持つ休憩施設であります。また、洪水災害等の発生時に緊急

復旧等を迅速に行う防災拠点となる河川防災ステーションを整備し、本年７月にオープンした

ところでございます。オープンにあたっては、新規雇用につきまして、２４人中町内者を１５人

の雇用ができ、売り上げも大型台風の影響があったものの、１０月末で当初予定していた額よ

りも７３４万円の増、入込客数も月平均７，５００人となっております。さらに、富士川町を

伝えるタウンセールスの役割としても、近隣の道の駅ではめずらしい、施設はもとより町内の

商品・観光の案内をする「コンシェルジュ」を配置するなど、町に対しての貢献度は十分ある

と考えております。このようなことから、道の駅 富士川はまだまだオープンして間もない施設

ではありますが、今後の運営を大いに期待しているところでございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

短い５カ月余りの状況なんで、まだまだということですが、状況をですね、出荷者数、販売

額、売上点数等において、町内の比率が３０％、１９％、２３％という数字をいただいており

ます。従業員につきましては２４名だったので町内は６２％ということで及第点ということで

す。さて、農産物等を中心とした出荷につきまして、さらに町内の比率を高めるために、農業
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生産者を支援したり、あるいは現在、１５％販売手数料ですけども、これを町内を１０％にす

る等々ですね、生産、出荷を奨励するという方針はございませんか。伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

道の駅富士川につきましては、あくまでも運営を株式会社富士川にお願いしております。そ

ちらの方で日々運営努力をしていただいておりますので、町としまして、奨励とか、そういう

具体的な方法は考えておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

わかりました。あくまでも、町は株式会社富士川を、監督指導を適正にしていただいて、適

時のデータをもとに、また、来年度は交渉ということで、ご指導をお願いいたします。参考ま

でに、南アルプスのほうでは来年６月に資本金３千万円で、約４００人の申し込みがあるとい

うことで、大きい道の駅が出ますので、その影響、予想も考慮しながらですね、この道の駅の

町内への効果というものを、大いに今後とも見つめて、共に検討していけるようご指導をお願

いいたします。 

それでは大きい３つ目、国道５２号線を生活道路化する計画について伺います。都市計画プ

ランで、町長は安全で安心な都市づくりを実現したい、魅力と交流を育み、心豊かに住み続け

られるまちということで、これを共通のまちづくり指針として掲げております。さて、こちら

もまだ期間短いわけですが、どのようにこの国道５２号線を生活道路化をするということで、

こちらには、非常に位置づけが強く要望されております。どのように具体的に推進していくの

か伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

川口議員の質問にお答えいたします。平成２６年３月策定した、富士川町都市計画マスター

プランにおいて、分野別の道路・交通及び地域別の都市・田園地域のまちづくり方針の中で、

国道５２号の生活道路化を検討することとしております。内容としましては、通過交通の抑制、

歩道整備、電線類地中化、歩行者に配慮した道づくりなどの取り組みを推進する事であります。

町では、国・県への提言・要望として、鰍沢警察署前から追分までの間の電線類地中化や長澤

地区の歩道設置を強く要望しております。こうした中、国道５２号については、今後、県に移

管が予定されておりますので、移管の条件の中に、電線類地中化や歩道設置を入れるよう、引

き続き要望してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

先ほど県に移管してと、県道化にしたいという意向ですか、あるいは電柱の埋設化というこ
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とですが、これは国なり県なりを相手にする大きい事業、予算も必要になると。その前にです

ね、現状の歩道もあったり、安全性もありますので、高齢化の中で高齢者も、先ほども出まし

たが歩いて散策できる、あるいは買い物できるような環境、整備。そういう身近な具体的な、

例えば小公園をつくる、あるいは公共駐車場を設ける。そういうところに配慮しながら、歯が

抜けたような商店街でなく、やはり住民が楽しく歩けるようなまちづくり、生活道路化を目指

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（齊藤正行君）  

２番の質問でよろしいですね。 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

都市計画マスタープランにおいては、青柳・鰍沢中心商店街の活性化の促進として、商店街

の低未利用地の活用や、空き店舗、空き家等の集約再編などにより、ふれあいサロン等の交流

スポット、ポケットパークや駐車場などの整備を掲げております。しかし、今のところ、青柳

町区や商工会からは、ポケットパークや駐車場などの整備について要望等はありませんが、国

道５２号の電線類地中化や歩道設置を要望しておりますので、その工事に併せ、関係する区や

商工会と協議する中で、検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）  

この５２号線は、かつての活気ある商店街が今や空き店舗が非常に増えて、ということで寂

れておる。一方、東部のほうはアクセス道路ということで、大型車や町外のあるいは県外の車

も非常に多くということで、車に関しましては、大いに東部のほうを通っていただきたい。た

だ、この５２号線につきましては、町民を最優先にしまして、具体的に見えるように、町民の

あるいはお買い物をする高齢者たちの安全、安心のためにもですね、見える対策を着手、実行

していただけるように。これは町民や住民の強い要望ですが、この点、できれば町長のご意見

も伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほど建設課長が答えましたように、都市計画マスタープランの中で、生活道路化を掲げて

おりますし、今、国・県のほうにも予算あるいは地域の提言ということで、ここ数年やってお

ります。その中で、バイパスも完成したことから旧国道５２号が県道移管になる話も聞いてお

りますので、そのへんにつきましても、県道に移管されても、これまでの要望事項は引き続い

てやっていただけるよう強く要望しておるとこであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）  

私ども、あるいは町民全体で、できるだけ前倒しで見えるような施策を着々とうっていただ

きたいと。これが、おらが町を元気にすることなんで、どうぞ町当局に関しまして、ぜひ前向
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きな、見えるような具体策に着手、実行をお願いしたいと思います。 

それでは大きい４番、平林地域の活性化について質問させていただきます。来年３月には、

平林西小学校が閉校ということですが、西小の父兄および地域住民の方々も、西小がいよいよ

閉校になるということで、不安、心配の毎日のことと思います。どのように、閉校をにらんで、

平林地域の活性化をしていくのかと。これは議会でも平林の西小閉校とは別に、地域の活性化

を考えていくんだと、そういう要望をしております。そこで、どのように平林地区の要望を、

あるいはニーズを、広聴、広く聞きながら取り組んでいくのか、具体策を伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

川口議員の地域のニーズも広聴して、どのように対応する方針かということについてのご質

問にお答えいたします。地域のニーズにつきましては、タウンミーティングや車座座談会を開

催してその把握に努めるとともに、平成２４年度からは地域支援員制度を創設し、地域の課題

解決に向けた情報提供や、地域と行政を結ぶパイプ役としての役割を担ってきたところであり

ます。こうしたニーズを踏まえて、平林地域の活性化につきましては、これまでに、みさき耕

舎やふるさと自然塾を整備し、地域雇用や都市との交流拠点をつくり、ヘリポートや圃場・水

路・農道などの基盤整備を行うことで、住環境の改善にも努めてまいりました。また、昨年度

には「空き家バンク制度」を、本年度には「空き家改修費制度」を実施したほか、「中山間地域

等における住宅用地取得費補助制度」を実施することとし、地域の活性化に向け、移住・定住

環境の充実にも努めております。さらに、三筋と連携した観光振興や農産物であるトマトの栽

培農家の支援なども行い、農産物振興とあわせて観光を中心とした活性化にも取り組んでまい

りたいと考えております。今後も、地域のニーズの把握に努め、地域の情報を共有し、地域の

皆さまと共に活性化に取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、西小学校の跡地利用については、地域と話し合いながら、活用策について、検討して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）  

平林地区のみならず、この町に対する古民家との利用活用のための補助金などを通じて、活

性化に取り組んでるということですが、西小が閉校すると決まった中で、これまでのタウンミー

ティング等々は、閉校を前提ではなかったんですけども、さて閉校ということで、さらに具体

的に平林地域の皆さんに、どのようにお考えですかと。４月以降なり、そういう、区長会なり

を通じてですね、地域の声を伺いたいと。そういう中で、平林地域の活性化を共に考えていく

と、そういう地域のニーズを聞くということを具体的にスケジュール化すると、そういうこと

はお考えでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

地域のニーズにつきましては、今後も地域の課題解決に向けて、地域支援員の有効活用をお
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願いしたいと思っておりますし、区長を中心に、どのような手法がいいかということはまた話

をさせていただきたいと思っております。これにつきましては、中山間地域全体の課題でもあ

りますので、これまで同様に地域支援員等を有効活用していただければと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）  

この活性化というのは、言うは易しですが、さて着手実行となると極めて難しいんですが、

ぜひ、２７年度の予算にも平林地域の活性化について関連の予算を盛り込むように、関係部署

のご努力をお願いしたと思います。特に平林西小の歴史的な閉校ということを、今回は伺って

おりますけれども、町長の姿勢の中で総合計画づくり、ぜひ町民・住民と協同の活動をもっと

推進するということを念頭に、ぜひ、お力を尽くしていただきたいと思います。 

以上、４つの質問を閉じさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告２番３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前  ９時５７分 

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

再開 午前 １０時 ７分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

 続いて通告３番、１４番、神田智君の一般質問を行います。 

 １４番、神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

 定住促進対策について伺いたいと思います。富士川町においては、非常に人口そのものが若

干減少しておりますけども、住宅の新築というのは、これは消費税の関係もあるかもしれませ

んけども、非常に増加傾向にあるということで、特に中学生までの医療費の無料化、あるいは

０歳児保育あるいは子育て支援も含めた、非常に環境が整いつつある、そんなふうに考えてお

ります。そうした中におきまして、中山間地等における住宅取得補助金交付ということで、こ

の中山間地等につきましては、平林、小室、髙下、中部・五開、それから鰍沢南区については、

天戸、駅前通ということでございますけども。住宅取得用地補助として、８０万円を限度とし

て３分の１以内の補助を予定しておりますけれども、中山間地等以外においても定住促進対策

の考えがあるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

神田議員の定住促進対策についてのご質問にお答えをいたします。定住促進対策といたしま

しては、空き家改修費補助制度を実施し、中山間地域等における住宅用地取得費補助制度を実

施予定としておりますが、人口減少問題は町全体の問題でもありますので、町内全域を対象と

した施策として、定住奨励金補助制度を現在検討しているところでございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

この定住促進補助事業ということでございますけども、どのような内容についてかお伺いし

たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この制度は、今検討中でありますけれども、町内で新たに取得した土地、建物にかかる固定

資産税及び都市計画税の相当額を、定住のための奨励金として、対象者に５年間補助すること

を考えております。これは町内全域でありますので、中山間を含めてということになりますけ

れども、中山間の著しい人口減少に歯止めをかけるために、８０万の土地取得の補助金、それ

に加えて、この制度を導入していくということでありますが、この制度を施行することにより

まして、中山間地域の皆さんは住宅用地の取得費補助とこの定住奨励補助の両制度が利用でき

ることとなります。なおこの制度の適用といたしましては、平成２６年１０月１日からを土地

取得の人を対象に考えていきたいと、こんなふうに今検討しているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

そうしますと、住宅地中山間地等以外につきましても、固定資産税、あるいは都市計画税を

５年間補助するということ、それも２６年１０月１日ということでございますけども、そうし

ます、中山間地等については、その両方の補助があるということでよろしいですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

そのとおりであります。なお課税の対象月は１月１日となっておりますので、既に西小の問

題から、住宅を、土地を取得した人たちもおりますので、適用の日は２６年１０月１日、そし

て課税の時が１月１日ということになります。実際には、これから土地を買って家を建てて住

んでいただいてということになりますから、来年度以降からの奨励補助制度ということになる

と思います。なお、税金は税金としてしっかり納めていただきながら、それに相当する額を奨

励金として、補助金で出していくということを今検討しているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

そうしますと先ほど言いましたように、富士川町は非常に住宅の新築が増えているというこ

とで、分譲するとすぐに埋まるような、非常に住みよいまちづくりということでございますの

で、さらにまた、こういう補助金制度を公表することによって、具体化することによって、よ

り一層、地域の定住促進が図られると思いますので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、続きまして２番でございますけれども、町長は去る１１月１１日から１３日まで

韓国を訪問しておりますけれども、その目的と内容についてお伺いしたいと思います。 



 ３５

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の韓国訪問につきましては、韓国釜山にあります慶星大学校芸術総合大学芸術デザイン

学科のクォン教授が、平林にあります増穂登り窯を日本の活動拠点として、２０１０年から活

動していただいております。今年度、そのクォン教授が大学の学長に就任いたしました。そう

したことから、８月に大学院生とともに平林の登り窯を訪れた際に、平林を拠点とした日本へ

の大学院を設置したいという計画があるということで、相談されたところであります。そうし

たことから、先般、慶星大学校の総長と国際部長にお会いし、大学院設置の考え方や現状の確

認、今後の進め方について、お聞きするために訪問したところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

慶星大学を訪問したいということでございますけども、ここで大学院の設置をしたいという

ことで、これについては非常にこう時間がかかると思いますけども、特に、川口議員が質問し

ましたように、西小の閉校ということで、三筋も含めて平林地域についても活性化が求められ

るということでございますので、ぜひ訪問の成果を本町のまちづくりに、どのように生かして

いくかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

慶星大学といたしましては大学院の設置を進める考えでおりますが、外国に大学の分校を設

置するためには、韓国の法律あるいは日本の法律、それとまた具体的な予算などの検討が必要

であり、また大学設置までに時間がかかることが考えられますので、当面は現在の陶芸の活動

を主体に、大学の日本教場、教える場として活動するとともに、富士川町と文化交流の提携を

行いながら、この活動を、いろんな学部のモデルとしてやっていきたい。いずれは大学院の設

置に発展させていきたいということを、大学の総長さんとも確認をしたところであります。町

といたしましても、今回訪問したのは、どのくらいの規模で考えているのかというのもありま

したので、今後来日する学生などの宿泊場所等について、最大限協力をしていきたいというこ

とも伝えてきたところであります。なお、平林地域が大学の教場となった場合は、若者の交流

人口の増加が期待されるとともに、地域内で学生などが民泊できるのであれば、経済的な効果

や、平林の活性化にもつながるものと思っております。また大学院が設置された場合には、だ

んだんモデルとして広げていきましょうということですが、陶芸だけではなく、総合技術大学

ですから、写真や絵画などの芸術部門も設置されまして、国内外の学生や社会人の方々の生涯

学習の場となり、平林が芸術文化の拠点として、より多くの人たちの流入が予想されます。こ

うしたことから平林地域はもとより、町内全域での定住促進や交流人口の増加に伴う地域の活

性化につなげていきたい、こんなふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 
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〇１４番議員（神田智君） 

ぜひ、この成果につきましては時間もかかるわけでございますけども、韓国ばかりでなくて、

国内の学生も集められるような、平林の活性化のために、これから役立つのではないかと考え

ております。 

それでは、続きまして３番に移ります。この森林環境税ということでございますけども、こ

れは昨年６月に同様の一般質問をいたしまして、ちょうど１年６カ月経過しておるわけでござ

いますけども、森林環境税といいますと、個人から５００円、法人の場合は県民税の均等額の

５％を徴収しておりまして、約２億５千万見込んでいるわけですけども、主に民有林の間伐、

里山整備、広葉樹の植栽等に当てているということでございますけども、昨年６月の町の答弁

といたしまして、「峡南森林組合と連携をとりながら森林環境税を財源とした森林整備を積極的

に導入していきたい」。そんな答弁がございまして、１年６カ月経過しておりますけども、この

財源を利用して里山整備のためにどのように積極的に取り組んだかをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 細野幸男君。 

〇農林振興課長（細野幸男君） 

ただいまの神田議員の里山整備をする考えがあるのかというご質問に対しましてお答えいた

します。山梨県では、森林環境税を財源とした３つの基本施策に基づき、森林環境保全基金事

業を行っております。１番としまして多様な公益的機能の維持増進を図る森づくり、２として

木材・木質バイオマスの利用促進、３として森林づくりや森林体験活動などの社会全体で支え

る仕組みです。この中の１、多様な公益的機能の維持増進を図る森づくりの施策に、里山再生

事業のメニューがあり、長期間放置され低木類や竹・つるの繁茂による荒廃した里山林を再生

する内容で、財源は国庫補助及び森林環境保全基金により補助されることとなります。なお、

この事業は、森林所有者自身が実施することはできませんが、補助金を受けるためには、森林

組合が策定する森林経営計画の対象地域であることが条件であり、森林組合又は町が事業主体

となり実施することとなります。現在、峡南森林組合では富士川町の森林経営計画の地区計画

を策定中で、今年度に完成いたします。今後、この計画に基づき、平成２７年度より峡南森林

組合を事業主体とした森林環境保全基金事業を実施してまいります。また、荒廃山林を抱えて

いる所有者や各区長さんからの情報をいただき、また、採択要件に適しているかなどの調査を

行い、さらにこの事業に取り込んでいきたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

森林組合の関係ということで、平成２７年度から具体的な計画を進めていくということでご

ざいますけども、今の異常気象というか、局地的豪雨、普通だと５０ミリぐらいのですが、

１００ミリと１５０ミリという非常に豪雨になるということで、里山を明るくして土砂災害を

防ぐということでございますので、この里山整備というのは当然必要ということで、今年です

か、広島におきましても災害があったわけでございますが、やはり民有林を中心というでござ

いますけど、民有地の所有者からの希望で、やってくれというのを待っているのでなくて、こ

の地域は災害の危険があるから里山を明るくしようということでございますので、当然、所有
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者を説得したり説明したりして、事業主体は役場、森林組合が一緒ということでございますけ

ども、積極的に、具体的に進めるべきと考えますけれども、２７年度から、新しく具体的な整

備が出るということでございますけども、そのへんの考えを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 細野幸男君。 

〇農林振興課長（細野幸男君） 

ただいまの議員の質問にお答えします。富士川町は２７年度に森林施工計画ができるという

ことの中で、富士川町では３地域に対して地区計画を作っているわけですが、その中で、既に

森林組合はそれぞれの森林所有者と打ち合わせをしながら、地区計画を作っております。また、

この計画を作って施業するためには、実際は協定を結びながらしていくことになろうかと思い

ます。その中で、どの地域がどのように荒れているかというのは、森林組合の森林台帳の中に、

何年ごろに森林を作ったとかいうものが整備されています。その中で、間伐とかそういうもの

は施業計画の中で取り入れるわけですけども、今いってる里山林ということで、近郊の里山林

ということの中で、つる・竹が繁茂している、そういう山林に再生事業を入れていくというこ

とに対しましては、地目が山林ということが大原則になっています。今荒れている地区という

のは、今年の８月の広報でもＰＲしまして、私たちの中に入ってきた情報は、その事業が取り

入れられないところが多々あります。それで、取り入れるところはそうやって取り組んでいき

ますけども、取り入れられない部分もあるということの中で、その計画を立てながら、取り入

れるものは事業化していくという方向でやっております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

荒れている土地については農地ということで、非常に難しい面もあるわけですが、里山を明

るくするという意味におきましても、農地の場合には民有林ではないということで、それはで

きないというわけでございますけども、それらを含めた何か対策というか、里山を明るくする

ような、これは、補助事業は対象にならないというわけでございますけれども、その荒れた土

地の整備ということは、町として何か考えがあるのか。その補助事業とは別に、例えば個人の

畑は対象外ということで、その人に対して町として、「そうはいってもここは非常に危険だから

もう少し明るくできないか」と言うような、そういう考えがあるかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 細野幸男君。 

〇農林振興課長（細野幸男君） 

ただいまの里山事業は、たしかに山林の事業でございますので、その事業を取り入れてとい

うことはちょっとできないところがあります。逆に、そういった事業を取り入れられるかとい

う方向に、そういう里山化された農地を山林にできないかということは検討していきたいと

思っております。そうしたことによって、その事業が取り入れられるかどうかということは、

考えていきたいと思います。現在、農地が荒れているものをどうするかということになります

と、やはり皆さんに農地に戻してくださいというのが大原則になろうかと思いますので、その

へんを町がどう考えているかと言えば、それぞれ所有者に、そういう状態なら農地に戻してく
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ださいというのが、そのとおりだと思いますが、そうは言ってもすでに荒れている農地は、山

林化されているのというのが現況でございます。だからその農地を山林として認めていくとい

うことを、何とかそういうできないかという方向で考えて、それをその事業に取り組むという

そういう方向性ができないかを考えていきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

現状、農地が山林ということであれば、町として地目変更をしてというわけにはいかないの

か。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 細野幸男君。 

〇農林振興課長（細野幸男君） 

農地は白地農地であれば、農振農業地以外であれば、地目変更すればそのとおり山林となり

ます。今問題となっているのは、農振農業地がそのまま山林になっているということの中で、

除外していくというのはちょっと難しいものがありますが、除外できるかできないかという指

導を考えながら、全体的に見て指導ができるものであれば、指導しながら山林という地目を認

めて、そういう事業を取り入れられないかという方向性を見出していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

わかりました。できるだけそういうようなものを対象といたしまして、災害が少なくなるよ

うな里山整備をこれからも進めてもらいたいと思います。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告３番 １４番 神田智君の一般質問を終わります。 

続いて通告４番、２番、深澤公雄君の一般質問を行います。 

 ２番、深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     通告に基づきまして、大きく２つの質問をさせていただきます。 

まず初めに、ますほ児童センターについてご質問します。公共施設再配置計画策定検討委員

会より出されました整備方針の中に、ますほ児童センターおよびセンター内にある、ますほ児

童クラブが、リニア建設計画と連動して、規模、機能、移転先等検討するとあります。また、

追加検討事項として、ますほ児童クラブが学校施設の余裕教室に移転可能か検討し、学校施設

に移転不可能な場合は、学校施設の近い場所に移転可能か検討するとしています。 

そこで１つ目の質問をします。町としては、この提言をもとに、規模、機能、移転先の方針

を決めていかなければならないが、現時点での町の考えをお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 
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〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

それでは、深澤議員のますほ児童センターの機能移転についてのご質問にお答えいたします。 

児童センターは、児童福祉法第４０条に規定する児童厚生施設の一つで、児童に健全な遊び

を与えて、その健康を増進し、また、情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設であり

ます。現在、町の児童センターにおきましても、乳幼児期の子育て支援、遊びを通じての集団

的、また個別的指導、子育ての自主サークル支援、子育ての相談支援、年長児童の育成指導な

ど実施しております。対象者は妊娠期からや高校卒業までの幅広い年齢層となっております。

こうした中、利用者数も年々増加しておりまして、特に子育て中の母親と乳幼児および小学生

の利用が多く、年間２つの児童センターで延１万３千人余りとなっております。その機能役割

から、児童センターは子どもが来所しやすい場所が適切であり、また少子化核家族化の中にお

いても、若い世代が安心して子どもを産み育てられる拠点として、今後さらに重要となる施設

であると考えております。ますほ児童センターの移転先につきましても、こうしたことをふま

えた中で検討しているところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

先ほどありましたように、本当に重要な施設だと思います。これからは財政も厳しくなるこ

とを考えれば、すべての施設を単体として考えるのではなく、複合型として考えていくことも

必要だと考えます。ますほ北児童クラブの移転先を考える上で、やはり子どもの安全面につい

ても考えていかなければならないと思います。恐らく、みんな徒歩による移動になると思いま

す。また、平成２７年度より子ども子育て支援の新制度では、対象がこれまでおおむね小学校

３年生までに限っていたものが、６年生まで対象が拡大され、今後も利用者が増加すると見込

まれます。また、学校施設を徹底利用した実施促進や、一体型の放課後児童クラブおよび放課

後子ども教室の実施等も謳っています。県内の状況を見ましても、小学校の空き教室を利用し

ているクラブが２７カ所、小学校施設内に施設があるところも合せますと、５０カ所以上あり

ます。また、先日の新聞にも載っていましたけれども、横浜市でも学校内に学童の受け皿を増

加する方針を出しております。また、センター内にあります子育てひろばについても、今後は

利用者が増加すると見込まれます。児童センター、クラブとは切り離して、既存の施設の利活

用を考えることが町の負担を軽減し、町民にとってもサービスの向上につながると考えます。 

そこで２つ目の質問をします。検討委員会より、追加検討としてありますように、児童セン

ター、クラブを増穂小学校内に移転することが考えられないか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

深澤公雄議員のご質問にお答えいたします。児童センターは、幅広い年齢層が利用する施設

でありますので、小学校内に移転することは、適当ではないと考えております。しかし、その

一部の機能である、小学生を対象とした放課後児童クラブについては、国の指針では、１教室

あたりの定員の減員や職員配置の増員が示される中、今後の運営にあたって、現在の施設数で

は不足することが見込まれるところであります。そうしたことから、今後、町の町有の公共施
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設や、学校教室の利用を含め、検討が必要であると考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

実は、先日笛吹市の石和西小学校に視察に行ってきました。この小学校は学校施設内に放課

後児童クラブがあり、また、学校の空き部屋を利用して放課後子ども教室を行なっております。

この放課後子ども教室は、退職された教職員で構成される教育活動推進員、そして学校の教職

員、地域のボランティアにより、互いに協力し合い運営しています。このときは笛吹市の生活

学習課の職員の方が２名、石和小学校の教頭先生、そして退職された教員でＮＰＯ法人「学び

の広場ふえふき」の理事長さんにお話を伺いました。やはり最初は大変難しかったようです。

ただ、学校、市、教育活動推進員が互いに協力し合い、継続してきた結果、今では非常にすば

らしい事業になっていると市の職員の方も胸を張って言っておりました。こういう良い事例は、

積極的に取り入れるべきと考えます。 

そこで３番目の質問として、増穂小学校の敷地内に放課後子ども教室と放課後児童クラブを

設置し、一体的に運営することはできないかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

深澤議員のご質問にお答えいたします。放課後子ども教室につきましては、現在、増穂南小

学校、増穂西小学校、町民会館などを会場に、放課後の児童・生徒のための事業を実施してい

るところであります。平成２６年７月３１日に、学校・家庭・地域の連携協力推進事業として、

「放課後子ども総合プラン」が、文部科学省・厚生労働省の連携により示されました。このプ

ランでは、共働きの家庭等の子どもが小学校就学後も安心して育てられる環境を整えるととも

に、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が、放課後や休日を安全・安心に過ごし、

様々な体験活動を行うことができるよう、全国すべての小学校区で放課後児童クラブおよび放

課後子ども教室の整備を進めるものであります。このことから、本町におきましても、施設の

使用条件が整えば、放課後児童クラブおよび放課後子ども教室を一体的に運営することは可能

となります。しかし、事業実施にあたっては、学校施設の責任体制の明確化、子どもの送迎、

指導者の確保や活動プログラムの作成など、課題も山積しております。今後、これらの課題を

解決するとともに、放課後の時間帯に使用しない教室を確保し、児童センターとも連携する中

で、実施してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

非常に前向きなご答弁をいただいたと、理解させていただきます。 

また富士川町では、学力向上フォローアップ事業として、そよかぜ教室が７月より開設しま

した。現在は、増穂教室と鰍沢教室で、隔週ごと土曜日に行われていますが、小学校の登録者

は増穂が３６名、鰍沢が７名。７月から９月までの出席者が増穂で３６人中１８．６名の５２％、
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鰍沢が７名中５．６人で７１％です。出席率も少し低いと思いますし、隔週で１日というのも

少ないのではないでしょうか。また先日、鰍沢小学校に行った時にお伺いしましたが、先生方

で、放課後子どもたちに学習指導をする教室的なことはすでにやっているということです。こ

のそよかぜ教室を、放課後子ども教室として移行すれば、フォローアップ事業ももっと制度の

よい事業になると考えますが、そのへん、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

ご質問にお答えいたします。学力向上フォローアップ事業につきましては、本年度初の試み

というようなことで、７月より実施しております。現在、増穂教室、鰍沢教室に、ただいま話

がありましたように、小学生は４３名、中学生が２０名登録して、土曜日に実施しているとこ

ろであります。この事業、本年度につきましては、県の委託事業ということで実施しておりま

すが、来年度以降について町の単独事業として継続して実施をしていきたいなというふうに考

えております。これまで行なってきた状況等につきまして、退職教員でやっていただいている

指導員の皆さんとも協議をする機会も何回かあったわけでございますけれども、今後の実施に

向けまして、実施する曜日だとか会場、それから学習内容、学校との連携を特にしていかない

といけないというようなことを、検討していく必要があるというような意見をいただいており

ます。ただいま深澤議員からご提案もありましたように、放課後子ども教室との連携も視野に

入れながら、次年度以降の事業を推進してまいりたいなというふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

よろしくお願いします。これからは、民間の教育関連企業の学童保育事業への参入も増えて

くると思います。町としても、常に内容の充実と向上を考えていかなければないと考えます。

また、これからはいろいろな公共施設の再配置も進めていきますが、計画策定５原則に定めて

いることをしっかり検証しながら進めていっていただきたいと思います。 

次に、鹿島落居トンネルについて質問させていただきます。この件に関しましては、地元鹿

島の小林有紀子議員もおりますが、私は中部・五開地区や、町全体の活性化の観点から、鹿島

落居トンネルに関する質問をさせていただきます。鹿島落居トンネルは、県の過疎地域市町村

道県代行事業として、平成１１年度に事業決定を受け、平成１８年度に橋梁と鹿島地区への進

入路が完成しております。現在は町の公共事業評価委員会において、道路事業の見直しの路線

に位置付けられ、トンネル工事が取り残された状態になっております。このトンネルの開通は、

地元鹿島地区の悲願はもとより、中部・五開地区あるいは町全体への大動脈として位置づけら

れ、災害時の輸送路としての活用や観光客の誘導路として、活性化には非常に重要な路線であ

ります。県の事業執行の再開に向けて、これまで富士川町としてどのような働きかけをしてき

たのかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 
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深澤議員の質問にお答えします。鹿島・落居トンネルの建設事業につきましては、平成１８年

度以降、県事業が休止しております。こうした中、中部横断自動車道の六郷ＩＣから増穂ＩＣ

間の工事も着手され、平成２８年度供用開始に向け、工事が進められております。町としまし

ては、このトンネルは物流や地域間交流、防災上の観点から、中部横断自動車道六郷ＩＣから

国道５２号へのアクセス道として必要であると考えております。市川三郷町とともに、国・県

へ建設要望を行っているところであります。こうした動きを、要望にとどまらず、県事業とし

て再開させるため、今月２４日には、再度、市川三郷町とともに、鹿島・落居トンネル建設事

業促進期成同盟会を発足させ、強力に働きかけてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

先日の全員協議会において、期成同盟会の再開についてはお聞きしました。過去の経緯を調

べますと、この期成同盟会は平成８年当時、旧鰍沢町と旧六郷町で建設促進に向けて設立し、

先ほども言われておりましたけれども、平成１８年度に市川三郷町と鰍沢町で開催したのを最

後に、現在まで休止状態となっていました。富士川町になって５年が経過しますが、今まで期

成同盟会が開催されていない状態でありました。昨年の９月議会で、当時の望月邦彦議員が一

般質問をし、その答弁として、早期に建設促進期成同盟会の再開を考えたいと答弁されており

ます。すでに１年以上も経過していますが、これまでの間にどのような対応をしていたのか、

お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

お答えします。富士川町、それから市川三郷町の両町による事務レベルでの連携をとりなが

ら、同盟会再開に向けた調整を行なってまいりました。合併前の旧鰍沢町時代の平成２０年ご

ろから、全線開通に向けた国・県への県代行としての事業要望を行なってきました。それから

富士川町、市川三郷町の両町においては、平成２６年度から要望を、連携しながら行なってき

たところです。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

２つ目の質問に移らせていただきます。中部横断自動車道は、平成２９年度には新清水ジャ

ンクションまで開通すると聞いております。この計画どおりに進めば、あと３年ということに

なります。鹿島落居トンネルが開通すると、その先は六郷インターチェンジにつながります。

こうしたことを考えると、六郷インターを使って富士川町への観光客を呼び込むためにも、こ

の道路は非常に重要であることがわかります。これまでのように、期成同盟会が休止状態で、

積極さが感じられないペースでトンネルの完成を求めるのではなく、もっと積極的に国や県に

働きかけをするなど、地域も必要としているんだといった熱心な姿を示すことも必要だと思い

ます。また、鹿島地区が望んでいる、鹿島橋の入り口の信号機の感応式化も、トンネルが完成
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することにより、交通量が増加することで実現できるのではないかと考えます。町としては、

今後どのような取り組みを考えているのかをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

まずは、鹿島落居トンネル建設事業促進期成同盟会の総会を開催し、トンネル建設事業着手

に向けての要望活動に必要な事業計画及び予算を承認していただくことを考えております。そ

の後は、県事業として再開に向けた要望活動を進めてまいりますとともに、県内の道路整備の

促進を目的として設立された期成同盟会等の団体が加盟している山梨県道路整備促進協会に

加盟し、大きな団体で、国などへ要望・陳情等の活動に参加してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

期成同盟会の開催や県への陳情など、市川三郷町と連携してフットワークよく取り組んでい

くことが重要です。平成２６年度も、あとわずか３カ月余り。私も地元の議員として協力して

まいりたいと考えております。ぜひ今年度中に何らかの動きをする必要があると考えますが、

今年度中、何か具体的なスケジュールがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

お答えします。今月中の何か事業ということですが、これにつきましては、本当に大きい総

会という意味で、２４日に設立総会を開きますので、これが行われれば、以後、国・県への要

望等もだいぶ進んでくると考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君）   

わかりました。ぜひ、フットワークよく、これからも進めていっていただきたいと思います。

私も一生懸命協力させていただきます。 

以上で本日の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告４番 ２番 深澤公雄君の一般質問を終わります。 

続いて通告５番、１１番、市川淳子さんの一般質問を行います。 

 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

 それでは、私は子育てしやすいまちづくりについて質問をしたいと思います。志村町長は、

政策の大きな柱に子育て支援を掲げてまいりました。子育て支援課をつくり、切れ目のない子

育て支援を目指し、実施しているところであります。町長のスローガンである、子どもや若者

が夢と希望の持てるまちとなるために、富士川町がさらに子育てしやすいまちになることが必
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要不可欠であります。今後の政策について町のお考えをお伺いいたします。 

１番いきます。教育費は１家庭に、子どもの数が増えれば増えるほど、家計を圧迫していく

ものであります。将来の富士川町を担う子どもの数を増やすためには、この負担を軽減するこ

とが、早急の課題でもあります。特に、毎月の給食費の負担は、複数の子どもを持つ家庭にとっ

ては、かなりの金額となります。給食費の負担軽減を考えるべきだと思います。給食費の負担

軽減は、子育て支援の一環として、そして保護者の経済的負担の軽減策として、そしてまた、

少子化対策の一助として、とても必要なことだと思います。給食費の負担軽減を考えるべきだ

と思いますが、町のお考えをお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育委員長 中込文江さん。 

〇教育委員長（中込文江さん） 

市川議員の質問についてお答えをいたします。現在、学校給食の調理場は、４つの学校で行っ

ておりまして、献立もそれぞれの学校で決めています。また、給食費も学校ごとに違っており

ます。給食費は、月額約４，９００円から５，３００円というのが現状です。義務教育費にお

きまして、校外活動費とか、教材費などの保護者負担に比べまして多額となっております。特

に、複数人の児童を持つ保護者にとりまして、給食費は家計の中でも大きな負担を占めている

実情です。このことから、町では子育て支援対策の一環として、保護者の負担軽減を図るため、

来年度から給食費の一部助成制度を導入したいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

本当に少子化対策を考える上で、給食費の負担というのは、本当に大きなものがあるので、

それをぜひ考えていただきたいんですが、今、来年度から導入を考えてるというお話ですが、

どのような補助制度をお考えなのか、考えていられる範囲で結構ですので、よろしくお願いし

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

ただいまの件につきましてお答えいたします。志村町長の２期目のマニフェストの中にも、

少子化対策として学校給食費の軽減を検討するということがありますので、教育委員会といた

しましても、８カ月間に渡りまして検討を進めてきたところあります。２７年度の導入を目標

に、第２子の給食費を半額。第３子を無料とするという方向で、さらに検討を進めているとこ

ろであります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

教育長のお話ですと、第２子が半額、第３子が無料ということで確認させてもらいましたけ

れども、もしそういうことであれば、大体、年間試算をなさっていると思いますが、どのくら
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いそれに対して、お金がかかってくるのか、そこらへんはいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

５月１日の児童生徒数が基準でありますけども、第２子がおおむね３５０人弱。第３子がお

おむね５０人弱。該当者が約３５０人おりますので、試算をしていきますと１０００万から

１０５０万ぐらいで、給食費の軽減ができるのではないかと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

１点だけ、ここを確認したほうがいいのかなと思うんですが、具体的に、例えば小学校にあ

がってから中学校までの間の給食費として考えてよろしいんですよね。それで、例えば第１子

が小学６年生、第２子はまだ幼児とか、まだ就学前の子どもさんだったとします。そういう時

に、その対象者はどのような形で対象とするのか。その軽減される対象の子どもの人数は、ど

のような形でするのか。もし具体的に考えているのであれば、この今の１０００万から

１０５０万ということを考えたときに、そこの具体的なこと考えていらっしゃると思うんです

が、そこの具体的なものはどのような形になっていますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

まだ、詳細にわたります詰めは行っていないわけでありますけども、やはり少子化という時

代に、この給食費の負担軽減をしていくということを考えますと、やはり第１子は第１子、第

２子は第２子、第３子は第３子という中で、判断していくのが一番正しいのかなと考えており

ます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

対象者は、具体的に今から詰めるお話だと思いますので、もう１つ確認したいんですが、例

えば、インターネットでいろいろ出ています。私も調べました。一律５００円の補助とかそう

いう町も、市も、これはかなり市が多いんですけど、そういうところがあるんですね。それを

ですね、第２子、第３子というふうに、この町はしようとした、その根拠はどのようなもので

すか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

すべての女性が、それなりの等しい感覚で子どもを産んでいくというわけではございません

し、今の時代ですから、当然、再婚ということも考えられますし、あらゆる場面を想定して、

できるだけそういう方向で検討を進めたいなと考えています。 
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〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私は、この政策は単に給食費を軽減するよというよりは、もうちょっとその町の姿勢をどう

いうところに持っていくかということ、やっぱり少子化なんですよね。要するに子どもの人数

をたくさん一家庭で産んでも、それが、家計あるいは教育費とか、そういうものを心配しなが

ら、子どもの数を制限しないようにするための一つの方法ということだと思うので、では一律

軽減したほうがいいじゃないですかというお話しに対して、いや、町の方針はこうだから第２子

第３子に絞るんです。第４子に絞るんですという、そこの方向をしっかりと位置付けた方が、

私はいいと思うんですが、そこらへんはどうですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

     基本はあくまで少子化対策ということであります。女性に一人でも多くの子どもを産んでい

ただく、そういう環境を整えていくことが、今回の大きな目的であります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

それでは、次の質問に移ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次の質問に移る前に、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前 １１時００分 

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

再開 午前 １１時 ９分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します。 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

それでは、２番の質問に移ります。医療費の窓口無料化の中学３年生までの引き上げは、子

どもがいる家庭を支える政策として、非常に喜ばれ、高く評価されております。他町との比較

においても、格段の差別化が図られていることは町民が知るところであります。富士川町が、

子育てしやすい町として、さらなる無料化の引上げを考えているのか、お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

市川議員の子ども医療費のさらなる無料化の引き上げについてのご質問にお答えをいたしま

す。子育て支援課を新設いたしまして５年目となりますが、本町でも子ども医療費の窓口無料

化、不妊治療費や予防接種の助成、保育料の軽減等、さまざまな子育て支援の政策を打ち出し

て、子育て家庭への支援につなげてきたところであります。中でも、子ども医療費の助成制度
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につきましては、０歳児を対象とした乳児医療費の助成から始まり、３歳児、就学前児童へと

対象年齢を引き上げ、さらに合併の年には、名称を子ども医療費に変更し、対象者を中学３年

生まで拡大をし、積極的に取り組んでいるところであります。また、保護者の強い要望にこた

え、窓口無料化も実現し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図っているところであります。一

方、中学校を卒業すると、児童手当や医療費の無料化などの複数の制度の適応が同時になくな

り、進学費用の出費と重なり、高校生の子を持つ世帯には、経済的な負担が重くのしかかって

いるのが実情であります。こうしたことから、経済的負担の軽減の一助として、明年度から子

ども供医療費助成制度の対象年齢を拡大し、さらに、本町で子育てする世帯の支援を強化して

まいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

対象者の年齢の拡大ということが、今、町長からお話がありましたけれども、どのくらいの

年齢を引き上げていただけるのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今言いましたように、中学校を卒業すると児童手当がなくなり、そして医療費の助成もなく

なりといように、複数が同時にかかってきます。そうしたことから、子どもということであれ

ば、１８歳、高校３年生まで医療無料化を、今検討しているとこであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

これが実現すれば、富士川町はすごいということになります。いろいろ調べても高校生まで

というところは、なかなかないです。ほかのところも、中学生というふうにやり始めたら、い

ろんなところが中学生まで以降引き上げてきていますけれども、それでも就学前のところもま

だたくさんありますし、これが高校生となると、非常にこれは富士川町の子育て支援の筆頭に

あがるようなものになると思います。ただ、私は今度、子育て支援課にお聞きしたいんですけ

れども、子どもの医療費の無料化というところで、一番懸念される問題はいっぱいありますよ

ね。例えば、無料だから、ちょっとしたことで病院に行けばいいというようなこともあると思

うんですが、この政策を押し進めるに当たって、問題点を幾つか考えていることがあれば、問

題点はこういうものがあります、それに対して、こういうことを検討しています、みたいなこ

とがありますか。 

○議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

それではただいまのご質問にお答えいたします。市川議員がおっしゃられたように、問題点

は多々あると思います。例えば、今おっしゃられたような、コンビニ化みたいな傾向も懸念さ

れます。しかし、町全体で子育てを応援しているということを、住民の皆さまにその都度、窓
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口などでお伝えする中で、いろいろな問題点は解決していくと思っております。子育て支援課

の１番のよいところは、助産師、保健師がいつも揃っていまして、住民のニーズにこたえるよ

うに一生懸命対応しております。そういう中で、窓口無料化の拡大をするということは、住民

にとって、とても家計を助ける大きなことだと思っております。いろいろな場面で、無料になっ

たからすぐ救急へ電話しようとか、そういうことがないように、常に窓口で指導もしていくこ

とが大切であると思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

無料化をするということで、助成をするということで、問題が起こることはいろいろ考えら

れます。例えば同じ病気なのに、ここではちょっと治りが遅いから次に行こうとか、複数の病

院に一つ怪我や症状で行ってしまって、医療費が増えてしまう。あるいは、ちょっとしたこと

なのに行ってしまうので、逆に重傷な患者さんが後回しになったりして、病院が混雑して、診

療の必要な人が不便になるようなことも考えられます。あるいは、１番大事なことかなと思う

んですが、保護者の方が病気を予防する注意とか、あるいは、その努力を怠りがちになるとい

うようなことが考えられるんですね。私は、あえて子育て支援のまちとは言わなくて、子育て

しやすいまちづくりということを今回書かせていただきました。それはなぜかというと、今み

たいに、子育てをする側の人たちの意識を、制度はありますと、制度はこういうことで活用し

てください、これはいいんですよ。ただ。子育てする側の方に意識をしっかり持っていただか

ないと、これが医療費の増加につながったり、すごく人頼みになったり、補助してくるのが当

たり前のような感覚になる。これっていうのは、やっぱりその制度を上げていけば上げてくほ

どそれによりかかわってくる。その町民の人たちの意識が、そういうふうになりがちになるん

ですね。それは、子育てしやすいまちということではないと私は思っているんです。これはソ

フト面なんですね。今課長がおっしゃったように、窓口でそういう指導をしていきますという

話もありました。私は先ほど、深澤公雄議員が放課後児童クラブとか児童センターの話をしま

したけれども、これだけ子育てに対して制度が拡充され、給食費も第２子、第３子はこうです。

子どもの窓口無料化も高校生まで考えていますよと。それは制度的な面なんですが、それと合

わせて、それを活用する人たちの意識を、きちっと持っていただくということをしていかない

と、これは医療費あるいは財政的に圧迫することは間違いないんです。そこらへんはどのよう

にバランスをとっていくのか。答えられる課長さんいらっしゃいましたらぜひ、町長でも結構

です。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

法律で決まっているものは別といたしまして、それぞれの市町村が独自施策としてやる補助

金につきましては、これは医療費窓口無料化の補助金だけでなくて、去勢手術の補助金にして

も、動物愛護法にしっかり基づいて使っていただければそんなことはないと思うんですけども、

いろんな補助金には問題点はあります。ただ、そういったニーズが高いということが１つ、そ

れと今回のこの医療費窓口無料化の拡大も考えている１番は、財政的な負担を当然伴いますけ

ども、現状のこの町の状況何とか打破していくための１つの政策です。これですべてが解決す
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るわけではありません。今話が出たようなコンビニ診療も謹んでいただかなくてはなりません。

ただ、１つの病院にかかって、それで安心ではなく、その病気が本当にそうなのかなと、セカ

ンドオピニオンという言葉もありますように、そこからもう１つ違う診療所、あるいは病院で

見ていただくのも大切なことかもしれません。予防に関しても当然、各家庭でもやっていただ

きますし、学校でも保育所でもそういう指導はしていると思いますので、風邪にかからないよ

うにとか、手洗いの励行とかそういうこともやっていただく。今までやっていることは、つな

げていただきながら、これからもそういった負担軽減と同時に子育てしやすいまちをつくって

いこうということで、もし、高校３年生まで拡大すれば、県内では多分初めてだと思います。

ただ、日本全国見ますと、ある程度裕福な町ですと、高校３年生まで医療費窓口無料化やって

いるのはあります。山梨県では初めてということになると思いますけども、今町の状況を見ま

すと、先ほど言ったように、高校生になってしまうと一度にいろんな支援策がなくなってしま

う。そこにまだ小さな弟、妹がいるとなると、非常に家計の負担にもなります。その負担の一

部を軽減してあげることで、住んでもいいかなという町のイメージを持っていただければあり

がたいなと思っています。いろんな補助制度がありますけども、それが当たり前ということで

はないように、役場でもチェックをしながら、また指導をしながらやっていっていますので、

医療費の助成金だけが懸念があるわけではなくて、いろんな補助金に懸念を持っていますので、

町は全体的に無駄な支出はしないようにというふうなことも含め指導はしていきたいと思って

おります。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

本当に今町長がおっしゃったように、そこだけが宣伝文句のようになるというのは、私はそ

れは１つの町のＰＲにはとてもなると思うんですが、それをつないでいかないとだめだなって

今町長のおっしゃるとおりだと思います。例えば医療費の助成制度を導入してから、ここに

ちょっと資料があったんですが、１９７０年から出生数が増えているかというと、増えていな

いと。助成制度をしても同じではないかというような、そんな参考資料があったんですが、ま

た長野県は「医療費は絶対無料にしません」みたいな感じになっているようなところもあるん

ですけれど。要するに、町でやっている政策が、町民の方々が本当にその真意を理解して、そ

れをうまく活用して子育てにそれを適用していくという、そのシステムというか、そういうこ

とを、今度ソフト面で考えていかないと、やっぱりだめなのかなっていうふうに思ったので、

そこらへんを質問させていただきましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

次に３番に移ります。子育ての環境を整えることは、将来の富士川町を担う人づくりにつな

がり、先行投資とも言えます。同時に、町の財政の負担を余儀なくされているのが現状であり

ます。富士川町が子育て支援の町として特色あるまちづくりをしていくために、財政的な面を

どのように賄っていくのか当局の考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今お話ありましたように、何をしたから少子化対策につながるかというのは、非常に難しい

と思います。少子化対策はプライベートの部分がありますので非常に難しいんですが、今回は
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給食費にいたしましても、医療費の拡大にいたしましても、子育て支援対策というふうなこと

で考えております。それがまた少子化対策にもつながっていっていただければありがたいなと

思っておりますけども、子育て支援対策というのは、子育てに関する不安感や負担感を払拭し、

子育てしやすい環境を整備していくことが重要であると考えております。こうした中、本町で

は、第一次富士川町総合計画におきまして「健やかで笑顔があふれるまちづくり」を柱として、

次代を担う子どもたちを安心して生み育てることができる、子育て環境づくりとして、子ども

医療費の窓口無料化、あるいは今回も検討しております給食費の軽減等々、いろいろ考えてい

るところであります。今後も、子育て支援対策を最重要課題として位置づけまして、事務事業

の見直しを進め、優先度を精査しながら、子育て支援対策に効果的な財源を投入していきたい

と考えております。先ほど給食費は１千万強というお話をさせていただきましたが、医療費は

高校３年生まで拡大をした場合に、今想定できる試算ですと３千万程度予定しております。今

言いましたように、事務事業をしっかり見直しながら、そして優先度を精査しながら、そうし

た財源を捻出していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

事務事業を精査して財源をここに充てていくという町長のお答えでしたけれども、これは町

長が子育て支援の対策として、不安感や負担感をなくすために、その財源をいろんなところか

ら賄うということをおっしゃったと思います。ただ、よくわからないのが、そういうことをやっ

ていただけるのはとてもいいんです。じゃあ、よければどこの町でもするじゃないですかとい

う話じゃないですか。でも、できない、できないというか、しないというか。それは、財源の

問題ですか、それとも政策的に順位が高いからそれは富士川町はできる。他のところは分から

ないかもしれませんけども、どういうふうに考えたらいいんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

財政的に厳しいのはどこの市町村も、一部を除けばほぼ同じだと思っております。そうした

中で、その町の重点項目をどこに置いているか、最重要課題をどこに置くかというのが一番だ

と思います。まだまだ下水道整備がしていないところは下水道を１番におくでしょうし、人口

急増のところは保育所の設置とか、水道の設置とか、そういうところにおくと思います。うち

の町は高齢化が順次進んでおりますけれども、安定している人口の推移できている町でありま

すので、そんなに大きな財源の動きが出てこないと思います。災害は別といたしまして、出て

きませんので、町有地の貸し出し、売却、こんなことも今やりながら、そしてまた、大型商業

施設も来ていただきました。土地代も、当然、昨年度と今年では変わっております。そういう

とこの財源も浮いてきます。それと人件費も年々減ってきているはずであります。そういった

人件費をそちらに回しながらとか、いろんな工夫をする中で、この財源は探してくると、こう

いうことであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 



 ５１

〇１１番議員（市川淳子さん） 

その工夫をしていただくことで、こういう財源が生まれてくるんだっていうことを、これは

財政課長も頭の痛いところじゃないかなと思いますけれども、そのように考えますが、そこで

今町長は最優先課題として富士川町は子育て支援対策をしていくんだということが、それだっ

たらもっとアピールしてもいいじゃないかと私は思います。これだけのことを投入して、イン

ターネットを見ても、大月市が出て「なぜ」と思うんです。何で富士川町が載っていないのと

思うぐらい、そういうシステムは分からないんですけど、そういうことを、私、前から町長に

言っているんですけれども、例えば、さっきの給食費の問題は教育委員会。窓口無料化は子育

て支援課。子育て支援課は絶対に福祉保健課と連携をとっていかないとだめなんです。ワクチ

ンとかインフルエンザの予防接種とかいろんなこと、そしてその医療費が多額にならないよう

に、保護者の人たちに知恵をつけていかなきゃいけない。そういうのはもしかしたら教育委員

会も絡まなければいけない。保護者が教育委員会にいらっしゃいますから。幼児でしたら保護

者は子育て支援課なんです。それを、これ企画課かわかりませんけれども、どういうふうにコ

ラボして、この町を、子育て支援を最重要課題として取り組んでいるんだ、これだけの財政を、

町としてはやっているんだと、一丸となってやっていかないと、３番目の財政の負担をこれだ

けやっているんだっていうことをＰＲしていただきたいんですが、そこを町長、もう一度お考

えをお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

非常に大切なことだと思います。まちの中でも１６の課がありますけれども、この課は連携

をとっていかないといけない。そういう中で１６全部一緒というのも大変ですから、総務系統、

総務・企画・消防・財政・税務とか、そのへんの総務系統で１人政策補佐をたてています。今、

公共施設の再配置の関係がありますから、その総務系統の政策補佐はいませんけれども、後、

今言った町民・子育て、そして福祉・教育委員会の関係、これの横の連携をとる政策補佐１人

おります。後は、産業系として、農林・商工観光・建設、こういうところをまとめる政策補佐

が１人います。ここが横の連携をとりながら、政策のバランスを取らせながら、今いろんなこ

とやっています。当然この人たちが、現課といろいろ話をしながら、政策的な立案をしてきて、

それの上に、今度は主要部署であります、人事も絡んできます。財政も絡みます。そういった

課長が入った政策会議で物事を決定していっておりますので、連携はとれているといえば、と

れている。細かい部分で、報告がなかったり相談がなかったりということがあれば、そこは連

携がとれてないということですが、一度にうまくはいかなくても、それをするための政策補佐

を３人置きながらやってきておりますので、庁内の連携はとれていなければ、とるようにして

いただかなければいけないと思っています。そんなことで横の連携ということは常に考えてお

りますけれども、あとＰＲの部分、これは企画課の広報の担当になってくると思います。私も

就任以来、まちの町勢概要というのはどこの町もありますけども、そういうのは要らないと言っ

ております。それよりも町をセールスできるような、タウンセールスブックというのを作りま

した。子育てはこういう制度があるんですよ、ここに住むとこういう制度があるんですよ、そ

ういうものをまとめた冊子なり、そしてそれがのもとになったホームページでのＰＲなり。そ

ういうことをしていただければありがたいなと思っておりますが、やはり人員の関係もありま
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す。そして、大きな市になると、広聴広報の中にインターネット担当がいて、そこが専門でやっ

ていますから、最低でも３人４人の広報担当を持っておりますけれども、うちは２人で今行っ

ております。そういう中でありましても、皆さんが納得するまでのものはできなくても、イン

ターネットを使ったり、あるいは紙媒体を使ったりしながらの広報は努めております。町内向

けもありますし、町外向けも当然していかなきゃいけないと思っています。まだまだ足りない

ところがあると思いますけども、そうはいいましても特に子育てに関しては、今、紙媒体でも

作っているようですから、そのへんは企画課長から細かいことを説明させます。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

ただいまの子育て支援等のＰＲについてお答えをさせていただきます。町では、移住定住促

進も含めまして、子育て支援のＰＲは重要だと考えております。特にホームページで、いろい

ろなものを紹介していくということも、今後充実していかなければならないと思っております

けども、現在、空き家バンクの紹介サイトの中に、くらし支援ガイドという町の補助制度を一

括してＰＲ要旨として載せております。新生活をサポートしますというようなＰＲになってお

ります。これらを使いまして、町外へもＰＲをしていきたいと思いますし、ホームページでも、

それぞれ個々の制度の紹介をしていきたいと思っております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん）。 

３番目の財政のところから、ちょっと飛躍しているような気もするんですが、全体的に子育

てしやすい町づくりに対してということで質問させていただいているので、範囲内かなと思っ

て今質問していますけれども、町長が政策担当を置いていますということで、その区分は今聞

いて、なるほどと。本当にその区分でやっていただければ、統一性が、関連性がとても強いの

で、それでいいのかなと私も思ったんですが、最後にもう一回、どうしても訴えたいことがあ

ります。政策的なもの、そして制度的なもの、そういうものというのはアピールがどんどんで

きるんですよ、やる気であれば。今みたいに広報とかいろんなことで。ところが、アピールで

きないものがあるんです。何かというと、例えば窓口に来ました、それがその窓口行った人が、

本当に満足して帰れるか、安心して帰れるかというのは、職員の専門性と質なんです。これは

本当に財政に関係あると思いますが、人件費って本当に大変だと思います。だけれども、この

前も町長にちょっとお話しさせていただきましたけれども、そういうソフト面の部分というの

は、やっぱ専門性を持った職員の方たちがついていただかないとなかなか解決できない。事務

系の人もいれば、専門的な人もいる。そういうところでは、財政は大変だと思いますけれども、

そういう人的な配置、あるいは採用、そういうところを、これだけ子育て支援のことで全面的

にしているんでしたら、ぜひそこも充実させていただきたいなと思うんですが、町長、考えを

お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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人員的な配置も当然必要であります。今回も６名の職員の採用することといたしております。

事務方は１人でありますけれども、保健師を２名、保育士を２名。そして、土木技師を１名、

事務方１名の６名であります。事務方は幅広くやっていただいていますから、もっともっと欲

しいわけですが、今、いろんな業務が専門化してきておりますので、そういった専門的なこと

も必要。ただこの人たちが、専門職一つでいかれたのであれば、町は何人ひとがいても足りま

せんので、ある程度、先ほど言ったくくりのなかぐらいでは動いていただきたい。そういう中

では、職員の育成ということがやはり一番大切だと思っています。私は、いろいろ議会に予算

を計上し、制度を計上し、それを議決していただければ、それが執行できるんですが、職員の

育成は日常の業務の中で育成されていくと思いますので、各課長が部下を育成する、その意識

を１番に持っていただきながら、自分が全部仕事をするのでなくて、最後のチェックだけして、

後は職員がもっともっと自信を持って、先を見ながら仕事をしていくような職員をつくり上げ

ていただければ、いい町になっていくんじゃないかなと常々思っています。ですから、これか

ら一番やっていかなければいけないのは、当然、住民のニーズに応える事業もありますけども、

それにソフト面で応えていくには職員の育成だと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん）。 

それでは質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告５番 １１番 市川淳子さんの一般質問を終わります。 

続いて通告６番、１０番、秋山貢君の一般質問を行います。 

 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

まず、１点目の国の合同庁舎の整備促進についてということで、（１）毎年、国に鰍沢簡易裁

判所を除く、国の５機関の合同庁舎整備の早期実現を要望しております。国の機関を、ワンス

トップで利用できるよう、鰍沢簡易裁判所を含めた合同庁舎整備を要望すべきではないかと考

えますが、町の見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

秋山議員の質問にお答えいたします。本町の鰍沢地区には６つの国の出先機関があり、三権

分立の観点から、司法機関が行政機関の合同庁舎に入居することは出来ないことから、シビッ

クコア地区計画では、鰍沢簡易裁判所を除いた５つの国家機関を集約した合同庁舎を整備する

計画としているところであります。しかし、司法機関と行政機関の敷地および建物を区別する

ことにより立地が可能となりますが、既存の６官署の建築規模・駐車スペース等の面積確保や、

それに伴う建ぺい率などの建築基準法の建築制限により、鰍沢病院跡地には司法機関の建物と

行政機関の建物の立地は厳しいと考えております。一方、現在、鰍沢簡易裁判所については、

老朽化が進んでいることや施設の不備の解消の観点から緊急度が高く、現在地での建て替えを



 ５４

進めているところであります。こうしたことから、今後も、鰍沢簡易裁判所を除いた５つの国

家機関での合同庁舎整備について、引き続き要望活動を実施してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君）  

確かに三権分立で同じ建物には入居できない、それは理解しております。今、鰍沢簡易裁判

所の工事をしているという答弁がありましたけれども、確かに平成２５年８月から庁舎建設工

事を行う予定だったんですね。今の現庁舎の南側にプレハブの仮庁舎を建設して、そこで執務

をしている状況です。確認したんです、ホームページで「裁判所は工事をして迷惑をかけます」

となっていますけれども、いつごろ完成するんですかとお聞きしたところ、確かいろんな要因

があるんですけれども、今のところ庁舎は建てたけれども、工事が進める状況にないというこ

となんです。じゃ今年度の予算というのはどうなんですかと聞いたら、昨年度予算を執行でき

なかったと、今年度は東京の裁判所が管轄しているけれども、予算はついていないという説明

だったんです。今後の見通しはというところで、できるだけ進めたいと思っているけれども、

その執行については東京の裁判所が判断することだから、うちでは何とも答えようがない。た

だ住民の皆さんには迷惑をかけているので、その点を住民の皆さんに聞かれたら、ご理解して

いただけるように説明してくださいということだったんです。この５機関ですね、鰍沢区の検

察庁、法務局の鰍沢支局、税務署、労働基準監督署、職業安定所、確かに簡易裁判所と含める

ことはできない。先ほど課長がおっしゃったとおりで、でも別の建物として独立していれば、

同じ敷地の中に立てることはできると考えています。というのは、今現在も法務局があり裁判

所があり、検察庁がある。大体あれを一体とみれば、建物は確かに個別ですけれども、一体的

なエリアの中に存在しているということであれば、あの鰍沢病院の跡地、確かあそこが４千平

米弱の敷地を確保していると、それから先ほど課長さんがおっしゃった、あそこで国の５機関

は建築予定の面積、それから建ぺい率とか容積率を満たしているんでしょう。しかし、当然、

住民の皆さんのご理解とご協力をいただけるということが前提ではありますけれども、敷地を

拡充するということができれば、この国の５機関プラス簡易裁判所を集約して、行政サービス

の向上。やはり１カ所にあったほうが、ご存じのとおりあそこの簡易裁判所、非常に狭いとこ

ろで、わかりにくいんですね。この間も鰍沢のところにいたら、法務局を聞かれたんですけど、

どこにあるんですかと。わかりづらいんです、狭くて。あそこ広げようと思っても、なかなか

広げられない。であれば、せっかく簡易裁判所の建設建て替え工事がなかなか進んでない、こ

ういった状況は逆に、富士川町にとれば、合同庁舎の一体的な整備をもう一度、当初でも敷地

に関しては、当然住民の皆さんの了解を得なければいけないんですけれど、努力すると。であ

れば今のところの建て替えよりも、簡易裁判所も含めて一体的な、ワンストップでできるよう

に、真に国民のための行政サービスができるように、どうか考えてくれませんかということを、

僕は提案して要望する価値はあると思うんですけれどもいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

質問にお答えします。平成２６年、今年度、庁舎の解体工事の入札を実施したということな
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んですけど、不調に終わったというところです。国の機関としては、平成２７年度建て替えと

いうことで計画を持っているということです。簡易裁判所も、５つの機関の合庁のほうに、隣

接した場所にでも計画されれば、本来でしたら住民サービス等非常にいいと思うんですけど、

現行の計画の中で、もう動き出しておりますので、なかなかその辺は難しいのかなと考えてお

ります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確かに動いていると言っても、僕の聞いたところでは今年度の予算はたしか盛っていないと

いうお答えだったと思うんで、ぜひそのへんの確認をとっていただいて、もし町の提案ができ

るのであれば、やはり国民の利便性というものを一番の主眼として、この合同庁舎、５機関プ

ラス簡易裁判所ということで、ぜひ要望をしていって、実現に向けた町の行動というものをとっ

ていただきたいと考えています。１つ目の質問はこれで終わらさせていただきます。 

それでは２の将来の公共施設のあり方についてというということで、（１）平成２６年度の鰍

沢プールの団体利用者は、３団体の述べ２１日、延べ２２０人の実績であった。今後、鰍沢プー

ルの廃止も検討される中で、教育委員会では利根川プールを利用しての団体の受入れ体制をど

のように考えているのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

秋山貢議員の質問にお答えします。利根川プール・鰍沢プールともに、毎年県内外のスイミ

ングスクールや県外の高校の水泳部が合宿で利用しており、今年は両プールで７団体が利用し

ました。団体が利用する場合は事前に申請をしてもらい、日程やコースが重なる場合は調整を

行い、利用していただいております。今後、鰍沢プールが廃止となった場合については、従来、

鰍沢プールを利用していた団体も利根川プールで受け入れられるよう、利用日数、利用時間を

延長するなかで、利用団体の日程、利用時間、使用コースの調整を行い、宿泊施設とも十分な

連絡をとりながら、団体利用者に支障がないよう対応していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

具体的に再質問ということでお聞きいたします。先ほど、７団体の利用者があるということ

で、平成２６年度の利根川公園プール団体利用者、これ５団体、延べ３３日、延べ人数が２８３人

ということで資料をいただいております。鰍沢プールと利根川公園プールの団体利用時間が、

午前７時から９時と、それから午後４時から６時の４時間となっております。先ほど、課長の

答弁の中で、利用日数と利用時間について利用者と協議し、それから宿泊施設とも十分協議し

ながら検討していくということなんですけれども、こういった今の団体利用者さんというのは、

どういった目的で来ているか、その監視員さんに聞いたところ、ここでコンディションを整え

て全国の大会へ出ていくということで、非常に利用時間というものが、なかなか難しいという
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ことは聞いたんです。当然一般利用者への配慮は欠かせないんですけれども、利用時間の延長

ということであれば、例えば午前７時から、今の９時を１０時にする。それから午後４時から

６時を、午後４時から８時と、こういうふうにすれば７時間ぐらいは利用可能時間が増えるの

かなと思うんですけれども、こういうふうに町とすれば利用時間については考えているんで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

まず１つは受け入れ体制ですけれども、通常４月から受け付けを行なっていますけれども、

団体を優先的に、ほとんどの学校が１月２月、４月からの新学期を迎える中で組み立ててきま

す。そこのところで早い１月２月にあれば、うちのほうで受け付けをいたします。それから、

先ほど秋山議員が言われたように、水温にもよりますけれども、朝６時から９時、それから夕

方につきましては４時から７時、夏場ですので明るければ使いたいと思っています。あまり暗

くなって照明がつきますと、虫とか害虫が来ますので、朝方清掃をしなければならないという

状況になりますから、照明はつけなくて明るいうち７時か８時近くまでは行いたいと思ってお

ります。もう１つはコースですけども、各団体によってコース貸を行っております。コースに

つきましても、鰍沢で行なっている団体につきましては利根川にきます。そこで利根川の団体

と、プールのコースの調整をきめ細かに行っていく。この３つを行っていって調整を、もし鰍

沢プールが閉鎖になっても、利根川プールで、このようなことを踏まえて行なっていきたいと

考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そういうふうに具体的な時間も、もう既に検討しているということであれば、こういった施

設の利用時間の変更というのは規則ですかね、この施設の管理規則でしたか、こういったもの

の、当然変更もしていかなければいけないんですが、それは当局のほうで必要なときにできる

と思うんですけれども、もう来年の４月から利用時間と利用日数、そういったことが実現でき

るように、もう予定はなさっているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

今、教育委員会の中で検討をしていまして、対応できるように考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

もう一度確認ですけども、課長さんとすれば、来年の４月からはその規則をなおして、来年

のプールの使用シーズンには対応ができるように、順次していくということでよろしいですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 
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〇生涯学習課長（依田正一君） 

そのように考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

はい、わかりました。 

では次の質問ですが。 

〇議長（齊藤正行君） 

質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

再開は午後１時とします。 

休憩 午前 １１時５５分 

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

再開 午後  １時００分 

○議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

ここで町長から、先ほどの秋山貢議員に対する答弁について、一部訂正したい旨の申し出が

ありましたので、これを許します。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど秋山貢議員の将来の公共施設のあり方についての再質問におきまして、生涯学習課長

が、来年度に向けて支障がないよう調整をいたしますという答弁をさせていただきましたが、

公共施設のあり方につきましては、現在、公共施設再配置検討委員会から提言をいただいた状

況であります。今、庁内のほうでその提言書を受けとめながら、今、再配置計画を今年度中に

策定する予定でおります。その策定計画が出てからの話でありますので、鰍沢プールにつきま

しては、明年度も夏季におきましては、例年どおり運用することとしておりますので、先ほど

の答弁で、来年度に向けて支障がないように調整をいたしますというのは、おわびして訂正を

させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君）  

それでは、１項目の再質問ということでお伺いします。平成２６年度、今年の夏ですけれど

も、鰍沢プールは５０日の利用可能日がありまして、団体利用者を除いて大人が４３２人、子

どもが１，４２５人、合計１，８５７人の利用があったと聞いております。来年度は、今年の

７月に竣工した鰍沢小中学校プールを使用することによって、ある程度は子どもの利用者を吸

収することができると考えるんですけども、鰍沢小中学校のプール、来年度はどういうふうに

利用を考えているのかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
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鰍沢小学校のプールにつきましては、本年度、初年度ということで、鰍沢小中の教職員、ま

たＰＴＡの皆さんとも検討を進めているとところありますけども、今年度の実績に基づきまし

て、来年度は教職員、ＰＴＡの協力得る中で、本年度よりもプールの開催、オープンの日数を

増やしていくという方向で検討しています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

来年度は開放して、今年よりも多く利用できるようにするということで、大変ありがたいん

ですけれども、あそこは小中学校の付属のプールということなので、そこに通っている児童生

徒以外には、基本的には利用できないと考えているんですけれども、例えば、これから鰍沢プー

ルがどういうふうになるかということによりますけれども、鰍沢プールに町内のお子さんは夏

休みでも利用できるけど、親戚の町外に住んでいるいとこが一緒に遊びに来て、プールに行こ

うということになっても、付属のプールの開放ということであれば、基本的には利用できない

ということだと思うんです。そうであれば、これから先の話ですけれども、鰍沢プールの廃止

が予想される中で、こういうふうに使えないときには、やはり、町内外に関わらず子どもが利

用できるように、例えば料金徴収という問題も出てきます。監視体制ということも検討すべき

だと思うんですけど、そういったことを将来に向けての取り組みを考えているのかお伺いいた

します。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

ただいまの答弁をさせていただきます。基本はあくまで学校プールであります。あそこに料

金徴収員を設けて、一般開放をしてくということは考えておりませんけども、夏休みに鰍沢小

学校のいとこが来た時に、僕は学校プールに行くけれども、君は入れないんだよというわけに

はいかない部分もありますから、そのくらいの部分については許容範囲で受け入れていきたい

なというのは、今のところ思っています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そういうように柔軟に対応していただければ、せっかく造ったプールでありますので、使い

勝手もいいし、子どもは町内外問わず、町で育てる、県で育てる、国で育てるという考えに基

づいてですね、やはり利用できるようにしていただければありがたいと思います。 

それでは（２）の同時に多人数が連泊する合宿は、地域活性化に対する効果が大きいと考え

られます。町内公共施設を中心に、現在ある観光資源を有機的に結合させた合宿ツーリズムと

して取り組む考えがあるのか、まずお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 
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秋山議員のご質問にお答えいたします。現在、合宿として利用可能な本町の社会体育施設と

しましては、野球場、ソフトボール場、テニスコート、プールなどがあげられ、夏休みなどの

５日から１０日という中期の滞在期間の中で、練習の効果が最大限得られることをねらいとし

て来られる団体が多く、観光資源の利活用までは結びついていないと考えております。その他

の公共施設において、利用者の条件を満たす施設環境であり、合宿に活用が可能であれば、ぜ

ひ利用していただきたいと考えております。また、５月に町民体育館において開催された東日

本少年剣道交流錬成大会の際に、観光物産協会の協力を得て、特産品の販売や観光情報の提供

を行い、大勢の方に町営温泉を利用していただき好評を得たところであります。こうしたこと

から、合宿ツーリズムにつきましては、各種大会開催や合宿と合わせた観光振興を関係課と情

報を共有し、連携して取り組んでまいりたいと考えます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

再質問させていただきます。平成２５年度の殿原野球場の利用可能日数、これが２１６日で

ありました。そのうち利用申請日数は４０日、１７６日が使われていない計算になります。殿

原ソフトボール場、これ利用可能日は２１６日で、利用申請日数は８４日で１３２日が使われ

ていない計算であります。大法師ソフトボール場は２９５日利用可能、これが２０４日の利用

申請日数。よく使われているんですけれども、それでも９１日は使われていない計算でありま

す。ほかにも利根川テニスコート、大法師テニスコートについても、それぞれ３７日と１５８日

は使われていない日がある計算で、当然、屋外でありますから天候不順で使いたくても使えな

い日も、これには含まれていると思いますので、なかなか計算どおりにはいかないと思います。

また、これらの施設は、土日に利用する頻度が高いと聞いております。施設が空いている平日

に首都圏の同行会やクラブチーム。また会社や学校に呼びかけて、合宿に利用していただくと。

練習の後はかじかの湯もありますし、まほらの湯もありますので、汗を流していただいて、宿

泊は町内のホテルや旅館で、舌鼓を打ちながらくつろいでいただくと。また、ますほ文化ホー

ルは音楽合宿と言ったような用途でも考えられると思います。オプションとしては櫛形山登山、

それから大柳川渓谷、豊かな自然を散策するいろんなバリエーションが豊富に、このまちには

あると考えています。これらを総称して、自称で申し上げないんですけど、合宿ツーリズムと

いうふうに私は考えています。これらの事業化に向けて、１つ問題があるといえばあるんです。

それは施設利用の予約方法の問題です。基本的には、プールの場合には４月にコースとか、日

程、それを町と調整して早めの予約ができると言っても、４月にして、利用するのが７月です

から３カ月４カ月前だと思うんですね。ほかの施設は基本的には、毎月第２火曜日の夜に貸し

出し会議を行いまして、翌日の水曜日から翌月分の申請ができることになっております。例外

がありまして、県や市町村や郡、中学生の大会は予約、これは４月から仮申請として、本申請

は毎月第２水曜日以降に申請するというふうになっていると思うんです。プールの団体利用は

先ほど言ったように４月にできますけれども、この中で唯一ますほ文化ホールが６カ月前から

使用許可申請ができることになっております。やはり、こういった合宿ツーリズムをいろんな

人に来ていただく、ＰＲする、営業もかけるということであれば、やはりこれぐらいの最低で

も半年くらい前に予定がつかないと、使ってくださいと合宿を誘致することはなかなか難しい
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のかなと考えています。そこで町として、こういった合宿目的の団体利用者の方々、ある程度

の長期の予約というのは認めていかないと、なかなか思うような事業展開できないと思うんで

すけど、その点についてお考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

秋山議員の再質問にお答えいたします。先ほど、秋山議員が言われたとおり、殿原野球場、

ソフトボール場、利用率も低いです。ただ、先ほど言われましたように、大きい大会、県の大

会、郡の大会というのは、ある程度前もって仮予約をしております。文化ホールについても半

年前からということで、プールは先ほど言いましたとおり優先的にと。こちらのほうも県の大

会、それから、大きなイベントがない限りは、申し込みがあれば仮予約というふうなことで、

プールと同じように、前もって仮予約をして、なるべく受入態勢を広くしていきたいと考えて

おります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

はっきりできるかできないかお答えいただきたいんですけども、例えば、さっき言った宿泊

施設の方とも連携しながら、プールも利用者の利便性を高めて、どんどん使っていただきたい

という話をされていましたけれども、これも、こういったことをしっかり、例えば規則があれ

ば明示していただいて、これ使えるよと。例えば、半年でも８カ月前からでも、こういった合

宿ツーリズム、いろんなところの施設を使いながら、地元の観光資源を生かしていく取り組み

をしたいと言っても、やはりこの基本になる施設を必ず使えるというものがないと、なかなか

これを事業展開が難しいと思うんです。こういったことを、団体の利用客で連泊する使い方を

するであれば、町としては協力して、そういった長期の事前予約を間違いなくやりますよって

いうのか、そうでなくて、いつもどおり検討しますというのか、それについて明確な答えをお

願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

ただいまの件ですけれども、再優先はやはり町民の利用だと思いますし、町関連の各種団体

の利用だと思いますが、それ以外について利用が可能ということであれば、町内の宿泊業者、

あるいは観光業者と連携をとる中で進めていきたいと考えています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

なかなか日本語の理解が難しくて、この連携を進めていくっていうのが、当然、町民の皆さ

んの影響を最小限にするということは当たり前だと思うんです。でも、先ほど言いましたとお

り、例えばソフトボール場にしても、利用可能日というんですか、極端に低いと思うんです。

いわゆるそういう支障がないところを、例えば５日でも、さっき課長さんおっしゃった、中期

期的に使えるということであれば、僕はどんどんその町内の宿泊施設の事業者と協力して、富
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士川町ではこんな合宿ツーリズム取り組んでいるよという点をホームページでも紹介して、首

都圏のみならず、全国展開をして、多くの人に来ていただく。そして、例えばこの間の山車も、

自分たちが引くのではなくて、引き手を全国から募集して来ていただく。そして、もみじ祭り、

それから氷室神社のお祭り、穂積のお祭り、そういったいろんな資源を生かす。これが町長が

考えている有機的な結合した観光ツーリズム、合宿ツーリズムというふうに結びついていくと

思うんです。ですから、当然町民の皆さんに迷惑かけることはしない、これは前提です。でも

稼働日が極端に低いところがあるわけじゃないですか。そういったところを使わせてもらって、

観光業者の方もＰＲして、使っていきたいといったときに、やはりそこは町のほうも、ぜひ協

力体制を整えていただいて、町の業者さんが積極的にこの事業に参加できるようなことを、ぜ

ひ考えていただきたいと思うんです。それにつけて、こういった事業を立ち上げていくときに、

インセンティブって言うですか補助制度、例えば、さっき言った商工会で宿泊施設の皆さんが、

全員で取り組んでいこうといったときに、多少でもいいから、そのホームページ作成の補助金

を付けてあげるとか、そういった制度の導入というのも考えていただければありがたいと思う

んですけど、その点については、そういったことも可能かどうかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

町民の利用を再優先する中で、宿泊業者と利用する相手の皆さんの条件が整い、また、利用

施設が可能ということであれば取り組んでいく事業だと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ぜひ、私もそういう業者さんに話をしながら、今ある資源を有効に生かした中で、この町に

大勢の方に来ていただく取り組みというのをしていきたいと考えております。 

それでは３番目の戸別受信機についていうことで（１）の難聴者の方が利用するディスプレ

イ型の戸別受信機の助成を考えているかお伺いしますということで、これは前回の９月にお伺

いしたんですけれども、現在、町で考えている戸別受信機は１台１万円くらいということで、

利用料が月５０円で年間６００円。そして、難聴者の方が利用するこのディスプレイは１台２万

５千円ということをお聞きしたんですけど、これについて送信局の設置工事も業者が決まった

ということなので、もう一度、念のためにお聞きしたいんですけれども、助成を今現在考えて

いるのかお願いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

戸別受信機のご質問についてお答えをいたします。戸別受信機の本体であります防災ラジオ

につきましては、前回おおむね１万円程度、ただそれにあと電波料がかかると。この電波料も

含めて、１台買っていただければ、そのままあと１０年使おうが、２０年使おうが機械が持つ

限りは、すべて込みということで、現在１万７千円円で希望者に販売することといたしまして、

この本体の助成については考えておりませんが、難聴者が必要とする付属品の文字表示機に対

しましては、助成をしてまいりたいと考えております。この文字表示機は、台座型の文字表示
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機とタブレット型の文字表示機と２種類がありまして、いずれも新機種で１万６，５００円程

度するものであります。聴覚障害者として身体障害者手帳の交付を受けている方が購入をする

場合には３分の２、それ以外の難聴者が購入する場合には２分の１程度の額を助成してまいり

たいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そうすれば、３分の２と２分の１の補助制度ということで、今のところ、なかなか何台購入

してくれるかという想定は難しいと思うんですけれども、町とすれば、何台ぐらいの台数の導

入を考えているのかお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

約６千世帯ありますけれども、そのうち防災行政無線が聞きづらい家がどのくらいあるかと

いうのは、しっかりは把握しておりません。ただ、私の家にしても、はっと思ったときに窓ガ

ラスを開けなければ聞けない状態ですから、相当いるんじゃないかなと思っております。半分

とすれば３千世帯、４分の１とすれば１５００世帯ということになりますけれども、できるだ

け、これから身体障害者手帳は持ってないが高齢化社会になっていますので、テレビのボリュー

ムも、ものすごく大きくなっていると思いますし、各家の気密性も高まってる中で、防災行政

無線は日中外にいる時は十分聞こえると思いますけれども、雨の中、そして深夜となると聞こ

えない人がいると思いますから、私は３千台以上は多分希望者がいるんじゃないかなと思って

おります。今回、次の広報の中で募集をしていきたいと思いますけども、本体については先ほ

ど言った１万７千円の表示をしながら、そして付属品については２種類ありますよと、１万

６５００円ほどの金額。それと助成制度については今検討しておりますということで、この１月

から募集をかけながら、この助成金につきましては、機種を配布するのは新年度になってから

でありますので、新年度予算に予算を計上させていただきながら、ご議決をいただければ交付

要綱を作って助成をしていきたい、こんな順番でいきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確認だけ、もう一度させていただきたいんですけれども、基本的には１万７千円の本体を使

うと、それから、あとは難聴者の方はディスプレイ型を別につけて、そしてそれを見て使うと

いうことで、その２つが難聴者の方にはセットにならなければ利用できないということでよろ

しいんですね。 

○議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

そのとおりです。本体がまずあって、その本体からケーブルをつないで、タブレット型、そ

れとセットで入る機械もあるようですから、いずれにしても２つの文字表示型がありますけど
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も、それはどちらにしても１万６５００円程度ということで聞いておりますから、それで販売

をしていきたい。すべての人が１万７千円の本体は買っていただく。また難聴者については、

身体障害者手帳を持っている人は３分の２ですから、１万６，５００円のうちの１万１千円ほ

ど町が補助をする。身体障害者手帳は持ってないけども耳がどうも遠いという人については、

文字で見ていただけるように２分の１ですから８千円ほどの補助を出していく予定でおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そうしていただければ、大勢の方が導入していただけるんじゃないかということで、送信局

ですね、費用をかけたけれども、最大の効果があったというふうになっていくんじゃないかな

と考えます。 

これで私の質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、通告６番 １０番秋山貢君の一般質問を終わります。 

続いて通告７番、４番、青柳光仁君の一般質問を行います。 

 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 私の質問は２項目ですけれども、まず当町の公共交通機関についてお尋ねをします。この町

には通学バス、それから市川病院と富士川病院の連絡バス、シャトルバスですかね。それから

身延線の鰍沢口駅と市川大門駅を結ぶコミュニティバス。そのほかに、同じデマンドではあっ

ても、定時定路線のデマンド。それから、電話をかけて呼ぶデマンドバス。そのほかに山梨交

通の定時バスの６系統が走っているわけですけども、山交バスがだんだん本数が少なくなる中

で、町の公共交通機関が、先ほどいいました５系統になっているわけです。今回は、そのうち

のデマンドバスについて現状を伺っていきたいと思います。 

初めに１番目として同じ町内でドア・ツウ・ドアと、これは増穂地区のほうですけれども、

鰍沢地域は停留所方式。同じ町内で２系統に分かれているその理由を伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利進君） 

それでは、青栁議員のデマンドバスについてのご質問にお答えします。デマンド交通システ

ムは、利用者の予約に応じて自宅から目的地まで行くドア・ツウ・ドア方式と、地域内に設け

た乗降場所を回る拠点方式がございます。増穂地区では、平林方面、小室方面に分けて運行し

ており、距離的に一部運行が可能なため、ドア・ツウ・ドア方式と拠点方式の併用の運行形態

となっております。鰍沢地区では十谷方面を運行しており、距離が長く運行時間がかかるため、

拠点方式のみで運行をしております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

サービスの提供というのは、進めれば進めるほど、利用側のわがままというと語弊がありま
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すけれども、いろいろ難しい面があります。増穂地区の業者からは、何とか停留所方式にして

くれないかと、玄関まで行って、また次に玄関まで行くというのが大変だという声も聞かれま

すし、町民からはフルデマンドで玄関まで来てほしいと。これは鰍沢地区の方かもしれません

けども、そういった声もあります。そこで次に、先行した３年前からですか、テスト走行して

この７月に本実施になったわけですけど、増穂地区の利用者とか、今年度の７月から本格スター

トした鰍沢地区の利用者に、利便性のアンケートなどの聞き取り調査をしているのか。また、

実施している場合には、その集計結果があれば伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利進君） 

富士川町地域公共交通活性化協議会では、毎年１月に、デマンド交通システムについて増穂

地区で、利用者アンケート調査を実施しております。鰍沢地区におきましては７月からの運行

ですので、まだアンケート調査は実施しておりません。デマンド交通の利用登録をしている方

を対象に、利用者、未利用者を無作為抽出で行なっており、回収率は７１％になっております。

アンケート集計結果によりますと、利用者の年齢は７０歳以上の方がほとんどであり、利用目

的は医療関係への通院が多く、月２～３回程度利用されています。運行に対しては、約９３％

の人が満足しているという結果であり、継続的な運行が求められております。未利用者からの

回答は、利用しない理由として、移動手段がある、または家族が送迎する等で、今後はそうい

う移動手段がなくなった場合には利用したいという意見でした。また、アンケート調査結果は、

地域公共交通活性化協議会に報告され、今後の運行計画に反映されます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私があちこちで聞いている声は、病院の付き添いへも登録がないと乗れない。登録さえして

おけば乗れる。あるいは、他町の娘が来ているときに急に具合が悪くなった。そのときに娘は

付き添っていけないということもあろうかと思いますけど、こういう緊急の場合には、実際に

は融通をきかせていただいているようですから、その点は運用でやっていただければいいと思

うんですけども、ほかには、温泉に一緒に行きたいけれども、町外に嫁に行った娘は乗れない

んですかとか、それから自宅から病院、そこから買い物へ行ってまた自宅へ帰るということに

なると、往復３回、その都度３０分前には、特に病院は何時に終わるかわかりませんので、そ

の３０分前には電話をしなければならないと。そういうことで中山間地というか山間地ですね。

以前、寄ってくれていた買い物客が寄らなくなくなったというような声も聞いております。そ

れから文化協会とかボランティア集会へ、山間地の会員が来なくなった。あるいは、鰍沢から

利根川公園へ行くという場合は、役場の前で降りて、そこからまた増穂地区を走るデマンドバ

スに乗りかえていかなければならない。これは増穂地区から鰍沢、かじかの湯へ行く場合も同

じだと思いますけども、あと、鰍沢口駅前の西側の人と東側の人、西側は富士川町内、東側は

市川三郷町になるわけですけども、この人たちが無尽会をやっていたと。デマンドになったら、

市川側の人は乗れない。それで、かじかの湯で無尽をやっていた人たちが無尽を断ってきた。

かじかの湯でも毎月来てくれていたお客さんだから、今はかじかの湯で送迎をして無尽を継続
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してもらっているという声もありました。後は、観光客は一体どうすればいいのかなというこ

とも感じます。そのほか、まだまだ不便の声があります。また、残念ながら、私は資料をホー

ムページから印刷したんですけれども、増穂乗り合いタクシーのままになっています。そのほ

かに、まだ窓口も平林増穂乗合タクシーデマンド交通２４年７月から運行時刻利用料金等が改

正されます。平林地区穂積地区行き、定時定路線増穂乗合タクシー２４年から利用料金が改正

されますというようなパンフレットもありますし、新しいパンフレットもいただいて読み込み

ましたけれども、よくわかりません。私が乗ろうとした場合には、オペレーターが教えてくれ

るとは思いますけれども、何時ころ十谷から私の家の前を通るのかというようなことも、非常

にわかりづらいことになっています。このように、ホームページのＰＲとかパンフレットのＰ

Ｒ、もう一度再検討をお願いしたいと思います。特に年寄りから聞く声は、定時定路線バスで

あれば自分で計画を立てて、このバスに乗って病院へ行くと、病院が午前中に終われば何時の

バスへ乗って、オギノへ寄って買い物をして次のバスへ乗って帰るとかという計画を立てて、

その間に３０分待つとか１時間待つとかっていうのは、そんなに負担に感じないといいますか、

時間のつぶし方は考えていらっしゃるようです。そういうところの高齢者の感じた声が届いて

おります。 

そこでの次の質問になります。３番目ですけれども、デマンドバスを廃止して、最初に申し

上げました病院間、それから通学バスは別になるかもしれませんけれども、鰍沢口市川大門間、

あるいは定時定路線、普通のデマンド交通。こういった、町有の公共交通を統合して、定時定

路線運行の町営バスに戻す考えがあるかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利進君） 

町が運行しておりますバスの系統につきましては、コミュニティバスにつきましては増穂商

業高校生やＪＲ利用者の利便を図るものであります。また、病院間のシャトルバスにつきまし

ては、病院利用の方の利便性を図っております。スクールバスにつきましては、小中学生の通

学の手段として平成２６年度から導入しております。デマンドバスにつきましては、スクール

バスの運行開始による利用者減少と、町営バスの老朽化や今まで運行不可能な山間集落への乗

り入れを目的に運行を始めたものです。現在、増穂地区のデマンドバスは利用者に定着してお

り、鰍沢地区においても、ただいまいただいた意見ですとか、利用者の意見を反映しながら運

行していきたいと考えております。現行の方法をこのまま続けていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

現行の方法を変える予定はないというご回答と受け取っておりますけれども、私も最初にデ

マンド交通システムが採用されるというときには、実はフルデマンドといますか、ドア・ツウ・

ドアでタクシーより安く、本当に町民にとっていい制度だということで大賛成だったんですけ

れども、４、５カ月、町民の声を聞くたび、だんだんだんだん違うんじゃないかなと感じてい

るので、ここで質問しているわけです。これをつくるときに、担当職員も大変苦労されて、運

行を開始したこともわかっておりますし、すぐにとはいいませんけれども、今課長から答弁が
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ありましたように、現行のままでいくというようなことでなくて、ぜひ町民の声を聞き取って、

その調査だけは早くしてほしいと思います。そうすればもっと実態が見えてくるんじゃないか

なと思うわけですね。現実に甲府市、石和町、韮崎市、山梨県のモデルケースになると言われ

た北杜市。このへんはみんなデマンドを取り止めているんです。必ず何か問題があると思いま

す。現在、甲州市、身延町、あと都留市でしたか、この辺はデマンド交通を続けているようで

すけれども、先ほど言いました甲府市や韮崎市、北杜市は取りやめている理由があると思いま

すので、他町の聞き取りもしまして、できれば定時定路線、というのは例えば私の住む教育文

化会館の前のことで言いますと、朝７時２分ぐらいに十谷方面に向けて走っているのです。だ

れも乗っていません。そこのから十谷へ行って帰ってくるのが８時何分。それが一本あると。

次には４時ぐらいに十谷と鰍沢病院との往復がある。午後はきっと乗る人もいると思いますけ

れども、朝７時というのは、こちらから行く人はいないわけです。ですから、７時と４時の間

へ２、３本、定時定路線を入れていただく。この辺のお考えはどうでしょうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

現行、デマンドバスが７月から始まったということで、さまざまなご意見とかをいただいて

いるわけですけれども、私どもといたしましては、もう少しデマンド運行を続けていく中で、

いろいろな検証しながら、必要が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（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再確認します。まず、鰍沢地区のアンケート調査はしていないということですので、まずそ

れをやっていただけるかどうか。それから、やめた他町村の調査をしていただいて、どこに問

題があったのかを、調査していただけるかどうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

アンケートにつきましては毎年行なっておりますので、鰍沢地区はいたしておりませんけれ

ども、今年度中には早い段階で実施する予定でおります。また、やめた地区の状況につきまし

ては、それぞれこちらで確認をさせていただくということで、先行市町村の状況は確認してい

きたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私としては、定時定路線バスをぜひ間へ入れていただけるよう、検討を希望するわけですけ

れども、まずアンケート。それから他町村の調査。それから、再検討というふうにしていただ

くように指摘をしておきます。 

それでは次に、大きい質問の町営住宅の整備計画について伺いたいと思います。最勝寺の西
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ノ入団地は、昭和２６年から３４年くらいの間に建築され、既に５０年から６０年以上経って

おります。また鰍沢中区の町営東田団地は、昭和４３、４４年に建設されましたので、４５、

４６年経っていると。どちらも、木造、耐用年数３０年のものであります。ここでお住まいに

なっての方もいらっしゃいますけれども、耐用年数経過後３０年のものが、もう４５、４６年

年。あるいは５０年６０年経っていると。西之入の方は退去されて、半分崩れかかっている家

もありますけれども、鰍沢には１５世帯あって、そのうち１３世帯がまだ入居しております。

この辺で対策の必要があるんじゃないかと考えております。東田については、１世帯１人の人

数といいますか１世帯１人住まいが４棟。２人住まいが３棟。３人住まいが４棟。あと５人住

まい６人住まいが１棟ずつというような、１人住まい２人住まいが大勢を占めるというような

状況になっております。家賃については３，３００円から５，２００円の範囲内というふうに

伺っております。ただこれは基準がありまして、月収１５万８千円以下の方のための住宅とい

うのが基本になっておりまして、月収がそこをオーバーした場合は、それなりの超過家賃をい

ただいているようです。その中でも最高は１万３，５００円というふうに伺っています。そこ

で東田住宅が４０年以上経っているということで、東田住宅の中の県営住宅というのがありま

す。県営住宅の方は棟続き長屋になっていまして、４棟とか５棟が一緒になって棟続きになっ

ていると。それが西側のほうに町営があって、その隣に県営があってという並び方ですと、県

営の方は分けて考えればいいわけですけども、なんかＸ字型じゃないですけれども、県営住宅

があって町営住宅があって、その東側に県営住宅があって、また町営住宅があったり県営があっ

たり、その敷地自体も変な具合になっているので、四角には取れない状況なんですね。そこで、

そのまた東側を考えると、その東側には峡南医療センターの、前は先生方の社宅になっていた

敷地があります。こういったものを一体化して計画を考えたらどうかと、自分なりにも考えて

みました。その峡南医療センターの所有地が２，７０４平米。約８２０坪あります。こちらも

昭和５１、５２年ごろに建てた社宅ということで、今は当然何年も使っていませんから、蔦が

絡まっている。誰か住みませんかといっても住みたくないような形になって、既に３８年です

か、そのくらい経過している建物が２棟あります。この社宅の木造２階建ても放置されている

ということで、たまたま町営団地の敷地が２，７４０平米、こちらも８００何十坪というふう

にありますし、町営と県営が入り組んでいるような敷地も、多分県営の方は３千平米近くある

んじゃないかと思われます。これを一体的に開発すると約８，５００平米、２，５００、２，

６００坪の長方形の形になるわけです。そこで、町として東田団地の整備計画とか、あるいは

西之入住宅の整備計画が今現在あるのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

青柳光仁議員の質問にお答えいたします。町営住宅の維持や今後の建て替え等につきまして

は、平成２３年度に策定した富士川町公営住宅長寿命化計画に基づき行うこととしております。

この計画では西之入団地は用途廃止となっており、廃止後の土地利用については敷地形状が不

整形であるが、敷地規模が大きいため、分譲地として活用を検討することになっております。

こうしたことから、県と廃止後の土地利用に関する協議を進めてまいりましたが、まとまった

エリアの廃止計画であることが許可条件であったことから、現在、全体敷地に対して４メート

ルから６メートルの道路計画や、１区画７０～８０坪の分譲地計画を策定しているところであ
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ります。東田団地については、同長寿命化計画では用途廃止となっており、また、隣接する県

営鰍沢団地については、県計画でも同様に用途廃止となっております。しかしながら、この地

域は小中学校や児童センターなどが近く、住環境が良いことから、定住促進を図るため、県と

も協議をする中で、県営住宅としての建て替えや宅地分譲などを検討してまいりたいと考えて

おります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

西之入については、だいぶ前から検討していただいて、道路、それから分譲を考えていただ

いているようですが、ぜひ東田についても同様に、用途廃止を県も考えているということであ

れば、深く突っ込んで計画をしていただきたいと思います。現状の状況はわかりましたけれど

も、景観的にも、それから防災面からも早急な対応が求められるんじゃないかなと思います。

東田団地について、青柳町や北新町にあるマンションですね、５階建て６階建て。ああいうも

のに造り替えたらどうかなと思っていましたけれども、現状の青柳団地とか北新町の団地を考

えると空き部屋が多いと。永住ということを考えるとちょっとマンション形式は無理かなと思

います。そこで、用途廃止になって、もし県営住宅の何人かの方が立ち退いて、つぶすという

ようなことになれば、リニア計画もありますので、リニアで立ち退かなければならない住民が、

町外に移転しないように、西之入に計画しているように、また永住人口の増加策として分譲団

地を東田の方へも考えたらどうかと、今は考え方が少し変わってきております。また、先ほど

説明しました医療センターの約８２０坪の敷地は、たまたま富士川町が病院の駐車場へ貸して

いる東側に土地があると思いますけども、そこと等価交換といかないまでも、交換条件で処理

をしていただいて、そして、あとは県と当然交渉していただいて、払い下げを受けるというよ

うな形にもっていっていただければ、先ほど言った２，５００坪ぐらいの長方形の土地になる

わけですね。その上で永住用の宅地分譲をするというような案はどうかなと思います。その中

で、心配になるのは今住んでいらっしゃる方々で、町営住宅は１３件、県営のほうは１棟５件

くらいあるんですけど、その中にせいぜい１件くらいしか住んでおりませんので、この方々に

は、家賃も先ほどいいました月収以下の方であれば、５，２００、３００円ですから、これを

２年間ぐらい無料にするから、北新住宅へ移ってもらえるかどうかというような交渉をして、

２年間無料にしたって年間１世帯当たり６万円ぐらいですから、引っ越し費用と考えて、そう

いう優遇条件も考えて、あるいは北新町、青柳町にある住宅の空室を埋めるためにも、そういっ

たその意向調査なんかもしていただきたいと思います。これを関連質問として、堀口課長で結

構ですから、検討できるかどうかお答えいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

西之入団地につきましてもアンケート調査を行いました。今後、東田の計画を立てていく上

でもアンケート調査は重要と考えております。第一の優先順位は県営住宅の建て替えというこ

とで考えております。それから後は、宅地分譲という優先順位で町は考えております。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私、当初に述べましたように、東田団地、それから県営団地、それから峡南医療センターの

所有地。ここが草ぼうぼうになっているし、景観的にも当町が所有する団地は、だいぶ大雪で

も降れば心配な状況になっております。もう４４、４５年から５０年以上経っているわけです

から、ぜひ県とも交渉して、整備計画を進めていただきたいことを強く要求しまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告７番 ４番青栁光仁君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５６分 

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

再開 午後 ２時 ７分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します。 

続いて通告８番、１番、小林有紀子さんの一般質問を行います。 

 １番、小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

 １番、公明党の小林有紀子でございます。まず初めに、このたびの衆議院議員選挙におきま

して、公明党は３５議席を獲得することができました。町民の皆さまのご期待に全力でお答え

していく決意でございます。 

これより大きく２つに分けて質問をいたします。１つ目は、ＤＶ被害防止対策についてお伺

いいたします。ＤＶ、ドメスティックバイオレンスとは、両親からの暴力や、幼児虐待を含む

配偶者や恋人など、親密な関係にある、または、あったものから受ける暴力のことですが、被

害にあった女性や子どもの、精神的、肉体的被害は甚大であり、大きな社会問題であると考え

ます。そこで、１番目の質問ですが、安心安全なまちづくりとして、ＤＶなどのさまざまな暴

力に、いち早く気づき、適切な対応が必要と考えますが、本町でのＤＶ被害の現状とこれまで

の取り組みについてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君 

○町民生活課長（依田一利君） 

小林議員のご質問にお答えいたします。ＤＶの被害については、なかなか潜在的で表面化し

てこない事案ですが、町で把握している平成２６年度の事例としては、電話相談６件、来庁し

ての相談２件、継続的な支援１件であります。現在、緊急を要するような事案はありませんが、

町では、平成２４年度に県の福祉部局や警察等と連携し、早期発見、早期対応、および未然防

止対策の協議並びに、必要な措置を講ずることを目的として、富士川町虐待防止ネットワーク

協議会を設置したところです。この協議会において、虐待事例の報告、対応状況の確認を行い、

関係機関が情報を共有する中で、適切、迅速な対応に努めているところであります。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     山梨県男女共同参画基本計画に掲げる１１の目標の一つとして、女性に対するあらゆる暴力

の根絶を掲げています。さらに、富士川町男女共同参画推進条例の第２章第９条に、何人もす

べての男女間において、ドメスティックバイオレンス等、あらゆる形態の暴力行為は行っては

ならないと禁じています。ＤＶ防止法が施行され、ＤＶは犯罪行為であると社会的認識が広が

り、子どもの目の前でのＤＶについても、児童虐待と規定されました。さらに、公明党の推進

で、昨年、改正ＤＶ防止法が成立し、国と市町村に自立を支援する責務を有すると明記し、Ｄ

Ｖの防止と被害者保護の施策に関して、市町村は市町村基本計画を定める努力義務が制定され

ました。ただいま、本町のこれまでの取り組みの答弁をお聞きしましたが、基本計画の状況に

ついてもお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君 

○町民生活課長（依田一利君） 

ただいま言われました基本計画につきましては、努力義務ということでございます。今後、

検討していきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

早急な策定の検討をお願いしたいと思います。山梨県県民生活男女参画課主催のデートＤＶ

講演会に参加してまいりました。ＤＶがいかに身近な問題であるか、ＤＶの被害がトラウマと

なり、自己否定や、ひいては自身が加害者への道をたどってしまうケースも多く、暴力の負の

連鎖を断ち切ることが、社会から暴力を根絶する道につながると感じました。被害者が勇気を

出して行動を起こせるよう、生活再建へのあらゆる対策が求められます。 

２番目の質問ですが、ＤＶに関する講座、研修、ボランティアの育成など、広くＤＶに関す

る認識を周知啓発する取り組みの考えがあるかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君 

○町民生活課長（依田一利君） 

     お答します。ドメスティックバイオレンスとは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であ

ることは認識しております。このようなＤＶの被害を防止するには、ＤＶに関する知識を身に

つけ、早期発見につなげるために、民生委員や町民からの行政への通報が大切なことと認識し

ております。こうしたことから、民生委員児童委員協議会で虐待等の講座を開催しております。

また、ＤＶの被害があった場合には、そのおそれがある場合の、相談機関名、電話番号、相談

時間等が記入されているカードを役場庁舎の窓口に配置しております。さらに、くらしのカレ

ンダーには虐待相談ダイヤルを掲載して、対応機関を周知しております。今後は、男女共同参

画推進プランに位置づけて、ＤＶに関する啓蒙を図ってまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

町民を対象としたフォーラムや講座をさらに開催していただき、積極的にＤＶ防止の教育や

啓発に取り組むために、さらに、行政職員へのＤＶに関する研修もぜひ行っていただきたいと

思いますけれども、その点に関しては、検討していただけないでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君 

○町民生活課長（依田一利君） 

住民等に関しましては、男女共同参画プランの中で位置づけて、いろんな講座、フォーラム

等、できることをやっていきたいと思います。また、１番もとにある役場職員にも、今後、講

座等を行っていきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ前向きな検討をお願いいたします。 

次に交際中の若い男女間に起こる暴力をデートＤＶと言います。内閣府が行った調査による

と、女性の１３．７％、男性の５．８％が、１０代から２０代の間に交際相手から被害にあっ

たと回答しています。交際経験のある高校生の３割が、ＤＶ被害、精神的、身体的、性的な暴

力のいずれかがあると答えています。このような事態の背景には、家庭なら児童虐待、学校で

はいじめ、職場ではセクハラなど、力を持って相手を支配するという構図が社会にあふれてい

るためです。このまま育つと、力を持つ人は、他を抑えつけることに疑問を持たなくなると言

われています。ＮＰＯのＤＶ防止講座を受講したうち、特に中学生は、交際する前に学べてよ

かったと感想を書いています。 

３番目の質問として、被害者にも加害者にもならないために、若い世代へ向けたデートＤＶ

に関し、本町の中学生を対象に教育講座を行うべきと思いますが、お考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君 

○教育長（堀口広秋君） 

ただいまの質問にお答えいたします。デートＤＶは、身体への暴力だけではなく、精神的、

経済的、性的な暴力など、さまざまな形で行われます。特に若い学生などでは、携帯を使って

相手を強く束縛することなどが多いと言われております。思春期を迎え、異性との交際が出て

くる中学生では、日常の中でこのようなことが起きている可能性も考えられます。このことか

ら、中学校におけるデートＤＶの教育講座は、生徒たちがどのように対応していくべきかを知

る大変よい機会であると考えます。現在は、デートＤＶに関する講座は実施しておりませんが、

今後、道徳教育などで推進していきたいと考えています。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ進めていただきたいと思います。さらに、ＤＶを社会から根絶するためには、より一層
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の教育や啓発が必要です。 

４番目の質問ですが、教育の場でＤＶ防止教育を進めていくため、教職員を対象にした教育

指導者研修会の実施の考えがあるかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君 

○教育長（堀口広秋君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。ＤＶ防止を進めるにあたりましては、まず、教職員が

しっかり認識することが重要であります。本町の教員も、本年度、増穂中学校の養護教諭と、

３年生の担任教諭が、県のデートＤＶ防止に向けた教職員研修会を受講したところであります。

今後も、このような研修をできるだけ多くの教職員に受講させ、生徒指導やＤＶ防止に生かし

ていきたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

次に大きな２つ目の質問ですが、中部・五開地域の活性化についてお伺いいたします。深澤

議員の質問にもありましたが、このたび、平成１８年から活動を中止しておりました、鹿島落

居トンネルの建設事業促進期成同盟会が再開されることは、鹿島をはじめとする中部区の皆さ

まにとって、大変に喜ばしいことであります。長年、防災や緊急避難対策として、地元住民が

強く要望してこられた、悲願ともいうべきトンネルであり、今後、大きな期待をしているとこ

ろでございます。 

１番目の質問として、この期成同盟会の動きを受け、中部・五開地域の活性化について町長

の見解をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

小林議員の鹿島落居トンネルの再開に向けた、中部・五開地域の活性化についてのご質問に

お答えいたします。鹿島落居トンネルは本町や市川三郷町に限らず、峡南地域にとっても重要

な幹線道路になると考えております。この道路が開通することによって、当町の中部・五開地

区と市川三郷町の六郷地区、身延町の下部地区との地域間交流が活発になり、交流人口の増加

が見込まれます。平成２８年度末には中部横断自動車道の六郷インターチェンジが供用開始と

なり、トンネル完成後にはインターチェンジへのアクセスが短縮され、交通の利便性が飛躍的

に向上することが予想されます。このことから、源氏山、大柳川渓谷、つくたべかんや塩の華、

温泉施設など、地域の観光資源がこれまで以上に活用され、地域振興や地域雇用の拡大に大き

く貢献するものと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
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私もこのトンネル開通とともに、中部横断自動車道六郷インターを利用して静岡方面から、

車の流れ、人の流れができ、大柳川渓谷や温泉や塩の華への観光客アップ、地域活性化へと連

動する大きな起爆剤になると考えます。このトンネル建設事業の計画と同時に中部・五開地域

の情報通信網の整備は活性化のために必要不可欠であり、対策が急がれます。 

２番目の質問として、第一次富士川町総合計画の中に、高速情報化社会への対応として、ブ

ロードバンドゼロ地域解消を掲げられておりますが、町内で唯一、中部・五開地域だけが、ブ

ロードバンドの整備が非常に立ち遅れています。通信事業者は、整備には消極的であり、この

ままでは町民サービスの地域間格差が拡大するばかりです。中部・五開住民に対して、どのよ

うな調査検討を重ねてきたのか、その現状と課題をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 

小林議員の、ブロードバンドの現状と課題についてお答えさせていただきます。中部区およ

び五開区のブロードバンド対応に関しましては、地域からの要望が光ケーブルの整備による、

ＣＡＴＶなどの多チャンネル視聴と、インターネットの高速化であったことから、平成２４年

９月に当該地区の６つのテレビ組合に対して、アンケート調査により、ＣＡＴＶの参入や、そ

れに伴う組合の継続などについて意向調査を行ったところ、すべての組合から解散の意向がな

いとの回答を得たところであります。また、平成２５年１１月には、地域の方々に、光ケーブ

ルの整備に要する国の補助事業の審査基準や、ＣＡＴＶなどの民間事業者が、当該光ケーブル

を利用してサービスを開始するために必要となる加入率及び利用料などについての説明を行

いました。この説明の後に、地区が行った住民アンケート調査の結果として、インターネット

接続の加入要望が中部区で４０．３％、五開区で２６．４％との報告をいただいたことから、

国庫補助制度の審査基準である整備対象世帯の過半数を達することができなかったため、事業

化が困難である旨を、本年３月に、中部区及び五開区の区長に対してお伝えしたところであり

ます。このことから、当該地区の光ケーブル整備につきましては、テレビ組合との調整やイン

ターネット接続の加入率が課題となっております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

平成２５年の住民アンケート調査を行ったということを、今お話し聞きましたけれども、そ

の内容がインターネットに加入するか。インターネットを使うか使わないかの質問ですと、間

違いなく高齢者の方々はインターネットは使わない、使えないといった答えで、結局、加入者

が５０％を超えるわけがありません。インターネットの加入者を増やすには、インターネット

利用方法が、多種多様にあることを広く知っていただくことが必要です。さらに、町に住んで

みたいという移住希望者の条件の１つは、ブロードバンドが設置されているかどうかです。イ

ンターネットがどれほど私たちの生活に密着した活用方法があるか、安心安全、生きがいづく

りの活用方法として、先進事例として、県内で唯一、道志村で活用されているのが、２００９年

７月から情報通信基盤整備事業の一環として、テレビ電話を使った双方向告知通信システム「知

らせますケン」の導入があります。地震や火災を初めとする緊急告知から、廃品回収などの生
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活情報のお知らせなどの告知、さらに、双方向機能を活用して確認したかどうかを、送信側に

知らせることもできます。この機能を活用して、アンケートサービスや問診サービス、災害時

の安否確認ができます。商用サービスとしても各家庭で商用告知を配信し、相手の顔が見える

やりとりができ、安心して買い物ができます。さらに、健康生活支援サービスとして、テレビ

電話による健康相談、問診など、医療機関や保健福祉センターと連携して、健康相談の事前問

診に活用。健康管理のデータ測定管理、健康情報の提供。そして何より、テレビ電話を利用し

て、離れて住む両親や家族と、顔を見ながら話ができます。高齢者の多い山間地域に、お年寄

りに寄り添った安心安全なやさしい福祉のまちづくりとしての効果が期待できるのではないで

しょうか。 

３番目の質問として、高齢者の多い中山間地域の人口減少への歯どめとして、光ファイバー

による情報通信基盤の整備が急務と考えます。午前中の神田議員の質問にもありましたが、平

林には、光ファイバーが通っているので、町長の答弁の中で、国内外の生涯学習の場としてと

しての活用も考えられておりました。中部・五開地域の住民の高齢化が進む中、積極的な推進

が、今こそ必要と考えますが、対策についてお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 

小林議員のご質問にお答えいたします。人口減少等につきましては本町の重要な課題である

と考えております。特に人口減少が著しい中山間地域においては、その対策の一つとして光ケー

ブルによる情報通信基盤整備の必要性は認識しているところであります。こうした地域への光

ケーブルの整備に当たっては多額の費用がかかることから、国庫補助事業を取り入れるには、

アンケート調査の結果からも困難な状況であります。しかし、町としましては、サテライトビ

ジネスの誘致や町内全域に、行政情報を伝える必要がありますので、今後、地方単独事業とし

ての、光ケーブルの敷設も検討していきたいと考えております。ただしこの場合におきまして

も他地域と同様に、ＣＡＴＶへの加入が必要になりますので、加入料や使用料について他地域

と同額料金とするには、５０％程度の加入率が必要となってくると思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

安心安全なやさしい福祉のまちづくりとしての効果が期待できるので、ぜひ光ファイバーの

設置を大いに進めていきたいと思っております。先ほど鮫田議員の質問にもありましたが、今

の答弁にもありましたが、サテライトオフィスも光ファイバーさえ設置されていれば、この中

部・五開地域の自然豊かな環境を考えると、大きな可能性が考えられるところであります。ま

ず、先進事例としての道志村への行政視察を、ぜひ検討していただきたいと思いますが、その

点も含め、ぜひ、見解をお願いしたいと思います。光ファイバーに対して、まず、最優先課題

として、この中部・五開地域の活性化のために、ぜひ位置づけとしてこの光ファイバー網を最

優先として進めていただきたいと思いますので、そのためにも、また、道志村への行政視察な

ども含めて検討をしていただきたいと思いますが、その点に関していかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 
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○企画課長（川手貞良君） 

まず、情報格差の是正をすることが最優先と考えております。そのことでサテライトビジネ

スの誘致、それからと町の行政情報を伝えることができるようになってくると思います。その

後、町全体としてどのようなシステムが、利活用ができるかというようなことも含めて検討が

できるかと思います。そういうときには、また行政視察研修もできればと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、早急な実現をお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告８番、１番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

 続いて通告９番、１３番、井上光三君の一般質問を行います。 

 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 それでは早速ですが質問に入ります。私からは、観光資源の保護・管理とその振興対策につ

いての１本に絞りまして、６点ほど質問をさせていただきます。 

まず１点目、大法師公園の桜の保護・管理について伺います。桜は、ご承知のように富士川

町の花でもあります。また、大法師公園は桜の名所１００選にも選ばれております。しかし、

先に行われたさくら祭り、私も何回か足を運びましたけれども、花の咲いていない桜が数多く

あるということです。議会でも、その後、議会として公園の視察を行いましたけれども、残念

ながら、大変老木となり、衰弱して枯れた桜の木があったということです。町では、今後、こ

うした桜の保護・管理をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

井上光三議員の質問にお答えいたします。大法師公園の桜については、年々咲き具合が悪く

なってきていましたので、昨年度、山梨県森林総合研究所の樹木医に目視をしていただいたと

ころ、植樹してから４０年から５０年を経過したことによる老木であるとの見解をいただきま

した。こうしたことから、今年度から、順次伐採し、新たに６、７年生の成木を補植すること

としております。今後も引き続き、計画的に伐採および補植を行うとともに、樹木医による定

期診断を行い、その結果に基づいた桜の保護・管理を行なってまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

かなり老木になって衰弱しているということで、昨年は樹木医に診ていただいたと。桜の名

所があるよその自治体を見ますと、樹木医というのは、我々病気になった時の主治医と同じよ

うに、選任して、それも１人じゃなくて何人か選任して、ずっと桜の管理を行っているという

ことなんですけれども、昨年は、森林総合研究所の樹木医に診てもらったということなんです
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が、今後、その樹木医を選任した形で、計画的にうちの町の桜はこの樹木医にずっと診てもら

うんだと、そういうな計画予定はありますでしょうか、伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

確かに樹木医についても、同じ人で長年診ていただいたほうが、それはいいと思いますけれ

ど、今後も森林総合研究所の方にお願いするとなれば、できるだけ樹木医も同じ人で診ていた

だくということで、お願いしたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

桜の、特にソメイヨシノは寿命があるというふうなことが言われているんですが、私がホー

ムページを見て調べた限りでは、一般的には６０年というのが広まっているようですけれども、

専門家に言わせますと、そこもまだ明確にはなっていないということです。例えば、青森の弘

前公園は１００年以上もしっかりとして、きれいな花が咲いていると。専門家に言わせますと、

やっぱり管理の問題だということです。大法師公園を見ますと、木が重なっていたり、幹に苔

が生えたり、これは、おそらく管理だと思いますけれども、ぜひ、町の花でもありますし、大

法師公園は桜の名所１００選、１００選というのは県内では多分唯一だと思いますけれども、

ぜひ、管理をしていただきたいと思います。 

それでは２点目に入ります。先ほどの大法師公園の桜の保護・管理はもとより、町内には、

都市公園も含めてスポーツ公園もありますけれども、そうした公園の樹木の管理や、その下の

草刈りなどが十分でないという意見があります。公園というのは町民の憩いの場でもあります

し、大法師公園のように見物客が訪れる、観光客に喜んでもらうというような場所で、大変い

い場所なんです。そうしたところの管理はきれいにしていく必要があるんですけれども、これ

まで、十分でないという意見があるということが、きれいになっていないということなんです。

そこで、これまでの管理に加えて、有償ボランティアなどの管理組織を立ち上げて、年間を通

じて、いつもきれいに保てるような、計画的に対策を講じていくということも必要ではないか

と思いますが、これについて町のお考えをお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの井上議員さんのご質問にお答えいたします。大法師公園の桜や大柳川渓谷、櫛形

山、源氏山など本町には多くの観光資源があります。これらの観光資源の保護・管理について

は、大法師公園は、毎年シルバー人材センターに桜の枝打ちや施肥作業、消毒等の維持管理を

委託し、大柳川渓谷や櫛形山、源氏山につきましては、峡南森林組合に委託し、遊歩道、登山

道の草刈りや、台風災害時の倒木の処理など行っているところであります。こうした観光資源

の保護・管理につきましては、多額の費用を要し、特に吊り橋等の管理につきましては、専門

業者による点検や診断に基づき実施しなければならないものもあります。今後も専門家による

定期的な点検や診断をもとに、適切な保護や維持管理を行ってまいりますが、民間有志ででき

る作業につきましては、ボランティアの活用をしたいと考えておりますので、資源・施設ごと
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のファンクラブなどの組織についても検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

これまでも、先ほど課長から答弁いただきましたように、シルバー人材センターであるとか、

あとは、これ委託でしょうけれども峡南森林組合等に委託しているということなんですけれど

も、今の答弁にあったとおり、非常にこういったところに委託するということは費用がかかる

んです。全体の公園であるとか、観光施設、観光資源を、見た目でもずっときれいに保ってい

くというのは、非常に費用がかかることなんですよね。ですから、私が今有償ボランティアと

いうのをここで提案したのは、他の自治体では、これ有償ボランティアという言い方をしてい

るんですけれども、ボランティアと有償ボランティアを分けてやっている。ただのボランティ

アだと、行き詰って途中でだめになってしまうということで、有償ボランティアという組織を

立ち上げると、それが長続きしているという事例があるんです。ですから私もこういう提案を

したんですけれども、先ほど課長、ファンクラブという言い方をしましたが、具体的にはどう

いうことなんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

町といたしましては、例えば櫛形山を愛する会などのように、そういうボランティアも含め、

それぞれの施設、資源ごとのファンクラブという言い方はなじみがないでしょうか。そういう

組織を立ち上げたいということでございます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

ファンクラブというものが現在あって、その人たちにお願いするということも一つの手かも

しれませんけれども、いずれにしても、今までやっていただいた、例えば大法師公園について

はシルバー人材センター、そこでは足りないからということで、いろんな意見があるんですよ

ね。ですから、有償ボランティアというのがいいのか悪いのかは検討していただくんですけれ

ども、ぜひそういった形で、年間通じて誰が行っても、いつ行ってもきれいになっているとい

うような公園にしていただきたい。そういうことですので、ファンクラブをうまく利用すると

かいろいろ考えていただいて、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

それでは、３点目に入ります。３点目は桜回廊につきまして、桜回廊は殿原公園から大法師

公園までの桜回廊ということで計画をされています。殿原公園側のところは、遊歩道が整備さ

れて、私も見てきましたけれども、既に桜の苗木が一部植樹されているところでもございます。

それで、今後の、まだ植樹が全部終わってないのか、植樹をするところがあるのか、その植樹

計画と、また桜回廊それ自体がどういうふうに大法師公園につながっていくのか、その整備計

画につきまして、お伺いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 
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商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの井上議員さんのご質問にお答えいたします。本町の花は桜として、広く町民から

親しまれているとともに、大きな観光資源となっていることから、大法師公園と殿原スポーツ

公園を桜の回廊で結び、訪れる花見客や町民の憩いの場となるよう整備したところであります。

回廊が仕上がったことから、本年度は、桜の苗木８０本を植樹したところであります。しかし、

桜を植樹する用地が少ないことから、今後も、周辺用地を取得する中で植栽を行い、大法師公

園からなる桜の名所を充実させていきたいと考えております。なお、植樹に当たっては、住民

の皆さまからも、記念植樹としての募集を行っていきたいと考えております。 

よろしくお願いしいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

今の答弁いただいた内容は、桜の植樹に限ってですけれども、今課長の答弁の中に周辺用地

も取得する中でというお話がございました。私も、現在植えられているところが、ほとんど道

沿いですよね。できればもう少し両側のサイドを広げて町で取得していただいて、桜回廊です

から、もう少し広いところへ植えていただければという思いがありますけれども、周辺用地と

いうのは、その意味でよろしいんですか。伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの答弁は、そのとおりでございます。今ある道路の周辺という意味でございます。 

 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

それから、この桜回廊に桜を植樹するに当たっては、区長会の中の一部の意見として、桜回

廊に植樹をするのは各区で分担して、ここの桜の範囲はここの区で植えたらどうでしょうかと

いう提案があったと聞いていますけれども、それは担当課長、そういう話があったということ

は聞いていますか。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

申し訳ありません。私は聞いておりません。 

○議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

ただいまのお話についてお答えをさせていただきます。まだ、区長会のほうでは、そういう

話を聞いておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 
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 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

区長会の中であったかどうか、私もまだ正確には調べてないんですが、そういう話が一部区

長から私のほうに、そんな話があったよという話は聞いているので、そんな質問をしたんです

けれども。また桜回廊に戻りますけれども、今は整備されていたところが県道で、殿原側から

県道で止まっているんですよね。これを大法師公園につなげていく必要があるんですけれども、

大法師公園のほうにはどういう形でつなげていくのか。計画が、今わかる範囲でお答えできれ

ばと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 細野幸男君。 

○農林振興課長（細野幸男君） 

     今の井上議員さんの質問にお答えいたします。今の大法師公園から殿原公園までのルートと

いうのは、大法師公園から北側へ大法師線を通りまして、県道高下鰍沢線を通りまして

３００メートルほど行ったところの右側に赤子沢橋がありますので、それを通って、今出来た

桜回廊を通って大法師公園に行いくというルートになっています。そして今の赤子沢橋より

３０メートルほど上流の方に、平成２３、２４年で整理した農道が、ちょうど大法師線のほう

に向かって、手前８０メートルほどまで整備されています。農道というか、農作業道で整備さ

れたものでございます。それが今は行き止まりになっている状態でありますので、農作業道と

して、地元の要望や地権者の要望があれば、それを延伸するということも可能かとは思ってお

ります。ただ、そうすれば、町道を通らなくてもいけるのかなと思いますけれども、そういう

要望ないし地権者の了解とかがあれば検討をして、そのへん検討していくようなこともできる

と考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

桜回廊は、桜の名所である大法師公園から、殿原も同じような桜の名所なんですよね。です

から、そこをつなげるのが桜回廊ですけれども、県道高下鰍沢線のところでいったん切れて、

今のままでいくと県道がその桜回廊の一部ですよという回答を受けたことがあるんですが、殿

原の入り口ですね、甲和製材のところから入っていくところへまた今度はつながる。それです

と、途中は切れてしまうような感じがするんです。今、農林振興光課長の説明にあったように、

あそこは農道ではなく作業道と言うんですか、途中で止まっている道路。私はあそこをぜひ整

備していただきたい。今、ちょうど殿原から来て橋のところまで行って、少しなんです。８０メー

トルぐらい行ったところから、すぐにまた回廊という形になりますから、ちょうど大法師公園

入り口から入って曲がる部付近につながるような感じがするんです。ぜひそこの整備を考えて

いただきたいということと、大法師公園に登っていくと町の浄水場がある部分までは桜がない

んです。入り口から浄水場の近くまで行ってやっと桜が出てくる。回廊ですから、そちらの方

の両側にも桜を、入り口のすぐ下は崖みたいになっていますから、それは山側だけでもいいで

しょうけれども。そういうところもぜひ整備をして、桜回廊として、町民のみんながいつでも

そこを通って楽しめるような形。桜回廊だから、桜の咲いている時期だけということではなく
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て、年間を通じてそういうことをやってほしいと思います。 

それでは次に移ります。４番目、櫛形山についてお伺いします。櫛形山はアヤメの群生地と

ともに、数多くの亜高山帯植物が楽しめるということで有名です。先般、議会でも、議員が櫛

形山登山を実施しました。私は残念ながら頂上まで行きませんでしたけれども、そのとき案内

してくれた櫛形山を愛する会の方から、櫛形山は近年カモシカなどの獣害、被害でアヤメや貴

重な草花に大変な被害があると。対策は講じているんだけれども、それが間に合っていないと

いう話がありました。そこで、町として、こうした植物、アヤメも含めて、櫛形山の魅力ある

植物を、どのように保護していくのか対策をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの井上議員さんのご質問にお答えいたします。かつて、櫛形山は池の茶屋登山口か

ら、さくら峠、櫛形山山頂付近にかけて、見える範囲にアヤメのほか、シモツケソウ、ヤマオ

ダマキ、ヤナギラン、マツムシソウなど多様な花が咲き乱れておりましたが、１９９９年ごろ

からシカ等による食害を受け激減し、特にサラシナショウマやレンゲショウマは全滅に近い状

況でありました。こうした中、町では櫛形山を愛する会の皆さまにご協力をいただき、平成

２５年度にサラシナショウマ保護のために、植物の保護用ネット２６４メートルを、平成２６年

度にはレンゲショウマ保護のために、植物の保護用ネット１９５メートルを設置してまいりま

した。こうした対策により、今年は全滅状態であったサラシナショウマが復活をし、秋の櫛形

山に咲き乱れており、レンゲショウマにつきましても来年度には復活が期待できると思います。

こうしたことから、今後も引き続き、櫛形山山頂までの間へ植物の保護用ネットを設置し、植

物の保護してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     これまで、櫛形山を愛する会の方たちにお願いをして、保護ネットを設置したということで、

大変ありがたいことです。これは方法としては、町でネットを購入して櫛形山を愛する会の皆

さんに設置をお願いしているということでよろしいんですか。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

おっしゃるとおりでございますけれども、もちろん職員もまいりまして、今年は一緒に作業

をしました。材料は町で購入して、櫛形山を愛する会の方と一緒に作業をいたしております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

職員の方も行っていただいたということで、ちなみに課長は、今年何回櫛形山に登られまし

たか。 
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○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

その防護ネットのときもまいりまして、先日の１０月の議員さんの皆さんとも同行させてい

ただきまして。大変いい経験をさせていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

ぜひ、町の観光資源であるところは、職員には足を運んでいただきたいと思います。私は櫛

形山の保護管理のところを調べているときに、南アルプス市に櫛形山ネットワークという組織

があると聞いて、ホームページを見ますと、やはりちゃんとしたホームページは載っているん

です。そこには、櫛形山の状況であるとか、いろいろなものが載っているんですが、ここのネッ

トワークと富士川町の関わりというのがどんなことで関わっているんでしょうか。もし関わり

があれば、なければないで。あればあるということで。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

申しわけありません、櫛形山ネットワークとの関わりというのは、認識しておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     これはほかの情報からですが、櫛形山ネットワークは市町村と連携しながら櫛形山を守って

いくというところもあったんですね。櫛形山ネットワークのホームページを見ますと、富士川

町というところも載っていて、富士川町を検索すると富士川町のところの櫛形山に関するとこ

ろに、ポンと飛ぶようになっていたんです。こういう組織があって、櫛形山ネットワークは、

この亜高山帯植物の保護管理もやっていますというようなことが載っていますので、もし、町

が余り深く関わっていないようであれば、どういう組織かということを、この組織は身近な市

町村自治体ですから、恐らく南アルプス市と富士川町を指していると思うんですが、その他に

ＮＰＯ法人と連携をとりながらというようなこともありますので、どういう組織か詳しく調べ

てありませんけども、ぜひ、こういう組織と連携しながらやっていただきたいと思います。 

それでは次に５点目、ここにつきましては観光ボランティアの育成についてですが、観光振

興の課題として観光ボランティアガイドの育成というのがありまして、これは町の総合計画に

も、地域全体でもてなしの心を醸成することと併せて掲げられている部分ですけれども、町の

観光ボランティアガイドの育成についての現状と今後の方針をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの井上議員さんのご質問にお答えいたします。観光ボランティアガイドの育成につ

きましては、これまで中部横断道沿線地域活性化構想の一つの事業である南アルプスネイ

チャー王国プロジェクト推進協議会においては、櫛形山、源氏山などの山々を解説するガイド
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組合を設立する中でボランティアガイドを、観光物産協会においては、大柳川渓谷の案内や、

大法師さくら祭りで公園内の案内や歴史を説明するボランティアガイドの育成を図ってまいり

ました。今後は、小室山妙法寺等の歴史文化やトレッキングコースなどの観光資源を案内する

ボランティアガイドを、関係する地域から推薦していただくとともに、観光ボランティアガイ

ドの募集を行い、自然解説講座や観光ボランティアガイドの育成講座の開催を通して育成し、

観光振興に活用したいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

今後も育成を行なっていくとの答弁をいただきましたけれども、現在も、何人かあるという

ことなんですけれども、現在、そのボランティアに対して、例えば、観光客が来ました。ガイ

ドをお願いしたいです。という、その仕組みはどうなっているんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

現在も大柳川渓谷などの案内をしていただいておりまして、道の駅とか塩の華のほうにも、

そこを通じましてガイドさんに要請をしましたり、町に連絡があれば、町から要請をして行っ

ていただいている現状でございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、例えば大柳川渓谷をちょっと歩きたいと。いきなり来てもだめなんですよね。

例えば道の駅に行ったら、すぐそこを案内してくれるとか、紹介してくれるとかというシステ

ムには、今なってないと思うんですけれども。それは前もって電話で商工観光課に連絡をして、

こういうことを案内してくれる人を、とそういうことをやらなければだめだということですか。

今現状は。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

今現在、突然お見えになっても、相手のガイドの方都合もありますので、事前に言っていた

だいて、紹介してるという形になっております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     富士川町は、観光を中心に、この町を売り込んでいかないとだめだと思うんです。前々から

三筋の観光地というふうなことを、町長からお話は聞いてますけれども、今までの観光の進め

方ですと十分でないということなんです。おそらく観光客は、案内してくれるガイドが、どう

いうふうに行けば、どこでどういうふうにすれば、そういう案内をしてくるのかということも、
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おそらくわかっていないという部分があると思うんですね。今日のいろいろな質問の中にも、

町でなかなかうまく発信してない、町のＰＲが足りないという話がありましたけれども、その

辺もシステム化して、実は私は長野県の、これは自治体とは余り関係ないかもしれませんが、

松本城に行った時に、松本城の前にはボランティアガイド、説明してくれる案内場所があって、

それはボランティアで、無料で説明してくれる。そういうところに何人かいて、お願いすると、

じゃあ案内しますよと。たとえば、大柳川のもみじの時期になったら、そこはどこに行けばど

うなるかということを、そういうシステムをつくっていただきたいというふうに思います。 

次６番、最後ですね。観光振興計画、これ昨年度の町の事業にも観光振興計画の策定という

のがありました。何年も前から作ってほしいと話があったときに、じゃあ手作りで作りますと。

手作りで作るんですが、アドバイザー的な方をお願いするので、その予算だけを確保します、

というのはこれ昨年の話です。その後、昨年度の予算で策定計画があったんだけれども、今だ

かつて私の手元にも届いていない。ただ、この夏ぐらいにお伺いしたら、見直しをしているの

で、もう少し時間をくださいという話だったんですが、今の進捗状況をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの井上議員さんのご質問に答えいたします。観光振興計画につきましては、観光の

振興に関する施策の推進を図るため、第一次富士川町総合計画を上位計画とする観光部門計画

として位置づけまして、昨年度素案を作成いたしました。こうしたことから、本年度この素案

を三筋活性化協議会に提示いたしましたところ、協議会から特に異論はありませんでした。し

かし、庁内で再検討した結果、一部に見直し箇所があり、その修正に時間を要してしまいまし

たが、年明けには正本して公表したいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、年明けには私たちの手元に届けていただくということでよろしいですか。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

 はい、その予定でおります。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     観光振興計画というのは、ほかの自治体を見ますと、こんな厚い冊子で作ってあるところも

あるんです。私は前々から、うちの町ではそんなに厚いものは要らないんだと。どういう形で、

町の観光振興を進めていくかという、その部分が入っていればいいということで、実際は、そ

の策定に当たっては関連する地域であるとか、そういう人たちと協議しながら、相談しながら

作ってほしいというのがあったんですが、それも余りなかったということで、非常に残念なん

ですけれども。ずっと、苦労して作ったものが出てくるということなんですけれども、今後、
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見ますといろんなところが気が付いてくると思うんですが、この見直しに当たっては地域の方

たちの意見を聞きながら、相談しながら見直しをするというなことでやっていただきたいと思

います。そのへん、課長、どう考えているかお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいま議員がおっしゃるとおりでございます。総合計画を上位計画といたしておりますの

で、その変更、見直しの時期もあと２年になります。そのときには策定委員会等も検討をさせ

ていただいて、地域の皆さまの意見も取り入れて、最初から見ていただくという予定でおりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     ぜひ、観光資源の保護・管理も含め、観光振興というのはうちの町としては非常に重要だと

思いますので、ぜひともお願いをしたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告９番、１３番 井上光三君の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時 ６分 

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

再開 午後 ３時 ５分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

 続いて通告１０番、５番、堀内春美さんの一般質問を行います。 

 ５番、堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

 それでは、質問を行わせていただきます。まず最初の１番ですが、鰍沢小中学校の借地料に

ついてですが、２５年度の決算書を見みまして、ちょっとびっくりしたんですけれども、鰍沢

小中学校を合わせまして借地料を年間６４２万２千円支払っているんですね。そして、合併し

て５年間で合計３２１１万払っているんです。これは、多分やむを得ずこういう形になってい

るんだと思うんですが、この借地料の経緯について説明をお願いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

○教育長（堀口広秋君） 

ただいまの件についてお答えいたします。鰍沢小学校につきましては明治４０年に、鰍沢中

学校は昭和２４年に現在地に設置いたしました。この用地につきましては、学校設置当時から

借地と考えられますが、記録は昭和３年からのものが残っております。借地料につきましては、

固定資産評価額の推移などを参考として、その都度、地権者と交渉する中で決定をしてきたと
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ころであります。こうした中、平成１５年から８年間据え置いてきたことから、平成２２年度

の交渉において改定をし、平成２３年度より現在の金額となっております。町といたしまして

は、町有施設の借用地については買収していくことを基本としていることから、この用地につ

きましても、買収の交渉を行っているとこであります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

この借地料は、あと５年支払うと合計で１０年になります。そうすると、合計で６，４２２万

円になる。すごい金額だと思うんです。まさしく、これはしょうがないとしても、合併の負の

遺産だというふうに思うんですけれども、今後、何年くらいでこれを買い取るというか、そう

いうおつもりでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

○教育長（堀口広秋君） 

買い取りの時期につきましては、明確には示されないわけでありますけども、借地料の土地

の賃貸借契約の更新の折には、その都度、住職にぜひとも売っていただきたいということは申

し出ているわけでありますけども、現在の借地料がそれぞれの寺院の護持会の運営費になって

おりまして、なかなか交渉に望みましてもいい返事をいただけないというのが現実であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

鰍沢地区に、地域の学校として鰍沢小中学校を残すためにも、今後、この地権者としっかり

と話し合いをしていただいて、よい方向に持っていってほしいと思います。 

それでは次の質問に入らせていただきます。職員の定員管理についてですが、合併の最大の

メリットは職員の削減だと思うんですけれども、合併のときの正職員が１８８名、臨時職員が

１０７名、合計で２９５名。現在の正職員が１７５名、臨時が１１５名、合計で２９０名。そ

うしますと、合併時よりマイナス５名だけであると思うんですけれども、これは削減数が少な

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

堀内議員の質問に対してお答えをしたいと思います。町では合併後、簡素で効率的な行政運

営を目指しまして、平成２３年４月に富士川町職員定員管理適正化計画を策定いたしました。

この計画は合併当時の正職員の総数１８８人に対し、以降平成２７年度までの５年間に

１７５人まで削減していく定員管理目標値を定めたものであります。現在の職員数は１７５人

でありますので、目標を達成しているところであります。なお平成２８年度から５年間の次期

計画の策定に当たりましては、国における地方分権改革の推進状況や県における事務事業等の

権限移譲の動向を踏まえるとともに、少子化対策やリニア中央新幹線などの新たな行政課題に
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も対応すべく、機動的で効率的な組織を構築する中で、退職職員の数なども見ながら、職員の

定員管理適正化計画を策定してまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今課長のお答えで、正規職員が１７５名で１８８名からすれば１３名減っているということ

ですが、一方で臨時職員がずいぶん増えているんですね。そのへんのことについてはどうなん

でしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

職員の定員管理計画と申しますのは、正規職員の定員に関する数値を、目標値を定めて減員

を達成していくということでございます。一方で嘱託職員または臨時職員につきましては、そ

のときの、その年度の行政需要等がいろいろと変動してまいりますので、それに合わせた形で

採用をさせていただいているというところでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

市川議員が、前に子育て支援の質問をした時に、町長の答で、財政的な面で財源が人件費が

減っていると答えておりましたけど、マイナス５人でどのくらい減ったのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

予算的には３千万から４千万というところだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

２７年度に正職員が５名くらい退職予定がいると伺っておりますが、この方々の再任用とい

うのはどういうふうにお考えになっているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長 増原俊郎君。 

職員の退職に伴いまして、再任用等につきましては、基本的に本人の希望を聞きまして、そ

れに応えるよう考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、５人採用ということもあり得るということですね。そうすると実質的にはマ

イナスにはならないと捉えてよろしいんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 
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町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

定年退職をするのは５名です。それ以外にも早期退職制度というのもありますから、まだほ

かにも辞める方はおられます。そして、正規職員と、今度は再任用でなくて再雇用で雇用する

予定でありますので、多分１人５００万位くらい払う賃金は減ってくると思っております。人

数がかからないから金額がかわらないということではなく、そういった人件費の総額とすれば、

下がってくるということであります。それと先ほど臨時職員が増えているという話がありまし

た。小中学校への加配職員も、子どもたちがしっかり勉強できるように配属をさせております

し、そしてまた保育所も含めて、障害児も増えてきておりますから、特別支援員をおくってお

ります。保育所も、定員よりも多分５，６名を多くいっていると思います。小中学校も多くいっ

ていると思いますので、そういった部分への対応ということで臨時職員対応しているわけです。

それを、全部正規職員で対応するわけにはいきませんので、臨時職員はその時々の行政需要に

応じて、臨時的に雇用をしているということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

 わかりました。子どもたちのために、そういった先生たちの配置ということであれば、これ

はまた重大なことですのでよろしいかと思います。 

それでは、次の質問に入らせていただきます。３番目ですが、職員の町内への在住について

ですが、現在、富士川町の職員で町外に居住している職員が正職員１７５名のうち３２名、約

２割いるんです。女性の場合だと嫁ぎ先ということもあるので、これは仕方がないと思うんで

すが、男性の場合は自分の職場である富士川町を愛するという観点から、いろいろ事情があっ

て難しいと思うんですが、ぜひ町内に住んでもらうように、町長の人口５００人アップとうたっ

ているのにもいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長 増原俊郎君。 

ただいまのご質問についてお答えいたします。憲法第２２条は、国民に居住、移転及び職業

選択の自由を保障しているわけでありますが、平成２３年度の職員採用から、募集案内に町内

在住者または採用後町内に在住できることを一つの条件としてきております。しかし、この住

所要件を持って、優秀な職員を確保するという観点、それから保健師、保育士、土木職などの

専門職を確保するということは実際には困難であります。現在、本町職員のうち町外から通勤

する職員は、おっしゃるとおり３２名でございまして、内訳は専門職が１８名、婚姻等により

転出したものが７名、その他の７名となっております。こうした調査をしてみますと、居住に

ついてはさまざまな要因があるものがあり、問えないところだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

強制とかそういうことではなくて、富士川町を愛するという観点から、そんなふうにしてい

ただければありがたいなと思います。 
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それでは次の質問に入らせていただきます。再度、９月にも質問いたしましたが、天神中條

２０号線について質問させていただきます。前回９月の質問のときに、何のための道路かと質

問したことに対しまして、中学生の通学路だというふうに答えられました。中学生は、現在、

１年から３年まで３２６名の生徒が通学しています。そのうち、最勝寺地区から３４名の生徒

が通学しています。そして、先日ちょっと住所録から、この人たちの居住からちょっと調べて

みました。この天神中條２０号線ができたときに、この最勝寺地域から通っている生徒のうち、

ここを通るだろうという生徒はわずか３名なんです。最勝寺といっても広いです。増穂小学校

の南側の方の最勝寺の子どもたちは、こんなところは通りません。小学校の東の道を北へまっ

すぐ行きます。このへんの子どもたちだけなんですね。そうすると、その通るであろうという

生徒はわずか３名なんです。それから、小学校の生徒は５８７名小学校へ通っています。その

うち青柳の生徒は１３９名、そのうち１２４名の生徒が、これは青柳町１丁目から４丁目の生

徒です。１２４名の生徒が、この８メーター道路の信号のところに集結して、この子たちは、

この昭和通りの北側の道をまっすぐ登って小学校へ通うんです。命の貴さとか重さというもの

は、赤ちゃんであろうが、小学生であろうが、中学生であろうが、年寄りであろうが、みんな

同じ重さなんです。ですけれども、中学生の３名と小学生の１２４名、どちらを守ってやらな

ければならないとお考えでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

通告には、そのへんはないですけども。 

○１０番議員（秋山貢議員） 

通告には、計画中止の考えがあるかとなっています。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

関連です。 

○１０番議員（秋山貢議員） 

関連でなくて、通告してあるのを先に聞いていただかなければいけないではないですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今の続き、小学生の１２４名、それから中学生の３名どちらを、より守らなければいけない

か。そういう観点から考えたときに、この道路は非常に小学生にとって危険率が高い。非常に

心配しております。この道路を中止する計画というのはいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     小学生が何人、中学生が何人というよりも、この町に住んでいる人たちの生命財産を守って

いくのが役場の仕事だと思っております。ですから、小学生中学生関係なく、この町の住民で

あれば、町はしっかり、その人たちの安全、安心、生命財産を守っていく責務があると思って

おります。町では、交通環境及び防災性の向上に向けて、狭あい道路とか行き止まり道路の改

修・整備をすることが必要であると考えております。こうした中、天神中條２０号線につきま

しては、平成６年に、当時、開発業者から道路部分を町に寄付をしていただいた町道でありま

す。当時、町道認定をしておけばよかったんですが、町道認定はしてなかったんですが、地域

からは、この道路を抜いてほしいという要望は、私が就任した当時からたくさんいただいてお

ります。そういった中で、平成２０年に当時の区長さんから要望書をいただいたところであり
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ますけども、まだその南が、昭和通り側が梅畑ということで、なかなかあそこの土地の目途が

立っておりませんでした。そういう中、北側については分譲という話がありましたから、これ

は将来的に道路をあける予定があるからということで、その道路敷の部分だけ、幅は６．５メー

トルの範囲の中で買わせていただきました。その後、つい最近ですが平成２５年度になって、

梅畑の方の用地交渉の目途がつきましたことから、２６年度当初予算でこの道路の測量費を計

上させていただいたところでありますが、梅畑にせよ、その北側の土地にせよ、当時不動産鑑

定をすべてして買収しておりますから、町が勝手に額を決めたとかそうところでありません。

今、天神中條２０号線の現況は、歩道もなく、延長約５０メートルの行き止まりの道路であり

ます。町の土地である回転場があるものの、だれもが安心に快適に利用できる町道としての役

割は果たしていないと考えております。この新しい道路計画では幅員６．５メートル、そのう

ち西側に住居がありますので、西側に１．５メートルの歩道を設置して、そして昭和通りまで

延伸することによりまして、交通環境の向上が図られ、安全で快適な暮らしに導く道路と考え

ております。また、昭和通りとの接続に新たな交差点ができますけれども、通学児童のみなら

ず、道路利用者が安全、安心に利用できるよう、山梨県警察本部の交通規制課とも十分な協議

を行いながら、必要な標識の設置も含め、十分な安全対策を図ってまいりたいと考えておりま

す。なお、この道路は、国補対象として認められた道路でもありますし、町としても必要な道

路と考えております。また、地元からも要望がありますので、実施してまいりたいと考えてお

りますが、現在反対者もおりますので、明年１月下旬ごろには、再度天神中條区民を対象とし

た説明会を予定しておりますので、その動向を見守りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

もとに戻りますけれども、平成２０年の１１月に、その当時の区長から要望書をもらったと

いうことですけれども、これは地元から、この区長が作ったものではなくて、役場が用意した

書類、これは町長が作ったということと同じですよね。そしてそこへ印鑑を押してもらった。 

○１０番議員（秋山貢議員） 

その話については、前にも質問して聞いているではないですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

関連しています。では、話を変えます。私は、この土地の売買についてどうのこうの言って

るんじゃないんです。そうじゃなくて、その土地は買ってもいいんです。そしたら道路でなく

て、道路は非常に危険だから、その土地は造成して宅地分譲、例えばリニアで家をとらえた人

たちとか、代替地を探すような人たちのために、そこは分譲してという、そんなことは考えら

れないでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     町ではいろんな事業をやりながら、やっております。これは道路事業としてやっております

ので、リニアの分譲地としてこの事業で考えることはありません。 

〇議長（齊藤正行君） 
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 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     先日、私はそこへ行ってみました。途中から１メーター以上の段差があります。こちら側か

ら道路を造ったとしてもかなりの坂になるんですけれども、危険じゃありませんか。冬は特に。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今回の道路に限ったことではなくて、坂のある道路は町内何カ所もあります。そういうとこ

ろにはちゃんと、すべり止めの工法もしながらやっていきますので、それを持って危険という

ことはないと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

先ほど、町長はこの町の全員、住民の命を守らなければならないってお答えになりました。

でしたらば、小学生、この次の次代を担う小学生の命を危険にさらしても、この道路を造る必

要があるんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

この道路に限らず、道路上では交通事故というのは想定できる話であります。そのために、

警察あるいは役場、そしてまた民間の交通安全団体の皆さんとともに、ルール、あるいは交通

思想の普及、そんなことにも努めております。道路上でもし交通事故がありましても、それは、

道路を造った人の責任というよりも、道路交通法に従って、交通ルールを守っていただければ

事故は起きないはずであります。そこには、第１原因者あるいは第２原因者、原因があると思

いますので、それらに基づいて処罰されるものだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

道路というのは広い道路であれば広い道路ほど車がスピードを出してくるんです。最近の若

い人たちは、結構危険ドラッグとか、そんなようなものを使って運転するということもありま

すから、非常に危険率は高いんです。あえてそんな危険なものを造る必要はないじゃないか。

それにそんな税金を使う必要はないんじゃないか。もっと違うところに税金を使ってほしいと

思いますが。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君）  

今回の道路は、全長で１００メートルちょっとの道路であります。その間、４００メートル

ぐらいあれば０４とかいってスピード競争もできると思いますけども、また、片方が通過でき

る道路でもありません。小学校の南側も、小学校の西側に交差点をつくって、天神中條に抜け

る道路計画もありましたけども、結果としてあそこが行き止まり。そしてまたクランクで曲がっ
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ていく。そんなような道路も、これからの道路整備の中で、住民に優しい道路、スピードが出

ない道路、出せない道路というのも、今出ておりますので、今回造る道路も全長が１００メー

トルぐらいの道路であります。あと、５０メートルあけて、利便性を上げていこうという目的

で、今回、防災上、通学上、いろいろな生活の利便性等々考えながら、町のほうでは必要な道

路と考えておりますので、先ほど答弁させていただきましたように、町とすれば計画どおりやっ

ていきたいなと思っておりますが、今、地域住民に反対者がいるようでありますから、もう一

度天神中条区を対象とした説明会を、明年１月末に開催をいたしますので、その動向も見なが

ら、町とすれば見守っていきたいということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

わかりました。１月の地域住民の説明会、これは今までやってきていませんよね。２６年の

１１月５日に近隣の人たちと説明会を初めて行ったということですよね。６年間やっていな

かった。それが今度…、 

○議長（齊藤正行君） 

申し上げます。危険な道路と計画中止の問題があなたの質問に出ていますので、そのことだ

けをしてください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ですから、そのへんは地域住民の人たちとしっかりと話をして、そして考え直していただき

たいと思います。それから最終的には、もしどしてもこの道路を造るということであれば、最

終の判断は富士川町全員の皆さんにくだしていただきたく、そういうふうに考えております。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

町の道路、これまでも造ってきたのは、地域からの要望に基づいて、そしてまた町の計画の

中に基づきながら造ってきております。私も今回の選挙の公約にも天神中條２０号線の延長と

いうのも明記をしてあります。その中で、この道路の計画を進めているわけでありますけども、

どの道路を造るからといって地域住民全員に説明会を開いたのは今までないと思います。それ

ぞれの区からの要請、そしてまた近隣の皆さんに工事説明等々ですべてやってきておりますか

ら、区民全員に開くというのは今回初めてだと思います。どのくらい来ていただけるかわかり

ませんけども、私は常日ごろから、地域のことは区長さんから要望を受けますということでやっ

ております。議員は町全体のことを考えていただきたいということでやってきています。今回

のこの道路につきましても、長年歴代区長さんから要望をいただいておりますので、町とすれ

ば、事業化を進めてきたというところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

区長さんが、今まで地域住民に一切説明とかそういうことを行なってこなかったから、こう

いう事態になっているんです。 
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以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１０番、５番、堀内春美さんの一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４５分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２６年第４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、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１６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（齊藤正行君） 

   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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元へ配布しておきましたとおりです。 

 本日は質疑の日程になっておりますが、議案第８４号および第８５号の条例制定案件につき

ましては、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。議会運営にご協力をお願いいた

します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 議案第８４号 富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定について 

日程第３  議案第８５号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

以上の２議案については、条例制定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８４号および第８５号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １２番 齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

条例制定、最初の８４号について、２点ちょっとお伺いしたいと思います。１点目は、第１６条

の予防支援事業者は介護を受けている利用者に対して、いずれかに該当する場合には意見を付

してという項目なんですけども、その（１）の「正当な理由なしに介護給付等対象サービスの

利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき

又は要介護状態になったと認められるとき」というのがあるんですけれども、そういう場合に

は町に通知すると。要するに、介護は改善を目的としていることから、そういうことを悪化さ

せる、本人が拒否したりということだと思うんですけれども、この場合、町はどのような対応

をするのか、どういうことを想定しているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 
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〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

ご質問にお答えいたします。指定介護予防支援事業者、これは言い換えますと地域包括支援

センターのことを示しています。各事業所のケアマネージャー等が所属しています、各事業所

で調査の方法を間違ったとか、誤ったとか、もうちょっと深く中に入っていくと、要支援状態、

それが要介護状態にならなかったというような場合には、こちらのほうに調査をいたしまして、

検証をして、通知をするというようなことになっております。 

以上でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

私がちょっと理解を間違っていたようです。認定の時でよろしいですね。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

認定ももちろん入りますが、その後の事業者の支援の状況というか、それが論外のものであっ

たかどうかというようなことの調査もしてまいるということでございます。 

 以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

あと１点ですけれど、今のこととも関連するかもしれませんが、第３０条のところに、目標

志向型の介護予防サービス計画を策定と。私は長いこと、介護について見てきているわけです

けども、こういう目標志向型という表現は比較的珍しいのかと、今後の介護としては、そうい

うことも必要だろうと思っていますけれども、具体的にこの目標志向型介護予防サービスとい

うのはどんなことなのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

今、国で進めておりおりますのは、在宅サービスにおいて個人の人権を確保して、町の地域

資源を有効に活用して必要なサービスを提供し、介護が必要になっても一人暮らし、それから

高齢者のみの世帯であっても安心して地域で生活を続けていくことができるよ、というような

ことを目標に計画を策定しなければならないということになっております。 

以上でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

３回目ですけれども。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

私がしゃべるので、うなずいてください。要は、自立する方向での計画を策定するというこ

とだろうと思います。そのへん、しっかりやっていただきたいと思います。 

以上で終わります。 
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○議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

大綱ということなので、本当に基本的なことで申しわけないんですが質問させていただきま

す。そもそも、市町村が条例で定める、以前は厚生労働省で定めているものの基準を、今度は

は市町村が条例で定めることになったので、この２つの条例制定というお話ですよね。これは、

どういふうに、町が条例で定めることによって、大きな違い、今までとは違うものが出てくる

のかどうか。ただ条例で定めることによって、何か変化があるのかっていうところが、大まか

なところでいいんですが、お願いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

お答えいたします。これの最も基本になるものは、第三次の地方分権一括法によりまして、

介護保険法の改正によるものです。要支援１，２の方は、今まで介護保険法の中のくくりの中

で業務を行うとされておりましたが、介護保険法の改正によりまして、要支援１、２の介護の

一部については介護保険法から外れて、市町村独自のサービスによるというところが大きな一

番の基本的な改正でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

そうすると、これから本当に町が独自で、それぞれの市町村の差別化を図りながら、この町

独自でこの要支援１、２人の方たちを支援していく方向で条例を定めて、その中の条例の基本

とするもので、これからいろんな活動を行なっていくというように理解すればいいんですね。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

おっしゃるとおりでございます。それは第６期の富士川町介護保険事業計画が２７年度から

スタートします。昨晩も、その運営協議会があったわけですが、その中でいろいろ議論しまし

て、地域で一人でも生活ができるようにするためには、どのような支援をしていったらいいか

というようなことも含めた中で、第６期計画を策定している段階でございます。 

以上です。 

○１１番議員（市川淳子さん）  

終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第８４号および第８５号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ４ 議案第８６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 ５ 議案第８７号 富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例につい 

          て 

日程第 ６ 議案第８８号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８９号 富士川町情報公開条例及び富士川町個人情報保護条例の一部を改正 

する条例について 

以上の４議案については、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

     これから、議案第８６号から第８９号までの質疑を行います。 

     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８６号から第８９号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ８ 議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）について 

   日程第 ９ 議案第９１号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１０ 議案第９２号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１１ 議案第９３号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい 

        て 

日程第１２ 議案第９４号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１３ 議案第９５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

以上の６議案ついては、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第９０号から第９５号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

補正予算の歳出のページ７、土木費に関して、リニア側道予備設計業務の関係で６００万が

計上されています。リニアプロジェクトについては賛否両論ありますけど、町民が負担するこ

とになります、この６００万円について、どのような判断と根拠で組み込まれたのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

川口議員の質問にお答えします。この６００万円の計上につきましては、予備設計ていうこ

とで、ニスカから戸川間までの約１．３キロでございます。その目的でありますけど、リニア

建設によって寸断される現道も多いと考えられます。その対応と、また、リニアの路線と住宅
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との緩衝地帯がほしいという住民要望の声も聞いておりますので、これによって道路の計画を

いたしました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

２６年度の補正に計上されたわけですけども、この計上が、ルートの地区説明会がこれから

行われます。あるいは、議会で特別委員会も開かれておりますけども、それらを待って２７年

度予算に計上するというそういうお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この１０月に、リニア中央新幹線は国の施工命令が出ております。そのために地域説明会に

入っておりまして、新聞にも１月１７日には、もう着工式をやるという話であります。新聞記

事よりますと、１２月、１月で各地域の説明会が終われば、中心杭を打たせていただくと。そ

のための説明会ということでありますけども、それは住宅密集地のことであります。それと併

せてこの富士川町は工事用の道路も造っていかなければなりませんので、そういうものは年度

内に、もしかすると入ってくる可能性もある。それと併せて、ＪＲ東海が取得する土地の中は

当然、ＪＲ東海がやるわけでありますけれども、先ほど建設課長が言いましたように、リニア

中央新幹線のルートにかかる町道が相当あります。その町道をどういうふうにするかは、町が

考えなければならないと思います。これをＪＲ東海任せというわけにもいきませんし、賛否両

論があるのは今日の新聞でも分かりますけども、国家的プロジェクトとして片方が進んでいる

以上は、町が遅れをとらないように、やはり、早急に手を打っていかなければならない。それ

と、これまでの地域説明会の中で、リニアが通る、ＪＲ東海が買う約２２メートルの道路以外

に、もっと緩衝地帯を造ってほしいという要望も受けておりますので、そこには、後々生活道

路として使える町道として、施工は県がするか町がするかまだそこまでわかっておりませんけ

ども、県道としては延長が１．３メートル、行き止まりの道路になりますので、県は県道とし

ては無理だと。やるんであれば、町道だということで、町がその予備設計の業務を今回お願い

しているとこであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この財源ですが、一般財源が５３０万円で地方債が７０万円となっております。この１０年

にわたる工事の、その一歩としての町道の設計業務ということですけども、一般財源に当年度

に負担されると。これ１０年にわたる長期的な道路に関わるものなので、むしろ起債の方を多

くして一般財源は少額にすると。そういう配分が逆であってもいいのではないかと思いますが、

その点いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 
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今回の道路は、まだ国の認定を受けていない道路であります。いずれ、国の認定を受けた道

路になりますと、国庫補助金も交付金も入ってくるわけであります。今まだ道路計画の段階で

すから、これは単費でするのが当たり前。これは今までのルールであります。日本全国同じで

あります。それと事業認可されてからの調査費は一部、測試といって測量試験費が認可される

部分がありますけども、これはまだ認可をされてない道路でありますので、ＪＲ東海のほうが

進んできている。ここに入っている７０万も一般の起債ではありません。県の市町村振興資金

をたぶん充当する。本来であれば、もっと高率の起債が充当できますけれども、これを造って、

はじめて申請をして、そして認可が受けられるというものですから、認可が受けられるように

なれば、潤沢な国庫補助金とか、そういうものが入った道路建設になってくるものと思ってお

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

やや理解できなかった面があるんですけれども、また特別委員会なり、今後の検討というこ

とで、本当に慎重に、このリニアすべてに対して取り組んでいくように望んで終わりとします。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ただいまの川口議員と同じ点の質問でございますけれども、ちょっと視点が違いますので、

私も質問させていただきたいと思います。リニア側道予備設計業務という表現がしてあります

けれども、リニアの中心線がまだ杭も打たれていないのに、私が業者とすれば、どこをどう測

量したらいいのかというところから、まだ決まっていないにもかかわらず測量委託費をもるの

かという、基本的なところを教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 

先ほど川口議員にも言いましたように、リニアが動き出しております。中心杭を打って、一

般は２２メートルをＪＲ東海が用地買収すると言っていますが、実際は２０．６メートルだと

思います。まだまだＪＲ東海も、どこをどういう工法でするというのは、これからの設計になっ

てきますけれども、それに併せて中心杭が打たれれば、その２０．６メートル以外に町が買わ

なければなりません。そこの幅が、一緒に併せて幅を決めていかなければ、住民の皆さんにも、

どこまでがかかるんだと言われても返事ができませんので、今回測量の予備設計ということで

させていただきます。それとまだまだ不透明な部分があるというのは、フードがかかるところ

には、今年の２月の大雪で、上にフードがありますと下に雪がドサンと落ちてしまうというこ

とから、１、２メートルの雪止めを今造る計画でおります。そうすると、今まではガードレー

ルの真下から４メートルずつが工事用道路として利用できる予定でしたけども、その雪止めを

つけた軒先１、２メートルの真下以外をといいますと、２．８メートルしか使えなくなります。

その部分がどこになるかなども含めて、もしそうなったときにはどういう用地買収をしていか

なきゃいけないかというのは、今度ＪＲ東海の工程に併せた工程をうちも作っていかなければ
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なりません。もしかすると、この経費は繰越しになる部分も出てくると思います。一緒にやっ

ていかなければ、ＪＲ東海だけでどんどん決められて、後になってからまた追加で土地をと言っ

ても、住民の皆さん、地権者の皆さんのご理解が得られないと思いますので、県の技術も借り

ながら、どこをどういうふうにしてったらいいのか、それと既存道路とも、変に斜めの道路が

行くよりも、もう少し手前から道路を曲げて、できるだけ直角な道路にしていくとか、そうい

うものをするための予備設計であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

町長の答弁、よくわかりますけれども、側道は住民の要望があるので、４メートルの側道を

造るということ自体、議会ではまだ討論、検討しておりません。その中でも、造ることが前提

で測量設計を頼むというのはちょっと早急じゃないかと思います。それで、先ほども言いまし

たけども、中心線も決まっていないので、リニアが決めてから、住民としてはその緩衝を両側

へ取ってくれというお話であれば、余計、部落の寸断される幅が、２２メートルから３０メー

トルに広がるわけですね。本当に住民がそれを考えているかどうかは、まだ聞こえてきません

ので分かりませんけども、その点で、道路を造ることがもう決まっているのかどうかお答えい

ただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 

町としては、これまでも住民説明会の中で側道を利用した生活道路として利用していきたい。

そしてＪＲ東海が求める２２メートル以外に、何メートルになるか、３０メートルになるか

２８メートルになるか分かりませんけども、それを一般生活用道路として、リニアをセンター

ラインとして、双方向になるかどうかもわかりませんけれども、そういった活用をしていきた

い。そうでなければ、その２２メートル幅の外側にＪＲ東海がフェンスを造るわけであります。

そうすると、せっかく残った土地が道路もついていない土地になりますと、本当に価格も下がっ

てしまう。そういうことを総体的に考えまして、町では側道をつけた、側道利用した、それに

歩道もつけた道路を造りたいということで、先ほど建設課長が答弁したように、ニスカから戸

川の左岸までの１．３キロについて、そういうことをしたい。それを今度議会に提示するにし

ても、測量をしていなければ総体的の面積もわかりませんし工事費もわかりません。形状もわ

かりません。そんなまま議会に出すわけにいきませんので、最終的には議会で予算をご審議い

ただくことになりますけれども、町も地域住民と話をする中で、そういうことを議会に出せる、

住民に示せる方法として、今回、計上させていただいたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

町長の答弁も非常にわかりやすく、よくわかりますけれども、ＪＲ東海がやっと地域説明会

を始めて、これから中心線の測量にかかるということであれば、２７年度当初予算でもいいん
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じゃないかというふうな感じがいたします。そういう気持ちで質問させていただきましたので、

２点で結構でございます。 

以上終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番（齊藤欽也君） 

青栁議員の質問にも関連しますけれども、１点目はこの予算の編成時期。先ほどから出てい

るように、今から地域住民に説明会があって、それからＪＲでようやくに調査に入れると。そ

うすれば当然、中心線が決まって、その後買収に入るわけですけれども、その時点というのは、

言っては失礼ですけれども、多分来年の早くても後半だろうと思っています。ですから、なぜ

ここで補正予算を組むのか、こんなに早く組まなくてはいけないのか、正直、議員さんたちは

理解できないだろうと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 

齊藤議員の質問にお答えします。リニア中央新幹線というのは実験線が始まる前から用地買

収をしてきて、東京・名古屋を結んで行こうと、いろいろしてきたわけです。当然、皆さんＪ

Ｒ東海がそのままやるだろうと思っておられると思います。今年の１０月に、やっとＪＲ東海

が施工してよいという施工命令が出ました。それで、今回、中心杭を測量する行動に移ってい

るわけであります。ただ、来年でも間に合うと言えば間に合うんですが、先ほどから言ってい

ますように、町としても地域住民に用地幅の説明をしていかなければならない。ＪＲ東海はＪ

Ｒ東海で自分のところだけを説明すればいいわけでありますけども、町とすれば、どの地域は

もうちょっと広く買わせていただかなければならない。ここは２８メートル、あるいは３０メー

トルでいいですよと。そういう説明をしていかなきければなりません。これから今年度中には、

多分、県で地域指定といいますか、人口密集地、工場地帯、あるいは農業地帯、その指定をし

てきます。それによって騒音防止のフードをかける部分と騒音防止柵でいく部分が決まってき

ます。それも、今回のこの経費に絡んできますので、先ほど言ったように、もしかすると来年

度に繰り越しをしなければならない部分も出てくるかもしれませんけども、片方でそういう作

業が進んでおりますので、それに併せて、例えば小林・天神中條地域は人口密集地域になるな

のか、小林だけがそうなるのか、天神中條・最勝寺は農業用地として騒音防止のフードは要ら

ない地域に指定されるのか。それによって、うちの用地幅が変わってきます。そこと一緒にやっ

ていかなければ、いつまでたっても、来年の秋だから来年の当初予算でというと、もし間に合

わなくなったときのことが想定できます。今回、３月の補正予算でも間に合わないと思います

ので、この１２月に計上させていただいているということであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番（齊藤欽也君） 

今は、なんで今かと言う質問ですが、今度２点目ですけれども、この必要性、あるいは道路
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にする必要性があるのかどうかいう点についてちょっとお伺いしたいと思います。以前、説明

会の中では、リニアができるので、その側道を利用して中央市の駅までと。非常に新しい交通

網として有効ではないかという話で、確かにそれはいいことだと感じていました。ただ、その

後、中央市、アルプス市はＪＲでその点については負担をしませんよと言ったものだから、そ

れについては見送るような話を伺っています。うちの町にとって、今言ったニスカから戸川ま

で１．３キロ区間に道を造ると考えたときに、斜めに道がくるわけですよね。それが、このう

ちの町の道路体系というか、そういうもので考えたときに、今、南北・東西という形で道があ

るわけですけど、基本的にこちら側は。そこへ斜めにそれだけの道を造る必要性があるのかど

うか。それと、先ほどから緩衝地帯という話もありますけれども、その分断された地域のコミュ

ニティにとって、果たしてどうなのかということは非常に考えていかなければならないと思い

ます。それについて、どういうふうに考えられたのか。議会でまだそこまで議論していません

が、見解をお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 

まず中央市、南アルプス市、富士川町で甲府駅西部沿線活性化対策協議会というのを作って、

この３市町でリニアの駅から富士川町まで、側道を利用した駅前道路といいますか、そういう

ものをほしいと。県にもＪＲ東海にも要望してきました。中央市と南アルプス市の間は釜無川

という大きな川で分かれておりますから、そこは実際にはできなくても、南部環状道路の若草

インターまでつけば、うちの町も駅への利用がしやすい、そして南アルプス市もしやすいとい

うことでやってきたんですが、これを県道として整備をしてほしいというところでお願いをし

てきたんですが、県からそういった県道としての要因を満たさないという話から、やるのであ

れば市町村道として整備をしてほしいという言葉が、今返ってきています。またＪＲ東海にも、

その広げた分だけはＪＲ東海が取得すべきだというお話もしてきておりますけども、今のとこ

ろ、かつて東海道新幹線にしても、どこの新幹線にしても、そういった例はないということか

ら、ＪＲ東海が工事用道路として使う部分、その工事が終わった後については、一般道路とし

て地域の自治体に無償提供で貸している例はありますから、それは大丈夫、できるでしょうと

いう話を言っております。そういう中で、中央市は今、南部環状道路の側道が全部、生活道路

として使っております。その４０メートルから６０メートル南を通るだけであって、あとは日

陰になる部分だけなんです。そうすると、その間をどうするかということが主体であって、南

北の側道はもうあるからということで、中央市はそれを歩道を付けてまでの生活道路としては

必要ないであろうというご判断のようであります。今のところ考えてないと。南アルプス市は、

今、大反対のグループがあるようですから、その人たちを刺激しないためにも、今のところ、

ＪＲ東海が取得する以外のところを取得してのところはないというお話は聞いております。う

ちでも全員が賛成しているとも思っておりませんけども、特に、そっくりかかる人は何ら問題

ないと思います。後、ちょっとかかる人が側道を造ることによって、さらに、土地を取られて

しまうという人は出てくることはありますけども、先ほど言ったように、これまでのリニアの

地区説明会でも、いろんなところで緩衝地帯はできるだけ広くとってほしいという言葉が１つ。

それと、そこに最大幅でフェンスを建てられたんであれば、本当に閉塞感がでてしまう。そん

なような、コミュニティをしっかり大切にしてほしい。それと先ほども言いましたけれども、
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フェンスの際の土地は安くなってしまいます。せっかく土地を提供しても、後の土地活用がで

きない。道路として利用できなければ、行き止まりの土地になりますから、そういった意味も

含めて、富士川町はニスカから戸川の左岸までの１．３キロをやっていきたいと。当然、町が

独自に道路計画を作る時であれば、そんな斜めの道路は造りません。しかし、今回はリニア中

央新幹線というものが通るということから、それを建設するのに側道がとられると。２２メー

トル幅で用地がとられていくわけですから、そういう状態になっても、それを逆に生かしてい

く。また地域住民の皆さんが、後々もそういったものが利用できる。そうしなければ、本当に

邪魔な施設が出るだけのことになってしまいますので、それをどうやって生かすかというのが

我々の知恵の出しどころではないかと思っています。緩衝地帯を広くとってほしいという住民

要望、それとコミュニティをつぶさないでほしいという要望。また、残された土地を有効に、

さらに活用できるような方法もというような要望もありますので、総合的に考えながら、町と

しては側道を活用していきたいということでしております。斜めの道路とはいいましても、道

路の形状としては悪いんですが、富士川町の、特に増穂の西部地域の皆さんからすれば、これ

からはニスカまで行けば、それから東に行けば甲西道路バイパスに出ていける。そして、南ア

ルプスまで行ける。インターチェンジも活用できるというメリットもあると思いますので、町

とすれば、総合的に考えながらやっていきたいということで、今回、測量予備設計業務の調査

費を計上させていただいたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番（齊藤欽也君） 

３点目で最後ですけれども、今の地域からの要望が、当然地権者含め周辺からいろいな要望、

今言ったような緩衝がほしいとか、いろんな話がもちろんあると思うんですけども、やはり、

これだけの事業をやっていくとなれば、私なんかはどちらかというと、あまり広い道路は地域

のコミュニティが壊れるような感覚を持っていて、地域にはいろんな意見があると思うんです。

今回、予算を出していますけれども、この時期は早すぎると思いますけれども、事業の進め方

として、そういったことも含めて、地域住民、今回ＪＲは地権者を中心にした説明会をやりま

すけども、町は町として、ちゃんとそれをもう一回、こういう計画でやろうと。あるいは緩衝

帯をこういう形でやっていきたいと、再度しっかり説明をしていかないと、いろんなトラブル

も起こり得るんで、その点どうされていくのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）。 

今回提出しています６００万は実施設計ではありません。あくまでも予備設計の測量をお願

いしております。先ほど言いましたように、議会にもどういう道路を造っていくんだと言われ

たときに形が示されない。住民の皆さんにも示さなくて、側道を使えるようになるのかどうな

のかもわからない。どんな形で出てくるなのかも提示できない。そうでなくて、既存の道路と

の交差点はこうなっていくんですよ、今回ＪＲ東海の取得したその両側はこういう形のなって

くんですよというように、概要も出していかなきければならない思います。この予備設計をし

て、そしてまた、住民の皆さんにも見ていただきながら、修正するところは修正しながら、実
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施設計に入っていきますので、設計業務がこれですべてではなくて、これはあくまでも予備設

計の経費として計上させていただいていますから、これがなければ次の段階へ進めないものだ

と思っておりますので、今議会に提出させていただいているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番（齊藤欽也君） 

側道ありきで考えないでいただきたいなということだけ意見して終わりにします。 

〇議長（齊藤正行君） 

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９０号から第９５号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１４ 議案第９６号 十谷地区ヘリポート整備工事請負変更契約の締結についてを議題と

します。 

 これから、議案第９６号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

最近、この大型の工事が必ずといっていいほど増工になるという、非常によろしくないんで

すけれど、特に今回の増工の説明を聞いたところでいくと、当初より大型のレッカーがかかっ

たとか、人件費が多かったとか、そのような内容なんです。これが許されてしまうと、今後も

いろんな工事において、設計よりちょっとかかってしまったから増額してくださいということ

も、あり得ると思うんですけど、ぜひ、そのへんもっとしっかりと管理したほうがいいと思い

ます。質問になりますけれども、この増工になる原因として、コンサルがもう少ししっかりと

設計をしたほうがいいと思うんですけど、そのへんのコンサルの管理というものは、町として

どのようにしているのかをお聞きします。防災ではないですね、これは、今後町として、例え

ば増工になったときに、コンサルに対してのペナルティとかを、どう考えるかお聞ききます。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ただいまの長澤議員の質問にお答えをしたいと思います。今回の十谷ヘリポートの設計内容

の部分につきまして、妥当かどうかという検証を１２月３日、１２月１１日と、担当課、設計

業者それから建設課を交えて行っております。その中で、今回の場合の話をさせていただくと、

例えば立地条件の受けとめ方をどうするかとか、施工方法の考え方をどういうふうに考えるか

とか、そういうところが論点になっていたというふうに聞いております。ですから今回、まだ

最終的な結論としては出てきておりませんけれども、コンサルに責めがあるのかどうかという

ことが、今回の場合の話ではまだ確定しておりません。設計思想の違いがあるというようなと

ころの話になっているということは聞き及んでおりますけれども、別の事案でどうかというこ
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とになりますと、また個別に考えていく問題だと思っておりますので、コンサルを選定するに

当たりましての考え方としましては、実績、それからコンサルの規模、そういうふうなものは、

事業の大きさと合せて、選定に当たっては留意しながら考えていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

こういう工事というのは、事前調査というのが１番大事なると思いますので、その部分もコ

ンサルがやる大事な仕事でありますので、そのへんからしっかりとチェックを果たしていって

もらいたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

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９６号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１５ 議案第９７号富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

これから議案第９７号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番。深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄議員） 

過疎地域自立促進計画の変更について質問します。ウのところの旧鰍沢中部小学校を活用し

た教育の充実ということで、同校舎を通信制高等学校として活用を図りますと書いてあるんで

すけれども、９月議会の時に中部小学校の利活用について質問させていただきまして、地域と

も十分協議した上で、幅広い有効活用を検討していくというご答弁をいただいています。今の

ところ中部地区にはこの件に関して、しっかりした説明も協議もないんですけれども、ここに、

いきなりこういう形で載ってきたことについてご説明をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

ただいまの質問にお答えいたします。この過疎計画は過疎地域の振興に関する計画でありま

して、過疎対策債の借り入れ等に必要な計画となっております。これまで鰍沢中部小学校の整

備にも、この過疎対策債を充当しているというような経緯もあることから、本計画に廃校後の

鰍沢中部小学校の利活用について何らかの記載をしておく必要が生じてございます。このこと

から、現時点において計画が出ております、教育特区による通信制高校の計画を記載するもの

でございます。この計画につきまして、概要については中部区の役員の皆さんに、一部現時点

での説明ということでさせていただいております。今後、校舎の利活用につきましては、新た

な計画が出てきた場合には、この過疎計画も変更をしていきたいと考えております。 

以上であります。 
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〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄議員） 

まだ決定ということではないということで理解していいと思うんですけども、もしこの件で

進めるのであれば、もっと詳細な説明を住民にお願いしたいということと、ほかの利活用も考

えていただきたいと思います。 

以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第９７号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会とします。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時４９分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２６年第４回富士川町議会定例会４日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 また、本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第４回定例会も本日が最終日

となりますが、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１６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（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 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、発委１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案されています。

ご審議をよろしくお願いします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 議案第８４号 富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定について 

日程第３  議案第８５号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

を議題とします。 

 去る、１２月１７日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました、議案第８４号および第

８５号について、委員長の報告を求めます。 

１３番 井上光三君 

〇１３番（井上光三君） 

    ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

これから、議案第８４号および第８５号の質疑を行います。 

 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８４号および第８５号の委員会報告に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

 これから、議案第８４号および第８５号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第８４号および第８５号の討論を終わります。 

これから日程第２ 議案第８４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第８４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり、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８４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

これから日程第３ 議案第８５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第８５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり、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８５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ４ 議案第８６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 ５ 議案第８７号 富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例の一部を改正する条例につい 

          て 

日程第 ６ 議案第８８号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８９号 富士川町情報公開条例及び富士川町個人情報保護条例の一部を改正 

する条例について 

     以上の４議案については、条例改正案でありますので一括して議題とします。 

     これから、議案第８６号から第８９号までの討論を行います。 

     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８６号から第８９号までの討論を終わります。 

これから日程第４ 議案第８６号を採決します。 

 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８６号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第５ 議案第８７号を採決します。 

 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） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８７号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第６ 議案第８８号を採決します。 

 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８８号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第７ 議案第８９号を採決します。 

 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８９号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第８ 議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）についてを議題と

します。 

     １２月１９日付けで、齊藤欽也君他１名からお手元に配布しました、議案第９０号平成２６年

度富士川町一般会計補正予算（第９号）に対する修正動議が提出されました。 

     したがって、これを本案と併せて議題とし、修正案の提出者の説明を求めます。 

１２番 齊藤欽也君。 

○１２番（齊藤欽也君） 

それでは、修正動議についてご説明したいと思います。 

  ――――   修正動議の朗読  ――――  

なお、この提案理由ですけども、今回の補正予算は、リニアに並行し側道を造るための予備

設計業務ということでありますが、先ごろの質疑においても、質問が町長に対してなされまし

たが、その目的、意義があいまいであり、また地域住民の反対も多い中、この件に関して議会

および町民に対し何の説明もされておりません。とりわけリニア対策特別委員会では、この件

について特に議論をされておりません。さらには、なぜ、今回、この１２月議会であえて補正

を組む必要があるのか、甚だ疑問であります。仮に実施するにしても、来年度予算で十分では

ないのかと、私は考えております。よって６００万円をすべて減額修正すべきであるというの

が私の理由であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君、その場にお願いします。 

これら議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）に対する修正案の

質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 
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○１１番（市川淳子さん） 

修正案に対する質問をしたいと思います。今、修正案に対する理由をおっしゃいましたけれ

ども、私はこの前、最勝寺の地区説明会にきました。その説明会のＪＲのお話を聞いたときに、

そういうふうに事がどんどん、予定というか進められていくんだなと思ったのは、こういう説

明がありました。地区説明会を今、順次開催しております。来年の１月に富士川町の説明会は

終わるんですが、それが終わってからということではなく、例えば最勝寺の地区説明会が終

わった段階で、ある程度のご理解が得られたということで、合意がとれれば、その都度、中心

線の測量をしながら用地の交渉に入っていくと、そういう手順で行っていきますというお話で

した。ということは、齊藤議員さんの今この段階でする必要なく、来年度の予算でも十分では

ないかというお話でしたが、そこら辺はどのようにお考えになりますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。  

○１２番議員（齊藤欽也君） 

ＪＲ東海が中心線を測量していくというのは、今の流れから言って当然のことだろうと思っ

ております。ただ、本町で、この間の質疑の時の町長の説明の中であったことは、ＪＲ東海が

買う部分のわきについてなんとかしていきたい、側道を造っていきたいと。そのために測量す

るんだと。まず中心線が確定し、そしてその後ＪＲは用地交渉に入る前にの説明会を行い、そ

してその後用地取得についての詳細な設計業務を行なっていくと。そこから用地交渉に入ると

いうことであるならば、仮に、これを実施すると考えた場合、中心線の次の段階、用地取得の

ための詳細設計の段階になって初めてやるんであれば、町はその測量業務をやっていくべきだ

ろうと私は思っております。今、なんで中心線をやるから、すぐここで動くんだという話には

ならないだろうと思っています。時期についてです。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

○１１番（市川淳子さん） 

質問を変えます。関連してですけれども、町長のあの時の説明で、私はある程度納得したん

です。その理由というのは、中心線が決まって、そしてその橋げたというんですか、上に柱を

立てますよね。そのときに、既存の道路がそれにかかってしまったりするときに、道路の設計

を変えなければいけない。そういうときに、側道を付けたときに、それがどういう形になるか

というのを、きちんと前もって知っていかないと、どんなふうにそこの地形が変わっていくの

かわからないので、予備設計としてするというお話だったので、私はそれはそうだろうなと思

います。最勝寺の説明会の時に、この資料をいただきましたけれども、本当にその側道ありき

のものということで、齊藤欽也さんのほうで修正動議を出しておりますけれども、側道を付け

る付けないということも含めて予備設計をしないと、どのくらいの用地がどのくらい予算で必

要になってくるかということすらもわからないと私は思っております。そういう意味では、設

計が必要だと思いますけれども、そのへんはどのようにお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。  

○１２番議員（齊藤欽也君） 

思い起こしてほしいんですけれども、側道という話、これはもともとリニアの線に沿って、
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今度できる、名称は甲府になるのか山梨になるのか知りませんけれども、新駅へ直接つながる

道を造っていこうということが出発点だと思うんですよね。側道という考え方の出発点はそこ

だったと思います。ところが、中央市あるいは南アルプス市は、ＪＲ東海はそこまで面倒みま

せんよということで断念をしたというお話を伺っております。これは、この間の質疑でも町長

からそのようなお話を答弁の中で伺っております。側道が必要なのかどうか、先ほど、側道を

付けるかどうかということも含めてというご発言がありましたけれども、まさにそこが大事な

んだろうと私は思います。ですから、まずそこをちゃんと議論し、地域住民、特に通ることに

よってコミュニティが分断される地域の人たちにとっては、よりそこが重要な話なんだと。そ

こをまずやらないことには、この話というのは進めるべきでないと私は思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

○１１番（市川淳子さん） 

３回目ですので、もう１つ。ここをもう１回確認したいと思います。たとえば、物事を考え

るときに、私たちが議員としていろんな判断をする時に、いろんな情報、いろんな資料を、あ

る程度、確実的な、こうなるであろうじゃなくて、このくらいのものがこのように、こんな形

でっていうことを知らないと、側道が必要、必要じゃないということも含めて、私はそういう

ことをしていかないとだめだなと思っているんです。なので、その考え方がよくわからないん

です。今、当初予算に盛るべきだとか、物事の考え方の本質なんですけれども、齊藤議員さん

は、そういうものに対して必要ではないから、ここに予算をもる必要はないというお話ですが、

必要か必要じゃないかというのは、今から議論するので、それに対する必要な情報を、必要な

資料として予備設計をするべきだと思っているんですが、そこらへんの考え方をもう一度お願

いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。  

○１２番議員（齊藤欽也君） 

ある方がこんな話をされました。自分で家を建てようという時に、何を考えるかというと、

どのようなものを作るか。どのように、自分生活スタイルにあったのかを考えてから設計にな

るんです。同じことです。これも、どういう考えのもとで、そういうものが必要なのかどうな

のかを、まず考える。先ほど詳細なものがなければと言いましたけども、少なくともＪＲ東海

が中心線を決めるわけです。中心地を決めて、２２メートルという決まった範囲で、まずそれ

が確定してくるわけですから、そういう意味では、うちの町がそれと並行して、あえてここで

造らなければ住民に説明できないというような性質のものではないと思います。それとなおか

つ、１２月議会補正、皆さんも考えてほしいんです。補正予算というのは、とりわけこの１２月

補正予算は３月３１日までに執行するという必要性、必然性があるからここに組まれる。時々、

国で、例えば緊急の雇用対策とか経済対策で予算が決まった。これ、来年度しか使えないけれ

ども、今年中の予算で計画を作って、来年度に繰り越し、来年度に使ってもいいですよという

ようなものについては確かにありますけれども、今回のこれはあくまでも町独自の事業として

やっていくと。その必要性が、そのために、今ここに組まれているわけですけれども、３月

３１日までに必要だという明確な根拠はどこにもない。要するに、補正予算と言うのは必要性
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がある。緊急性があるからということです。何でもかんでも必要だろうということで、１２月

にやっていいものではない。３月の来年度当初予算でしっかり議論してやってもいいわけです。

あるいは、そこまでに、今言ったような交渉なりなんなりを、しっかり練られていただければ、

さらにその後に延ばすべきである。これが私の考えです。 

以上です。 

○１１番（市川淳子さん） 

３つなので、終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって修正案の質疑を終わります。 

齊藤欽也君、自席にお戻りください。 

これから、議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）および修正案

の討論を行います。 

討論はありませんか。 

まず原案に賛成者の発言を許します。 

１０番 秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

原案に対し賛成の立場で討論いたします。１２月１８日の最勝寺区の地区説明会に出席いた

しました。その中で中心線測量の質問に、ＪＲ東海は答えていました。中心線測量は地区説明

会を行い、了解が得られた地区から順次実施していくと説明していました。それは、１月１８日

に開催される最終の大久保の地区説明会を待たずして、測量に入る可能性もあるということで

す。また、並行して設計協議を行っていくとも言っていました。設計協議とは、構造物の大ま

かな設計を行うとともに、必要な用地幅の検討を行うことです。また、リニアと交差する道路

や水路の付け替えなどについて、国や地方自治体と協議するとも説明していました。そういう

ことであれば、町としても設計協議する段階で、町所有の道路や水路がリニアとどのように交

差するのか、機能に支障はあるのかなどの状況を把握しておくことは、当然必要であります。

現状を把握しなければ、具体的な課題を整理することはできません。今回、町が予備設計を実

施することにより、より詳細な課題を見つけることができ、有効な方法を考えることができま

す。その時期はＪＲ東海が中心杭を設置する今であっても、早すぎることはないと考えます。

ＪＲ東海の中心線測量が、どのくらい早く進むのか分からない状況で、遅きに失することは

あっても、早きに失することはないと考えます。町には、道路や水路の機能を維持し、住民の

要望を聞き、課題を解決するため、最小の経費で最大の効果があがる有効な方法を考える責任

と義務があります。 

今回補正予算で計上した、リニア側道予備設計業務の目的は５点あると考えます。 

１点目は、交差する道路や水路の状況把握と対応。２点目は側道建設のための調査。３点目

は緩衝地帯のための調査。４点目は地域コミュニティの分断への対応。５点目は用地から残さ

れた土地の有効活用。これらの目的を遂行するためには、リニア側道予備設計業務は必要です。 

町が予備設計で示した案が最終決定ではありません。議会はこの後も関与することができま
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す。よって、原案に賛成いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、原案および修正案に反対の発言を許します。 

（ な し ） 

次に修正案に賛成者の発言を許します。 

４番 青栁光仁議員。 

○４番議員（青栁光仁議員）  

４番青栁です。修正案の協同提案者に名前が載っておりますが、私もこの補正案に対しては、

賛同できないということで、共同提案というか、賛同者にさせていただきました。初めに申し

上げておきますけれども、役場職員は予算がなければ、ボールペン１つの購入、執行できない

ということも十分承知しております。ただ今回のリニア関連の補正予算については、緊急性も

なく、早計で根拠が不明確なため、減額修正動議に賛同したものであります。初めに、町のホー

ムページを見ていただくとわかりますけれども、１２月の定例会における町長の所信表明が載

せられております。省略しますけれども、その中で町長はスケジュールを述べておられて、１月

に隣接する長沢地区への説明会が終わった後に中心線測量。それから、緩衝帯を利用した延長

１．３キロの側道整備を計画しておりますと述べていらっしゃいます。その後、側道整備計画

周辺道路の利用状況や交通量を把握し、そのために必要経費を計上いたしておりますと述べら

れておりますけれども、その中には、側道の予備調査ということは一言も謳ってはおられませ

ん。この所信から道路計画はあるようですけれども、側道予備設計に着手することは述べられ

ていなくて、利用状況とか交通量の把握し、うんぬんとありますので、早くても明年１月以降、

リニア中央新幹線の中心線を測量をして、その後に、ＪＲの言葉ですけれども、国や自治体と

設計について協議するという、ＪＲ東海のスケジュールは町長もご承知になっておられると思

います。先ほど秋山貢議員が申しましたけれども早過ぎることはないというお話でした。先の

質疑の日において、町長は中心線測量と並行して準備測量をしたいという答弁でありました。

これについて特に反対するのではありませんけれども、ＪＲ東海が示すルートは、国の建設許

可を受けるための概略予定で、あくまでも中心線は現地での測量によると言っております。ス

ケジュールからすると、補正予算としては早計に失するのではないかと考えております。齊藤

議員も説明しておりましたけれども、これは補正ですので、緊急性、例えば十谷のヘリポート。

これは必要かつ地域が変わったということで、増額補正も十分認められると私は考えておりま

すけれども、このリニア関連の補正予算は早計ではないかと１点考えております。２点目は、

幾つかのＪＲ東海の説明会で、用地幅は２２メートル。橋脚幅は１４メートルと説明している

ので、確かに両側４メートルの緩衝地ができますけれども、側道として利用できるか、これか

らの協議となります。年度内には、到底無理ではないかと考えております。３点目は南アルプ

ス市と中央市は、側道を造らないと明言しているようです。結果的に富士川町だけが側道を造

ると行き止まり道路がまたできることになります。なおかつルートの西には通称アルペン道路

がありますし、ルートの近くには増穂小学校の西から小林竹重と通じる天神道路があります。

東側には八メートル道路と５２号道路があります。これ以上、南北道路は必要ないと考えてお

ります。４点目はリニアに交差する道路、橋脚が建つ場合、先ほど市川議員が事前に調査する

必要があると、そのための予備測量であるというような発言の中で質問をしておりましたけれ

ども、橋脚がどこへと建つかは決まっておりません。それと橋脚が建った場合、ＪＲの説明は、
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先ほど市川議員は資料を持っていらっしゃったようですけれども、Ｙ字路なんかで、その道路

に橋脚が建つ場合は道路を迂回して、これは自治体と協議してということですけど、迂回して

Ａ案Ｂ案を作ることになりますと。その道路をよく見ていただくと側道をまたいでいるわけで

すね。橋脚を避けるために側道をまたいでいるので、側道は直線では造れなくなります。そこ

のところをよく確認しておいてください。５点目はリニア対策特別委員会が２回開かれました

がこの予算については検討されておりません。特別委員会が承認であれば私は従います。委員

長には特別委員会を開いていただきたいというお話は伝えてありますけれども、国政選挙や本

議会会期中、とても開けないという時間的なこともありまして、今後の調査検討となり、現段

階では特別委員会も結論を出していない状況であります。以上５点が、修正案に賛成する討論

でありますけれども、もう１点、最勝寺の説明会の話がありましたので、余談でもないので、

もう１点だけ付け加えておきますけれども、昨晩、ＪＲ東海の地区説明会天神中條でありまし

たけども、その中で長澤さんという方、この方、多分区長さんだと思うんですけれども、個人

名を出してしまって申し訳ないんですけども、どういうときの話を引き合いに出したのかわか

りませんけれども「町長が来て、側道を付けて２６メートル幅で計画されていると言った。あ

れはうそを言ったのか。」と激しい口調でＪＲと県の担当に問い詰めました。私どもは、当町

の企画担当から８月の特別委員会ですか、１１月１３日の特別委員会かどちらかで説明を受け

て、ＪＲの２２メートルプラス両側４メートルずつ側道を造るということで、県やＪＲに要望

を出していますと。それは先ほど齊藤議員が説明したように、中央市、南アルプス市と共同で

甲府駅までつながる側道要望を出していますという説明を受けておりましたけども、ここで言

葉が出てきたのは２６メートル幅だということで、それに対して県のリニア交通企画課の担当

者は、側道を付けたいということは県でも聞いていると。「もう議決されているのかな。１２月

に予算をつけて調査すると聞いています。」と答弁していました。ＪＲ東海側は「富士川町か

ら聞いているが、ＪＲはあくまで２２メートル、富士川町があと何メートル買って、何になる

のかは別の話」と答弁しました。議会が知らないところで話が右左へ動いているように思いま

す。議会やリニア対策特別委員会が軽視されているような感じがして、非常に不愉快でした。 

以上、議員各位の良識に期待して討論を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、原案に賛成者の発言を許します。 

     （ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）および修正

案の討論を終わります。 

これから議案第９０号を採決します。 

まず原案に対する修正案が、齊藤欽也君ほか１名から提出されています。 

先に修正案を起立によって採決します。 

お諮りします。 

修正案に賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 ４人 ） 

起立少数です。 

したがって議案第９０号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第９号）に対する修正
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案は否決されました。 

次に議案第９０号を採決します。 

お諮りします。 

採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 １１人 ） 

起立多数です。 

したがって議案第９０号については原案のとおり可決されました。 

着席してください。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ９ 議案第９１号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１０ 議案第９２号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１１ 議案第９３号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい 

           て 

日程第１２ 議案第９４号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１３ 議案第９５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

以上の５議案ついては、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第９１号から第９５号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第９１号から第９５号までの討論を終わります。 

これから日程第９ 議案第９１号を採決します。 

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） 

異議のなしと認めます。 

したがって議案第９１号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第１０ 議案第９２号を採決します。 

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９２号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第１１ 議案第９３号を採決します。 
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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９３号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第１２ 議案第９４号を採決します。 

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９４号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第１３ 議案第９５号を採決します。 

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９５号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１４ 議案第９６ 十谷地区へリポート整備工事請負変更契約の締結についてを議題とし

ます。 

これから議案第９６号の討論を行います。 

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９６号の討論を終わります。 

これから日程第１４ 議案第９６号を採決します。 

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９６号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１５ 議案第９７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。こ

れから議案第９７号の討論を行います。 

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９７号の討論を終わります。 
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これから議案第９７号を採決します。 

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９７号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１６ 発委第８号 富士川町議会議員の定数を定める条例の制定についてを議題とします。

発委第８号の提出者の説明を求めます。 

１０番 秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

     ――――  発委第８号の朗読説明  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 

以上で、提出者の提案理由の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８号については質疑と討論を省略します。 

秋山委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、日程第１６ 発委第８号を採決します。 

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８号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１８ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１９ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２０ 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４議案は、閉会中の継続調査でありますので一括して議題とします。 

総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から、会議規

則第７５条の規定によって、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。 

各委員長からの申し出のとおり、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 ） 
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異議なしと認めます。 

したがって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決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

議員各位には慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚くお礼申し

上げます。また、町長以下、町の執行部の皆さまにおいては、議案説明、質疑、答弁にご協力を

いただきありがとうございました。 

今年も２週間余りとなり、何かと気忙しい年の瀬になりました。皆さま方におかれましては季

節柄くれぐれもご自愛の上、年末年始をお過ごしくださいますようお願い申し上げます。 

平成２６年度第４回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

 

閉会 午前１０時４７分 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


