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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４０号をもって招集されました、平成２６年第３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１５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３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３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。 

 ９月に入り、朝夕は涼しさを感じる陽気となりましたが、今年の夏も、県内においては猛暑

日が続き、７月２７日には大月市で国内４番目となる最高気温３８．８度を記録した日もあり

ました。全国的に、猛暑による熱中症対策が叫ばれる一方で、台風や長雨の豪雨による土砂崩

れや浸水など、大規模な災害が発生しております。 

 ８月１９日深夜から２０日未明にかけて、広島市を中心に局地的な豪雨となり、土砂崩れや

土石流が多発し、死者、行方不明者を出す大惨事となりました。被害に遭われた皆さまに、哀

悼の意を表わすところであり、中山間地域を抱える本町にとりましても、非常に重要な問題で

あると痛感しております。 

 このような中、本町では、８月９日に上陸した台風１１号の接近に伴い、いち早く「警戒本

部」を立ち上げました。降り始めからの雨量が２００ミリを超え、「土砂災害警戒情報」の発令

を受けて、速やかに、十谷地区および平林地区へ避難勧告を出すなど、万全な体制で臨みまし

た。幸い、被害もなく無事に通り過ぎ、早期警戒による警戒本部の立上げや「避難勧告」の発

令は、今後の良い教訓とするなかで、町民の安全・安心のために全力を傾注してほしいと考え

ております。 

 また、８月３１日には、東海地震が発生したことを想定し、町内の各地区において総合防災

訓練が行われました。訓練により、災害などに対する心構えや、地域における連携の必要性な

ど、日ごろから災害に備えることの意識を高められた、良い機会であったと感じております。 

 国内では、９月３日の内閣改造を受け、政府与党の動きがさらに活発となり、集団的自衛権

に関する憲法解釈変更に伴う法整備や地方創生に向けた体制づくりを整えました。集団的自衛

権や地方創生に対する政府の取組みに注目していきたいと考えております。 

 県内では、８月２５日の県議会臨時会において、横内知事が今期かぎりでの勇退を表明しま

した。今後、各党の候補者擁立の動きが活発となり、本県のかじ取り役の人選が混沌とする様

相が見受けられます。 

横内知事におかれましては、在任中、リニア中央新幹線建設に向けた取り組みや富士山の世

界文化遺産の登録などが実を結び、多くの課題に果敢に取り組み、“暮らしやすさ日本一”を目

標に進めてきた県土づくりの数々の施策に敬意を表したいと思います。 

 町内に目を向けますと、７月にオープンした道の駅富士川は連日おおくの人で賑わいをみせ、

なかでも夏休み中には、県内外の家族連れで賑わうなど、活況をみせているところであります。

今後も、多くの観光客が訪れ、本町の観光情報の発信拠点として、ますます発展していくこと

を願うものであります。 

 さて、今定例会は、平成２６年度補正予算、条例制定、条例改正をはじめ、平成２５年度決
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算などについて、審議をお願いすることとなります。決算審査は、決算特別委員会を設置し、

分科会方式の形で日程を調整し、全議員がすべての分科会に出席できる体制を取り、その後、

全体会で討論をすることを予定しております。これにより、慎重かつ丁寧に、内容の濃い審査

ができるものと考えております。 

 今定例会の会期は、９月２４日までの２０日間を予定しております。議員各位におかれまし

ては、健康に十分ご留意され、活発な議論をお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。 

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

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、 

 ７番 長澤芳文君 

 ８番 鮫田洋平君 

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２４日までの２０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２４日までの２０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、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告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。 

 このほか議員各位には各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 

 なお、富士川町議会議員行政視察研修実施報告書については、お手元に配布したとおりです

のでご了承ください。 

 なお、諸和夫代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にご苦労さまです。 

 本日は提案説明に留め、質疑につきましては９日の本会議で議事日程により審議をお願いし

ます。 

 今定例会までに受理した請願は、先にお手元に配布しました請願文書表のとおりです。 

 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 

 なお、１０番 秋山貢君は所要のため、本日の会議を欠席するとの連絡を受けておりますの

で、ご了承ください。 

 また、本日は広報担当から、写真撮影の申し出がありました。これを許可したのでご了承願
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います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長より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９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、御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、格段の御理解と御尽力を賜っておりますことに、厚く御

礼を申し上げます。 

 開会にあたり、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

を御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

民の皆さまの御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

 はじめに、８月２０日未明広島市を襲った局地的な豪雨は、土砂崩れや土石流を引き起こし、

市内各地で住宅が次々に土砂にのみ込まれ、巻き込まれ、多くの死者、行方不明者が出る大惨

事となりました。 

 また、２５日には北海道礼文島におきましても、島のいたるところで土砂崩れが起き、民家

を襲い死者がでると言う惨事が起こっております。 

 被害を受けた方々に心よりお見舞い申し上げ、被災地の早期復興を心から願うところであり

ます。 

政府は、こうした局地的豪雨に伴う土砂災害を防ぐため、土砂災害防止法の改正を視野に都

道府県が重点対策の対象とする「土砂災害警戒区域」の指定促進に向け、支援強化の検討を始

めるとともに、避難勧告の発令のあり方も見直すこととしたところであり、町といたしまして

も、こうした動きを注視しつつ、より一層、万全な体制で取り組んで参る所存であります。 

さて、我が国の経済情勢は、景気の基調判断を、緩やかな回復基調が続いており、消費税率

引き上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。先行きについては、当面、消費税率引

上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱さが残るものの、次第にその影響が薄れ、各種

政策の効果が発現するなかで、緩やかに回復していくことが期待されるとしております。 

また、政府は、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものと

し、持続的成長の実現に全力で取り組み、引き続き、経済の好循環の実現に向け、「好循環実現

のための経済対策」を含めた経済政策パッケージを着実に実行するとともに、平成 26 年度予

算の早期実施に努めることとしておりますが、一日も早く、雇用や所得環境が改善され、国民

一人ひとりが豊かな生活を実感できる日本経済を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、公共施設の再配置計画についてであります。 

本町を取り巻く状況は、少子高齢化の進展、扶助費の増大、合併に伴う地方交付税の上乗せ措

置が平成２７年度からの５年間で段階的に縮減されるなど、厳しい行財政運営が想定されてお

ります。 

そこで、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めていくため、更なる行財政改革を実践

する中で、公共施設再配置計画の策定は重要施策でありますので、本年７月、公共施設等総合
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管理計画室を設置し、本庁舎や分庁舎、町民会館などの主要な施設をはじめ、公共施設の将来

のあるべき姿を検討していただくため、公共施設再配置計画 策定検討委員会を設置したとこ

ろであります。 

委員には、対象施設に関係する団体の代表や住民からの公募を含めた２４名の方々を委嘱し、

委員会では、当該施設の「必要性の検証」、「機能性の向上」、「公平性の確保」、「地域性の配慮」

を基本方針とし、更に、「公共施設の統廃合の実施」、「多機能・複合化による施設の充実」、「新

たな施設は原則として建設しない」、「施設更新の優先順位づけと計画的な保全による長寿命化」、

「住民との協働、官民連携の推進」を計画策定 5原則として、協議を進め、本年中の計画策定

を目指すこととしております。 

次に、防災対策についてであります。 

８月に四国、近畿を縦断した台風１１号は、日本全国の広範囲に影響を与え、県内にも大雨

を降らせました。本町では、台風１１号が接近した８月１０日、土砂災害警戒情報の発令と同

時に、富士川町災害警戒本部を設置し、台風情報の収集、避難所の設置とともに、降り始めか

らの降水量が２００ｍｍを超え、時間雨量も３０ｍｍを超えたことにより、土砂災害の恐れが

ある十谷地区と平林区の全世帯、３５５人に避難勧告を出し、平林地区の４９世帯、８７人が

地区公民館、みさき耕舎へ避難したところであります。 

また、高下地区では、２世帯、２人が自主避難をしましたが、幸い大事には至らず、安堵し

たところであります。 

また、本年度の防災訓練につきましては、９月１日が平日であったことから、８月３０、３１日

に、東海地震が発生し、震度６強の震災に襲われたことを想定し、全区において、自主防災組

織を中心に、対策本部の設置訓練や、初期消火訓練など、各地区の災害対応マニュアルに沿っ

た取り組みが行われました。町においても、本庁舎会議室に災害対策本部を設置し、各区との

情報伝達訓練や避難所開設訓練、物資調達・輸送訓練などを行い、発災時における初動体制の

確認を行ったところであります。 

なお、大雪や大雨、地震発生時の緊急情報、警戒情報、避難情報などは、確実に町民に伝え

ることが重要でありますが、近年の住宅の機密性の向上等により、防災行政無線が聞き取りづ

らいと言った御意見も多くあり、大きな課題となっております。 

こうした課題を解決すべく、町民への新たな情報伝達手段として、デジタル波やFM放送など

による戸別受信機の導入を検討して参りましたが、受信するための費用や維持管理費用がネッ

クとなっておりました。 

こうした中、室内でも確実に情報が得られる従来のポケベル波を使用した戸別受信機（防災

ラジオ）が開発され、これまで検討してきたシステムに比べて、低廉な費用で導入が可能なこ

とから、この機種を導入することとし、明年度から稼動できるよう、今定例会に電波送信局の

設置経費を計上しております。 

この防災ラジオの各家庭への普及にあたっては、ラジオの購入費や電波使用料が必要となりま

すが、多くの台数が想定されることから、今後、購入時や、その後の維持、管理について、利

用者も役場も手数がかからない方法を検討し、明年から希望をとり、普及に努めて参りたいと

考えております。 

また、鰍沢南区入町地区の災害防除でありますが、入町地区の南川右岸は、急傾斜であり、

雑木が生い茂る状態でありますが、左岸側には住宅地があり、台風や暴風、大雪などで河川へ
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立木が倒木することにより、河川をせき止め、入町地区はもとより、鰍沢本町地区へ洪水や土

砂災害を引き起こす恐れがあると想定されます。 

こうしたことから、入町地区における土石流等の災害防除として、南川右岸の立木を伐採する

ための経費を計上しております。 

次に、峡南北部地域の医療充実についてであります。 

山梨県が地域保健医療計画に基づき、分娩取扱医療機関がない地域に対し、「産科セミ・オープ

ンシステム」の導入を進めている中で、本町と市川三郷町は、峡南医療センター 市川三郷病

院を推薦し、６月１７日に県の選定委員会を経て、同病院に産科セミ・オープンシステムの導

入が決定いたしました。 

峡南地域においては、長年産科の空白状態が続いておりましたが、本システム導入により、身

近な病院で待ち時間なく妊婦健診が可能となり、妊婦の負担軽減のため、明年１月から検診が

可能となるよう、環境整備を図ることとし、必要な経費を計上いたしております。 

 次に、定住促進についてであります。 

本町の重要課題の一つであります、空き家対策、人口減少対策の一環として、空き家の住宅

改修及び中山間地域の住宅用地を取得する者に対して、その経費の一部を助成することにより、

移住及び定住に繋げていきたいと考えております。 

先ず、「空き家改修費補助」として、空き家バンクに登録されている空き家の購入者又は賃借者

に、入居のための改修経費の１／２、２５万円を限度に補助することとしたいと考えておりま

す。また、「中山間地域における住宅用地取得費補助」として、中山間地域である、平林区、小

室区、高下区、中部区、五開区への定住を促進するため、この地域に住宅用地を購入した者に

対し、土地購入費の１／３、５０万円を限度に補助することとし、空き家改修費４件、住宅用

地取得費２件に必要な経費を計上いたしております。 

次に、町制施行５周年記念事業についてであります。 

今年度は、町制施行５周年を記念し、これまでも各種事業を開催しているところであります

が、これからの事業として、１０月２６日には、子供から高齢者までを対象にした健康ウォー

キング大会を予定しております。 

健康ウォーキング大会は、午前９時３０分にまほらの湯をスタートし、利根川公園内のウォー

キングコースを周回しますが、専門の講師による歩き方について様々な指導も交え、歩く楽し

さを感じていただく中で、多くの皆さんが、日常的にウォーキングによる健康づくりに取り組

むきっかけになっていただければと考えております。 

また、１１月２日には、青柳町２丁目交差点から南川交差点までを通行止めとし、山車巡行

祭りを予定しております。祭り当日は山車の巡行の先導役として神輿や万灯行列にも参加をい

ただき、沿道には芸能エリアを設けて芸能発表などを行うこととしております。 

なお、多くの方々に山車巡行の体験をしていただくために、現在、引手の募集を行っており、

町を挙げての記念事業とするための準備を進めているところであります。 

さらに、１１月２３日には、ますほ文化ホールにおいて、富士川町太鼓フェスティバルの開

催を予定しております。日本の伝統文化の一つとして、地域に息づいている和太鼓を後世に引

き継ぐとともに、和太鼓が持つ魅力を広く伝えていくため、昨年と同様に山梨県内の太鼓団体

が一堂に集い太鼓の競演を行うこととしております。 

また、１２月７日には、「道の駅富士川」をスタート地点として、大法師公園から穂積、平林、
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米を通り「道の駅富士川」へゴールする、「ゆずの里スーパークロスカントリー＆絶景ウォー

ク大会」を予定しております。種目は、ロング３２ｋｍ、ミドル２０ｋｍで、それぞれランニ

ングとウォーキングの４種目を設定しております。全国から参加者を募集する、本町では初め

てのラン＆ウォークの大会でありますので、コースにあたる地元の皆さんのおもてなしへのご

協力を、ぜひお願いしたいと考えております。 

以上、本年中に実施する、町制施行５周年記念事業を申し上げましたが、この他にも、既存

イベントと連携した事業もありますので、盛大に祝って参りたいと考えております。 

次に、道の駅富士川についてであります。 

７月８日にオープンした「道の駅富士川」は、オープンイベントや毎週末のイベント等の効

果もあり、現在のところ予想以上の入込客数を記録しております。７、８月の売り上げを見ま

すと、平日が１００万円弱、土、日が２００万円弱、お盆の前後は、２００万から３００万円

強の売り上げを記録しております。 

また、売れ行き商品見ましても、１番２番が㈱富士川の商品で、ベスト１０のうち、町内の

商品が５品目も入っており、また、レストランも好評をいただくなど、うれしく思っていると

ころであります。 

しかし、今は、開店直後であり、もの珍しさも手伝っての状況であると考えており、今後、

秋、冬に向け、野菜、果物類の販売商品の確保、新たな物販品の開発など、課題もないわけで

はありません。高速道路の開通までは、一般道路客のみの営業を行っていく中で、どの位の入

込客数を見込めるか、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、リニア中央新幹線対策についてであります。 

町では、先般、沿線住民の皆様を対象に、実際のリニアの騒音、振動などを感じてもらう機

会として「リニア体感会」を３回に分けて開催し、合計６０名の皆様に御参加いただいたとこ

ろであります。 

こうした中、リニア中央新幹線の新たな整備区間につきまして、事業者であるＪＲ東海は、

８月２６日、国土交通大臣の意見を踏まえた環境影響評価書を、再度、国土交通大臣等に送付

するとともに、工事実施計画の認可申請を国土交通大臣に提出いたしました。 

この環境影響評価書については、今月２９日まで、企画課と鰍沢サービスセンターの窓口で縦

覧しているところであります。 

リニア建設の今後のスケジュールとしては、この秋にも国土交通大臣から工事実施計画書の

認可が受けられると思われますが、認可後に事業説明会を開催し、その後、中心線測量、設計

協議、用地測量、用地買収を行った上で、工事説明会の開催、工事着手となるものと考えてお

ります。 

町では、今後も環境や騒音など、沿線住民の皆様の不安や懸念、疑問等に一緒になって取り

組むとともに、リニアの建設用道路のその後の活用策や町民体育館、ますほ児童センター、殿

原住宅の移転問題など、町独自の課題もありますので、リニア建設事業の進展に注視しながら

対応して参りたいと考えております。 

最後に、条例の制定についてであります。 

明年４月より始まります、子ども・子育て支援新制度において、市町村が実施主体となり、

一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会を目指し、乳幼児期の教育、保育の総合的な提

供や地域における子育て支援を推進していくこととなります。富士川町保育の必要性の認定に
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関する条例については、保育の必要性の認定基準について定める必要があるため条例制定を行

うものであります。 

また、他の３件の条例制定につきましても、新制度の下で、市町村が定める必要があるもの

について条例制定を行うものであります。 

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、報告案件３件、専決処分承認案件１件、条例制

定案件４件、条例改正案件１件、補正予算案件６件、公営企業会計剰余金処分案件１件、決算

認定案件２件、合わせて１８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、御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。 

 以上です。 

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 報告第６号 平成２５度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率

の報告についてを議題とします。 

 町長から、本案について説明を求めます。 

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） 

 財政課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

 それでは報告第６号の詳細説明をさせていただきます。かがみの後ろのページをお開きいた

だきたいと思います。今回の報告は平成１９年に公布され、平成２１年１月１日から施行され

ております。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づくものであります。この法律で

は、地方公共団体の財政状況を分かりやすい財政指標によって公表することで、早期に健全化

が図れるものとするもので、議会へ報告し、公表することとされているものであります。平成

２５年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況であります。表をご覧ください。項

目を早期健全化基準で掲載してございます。項目のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率に

関しましては、赤字を生じていないために横線で表示してございます。早期健全化基準は、実

質赤字比率は１５％、連結実質赤字比率は２０％となっております。続きまして、実質公債費

比率でありますが９．７％であります。早期健全化基準は２５％となっており、下回っている

状況であります。参考までに平成２４年度の数値は１０．１％でありました。若干、下降をた

どっているという状況でございます。続きまして、将来負担比率でありますが３９．７％であ

ります。早期健全化基準は３５０％でありますので、大きく下回っている状況であります。参

考までに平成２４年度の数値は３６．７％でした。若干の上昇傾向がございますけれども、こ

れに関しましては、平成２５年度、道の駅等の大きな事業によりまして起債を発行しているた

めに、若干ふえているという状況でございます。続きまして、平成２５年度の決算に基づく富
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士川町財政健全化資金不足比率の状況であります。項目、会計名、比率、経営健全化基準にの

順で記載してございます。資金不足比率でありますが対象が５つの会計になります。こちらに

掲載してあります５つの会計でありますが、いずれの会計も資金不足を生じていない状況であ

りますので横線で表示してあります。なお経営健全化基準につきましては２０％となっており

ます。以上、詳細について説明をさせていただきました。 

よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

 次に監査委員から、平成２５年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の諸和夫君から報告を求め

ます。 

 代表監査委員、諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫夫君） 

 本日は、大変ご苦労さまでございます。 

 議長から指名をいただきました代表監査委員の諸でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 ただいま、町長および担当課長から説明がございました平成２５年度富士川町財政健全化判

断比率の算定基礎係数について審査を行いましたので、その結果についてご報告いたします。 

 それではお手元の資料の、報告第６号の裏面に意見書が添付されておりますのでご覧いただ

きたいと思います。 

 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

 （平成２５年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 

 以上で、平成２５年度富士川町財政健全化等審査意見についての報告を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、平成２５年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第５ 報告第７号 平成２５度富士川町水道事業会計予算繰越計算書についてを議題としま

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） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に報告第７号の補足説明を求めます。 

 上下水道課長、内田一志君。 

〇財政課長（内田一志君） 

     それでは報告第７号の補足説明をさせていただきます。２ページの繰越計算書をお開きくだ

さい。平成２５年度富士川町水道事業会計予算繰越計算書、１款資本的支出、１項建設改良費、
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翌年度繰越額１７６７万７２８０円。これは２月の大雪により工期を延期したものでございま

す。以上で補足説明とさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の報告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６ 報告第８号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についてを議題とします。 

 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） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に報告第８号の補足説明を求めます。 

 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） 

     それでは、報告第８号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についての補足説明

をさせていただきます。次のページをお開きください。株式会社富士川から、第２期平成２６年

度の予算の見通しについて提出がありましたので報告させていただきます。予算方針でござい

ますが、平成２６年度予算は損益ベースで作成しており、運営コストを積算し、全社において

黒字化することを目標に設定しているということでございます。全社予算を説明させていただ

きます。レジ通過客数見込人数でございますが、年間３５万４千人ということでございます。

次に予算でございますけれども、勘定科目、年間予算というふうに記載になっておりますが、

売上高３億３２００万円、売上原価２億６００万円、売上総利益金額１億２６００万円、人件

費６７００万円、経費合計で５千万円ということでございます。営業利益９００万円、営業外

収益１１００万円、これは町からの指定管理料、それから緊急雇用の補助金、自販機等の売り

上げ等ということでございます。営業外費用２００万円、これは平成２５年度の決算で生じま

した町への納入金ということでございます。税引前の利益金額が１８００万円、法人税等で

６３０万円、税引後の利益金額１１７０万円、納入金５８５万円、納入後の利益金額５８５万

円、これは利益の２分の１を町へ納入するということでここに計上しているということでござ

います。３施設別予算ということで、次の表は道の駅、塩の華、つくたべかんの内訳で、次の

とおりの記載のとおりとなっております。以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の報告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７ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町一般会計

補正予算（第４号））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） 
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―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、承認第９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） 

     それでは承認第９号の補足説明をさせていただきます。 

かがみの後ろのページ専決処分書をお開きください。 

 （以下、専決処分書の朗読） 

 それでは事項別明細書で説明を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年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

 以上、補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ください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８ 議案第５９号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の制定について 

日程第９ 議案第６０号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制

定について 

日程第１０ 議案第６１号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について 

日程第１１ 議案第６２号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

めるの条例の制定について 

以上の４議案は条例制定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は、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５９号から第６２号までの補足説明を求めます。 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 それでは、議案第５９号の保育の必要性に関する条例の制定についての補足説明をさせてい

ただきます。保育所等の入所するための事由について、現行制度の「保育に欠ける」という事

由から、新制度は「保育の必要性」という事由により認定を行います。そのために条例制定が

必要になります。保育の必要性の事由ですが、保護者の就労、妊娠、出産、疾病等の事由にな

ります。次に議案第６０号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の

制定についての補足説明をさせていただきます。地域型保育給付の家庭的保育事業等の設備及

び運営に関して町が認可を行います。職員数の配置基準や資格、保育士等の面積、給食の提供
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等の基準を定めるため条例制定が必要となります。続きまして、議案第６１号 特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての補足説明を

させていただきます。特定保育、保育施設および特定地域型保育の運営に関して、施設、事業

者が給付費対象となるには、町が確認を行います。利用定員、管理運営、給付費等の基準を定

めるために条例制定が必要となります。最後に議案第６２号 放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定についての補足説明をさせていただきます。放課後

児童保育の質を確保する観点から、町では設備及び運営について職員数及び開設日数等の基準

を定めるための条例制定が必要となります。以上で補足説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

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１２ 議案第６３号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例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６３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６３号富士川町職員給与条例の一部を改正する条例につきまして補足説明

をさせていただきます。議員各位には添付の横長の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

富士川町職員給与条例平成２２年条例第５２号の一部を次のように改正する。別表第１の５級

の項中９表の課長補佐、調整主幹の職務を新しく所長、室長、局長、課長補佐の職に改め、同

表６級の項中９表の参事、課長、局長、所長、室長の職務、会計管理者の職務を新しく会計管

理者、課長、参事、局長、所長、室長の職務に改める。この条例は公布の日から施行するもの

でございます。ご覧いただいております別表第１でありますけれども、級別職務分類表と呼ば

れておりまして、今回５級６級につきまして管理職員の職務級であり、今回この整理を行うも

のであります。なお、当該条例の改正は、職員が自ら後任・降格を希望する場合、心身の負担

の軽減を図ることを目的として、富士川町職員希望降任及び希望降格制度取扱要綱を設けるに

あたりまして条例改正を行うものでございます。 

以上、よろしくご審議、ご決意のほど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。 

ここで、暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５５分 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０６分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

     ここで、諸和夫代表監査委員より、追加して報告を行う旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

代表監査委員、諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫夫君） 

 先ほどは大変失礼をいたしました。財政健全化審査の意見書、１ページ飛ばしてしまいまし

た。改めてご報告申し上げますので３ページ目をお開きいただきたいと思います。大変申し訳

ありません。 

 （平成２５年度富士川町財政健全化審査意見書３ページの朗読説明） 

以上でございます。失礼いたしました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１３ 議案第６４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第４号）について 

   日程第１４ 議案第６５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２号）に

ついて 

   日程第１５ 議案第６６号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

   日程第１６ 議案第６７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２号）に

ついて 

   日程第１７ 議案第６８号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

   日程第１８ 議案第６９号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の６議案に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６４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６４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年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

 それで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ページをお開きくだ

さい。なお説明は款項の区分、それから補正額を説明し、主なものの説明をさせていただきま

すが、ご承知おきください。 

 （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） 
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 以上、補足説明をさせていただきました。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６５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６５号の補足説明をさせていただきます。 

 予算書をご覧ください。平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算（第２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。 

 （以下、平成２５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） 

 以上で、議案第６５号の補足説明とさせていただきます。よろしくご議決をいただきますよ

うお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第６６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（笠井千尋君） 

 議案第６６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） 

 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６７号から第６９号まで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） 

 それでは、議案第６７号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２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。 

 （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） 

 続きまして、議案第６８号平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１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。 
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 （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） 

 続きまして、議案第６９号の補足説明をさせていただきます。 

 （以下、平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、水道事業会計補正予算説明により説明させていただきます。 

 めくっていただきまして３ページをお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算朗読説明） 

 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしく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ならびに担当課長の議案第６４号から６９号までの補足説明が終わり

ました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１９ 議案第７０号 平成２５年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

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７０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） 

 それでは議案第７０号の補足説明をさせていただきます。前年度繰越剰余金と平成２５年度

の純利益を合わせまして１４４７万５７１３円のうち８００万円を建設改良積立金に、残りの

６４７万５７１３円を翌年度、繰越利益剰余金とするものでございます。以上補足説明とさせ

ていただきます。 

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２０ 認定第１号 平成２５年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

   日程第２１ 認定第２号 平成２５年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 

 町長から、本案について決算の概要説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 



 ２０

―――― ２ 議 案 の 提 案 理 由 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、認定第１号および第２号の補足説明を求めます。 

 説明者は、簡潔明瞭な説明をお願いします。 

 まず、認定第１号の補足説明を求めます。 

 会計管理者、秋山千秋さん。 

〇会計管理者（秋山千秋さん） 

 それでは、認定第１号平成２５年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いての補足説明をさせていただきます。 

 説明は決算書により、歳入歳出につきましては収入済額支出済額で説明をさせていただきま

す。決算書につきましては、総括表２枚の次に一般会計の決算書がございますので、決算書の

１ページをご覧ください。 

 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

 次に国民健康保険特別会計に移ります。 

 （以下、平成２５年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

〇議長（齊藤正行君） 

 補足説明の途中ですが、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５８分 

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

再開 午後  １時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 

 会計管理者秋山千秋さん。 

〇会計管理者（秋山千秋さん） 

 それでは、午前中に引き続きまして決算書の説明をさせていただきます。 

後期高齢者医療特別会計に移らせていただきます。１１ページをごらんください。 

（以下、平成２５年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

 以上で一般会計及び各特別会計の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をくださ

いますようお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、認定第２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） 

 それでは、認定第２号平成２５年度富士川町水道事業会計決算につきまして補足説明をさせ

ていただきます。決算書の２１２ページ以降をお開きください。めくっていただきまして、富

士川町決算報告書の１ページをお開きください。 

 （以下、平成２５年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 

 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の説明ならびに担当課長の認定第１号および第２号の補足説明が終わりました。 



 ２１

 ただいま議題になっています認定第１号および第２号については、委員会条例第６条の規定

によって決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。 

 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、認定第１号および第２号の決算認定については決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することに決定しました。 

 ここで、委員名簿を配布します。 

 （ 配 布 ） 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員選任については、委員会条例第７条第３項の

規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

 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、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

             休憩  午後 １時３４分 

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

再開  午後 １時３５分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

 休憩中に決算特別委員会を開き正副委員長の互選を行いましたので、議長から報告します。 

 決算特別委員会の委員長に齊藤欽也君、同副委員長に神田智君がそれぞれ互選されました。 

 議案付託表、決算特別委員会日程表および現地視察日程表については、議会終了後配布しま

すのでご了承願います。 

 １４番、神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

 動議を提出します。 

 決算審査に必要な資料の提出を望みます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 １５番、小林進君。 

〇１５番議員（小林進君） 

 神田議員の決算審査に必要な資料の提出を望む動議に賛成します。 

〇議長（齊藤正行君） 

 ただいま１４番、神田智君から決算審査に必要な資料提出を望む動議が出されました。 

 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 

 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を議題とします。 

 ここで１４番、神田智君から決算審査に必要な資料の説明を求めます。 

 １４番、神田智君。 
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〇１４番議員（神田智君） 

 それでは、決算審査に必要な資料の朗読をいたします。 

 提出資料の一覧表ということで、全部で２４項目あります。 

  １．平成２５年度社会福祉協議会一般会計決算書。 

  ２．平成２５年度各行政委員会および各種委員会等、会議開催数。 

  ３．文化ホール決算・予算の推移（平成２１年から平成２５年まで）。 

  ４．平成２５年度文化会館自主事業収支報告書（催しものごと）。 

  ５．平成２５年度臨時職員月別人数、産休人数・介護休暇取得者。 

  ６．平成２５年度年間保守業務委託一覧表。 

  ７．平成２４年度市町村普通会計決算の状況。 

  ８．平成２５年度各小中学校児童生徒数。 

  ９．平成２５年度各保育所園児数。 

 １０．保育所保護者負担金の各保育所収入未済額（５年間の件数と金額）。 

 １１．平成２５年度保育所時間延長・一時預かり保育利用状況。 

 １２．平成２５年度町営バス決算（バス資料により）※デマンドバスを含む（登録者数、運

行回数、利用者の人数が分かるもの）。 

 １３．平成２５年度農村振興総合整備事業進捗状況。 

 １４．平成２５年度平林みさき耕舎及び平林活性化組合決算書。 

 １５．平成２５年度公共下水道普及率一覧表。 

 １６．平成２４年度、２５年度まほらの湯決算書。 

 １７．平成２４年度、２５年度かじかの湯決算書。 

 １８．平成２４年度、２５年度つくたべかん決算書、塩の華決算書。 

 １９．平成２５年度、２５年度追分館決算書。 

 ２０．出生児推移状況について（平成２１年から平成２５年まで）。 

 ２１．平成２５年度ゴミの収集分別状況について。 

 ２２．平成２５年度ゴミの処分費、一覧表状況について。 

 ２３．リサイクルステーション設置条件（平成２１年から平成２５年まで）。 

 ２４．太陽光発電システム設置補助状況（平成２１年から平成２５年まで）。 

 ２４項目の資料の提出をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を採決します。 

 お諮りします。 

 決算審査に必要な資料提出を望む動議を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、決算審査に必要な資料提出を望む動議は可決されました。 

 提出資料については議会終了後、配布しますのでご了承願います。 

次に監査委員から平成２５年度富士川町一般会計、特別会計及び公営企業会計（水道事業会

計）の決算審査に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の諸和夫君から報告

を求めます。 



 ２３

 代表監査委員、諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫君） 

 まず報告に入る前に、このたび行いました決算審査におきましては町長さんをはじめ、関係

職員には大変お忙しい中をご協力いただき、日程どおり終了できましたことに対し、厚く御礼

を申し上げます。ありがとうございました。 

 当決算審査に対する意見書については、一括して報告をさせていただきます。 

 なお、時間の関係もございますので１ページと１９ページの結びのみ朗読させていただき、

報告に代えさせていただきたいと思います。あらかじめご了承願いますようお願い申し上げま

す。省略させていただきますページにつきましては、後日ご確認をしていただきたいと思いま

す。 

 それでは、お手元の資料により報告させていただきます。 

 議案書の認定第２号の裏面に意見書が添付されておりますので、ご覧ください。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 （以下、平成２５年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）決算審

査意見書１ページ、１９ページ朗読説明） 

 以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 

 諸和夫代表監査委員には、誠にご苦労さまでした。厚く御礼を申し上げます。 

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

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。 

 なお、９月８日の会議時間は、富士川町会議規則第９条第２項により午前９時に繰り上げて

開くことにします。 

本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時５０分 
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平成２６年第３回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２６年９月８日 

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

通告 １番  ９番  長 澤   健 議員 

通告 ２番  ２番  深 澤 公 雄 議員 

通告 ３番  ６番  秋 山   勇 議員 

通告 ４番 １０番  秋 山   貢 議員 

通告 ５番 １２番  齊 藤 欽 也 議員 

通告 ６番  １番  小 林 有紀子 議員 

通告 ７番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ８番  ５番  堀 内 春 美 議員 

通告 ９番  ７番  長 澤 芳 文 議員 

 

 

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  小 林   進 

１５番  神 田   智       １６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

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

（１８人） 

町       長 志 村  学 教 育 委 員 長 中 込 文 江 

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 

 

 

５．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 ９時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 第３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。 

 教育委員の改選により中込文江教育委員長が新任されました。ご出席をいただき誠にご苦労

さまです。 

 ここで、教育委員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。 

 教育委員長 中込文江さん。 

〇教育委員長（中込文江さん） 

     おはようございます。新任の教育委員長の中込文江でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

     今、教育に関しましては、さまざまなことが話題となっております。新しい教育委員会制度

も来年度から施行されます。そのような中、富士川町の教育委員長といたしまして、グローバ

ルな視点を持ち、そして地域に根差した、地域の人々にとって大事な教育、それに邁進してま

いりたいと思っております。議会の皆さま方には、どうぞ深いご理解とご支援を賜りますよう

にお願いいたしまして、はなはだ簡単ですけれども、新任のごあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

これで、教育委員長のあいさつが終わりました。 

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９名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 



 ２８

 それでは通告１番、９番、長澤健君の一般質問を行います。 

 ９番、長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

おはようございます。９番長澤健です。６月議会の定例会では、体調不良により一般質問が

できなかったので、今回が改選後の初質問であります。何回経ってもこの場所は慣れませんけ

れども、この新しいマイクシステムの記念すべき第１番目の登壇者となりましたので、質問の

声がしっかりとマイクに拾われるよう、はっきりと質問していきたいと思います。はっきりと

と言えば、この前議会の中で、このマイクシステムのリハーサルをしたんですが、「長澤健です」

という言葉が「７３件です」となってしまったので、滑舌よく質問していきたいと思います。

答弁のほうも活字変換に苦労しないよう、端的に、また再質問のないよう前向きな答弁をよろ

しくお願いいたします。 

それでは通告に基づいて質問したいと思います。質問事項の１つ目です。女性の働く環境づ

くり、子育て環境づくりについて。富士川町も、人口５００人アップ作戦など人口を増やす対

策に取り組んでいますが、人口減少、少子化にはなかなか歯止めがききません。日本創生会議、

人口減少問題検討分科会の推計でも、２０４０年に消滅するおそれのある地方自治体の一つに

富士川町が挙げられています。その理由の一つに、２０歳から３９歳の子供を産む女性が減少

すると言われています。我が家にも２０歳になる長女がいます。その同級生の短大、または専

門学校に行っている子供たちが、まさに就活の最中なんですが、地元の働きたくても、働けな

くて、今、続々と県外に就職が内定しています。女性が減少する兆しが既に見えてきているの

ではないでしょうか。寂しい限りです。人口減少、少子化を食い止める打開策としては、若者

の働く場所、特に、女性の働く場所の確保、安心して子育てできる環境の充実を図ることだと

思います。そこで今回は、女性の働く環境づくりと、子育ての環境づくりについて、何点か聞

きたいと思います。 

まずは、女性の働く環境づくりを観点に、一番目の質問に入ります。（１）です。富士川町役

場の正職員の男女の内訳は、男性が１０１人、女性が７５人。割と女性が多く雇用をされてい

ますけれども、この数字の中には保育士、保健師も含まれているので、一般職はまだまだ男性

の数が多く占めているのが現状です。女性の労働力不足、これは働く場所のことを差しますけ

れども、それを補うには、まず役場が先進的に手本を示すべきだと思います。今回の内閣改造

でも、全員が女性からなる女性省をというものを新設する方針も出ました。富士川町では、ぜ

ひ、他の自治体よりも早く手を打ってほしいのですが、女性の雇用を増やす考えはあるか伺い

ます。 

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） 

     それではお答えします。人口減少問題が深刻化する中で、若者、特に女性を地域で雇用をす

る、その支援策が重要であると認識しているところであります。こうした中、本町の職員状況

を見てみますと、職員の総数は２９１人、うち女性は１７２人で全体の５９．１％を占めてお

ります。また、正規職員１７６人について見ますと、女性は４２．６％となっております。な

お、国が目標としています２０２０年度までの女性管理職登用率３０％については、本町にお

ける所属長に占める女性の割合は３０．４％であり既にクリアしております。今後も職員の採



 ２９

用に当たっては、定員管理適正化計画をもとに男女を問わず必要な職員の、必要な職種の職員

を採用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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

先ほども質問した中で、正職員の中でやはりまだまだ保育士、保健師が多く含まれている中

で、女性を雇用する部分はできると思いますので、前向きにぜひ考えていただきたいなと思い

ます。 

それでは次の（２）の質問に移ります。現代の安倍政権は、女性の活用を成長戦略の柱に据

えています。政府は、女性登用企業を優遇する措置を検討しているところであります。しかし、

民間企業というのはなかなか利益重視や、女性の雇用や育児休暇は割と敬遠しがちで、先進国

の中でも日本は女性の雇用が遅れているのが現状であります。職種によっては、女性を雇用し

やすい仕事もあり、不公平感が出てきてしまうかもしれませんけれども、町として女性を雇用

した民間企業への法人税減税のような優遇措置の考えはあるのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの長澤議員さんのご質問にお答えいたします。現在、国においては、職業生活と家

庭生活の両立支援や、女性の活躍推進に取り組む事業主に向けて助成金制度を創設し、事業所

内保育施設設置、運営等支援助成金、子育て短時間勤務支援助成金、中小企業両立支援助成金

等を実施しております。また、今後新たな制度として、女性の社会進出を後押しするため、女

性を積極的に登用し、一定の基準を満たした企業を認定する仕組みを創設し、税制や地方自治

体による助成事業で、優遇する制度が検討されております。このことから町では、民間企業へ

の優遇措置について、国の新たな認定制度のもとで本町におけると取り組みを検討していくと

ともに、既存の制度については積極的な活用を図るため、情報提供を行い、女性の働く環境整

備の支援を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     前向きに検討するという、意見をいただきありがとうございます。ただ女性を雇用すれば、

経済が発展をするとか、企業の業績が向上するという証拠を示さなければ、なかなかこれは浸

透していかない施策かもしれません。職種によっても女性を雇用するというのは厳しいという

職もありますし、そうは言っても、先ほども言ったように、若い女性のいるまちづくりに、ぜ

ひ力を入れてもらいたいというところですので、今の部分、前向きに検討していただきたいな

というふうには思います。 

次は、子育て環境の観点から保育所について質問させていただきます。（３）です。 

子供を取り巻く環境の変化に伴い、保育士、教師の負担は昔よりはるかに増しています。今

回は、保育所に対してなので保育士に絞りますけれども、保育士さんの数を増やして、子供に

対するニーズに応える、いうことがこれから求められてきます。国では保育士確保プランを策
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定しているところですが、多くの大人が子供に携わることで、幅広い保育、また、雇用をふや

すことができ、これは一石二鳥だと思いますけれども、保育士を増やす考えがあるか伺います。 

〇議長（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、ただいまの質問にお答えいたします。本町の保育士数は、所長以下４１名おり、

全保育所ともに、児童数に応じて配置すべき国の基準を満たしており、障害を有する児童に対

しても、加配保育士を配置する支援を行っております。こうした中で、明年４月より開始する

子ども・子育て支援制度におきましては、現行の「保育に欠ける」という基準から「保育の必

要性」を認定する基準に変わるため、保育サービスの需要に応えていくことが求められていま

す。こうしたことから、利用者ニーズの把握をしながら、適正な保育士の配置をこれからも行っ

てまいります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

わかりました。役場職員を減らそうという今の時期に、雇用を増やすという矛盾もあります

が、ぜひ職員の配置もその辺は検討していただきまして、逆に今度は減らしてもいいか、また

人数を増やしたいかというものを、しっかり見極めていってもらいたいなというふうに思いま

す。それでは、次の（４）の質問に入ります。 

共働きの家庭が増える中、早朝保育、深夜保育など延長保育の対応はしていますけれども、

これが全保育所で対応できないか伺います。 

〇議長（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質問にお答えします。町立保育所の保育時間につきましては、第１保育

所が午前７時３０分から午後７時までの１１時間３０分です。第５保育所は午前７時３０分か

ら午後６時３０分までの１１時間です。第２、第３、第４、小室山保育所につきましては、午

前８時から午後６時までの１０時間保育を実施しております。第１保育所は、１１時間を超え

る延長保育の対象になっておりますが、月平均３名程度の利用状況であります。その他の保育

所においては、午後６時３０分以降の利用希望者が現時点ではないため、第１保育所のみで足

りていると判断しております。今後、新たな需要が見込まれる場合には、保育所全体の中で、

対応を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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

今後需要があれば対応していくということですので、ぜひその辺はよろしくお願いします。

それでは、次の（５）の質問に入ります。 

園児を増やせば雇用は増えると思います。園児を呼ぶ政策として他の自治体よりも突出した
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特色、魅力をＰＲすることも大事だと思います。例えば町内の幼稚園では、今縦割り保育とか、

うちの子も幼稚園行ったんですけれども、縦割り保育をして、上の子が下の子の面倒を見ると

いうような事例もあります。各保育所の特色、魅力、園児を増やす政策について考えを伺いま

す。 

〇議長（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） 

本町では、「子ども一人ひとりを大切にし、保護者からも信頼され、地域に愛される保育所を

目指します」を保育理念とし、温かい人間関係の中で、生活に必要な習慣や態度を身につけ、

道徳の芽生えを培い、心と体を十分に働かせる遊びの中で、心身の発達を促し、知的好奇心の

芽生えを培うという目標を掲げています。各保育所の特色といたしましては、第１保育所では、

運動遊びを多く取り入れ、体力づくりをする。第２保育所では、絵本の貸し出しや読み聞かせ

を通して絵本が好きな子に育てる。第３保育所では、散歩を通して自然に触れて遊び、体力づ

くりをする。第４保育所では、各年齢の目標達成に向けた体力づくり、マラソン、縄遊びなど

をする。第５保育所では、遊びや散歩を通して体力づくりをする。小室山保育所では、交流保

育を通して思いやりの心、我慢の心を育てる事を掲げております。保育所全体では、年長児に

よるマーチング、リズム体操、作法教室、年中・年少児の運動教室などを行い、魅力ある保育

に取り組んでおります。現在、園児を増やす事業として、全保育所で未就園児を対象に保育所

開放日を設けて、保育の内容を知らせたり、園児と一緒に遊んだり、また相談に乗ったりする

ことで、保護者との信頼関係を築いております。昨年度より、０歳児保育も始めました。また、

一時預かり事業も全保育所で対応し、入所につなげております。 

今後は、ホームページ等で、保育所での子ども達の１日の様子を、町内外に向けて発信して、

特色のある保育をＰＲしていきます。 

また、子ども達にとって一番関心のある「食」につきましても、地域の食材を多く取り入れ、

野菜づくりや調理体験をすることで、さらに充実させ、魅力ある保育に取り組んでいきたいと

考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

いろんな魅力がありましていいと思います。それでこれをホームページで発信するというこ

とで、これからぜひそれはやっていただきたいなと思います。再質問をするつもりはなかった

んですが、ちょっと１点、マーチングというのがあったんですが、実はマーチングが炎天下の

中大変で子どもがちょっと苦痛の子もいるという話も聞いたことがあるんですけれど、その

マーチングに対して保育所としてはどのような考えがあるかお聞かせ願えますか。 

〇議長（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） 

そうですね、マーチングについては私たちも子どものことを考えると、嫌いな子もいるし、

不得意な子もいて、楽しんでやる子もいて、それぞれ個性があるので、個別に対応はしきれな
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いのですが、なるべく子どもの意思を尊重しながら、暑いときには中でするとか、水分補給を

こまめにするとか、それぞれ工夫しながら対応しておりますが、今後もそういう問題が保護者

から出ましたら随時対応をしていきたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

わかりました。ありがとうございます。それでは、次の（６）に質問に入りたいと思います。 

以前保育所の民営化に、この富士川町も、旧増穂町なのかな、取り組んだ経緯がありました。

保育所の民営化のメリットというのは、やはり財政の負担の軽減や、サービスの向上が挙げら

れると思います。このへんでは昭和町の全保育所が民営化でありまして、そこでやはりちょっ

と聞いてきたんですけども、各保育所に競争が生まれて、よりよい保育ができているというこ

とも聞いています。あと保育所の方々も、そういう民間ということで、責任感を持って取り組

んでいるという話もお聞きました。またそこに通っている父兄さんも知り合いがいたので、話

を聞きましたが、保育料を町が、民営化ですけれども、町が半分を負担してくれているという

ことなので、逆に経済的に助かっているという話も聞きました。この部分は、公共施設の再配

置計画にも絡んできてしまいますけれども、保育所の民営化について町の考えを伺います。 

〇議長（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質問にお答えします。全国的な公立保育所の民営化については、平成

１３年の児童福祉法改正により、保育所の運営業務の委託など、民間事業者による保育所の設

置運営を促進することとされ本格化しました。さらに、三位一体改革で、公立保育所の運営費

のうち、国負担分が補助金から一般財源化されたことも大きく影響し、公立保育所の民営化が

加速しております。また、公立保育所の民営化は、保育コストの削減だけを目的とするもので

はなく、公立保育所と民間保育所の役割分担を明確にし、今日求められている多様な保育サー

ビスの実施、地域における子育て支援の充実などを図り、保育水準を高め、子育て環境を向上

させることを目的に行われています。こうしたことから、本町においても、平成２０年に第３保

育所を民営化する計画をしましたが、一部の反対により実現には至りませんでした。 

しかし、今後、少子化の進行や保育ニーズが多様化する中で、本町の保育サービスの質の向

上や子育て支援の充実に向け、民間活力の導入も踏まえた多様な保育サービスについて、検討

してまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

民営化を検討していくというふうに考えてよろしいでしょうか。再質問です。 

〇議長（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）  

  はい。これから保育サービスでも、いろいろ求められてくるようになると思いますので考え

てまいりたいと思います。 
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○町長 （志村学君） 

民営化を考えるというこということでなくて、民営化の導入も踏まえて検討をしていきたい

ということであります。なお、今回の公共施設再配置計画の中には、保育所は含まれておりま

せん。これは、保育所の中で、今後子どものニーズ、あるいは親のニーズを考えながら検討し

ていくということでありますけども、この富士川町の場合は旧増穂町時代に第３保育所を民営

化ということでしましたが、議会からも反対意見が出ましたので、そのまま今止まっている状

態であります。これから大勢の皆さんのご理解をいただければ、より深い検討に入って行きた

いということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     わかりました。非常にこれから町の財政が厳しくなっていくと思いますし、先ほども言った

とおり、消滅するおそれのある自治体と危惧していますので、これからはやはり民営化という

部分を視野に入れて行くべきだと思います。 

今回の一般質問は、２０歳から３９歳の女性が安心して子どもを産み育てる環境づくり、こ

の部分がキーワードになってくると思いますので、人口減少の取り組みは、早ければ早いほど

よいと思います。町が消滅しないよう、今から動き出すことを期待して次の質問に移りたいと

思います。 

  それでは、大きい２番、雪害の検証についてに移ります。 

２月の未曾有の豪雪は、過去の記憶に新しいところであります。人間の背丈ほどの積雪とい

うのは、過去に経験したこともなく、非常に不便を強いられました。富士川町でも、膨大な被

害を受け、復旧には多くの時間や労力を費やしました。今回ほどの豪雪はないかもしれません

が、近年の異常気象を見れば、絶対にないとは言い切れないと思います。もうすぐ冬が訪れま

すが、この経験を忘れないうちに検証すべきと考えます。そこで雪害時の町の対応について何

点か伺いたいと思います。 

それでは（１）の質問です。雪かきというのは、やはり人海戦術が一番効率がよいと思いま

す。しかし、前回の除雪の時には、町の放送の中で、幹線道路から順次かいていますという放

送を聞いた町民が、そのおかげで待ってしまったという間がありました。そこで、地域での一

斉雪かき、また、高齢者、独居老人の支援、作業中の事故防止など、町民一体となって除雪に

取り組む啓発活動を推進すべきと思いますが、考えを伺います。 

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） 

堀口進君。ただいまの長澤議員の質問にお答えいたします。 

町では、大雪時には、主要幹線道路の除雪を優先して行っておりますが。主要幹線道路以外

の道路、路地、歩道などは町民に除雪協力のお願いをしているところであります。しかし、道

路に雪が投げ入れられることによる道路の凍結や、水路に雪を入れることにより起こる詰まり

など、危険に繋がる問題が発生することもあります。 

こうしたことから、町では毎年、「大雪時の除雪にご協力を」と題して、くらしのカレンダー

に除雪協力、注意喚起を掲載し、住民へ周知を図っているところであります。除雪時には、官
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民一体となった協働が早期復旧に繋がるものと考えておりますので、区や関係機関、各種団体

と連携を図りながら、なお一層、啓発活動を推進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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

啓発活動に取り組むという話ですけれども、やはり除雪中とかに、町民の皆さんも一緒に除

雪しましょうというような放送も入れてもいいのかなというふうには思いますが、そのような

取り組みに対してはいかがでしょうか。 

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） 

そういったことも、防災無線において皆さんに協力願いを出しているところであります。今

後も、なお一層そういったことで、住民の方々にも除雪に対する協力を促していきたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

わかりました。では、次の（２）の質問に入ります。 

雪害時、小学校、中学校、高校は休校になりました。一生懸命に雪かきを手伝っている生徒

も見かけましたけど、雪かきをしないで家の中で過ごしていた子もいたということを聞きまし

た。雪害時は全町民で復旧活動に取り組むべきと考えます。例えば、中学生ならば学校まで歩

道を雪かきしながら登校したり、また、学校に近い子は学校の周りを雪かきしたりと、授業の

一環として雪害体験、またボランティア活動を学ぶことも考えるべきだと思います。そういっ

た生徒に雪かきへの積極的参加について町の考えを伺います。 

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答弁いたします。今年の２月の大雪は、過去に例のないものでありま

したが、町内の小中学校については児童生徒の安全面を最優先し、臨時休校などの措置をとっ

たところであります。休校日には、それぞれの学校において、職員が出勤し校舎周りや主要な

通学路の除雪作業を行うなどして対応いたしたところであります。 

また、中学校では、生徒に自宅や近所の除雪を行うよう指導も行い、学校再開日には、登校

した生徒が教職員と共に周辺の除雪も行いました。今回の大雪については、記録的な量でもあ

り、今後は学校としても生徒の安全面を十二分に考慮しながら、地域や保護者と連携するなか

で取り組みが行えればと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

確かに児童の安全面を最優先。これは大事だと思います。ただ、雪かきをすることによって、
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自分の地域のことは自分たちで守る、そういった部分の教育ということも必要だと思いますの

で、今回のような大雪の場合はちょっと、安全面もありますけれども、ぜひそういった、除雪

の子ども達への啓蒙、参加、取り組みというものを考えていってもらいたいと思います。 

それでは、（３）の質問に入ります。雪害時に、県外に出ていた運送業の友達から話を聞きま

した。静岡県から山梨県に入ってきた時に、いきなりものすごい雪の量で、３日間国道５２号

で、車の中で過ごしてしまったと。ただ、その間、南部町や身延町ではボランティアの方々が

国道に出てきていただいて、炊き出しをしていただいたり、また民家のトイレを開放したり、

公民館も開放したりと、何とかその場はやり過ごせたとのことでした。で、やっと富士川町の

ほうに入ってきたら、さらにまだ除雪が遅れていてびっくりしたと。甲府盆地の方に入ってく

ればアクセス道路も多いので、何とかなるかと思っていましたが、そこからさらに会社が南ア

ルプスなるんですけれども、会社まで行くのに苦労したという話でした。彼は携帯電話も電池

切れになってしまって、その３日間は車もエンジンかけっぱなしだと燃料がなくなってしまう

とことで、エンジンもかけられずに、３日間何の情報もなく不安な時間を過ごしたそうです。

この話を聞いて僕も、やはりこの先の道路の状況というものがドライバーに、情報が共有でき

ればいいかなというふうに思いました。そこで質問ですけれども、道路、交通管理者、他町と

の情報の共有、町民、ドライバーへの状況発信等の手法について考えを伺います。 

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）  

お答えします。降雪時においては、町民、道路利用者への情報伝達方法は、防災無線を中心

に、除雪情報、公共交通情報、危険喚起情報など、多くの情報を発信しております。その除雪

情報の伝達は、路線数も多いことから、路線ごとの情報発信は困難であると考えております。

こうしたことから、町では、事前に各区長へ町道の除雪路線図を配布し、地域住民への周知を

お願いしているところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

今の話ですけれども、ドライバーとかが立ち往生した場合、この先の状況というものも周知

するのに、やはり各町同士でそういった情報を共有して、例えば、身延町とか南部町にしても

富士川町はこんな状態ですというようなことも放送できるような、そういったこともできれば、

この先どうなっているのかなという不安はなくなってくると思いますので、ぜひそういった情

報を発信することも考えていただきたいんですけれども、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）  

全体を掌握するのは難しいところがあります。日々、一刻状況が変わってきますので。先般

９月４日に、道の駅協議会がありましたが、道の駅は１８番目に県下で出たんですが、この秋

にまた小菅村が出来ますが、今１９、県内にはあります。これは１９の箇所ということであり

ます。そういう中で、国土交通省、県の道路の管理者であります県土整備部も一緒での道の駅
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の連絡協議会であります。今後、道の駅、全国でも１，０３０カ所以上になっております。そ

ういう中で、これまでの道の駅の役割と、新たな、第２ステージの役割があるんではないかと

いう協議をいたしました。当然、２月の大雪の話も出まして、やはり道の駅の職員に聞かれて

もわからない。役場職員に聞かれても、よその町の状況わからない。そういう中で、道の駅は

避難所、休憩所になりますので、県下の幹線道路の現在の状況を一つのパネルで表示できない

かということも、国土交通省と県のほうへ要望したところであります。今後、いつごろにどう

なるかはまだわかりませんけれども、町としてもですね、町の幹線道路の確保ということが最

重要であって、県道は県の建設事務所と相談しながら、国道の状況がわからなかったんですが、

先般の２月のときには、鰍沢の富士橋以南がどうも通れないと。町でも燃料が足りない、薬が

足りない、食料が足りない。どこから入ってくるかというと、静岡から入ってくるんですね。

そこで、国交省と話をして、全面通行止めにしながら、あそこの除雪をしていただいた。今回、

いい経験になりましたから、今後２５センチ程度に降ったら、全部道路を止めて、そして一気

に雪かきをしようという話も内々には出ております。ただ、皆さんにも協力をしていただいて、

先般の雪では、道路に車を置いたまま、カギをロックしてとこか行ってしまう。うちの町でも

新潟の運送会社に電話して、そしてそのドライバーの携帯電話に連絡をして車を動かしていた

だいた。それからやっと除雪できるという状態でありましたが、今回のこの大雪を契機として、

いい教訓になりましたので、二度とそういった、雪は降っても同じような混乱が起きないよう

に連携をしていきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君）長澤健。 

それでは、次の（４）の質問に入ります。今回、町内の除雪なんですが、県道平林青柳線の

米のところから平林の間、また高下鰍沢線、十谷鬼島線、その三筋の道路に１４ある町内除

雪委託契約業者の内の７社がとられてしまいまして、メインの幹線道路というところが非常に

手薄になったという話を聞きました。さらには、また、町の皆さんも一生懸命、町民のクレー

ム対応したおかげで業者が非常に振り回されてしまったという話も聞きました。でですね、村

中の道を先に除雪したおかげで、幹線道路の方にどんどん車が来てしまって、除雪に手間取っ

たという話も聞きました。そこで質問ですけれども、除雪道路の優先順位について町の考えを

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）  

現在、除雪道路としている路線は、１級、２級町道、山間地集落へ通じる道路が主となって

おります。除雪順位としましては、国道、県道へ通じる幹線道路、デマンドバスなどの公共交

通路線、通学路、その他生活関連道路の順で除雪を行っております。しかしながら、除雪の効

率性を加味し、優先順位の低い路線であっても、効率的と判断される場合には、順番を変えて

除雪を行っている場合もあります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 
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〇９番議員（長澤健君）長澤健。 

優先の順番の１番が幹線道路ということです。確かにそれは絶対幹線道路がまず開かないこ

とには、他の道路が開いてきてもそこでみんな詰まってしまうということで、ぜひそのへん、

特に富士川町であればこの昭和通り、そして、国道とか県道というのは、確かに町が対応する

ところではないかもしれませんが、そのへんは県や国としっかり連携をとって除雪に対応して

もらいたいなというふうに思います。 

それでは、次の（５）の質問に入ります。今回の除雪では、膨大な雪をダンプカーで戸川沿

いの方まで運びました。近くに雪を置かせてもらえれば、そういったダンプカーや運転手の経

費というものは大幅に削減されていくのではないでしょうか。雪を置かせてくれる空地、また

休耕地等、所有者と事前に雪を置く場所の登録というような契約を結んで、またそこに旗を立

てるような目印をやれば、早期除雪処理にもつながると思いますが、お考えを伺います。 

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）  

本年２月の降雪は歴史的大雪であったため、道路際へ寄せる除雪作業だけでは処理しきれず、

県管理の河川へ排雪を行ったところであります。その後、富士川町建設安全協議会と道路除雪

時の検証として意見交換会を行ったところ、大雪の際は、除雪作業を円滑に行うためには、各

地区に排雪場を確保する必要性があるとの意見が多くあったところから、また、町としても、

幅員の狭い道路の除雪を行うには、道路際にある空き地や休耕地への排雪は、通行可能な路線

を早期に確保する上で有効な手段であると考えております。ついては、排雪場として利用可能

な土地が各地区にどれだけあるか把握するため、降雪前までに、区長会を通じ、各地区の協力

を得ながら、排雪場の確保に向けた調査を進めて参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君）長澤健。 

ぜひそれを進めていただければ。除雪作業は本当に効率よくなると思いますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは、次の（６）の質問に入ります。今までの話を踏まえて、最後の質問になりますけ

れども、以前、被災して３日の防災マニュアルというもの各地区で作成しました。さらにそれ

の雪害編マニュアルというものにも取り組むべきと考えます。それを総括して、富士川町独自

で雪害マニュアルの作成をすべきと思いますけれども、お考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君）  

ご質問にお答えいたします。本年、２月の大雪の対応につきましては、町ではいち早く災害

対策本部を設置し、道路の除雪をはじめ、被害状況の把握や安否確認、一人暮らし世帯や、孤

立防止への対応など、全力を尽くしたところでありますが、その後の検証でいくつかの反省点

も見つかっております。特に今回の大雪では、生活道路の雪かきや、高齢者世帯の安否確認に

おける声掛けなど近助、共助による助け合いの重要性が再認識されたところであります。 
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     防災、減災対策は、町民の皆さまの自発的な取り組みが特に重要であると考えております。 

    こうしたことから、今後、今回の大雪における各区の状況と町の対応結果を総括したうえで雪

害対応をマニュアル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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君）長澤健。 

各区の状況を見てマニュアル作成に取り組んでいくという前向きな答弁でしたので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。今回の雪害では、役場職員の皆さん本当に寝る間を惜しんで対応し

ていました。実際、雪は必ず溶けます。町民にも多少の我慢をお願いするのも、除雪の早期対

応につながると思います。また災害では、向こう三軒両隣、先ほど課長も言いましたとおり、

近所の助け合いというものが大事だと思います。雪害時は、町民一丸となって対応できるよう

な策を考えてほしいと思います。 

それでは、以上で、私の一般質問を、終わりにしたいと思います。ごきげんよう。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告１番９番。長澤健君の一般質問が終わりました。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前 ９時４９分 

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

再開 午前 ９時５８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２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） 

     ２番深澤公雄です。通告に基づきまして質問させていただきます。 

まず初めに、鰍沢中部小学校の活用についてお伺いいたします。鰍沢中部小学校も、閉校に

なりまして、はや半年を過ぎようとしています。校庭には雑草が目立ち始め、非常に寂しく感

じましたが、実は昨日、ちょっと雨が降っていたんですけども、午後から天気が回復しました

ので、みんなで草刈りをしたらどうだということで、ちょっと呼びかけましたら４０人ほど集

まり、みんなで草取りをしました。おかげさまで中部小学校の校庭も非常にきれいになりまし

て、地元の方たちもの中部小学校のことを気にかけてくれているんだなと改めて感じました。

中部小学校の校舎は耐震化もしてあり申し分のない建物です。また敷地内にはすばらしいプー

ルがあります。１日も早く活用を考えるべきだと考えます。今、全国的にも廃校が増えていま

す。当町でも五開小学校がいまだに廃校のままになっております。廃校利用は全国的にも大き

な課題となっております。全国の主な転用事例といたしましては、公民館などの社会教育施設

や体育館などの社会体育施設といった公営施設への活用が多く見られます。中には、宿泊施設

や美術館、資料館などの文化施設としても使われております。また、過疎化により廃校になっ

た学校の転用率は低いという厳しい統計もあります。富士川町は、これから公共施設再配置の

計画にも取り組んでいます。現時点で鰍沢中部小学校跡地の活用について何か計画があるのか、
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あるいは素案があるの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。鰍沢中部小学校の閉校により、体育館やプールなど

の施設については、本年４月より社会体育施設として従前と同様に貸し出しを行っているとこ

ろであります。これらの施設については、今後も社会体育施設として貸し出しを行ってまいり

たいと考えております。校舎部分の活用については、公共施設としての活用は未定となってお

りますが、今後、地域と十分協議するなかで、民間活用も含め幅広い有効活用を検討してまい

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） 

ありがとうございます。地元としましては、やはりいつまでも活用されないままに中部小学

校があるのが一番心配しております。ぜひ１日も早い活用方法を検討していただければと考え

ます。 

次の質問に移りまして、図書館の整備についてということで質問します。町長の２期目の就

任のあいさつの中に、公共施設再配置として図書館など生涯学習機能の整備についてありまし

た。私ももっと施設の整った図書館は必要だと考えます。私の長男も昨年高校受験でして、よ

く田富の図書館に勉強しに行っていました。実感として、やはり子どもからお年寄りまでの幅

広い人たちが学習できる施設として、図書館は町内に必要だと考えます。図書館も今は多様化

しており、従来の図書館機能のほか、さまざまな複合型施設として取り組んでいるところもあ

ります。例えば佐賀県武雄市の図書館は、レンタルソフト店「TSUTAYA」を展開する、企画

会社による運営をして、館内にはスターバックスコーヒー、蔦屋書店、レンタルソフト店を営

業しているそうです。また講演会やイベントを企画し、文化財からアート作品まで、さまざま

な展示会も開き、複合型施設として運営をしているところもあります。また、東京都青梅市と

埼玉県飯能市が市立図書館の相互利用サービスを始めました。県都をまたいでの施策です。当

町においても身延町など、近隣の町からも来られるような図書館を考えてもよいと思います。

公共施設は使われてこそ意味があります。運営形態も含めて考えていかなければ維持費ばかり

が重なることになってしまいます。図書館の整備に関する町長の考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

深澤公雄議員の図書館の整備についての質問にお答えいたします。図書館は、年代を問わず

住民が情報を入手し、学習機会や学習の場としてだけでなく、地域コミュニティの役割を果た

すなど、住民にとって欠くことのできない施設であります。こうした中、町民の皆さまからも、

町総合計画策定時やタウンミーティングなど、あらゆる機会を通じて図書館建設を望む声をい

ただいており、新たな図書館の整備の必要性は十分認識しているところであります。こうした

ことから現在、公共施設再配置計画検討委員会において、図書館の整備についても検討してい
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ただいているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

今、公共施設再配置計画検討委員会の中でも検討していくということですけども、この再配

置検討委員会の基本方針としましては、必要性の検証とか、機能性の向上、公平性の確保、地

域性の配慮ということでよろしいでしょうか。 

よろしければ次の質問に移ります。 

２の２ですね。中部小学校の校舎を利用した図書館はどうでしょうかということで、恐らく

この件に関しては、たくさん異論もあると思います。しかし、中部小学校にはプールもありま

す。夏休みは中学生、高校生にたくさん利用していただき、プールも利用できるようにして、

リゾート型の図書館にしたらどうかと考えます。そして、近くに隣接する塩の華にミニコンビ

ニをおき、弁当等を販売してもらう。もちろん、隣接する飲食店でも十分協議した上のことで

すけども、図書館を考える中、一つの方向として前向きに考えることはできないのでしょうか。

国でも、一極集中の是正を考えています。地方でも町全体のバランスを考えていかなければい

けないと思います。地方の中心に、いろんなものが集中することが、地方のまたその地方の衰

退を加速させることになってしまうおそれがあります。ぜひ、図書館の配置を考えるならば、

中部小学校跡地も一つの可能性として考えることはできないか。現在進めている公共施設再配

置計画の中で検討できないか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

図書館について中部小学校も候補地の一つではないかというご質問にお答えをいたします。 

本町を取り巻く社会環境の変化や厳しい財政状況などを踏まえ、図書館などの新たな住民

ニーズに対応するため、既存の公共施設や民間施設の有効活用も検討する必要があると考えて

おります。こうしたことから、中部小学校も閉校後の活用策が定まっておりませんので、対象

施設の一つとは考えられます。 

しかし、図書館という多くの町民が利用する施設としては、立地条件、駐車スペースなどを

勘案しますと、候補地としては難しいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

確かに私も駐車スペースはちょっとないかなというふうに感じています。ただ立地条件とい

うことになりますと、町の中心、例えばここから考えますと、立地条件が悪いかもしれません

けども、中部、五開を中心に考えますと立地条件は非常にいいことになります。 

ぜひ、こういったことを考える中で、やはりいろんな角度から考えていただき、検討してい

ただきたいと思います。 

以上で今回は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２番、２番、深澤公雄君の一般質問を終わります。 
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     続いて通告３番、６番、秋山勇君の一般質問を行います。 

 ６番、秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

 ６番秋山勇です。健康寿命延伸の取り組みについて質問をさせていただきます。この健康寿

命とは、人間が人の世話にならず、健康なまま暮らせる年数です、ということを言っておりま

す。平均寿命とは、ちょっとかけ離れておりますけれど、この健康寿命の延伸の取り組みにつ

いて質問させていただきます。 

豊かな人生を送るためには、できるだけ長く健康であることが大切である。富士川町の国民

健康保険加入者の特定健診・特定保健指導及び医療費の現状と今後の対策について伺う。１点

目は、特定健診受診の現状と受診率向上への具体的な対策についてお伺いしたいと思います。 

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（依田一利君） 

ただいまの秋山勇議員のご質問にお答えします。本町では「富士川町国民健康保険特定健康

診査等実施計画」に基づき、４０歳から７４歳の方を対象に、生活習慣病の発症や重症化を予

防することを目的に、特定健診を実施しているところであります。平成２４年度の特定健診の

受診率は、対象者３，０１２人に対し、受診者は１，６０１人で５３．２％となっており、全

国約１，７００ある自治体のうち８８位、県内では５位となっております。平成２３年度と比

較しますと４．５％増加しています。受診率向上対策として「広報ふじかわ」「くらしのカレン

ダー」への掲載は基より、健診申込書送付時に「特定健診」の啓発チラシを同封するなどの取

り組みを行っております。今後は未受診者への健診追加日を設け、電話などにより勧奨してい

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） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

今は、受診率の関係が話されましたけれど、富士川町の健康増進計画、これは第一次総合計

画の後期計画の中でも謳われております。その資料によりますと、国・県の平均値よりかは上

回っているということでございますが、１００％にはまだほど遠い状態であります。ぜひこれ

を１００％に近づけるように、何か対策があったら、具体的な対策を教えていただきたい、そ

んなふうに思います。 

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（依田一利君） 

未受診者への健診追加日ということで、今年度は１２月に入ってから１度未受診者への健診

の追加日を予定しております。それで春に申し込みがあった方で受診のされてない方を中心に、

電話などをして極力受診をしていただくようにし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） 

     秋山 勇君。 
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〇６番議員（秋山勇君） 

ぜひですね、対策を練ったらですね、対策とは決められたことを決められたとおりにやると

いうことでのようですから、それをしっかりフォローをしてやっていただければ受診率の向上

につながるんではないかと、そんなふうに思います。よろしくお願いします。 

それから２番目に入ります。特定保健指導対象者の現状と今後の具体的な指導方法について

伺います。 

〇議長（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） 

ただいまの特定保健指導方法についてお答えをいたします。特定保健指導の対象者は、国の

示す基準に基づき、腹囲または肥満度を第１の選定基準として、高血糖・高血圧・脂質異常の

リスク数により「情報提供」と、保健指導が必要な「動機付け支援」、「積極的支援」の３つの

レベルに分けられます。平成２４年度は、特定健診受診者１，６０１人中、情報提供対象者は

１，４５８人、動機付け支援対象者は１０７人、積極的支援対象者は３６人でありました。こ

のうち情報提供対象者には、特定健診結果のほか、健康保持増進に役立つ内容の情報提供を行

い、動機付け支援対象者には、自身の生活習慣の改善点に気づき、自ら目標を設定して行動に

移すことが出来るよう支援を行っております。具体的には、町の保健師が初回面接で健診の結

果説明を行い、肥満や高血糖・高血圧・高脂血症を予防する生活習慣改善の目標設定の支援を

行い、６カ月後に評価をしております。 また、積極的支援対象者には、動機付け支援と同様

目標設定の支援を行い、より生活改善の行動が継続できるよう定期的な支援を行っております。

この支援は特定健診実施機関である山梨県健康管理事業団に委託し、事業団の保健師等により

グループ支援または個別支援を６ケ月間に渡り数回実施し、評価を行っております。今後は、

健診会場の待合時間などを利用し、健診後特定保健指導の対象になった場合は、動機付け及び

積極的支援の保健指導への参加を強く呼びかけることとし、特に、継続して指導に参加してい

ない対象者には、個別に対応をしてまいりたいと考えております。さらに、生活習慣改善に役

立つ運動・栄養・禁煙等の各種教室は、今後も引き続き提供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） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

ありがとうございます。非常にですね、特定健診を受けた保健指導というですか、これが大

事になってきております。その中にメタボ健診、これは今言ったように特定健診あるいは特定

保健指導でありますけれど、このへんのですね、やはり指導方法が、これからは充分大切になっ

てくるんではないかと。これは何かと言いますと、若いときから健診を受けることによって、

医療費の抑制にもつながってくるんじゃないかとそんなふうに考えます。 

次の３に移りますけれど、医療費の現状と今後の医療費抑制策についての取り組みについて、

ここでも多分、そういうメタボ健診の関係で触れられてくると思いますけれど、これについて

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。 
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〇町民生活課長（依田一利君） 

お答えします。本町の医療費は年々増加傾向にあり、平成２５年度は約１１億４千万円となっ

ております。平成２４年度と比較しますと９，１００万円増、約９％の増となっております。

非常に高い伸び率となっています。医療費抑制対策としましては、調剤費にかかる費用が約２億

円であるため、ジェネリック薬品、後発医薬品を使用した場合の差額通知を送付し、普及に努

めております。また、レセプト、診療報酬明細書や特定健診データを活用し、疾病の傾向を踏

まえ、予防教室など保健事業を実施し、健康の保持増進を図り、削減に努めていきたいと考え

ております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

医療の現状と今後の医療費抑制策については、平成２５年度決算審査の意見としてでも取り

上げられております。ちょっと読み上げますと「医療費の抑制に向けて、今後も予防対策、総

合健診の受診率向上に、強力な取り組みを継続する必要がある」と、こんなふうに指摘してお

ります。ぜひ、このへんを肝に銘じてやっていっていただきたいと思います。ちなみにですね、

２０１３年度の医療費の総額は、全国的に見ても３９兆３千億円に達しております。これは前

年比２．２％強ということでございます。ちなみに１人当たりの平均値はどのくらいかといい

ますと３０万８千円でございます。これは前年度比２．４％増です。そのうちの後期高齢者の

医療費の総額は１４兆２千億円。これは全体の３６．１％。なぜこの数字を言ったかというと、

後期高齢者というのは、この制度がしかれて以前の人が対象になっております。非常にですね、

医療費がかかっていると思います。一人当たりの平均は９２万７千円かかっています。平均で

すね。で、７５歳未満７４歳から下の人の医療費というのは２０万７千円です。いかに後期高

齢者が医療費をかけているか、というのが一目瞭然にわかると思います。ぜひこのメタボ健診

をしっかりと、地についた対策としてやっていただければ将来の医療費の抑制にもつながるん

ではないかと、そんなふうに考えておりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

次、４点目に入らせていただきます。住民の健康寿命を延ばすには、住民が運動しやすい町

づくり、環境整備に取り組むことであると思われるが、町の考えを伺います。 

〇議長（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。健康寿命延伸のためには、自立した日常生活を送るために必要な身体の

運動機能を維持する必要があります。このため、日常的に運動できる環境の整備は重要と考え

ております。こうしたことから町では、身近な場所で行えるウォーキングやボディメイク教室、

筋力向上教室を開催し、保健指導の折には、既存のトレーニング施設や公園の活用を紹介して

おります。今後は、さらに多くの町民に、運動を通じた健康づくりに取り組んでいただくため

に、「町民皆スポーツ活動の推進」を提唱しながら、施設の有効活用など関係各課と連携を図り、

住民が運動しやすい環境整備に努め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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     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

最近ですね、地域住民の健康に関する意識というのが非常に変わってきております。個人あ

るいはグループでのウォーキング熱が高まってきております。また住民の中には、運動機器を

整備されたトレーニングセンターを温泉施設の近くに設置していただけないかという要望も出

ております。近隣の温泉施設では、このトレーニングセンターが備えつけてあります。町の住

民がわざわざ近隣の温泉施設へ出向いて、そこでトレーニングをして、汗を流して帰ってくる

と。非常にもったいない話だと思います。なぜかといいますと、温泉施設の赤字も続いており

ます。これを相互に補うには、やはりトレーニングセンターを設置する必要があると思います。

トレーニングセンターは利根川公園のところに今あるんですが、これも将来的にはリニアで

引っかかってくるらしいです。そうした場合に、その運動機器を今の社会福祉協議会のところ

らへんに、何かその機器を設置する考えはあるかどうか。それは将来的なことなんですが、ぜ

ひこのへんも町として進めてほしいと、そんなふうに考えておりますけどいかがでしょうか。 

〇議長（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） 

秋山議員のおっしゃることはよくわかります。予防ということが大前提で、非常に重要な分

野を占めてくると思います。福祉保健課のみならず、関係課と調整を図りながら、予防のため、

医療費抑制のために、住民の健康管理をどのように進め行くかということを、広い視野に立ち

ながら調整を図っていきたいと思います。今後の大きな課題だと思っております。前向きに検

討させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

個人による健康づくりと社会的な支えが結びついて、初めて健やかで心豊かに生活できる活

力ある社会が実現できると謳われております。ぜひ町のほうでも、これを頭に入れてですね、

このへんの環境整備ともお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告３番、６番 秋山勇議員の一般質問を終わります。 

続いて通告４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、通告に従って質問させていただきます。 

まず、大きい１つ目ですけれども、防災情報伝達システムについてということで、１番目が

ですね、町では、屋内にいる住民に防災情報や地域情報をより確実に届けるために、戸別受信

機設置のためのシステムづくりを計画しております。平成２６年度の補正予算で送信局設置工

事費が約７，３００万円計上されております。設置する送信局は、停電や災害への対策はどの

ようになされているかお伺いいたします。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

     ただいまのご質問にお答えさせていただきます。防災行政無線戸別受診機システムの送信局

につきましては、小室区の泊平に設置の計画をしております。計画地周辺には、ＮＴＴドコモ

やソフトバンクの中継局もあり、比較的平坦な土砂災害の影響を受けにくい、送信局に適した

土地であると考えております。また、計画地から町内全域への電波の到達状況の良好でありま

す。さらに送信局には、停電時に備え、自家発電装置を設置し対応することとしております。 

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） 

自家発電を当然設置するということですけれども、この自家発電というのはですね、燃料の

供給なしで、だいたい何時間ぐらい運転できるか分かるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

自家発電措置につきましてはですね、標準で２４時間の対応でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

２４時間ということは、人の手が無くて、自動で切り替わって２４時間ということですけれ

ども、先ほど、もう１点ですね、この泊平のこの選定した地域で、電波の受信も良好っておっ

しゃいましたけれども、そうするとこの受信状態のシミュレーションというものも既にして、

間違いないということは確認がとれているということなんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

電波の試験につきましては、現在業者による簡易電波シミュレーションによる実験を実施し

ております。こちらにつきましてはですね、送信局や配信局、それからのアンテナの高さ、送

信出力、それは富士川町の地形のデータをコンピュータに入力した部分で解析をした上で、そ

の電波の到達状況の確認をしております。 

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、防災無線デジタル化する時にもですね、そういったことを各地区で、受信の状態を

見きわめるために、現場で何カ所かやっていたと思うんですね。今回は、まだその受信状況を

机上でやっているわけですよね。そのシミュレーションというもので。前回もそうですけど、

屋外のスピーカーで大丈夫だとうということで設置したデジタル無線が、利用していくうちに、
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やはり聞きづらいということで戸別受信機っていう話も、一つの要因として出てきたわけです

けれども、今回、その選定地を泊平にするにつけて、単に机上のシミュレーションだけで、果

たして本当に、というのは、十谷、平林、穂積の方は急峻な地形なんですね。やはり確かにそ

のポケベル波というのは、到達率っていうんですか、建物も迂回していく、屋内のほうにも入っ

てくるということですけれども。本当に、果たしてその机上の計算どおり受信率が良好かどう

かっていうのが、やってみないとわからないところはあると思うんです。ですから、これ送信

局設置で具体的にもっともっと進んでこなければそういったこともできないのかもしれないん

ですけども、やはりですね、前にそういうことが実際あるわけですから、設置したはいいけれ

ども聞きづらかったということでは何もならないので、そのへんはしっかりした受信率の実験

というものをですね、模擬実験というものを現地でやっていただきたいと思いますけども、そ

ういった考えはあるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

電波の試験につきましてはですね、既に導入している先進の市町村の結果の調査をさせてい

ただきました。すべてこの簡易シミュレーションで実施をしているところでございます。実際

に今秋山議員がおっしゃっております試験の実験をいたしますと、経費が２５０万から

３００万円かかります。実際の導入時には、各地区に赴いて実験をする予定でおりますけども、

現時点では、そちらのほうを参考にさせていただ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） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

２５０万、３００万のコストが高いのか。それで机上でやったほうがいいのか、それは判断

難しいと思いますけれども。私が考えるのであれば、やはり模擬実験というものをしっかりし

てですね、間違いなく受信できるという確証を得てから進めるっていうのも一つの方法かなと

思いますけれども、まあそれは担当の方が判断されることかなと思いますけれども。 

再質問でお伺いしたいんですけれども、今回、送信局を１カ所を整備するということですけ

れども、やはり機械というものは、コンピュータもそうですけれども、万が一故障したときに

ですね、すべての戸別受信機が役に立たなくなるおそれがあると思うんですね。送信局の故障

という不測の事態への対応というものはどういうふ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） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。先ほど議員がおっしゃいましたように、機械ですので、絶対に

故障しないという保証はないかと思います。ただ、不測の事態の場合にはですね、できるだけ

早く復旧させるということに専念することだと思いますけれども。今、通信が途絶えた場合に

は、何らかの方法で情報を伝える手段を別に考えたいということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
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秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

やはり１カ所っていうのは、なかなか費用もかかることですから、複数設置するというのは

難しいのかもしれないんですけど、やはりこういった災害のときに万が一のときに、確実にそ

の情報を伝達できるということを考えていくには、その故障の対応というものですね、十分に

考えていただきたいと思います。 

それでは（２）のほうに移らせていただきます。町では建物内部まで浸透しやすい、ビルの

陰にも回り込むポケベル波の特性を生かした「防災ラジオ」を活用し、町内の各戸へ情報を伝

達する計画でおります。ラジオの音声が聞き取りづらい方、難聴とおっしゃるんでしょうかね、

いらっしゃると思うんですけれども、そういった方々への対応というものはどのように考えて

いるのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

質問にお答えいたします。今後、防災ラジオの購入や維持・管理については、利用者も役場

も、できるだけ手数がかからない方法を検討し、明年から希望をとり、普及に努めてまいりた

いと考えております。なお、聴覚障害のある方、または聞き取りづらい方については、文字表

記式受信機の発売が予定されておりますので、希望者にはこちらを斡旋できるようにしていき

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） 

戸別受信機はですね、防災ラジオというものはだいたい１万円くらいで、利用料が５０円で

年間６００円というということはお聞きしたんですけども、先ほどお答えいただいたその戸別

受信機のディスプレイ型っていうのは、値段は大体いくらぐらいを想定されているんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

値段につきましては２万５千円程度ということで伺っております。 

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） 

わかりました。（３）「防災ラジオ」の保守や修理はどこが対応するのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。「防災ラジオ」の保守・修理については、通常のテレビ、電子レンジ等の

電化製品同様、販売元で対応していただき、それでも修理できない場合はメーカー対応になる
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かと思います。 

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） 

再質問ですけれども、防災ラジオ、確かにシンプルで、写真で見ただけですけれども、なか

なか扱い勝手はいいのかなと思うんです。高齢者世帯や一人暮らしの高齢者の方々の中にはで

すね、常時使える状態にしておくということができない方もいるかもしれないんですよね。そ

ういう方のためにですね、やはり地区の自主防災組織の役員さんや民生児童委員さんが定期的

に訪問して、設置状況を常に使える状態にしておくということを確認できるシステムっていう

んですか、考えておいてもいいんじゃないかな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） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。防災ラジオの管理、それから運用方法等につきましてはですね、

今、秋山議員さんおっしゃったように、より効果的な方法があれば、そういうことも含めて今

後検討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） 

ぜひ、せっかく導入してもいざというときに使える状態にないということがないようにです

ね、その点はお願いしたいと思います。 

それでは（４）の情報発信拠点、中央配信局、送信局の機能を維持管理する経費は年間どの

くらいになるのか。また、耐用年数がどのぐらいになるのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。維持管理の経費はシステム保守料、衛星回線使用料等で年間４００万円

程度を見込んでおります。耐用年数につきましては、減価償却資産の耐用年数表によりますと

通信用設備に該当しますので９年となっておりますけれども、実際にはもっと長く運用するこ

とが十分可能だと考えております。 

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） 

年間４００万のコストがかかると。それで住民の皆さんの生命財産が安心して守れるという

ことであれば、やはり町独自でやるのもいいのかなと思うんですけれども、こう言ったですね、

例えば、送信局７，３００万円、維持管理費、それから、また耐用年数を超えて建て替えとか

改修という問題が出てくると思うんですけれども、富士川町単独で負担するよりも、複数の自

治体が連携していこの事業を進めることができればですね、経費の軽減というのが見込まれる
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と思うんですけれども、当然各市町村で既に防災情報の伝達システムというものは構築されて

いると思うんです。それは承知しているんですけれども、せっかくこういったことを富士川町

で導入するのであればですね、先ほども雪害の話出ましたけれども、近隣自治体との連携とい

うものも必要になってくると思うんですけれども、今回のこの事業の協力について、近隣の自

治体と協議を行ったことがあるのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

現在のところ、今回の事業につきまして近隣市町村と協議を行った経緯はございません。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

やっぱり、災害というものは境界を決めて起きるわけでもないし、境界のないというものが

多分、自然災害だと思うんです。やはりそうであれば、協力してくれるかどうかわからないで

すけれども、近隣自治体に声をかけてみるということは、やはり大事な、これから政策の進め

方としてですね、必要になっていくのかなと思うので、そういったことをまた念頭に置いてい

ただきたいと思います。 

（５）に移らせていただきます。戸別受信機をより多くの世帯に、迅速に普及させるために

は、期間を区切って購入世帯の助成も必要だと考えますが、町で検討しているのかお伺いいた

します。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。送信局、配信局等のインフラ整備及びシステムの保守、衛星回線の使用

料等の費用につきましては町が負担しますが、各世帯の防災ラジオの購入及び電波使用料につ

いての助成につきましては今のところ考えておりません。 

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） 

ほぼ６千何百世帯町内にあるんですけれども、６千世帯が導入したとしてですね、仮に１千

円助成しても６００万円で済むんですね。２千円助成しても１，２００万円。先ほどおっしゃっ

ていた戸別受信機であれば１万円くらいですけれども、ディスプレイとなると２万５千円かか

るんですね。やはりそういったことを考えると、個別受信機というものが設置されて初めて機

能するわけですから、町民の購入意欲を掻き立てる施策って僕は必要だと思うんですけれども、

全然そういったことは考えないよということなんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この戸別受信機のこれからの普及につきましては、先ほど言いましたように、約６，３００世



 ５０

帯あります。このうち、十分今のままで聞けるという家庭もあるでしょうし、聞きづらい家庭

もあるかと思います。そういう中で、町は情報を伝達するということが一番の使命であります

ので、今回こういった戸別受信機の導入を図りたいということであります。そういう中で、各

購入費に対する助成というのはですね、店にも１台置いておきたい、家のほうにも置いておき

たい、２階にも置いておきたい、台数が想定できません。あまり高いものではありませんので、

そのへんはこれから検討させていただきますけれども、購入者も、そして維持管理がしやすい

ように、そして役場のほうも手間がかからないような方法を今後検討していきたいと思ってお

ります。なお、難聴者あるいは聞き取りづらい方については、文字表記式の受信機もあります

ので、これについては通常の受信機の倍強しますので、その差額についてもどうするか、今後

検討させていただきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

やはりお金は、使うべきときに使うというのはその費用対効果で、削ればいいというものじゃ

ないと思うんですね。やはり多くの町民の皆さんに普及することによって、その災害を予防す

るという意味はあると思うんで、ぜひそのへんについてはご検討をいただきたいと思います。 

再質問させていただきますけれども、自然災害にはですね、地震や竜巻なども突発性災害、

それから、事前に住民に警告を出すことができる台風や火山の噴火などの警告性災害があると

言われております。特に警告性災害の対応はですね、安全第一、空振りＯＫの率先避難が被災

を回避する有効な手段になると考えられております。先だっても、町もあのすばらしい判断を

したっていうことを町民の方から言われたんですけども、穂積でしたか、平林と、事前に町民

の区民の皆さんを避難させたと。あれは本当に隠れたファインプレイじゃないかということを

いう住民の方がいたので一言言っておきますけども、そういうふうにですね、やはり事前に避

難させるっていうことが大事になってくると思うんですけれども、例えば増穂小学校の体育館

も避難場所にはなっているんですけれども、前の防災計画の資料なんか見ると、大体、小学校

の体育館で３７０人ぐらい収容できるってなってるんですね。対象区が最勝寺区と天神中條区。

実際にですね、これやってみて３７０人が、あそこの体育館に収容できるのか。３７０人とい

うのは床面積を大体３平米で割って人数を出していると思うんです。そういったいうふうにで

すね、画一的に機械的に割った人数で本当に避難できるのかどうか。これを戸別受信機の導入

を契機に、実際にこういった総合防災訓練を天神中條区や最勝寺区でやってみる。そうすると

気が付くことがやっぱりあると思うんです。反省点や課題。災害弱者、こういった方をですね、

どうするれば守ることができるのか。町はいざというときに警報を発令してください。住民は、

防災訓練や自主防災組織の充実を図りながらですね、自分たちも、災害から身を守る取り組み

を普段から行うべきだと思うんです。今後、こういった取り組みを町が各区にですね、働きか

けて総合防災訓練･･･。 

〇議長（齊藤正行君） 

６番に入っているということでよろしいですか。 

６番でなければ通告には合わないと思いますけど。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そうですね。６番ですね、すみません。体調不十分で申し訳ないです。議長のおっしゃると
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おり６番に入ってますので、こういった情報を伝達機能が向上することにより避難訓練も実践

的に総合的に行う必要があると考えますけれども町の対応をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えします。防災ラジオを導入することによりまして、聴覚に障害のある方や放

送が聞き取りづらかった方に、今後は緊急地震速報や避難情報等が確実に伝わることとなりま

すので、今後は町や各区の防災訓練にも活用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） 

ぜひ実践的な取り組みをして、本当にその避難場所が機能するかどうかっていうことをです

ね、やはり、今後はやっていくっていうことは大事になるんじゃないかなと考えます。すみま

せんでした。これで大きい１番については、すべて質問は終わらせていただきます。 

では２の町民交流広場についてお伺いいたします。（１）ですけれども、現在かわまちづくり

事業で、町民交流広場の施設整備に向けて詳細設計業務を進めております。駐車場、４００メー

トルトラック、サッカー場などが計画されておりますが、リニアのルート上にある利根川公園

スポーツ広場の代替施設の機能も町民交流広場が持つのかお伺いいたします。 

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） 

秋山議員の質問にお答えします。町では、富士川右岸の富士川大橋から富士橋までの河川空

間について、平成２５年３月に「富士川右岸 まちづくり基本方針 整備構想」を策定したと

ころであります。この構想の中で、町民交流広場の整備計画の基本方針については、１つ目は

福祉の水辺として、町民の保健環境を支える交流の場となるような水辺の形成、２つ目はレク

リエーションの水辺として、町民交流のイベントやスポーツ等による交流の場となる水辺の形

成、３つ目は防災拠点の水辺として、地域防災上の観点から重要な地域であることから防災拠

点となる水辺の形成を図ることを、基本方針としたところであります。こうした３つの基本方

針に基づき、現在、町民交流広場の詳細設計を進めております。こうしたことから、町民交流

イベントやスポーツ等による交流の場などの機能について、利根川公園スポーツ広場の代替施

設として利用できますが、計画地が河川敷地内であるため、河川管理上の制約を受け、照明設

備の設置ができないことにより、夜間等の使用が制限されることとなります。 

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） 

夜間照明は設置できないと。中には、可倒式の何か照明もあるようなこと聞くんですけれど

も、そういったものもできないのかなと思うんですけれども、そうすると今のあるスポーツ公

園の一部の機能は大体できるけれども、すべての機能は大体できないということになるとです
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ね、町民交流広場のほかに、夜間照明を設置して、夜間も使える状態の利根川スポーツ公園の

今の機能をほかにも新設するということも考えられるわけですか。 

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） 

今のところは、リニアのルート上にある利根川公園スポーツ広場については、再配置計画等

の中で協議をしていただければと考えております。あくまでもこちらのほうは河川ですので、

町民交流広場については河川法上の制約等、相当な法律の縛りを受けると思いますので、この

へんはちょっと難しいのかなと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

今の公共施設の再配置の中で検討なさっているわけですけれども。（２）に移ります。 

６月定例会の産業建設常任委員会報告において、交流広場の設計について慎重を期すことを

要望しているが、その検討内容についてお伺いいたします。 

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） 

お答えします。町民交流広場の整備については、国と町が一体となって整備を進める事業で

ありますので、国土交通省では、渇水期の本年１１月頃から河川護岸工事等の実施に向け、第

２四半期に業者選定を進めるとのことから、町では町民交流広場の詳細設計について、進入路

の詳細設計を含めて委託業者を決定したところであります。現在、進入路の詳細設計を先行し

て進めておりますが、町民交流広場の整備計画について、多くの皆さまに利用していただける

施設となるよう、区長会やスポーツ関係団体などによる、「富士川 町民交流広場整備検討委員

会」を設置し、ご提言をいただき、詳細設計に反映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） 

先ほど、課長の説明の中で３つほど基本方針があって、防災拠点としての機能もここで併せ

持つという話があったんですけども、この道の駅富士川の国交省の防災ステーションというの

はわかるんです。この町民交流広場の中で、その防災の機能も持つっていうのは、今のところ

イメージでも結構ですけども、どういった機能をそこに持たせるのかお伺いいたします。 

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） 

お答えします。町民交流広場については、面積も多く、そういったことからドクターヘリ等

の着陸場所等も検討の中に入ってくると思われます。そういったことから防災の拠点としての

利用も考えられるということになると思います。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ハザードマップ見させていただいたんですけれども、富士川病院ですか、あそこの周辺の浸

水というのはどのくらいかっていうと、大体２メートルから５メートル未満の区域と表示され

ているんですね。かじかざわ児童センターのところの周辺は、浸水が５メーター以上の区域だっ

てハザードマップではなっているんです。もし大水が出て氾濫ということになると、あの辺り

は水浸しになるわけですよね。その中に、例えば防災拠点としての機能を持つというのであれ

ば、水に浸されているところは、それは機能しないと思うんですよ。であれば、やはりそういっ

た低地のところが浸水したときに避難できる場所に、そういった新設するものを造っていくっ

ていうのが僕は基本的な方針だと思うんですけれども。それがあそこを造ることによって、ド

クターヘリが発着できるっておっしゃいますけれども、そうであれば鰍沢病院だって車が多い

んですけれども、少し移動させればそれだけ発着できるかもしれないし、何もあえてそこにド

クターヘリが来てもらう必要は、そこだけってことはないと思うんです。むしろそれよりもそ

ういったハザードマップで浸水の区域、ましてや５メートル未満も浸すようなところの地域に

ですね、わざわざ河川敷の中にこういった施設を新設するというのは果たしてそれで町民交流

広場、防災拠点いろいろな意味合いがあるかもしれませんけれども、やはり、河川敷の中にそ

ういったものを造るというのは僕はやはりもう一度慎重に考えたほうがいいと思うんですけど、

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） 

今回、国土交通省と一緒に「かわまちづくり」という名称を使いながら、そこを拠点整備し

ようというのは、先ほど言った３つの目的があります。最後の防災の拠点としてという目的も、

水害だけでなくて地震災害においても富士川病院が災害拠点病院となっておりますので、あそ

こにヘリを降ろさせたりしながら、その病院の活用を図っていこうという部分で防災拠点とい

う名称を使っております。当然、大水が出て富士川の水位が上昇した場合には、もしかすると

今度造るスポーツ広場の上を水が流れるかもしれません。これはかつて富士川大橋の隣にあり

ますターゲットバードゴルフ場、あるいはグランドゴルフ場がいっとき水がつきました。これ

は土木工事で造りますので、これを復旧については前回の災害のときもそうですが町の負担は

約１割であります。あとは、災害復旧事業ということで、国のほうで支援をしていただきます。

今回も、そういうことは想定をしながらやっているんですが、いつも水がつくというわけでは

ありませんので、草ぼうぼうにしておくよりも、鹿の巣になっておりますけども、それよりも、

しっかりした富士川の中にですね、今のままでも、どんどんどんどん浸食をされてきています。

このままでは富士川の堤防の本堤に入ってきます。今そこで耕作をしている皆さんも、かつて

は水が流れているところで田んぼも作っていた人がおります。その田んぼも全部浸食されてき

ています。このままでは富士川の本提にきてしまうのではないかと。そういうものも含めて国

土交通省で低水護岸というのは、あの中に造っております。富士川大橋の隣に造った護岸より

も、地形からいいましても高くなるんじゃないかなと。そうすると先般のこちらがついたぐら

いの水では多分つかないぐらいの護岸になってくると思います。富士川を中心に、もっと皆さ
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んに親しんでいただくということから新たな計画をしているわけでありますけども、土地は河

川敷ですから無償であります。その中でこの町でもＪ１のＪリーガーも誕生している。サッカー

場もない。そういう地域でですね、やはりこうしっかりしたサッカーもやっていただけるよう

な施設として今回計画をしているところであります。富士川のハザードマップもあります。あ

れはまだまだ盛土をする前のハザードマップだと思いますので、今富士川が切れるというより

も、内水対策のほうで、これから対策を向けていかなきゃいけないんじゃないかと。富士川は

多分、あの土手が、特に青柳地区のほうは切れるということにはないと思います。鰍沢のほう

が心配になるのが、今ある中洲が削られて富士川の本堤に水がかかってくる。そうすると、ま

たテトラポットとか、そういうものを埋めていかなきゃならないような状態です。それをして

からでは富士川が使えなくなりますので、今回国交省と住み分けをする中で、町のほうでそう

いった町民交流広場を計画しているところであります。今後水がつこともあるかもしれません。

でも、つくのは数年に１回か、数十年に１回ではないかなと思いますので、その水がつかない

間は町民の広場として活用していただければありがたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確立で議論すると、可能性があるかどうかという話になっちゃうんで、余り議論深まらない

んでしませんけれども、やはりそういったことも検討いただいて、この町民交流広場では、今

の利根川スポーツ公園の機能を１００％を満たすことはできないということであれば、やはり

ほかにも類似施設をつくらざるを得ない状況になると思うんですけども、先ほど深澤公雄さん

もおっしゃいましたけれども、複合化とか多機能化かとか、そうやって一つのものですね、幾

つもの用途に使えるようにな整備というものを考えていかないと。これも造り、あれも造りっ

ていうのはもう既に無理な時代なんですね。やはりそういうふうに考えておくと町民交流広場

は造って、もし夜間照明ができないというであれば、その分は全く新設するということでなく

て、今あるものを、いかにそのまま工夫して使うかということを考えていかざるを得ない状況

だと思うんです。ぜひ、そのへんは新設することなくですね、あるものを有効に使うというこ

とを検討の中に出していただきたいと思いまして、私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告４番 １０番 秋山貢君の一般質問が終わりました。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０２分 

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

再開 午前１１時１１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５番、１２番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 

 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 それでは、通告に従って一般質問をしたいと思います。 

まず初めに、増穂西小学校の統廃合についてということで伺います。この件につきましては
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昨年、７月臨時議会で議論もされまして、一昨年から昨年にかけて教育委員会のほうで適正化

規模ということで、町長に対して答申を出されました。その答申内容の結果、西小については、

子どもの教育の観点から統合すべきであるという結論が出されましたが、議会の中での議論の

結果、町長から条件つきで１年間存続させますと。ただし、この１年を経過した段階で、基本

的にはその条件が満たさなければ統廃合もやむなしということで、今日まで西小１年間の存続

を行ってまいりました。しかしながら、今９月、そして１０月と、来年を考えた場合、ここで、

しっかりとした結論を出さなければならない。そういう時期に来ていると思います。私は前回

もそうでしたけども、子どもの教育というのは、過小規模というよりも、むしろ１対１的な教

育になっている現在の西小学校のあり方は、決していいものではないということを前提とし、

教育委員会の考えに沿った形での統合を行うべきであるという考えに立っておりますが、現在、

町長はどのように考えているのか、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） 

齊藤欽也議員の、増穂西小学校の質問についてお答えをいたします。 

増穂西小学校の統合につきましては、昨年、教育委員会からの学校規模適正化基本方針を受

け、地域の皆さんの考えや、議会との議論を踏まえる中で、現状の児童数で推移をした場合、

閉校の時期を平成２６年度末としたところであります。ただし、この間に、通学区域内におい

て、今後、教育委員会が策定した学校規模基本方針を満たすようであれば、閉校の年度等を検

討するとしたところであります。このことから、これまで児童数の推移等の経過を見てきたと

ころでありますが、転入について、いろいろな話はあるものの、現在のところ新たな転入児童

はいない状況であります。明年度の準備もありますので、今月末においてもこのような状況が

続くようであれば、教育委員会が示した基本方針にそって進め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） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございます。実はですね、昨日、西小の存続を求める人たちとの話合い少しを行

いました。１時間ほどですけれども。そこには３名の方がお見えになりまして、１人は区域外

から来年入学させたいという希望を持った方。もう１名は現在通われている方。そしてもう１人

は昨年まで子供が通っていたけれども、やはりそういった学校は残してほしいという希望を持

たれている３名の方と、１時間ほどですけれどもお話をさしていただきました。その方たちの、

存続の一番大きな理由というのは、ようするに自然の中で育む教育を大事にしたいというお話

でしたので、なおかつ、その方たちも１人、２人の教育はよくないということは思っていらっ

しゃると。私がその中でお話しさせていただいたのは、何といっても子どもの教育というのは、

複数人の同級生、あるいは学校全体もある程度の子どもがいる中で切磋琢磨し、そして自分で

考え、問題を見つけ、学び、そして行動し解決していくと、そういったことができるような教

育環境が最も望ましいという話をしながら、他方では自然教育というような話が出ましたので、

増穂小学校で、例えばそういった内容を充実させた事業を提案し、やっていくということでも

十分補えるんではないかという話をさせていただきました。現在、西小には町単、養護教員、
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支援員を含めて、町から独自に雇って派遣しているわけですけども、そういうよりよい教育環

境をつくるために、そして今までの平林地域に残してきたこの西小学校っていうのは、既に公

教育として、町が抱えて行っている公教育としてはふさわしくないし、今後も持続していくこ

とは不可能である。そういうことをお話ししながら理解を求めてまいりました。理解していた

だくというのは、なかなか非常に難しいわけですけども、一方ではそういった特別な教育環境

をもしやりたいんであれば、学校法人を創ったり、自分たちが創るなり、あるいはまた別の方

策を考えるということも必要だろうし。そのときには協力をしていきたいという話もさせてい

ただきましたけども。富士川町の教育っていうのは、やはり今後、充実したものをやっていく

とが、この町の発展にとって非常に大きなポイントになるだろうと。これは西小を残すという

ことなくして、増穂小学校、鰍沢小学校、この教育を、より現在に合わせ、かつ未来に向かっ

て充実させていく、このためには大きなお金も必要でしょう。ですから私としてはですね、今

回、閉校する場合には、今まである教育費はもちろん、そこへすべて投入していただきたいし、

よりよい充実した教育というものを実現していただきたいと思っておりますけれども、その点

について町の考えをお伺いしたいと思います。 

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答弁いたします。現状は６人の在校生がいる西小学校でありますけど

も、教育委員会の考え方として、クラス替えができる増穂小学校、それから単学級ではありま

すけれども２５人程度のクラス編成の鰍沢小学校、過小規模校でありますけど、少人数教育を

希望する人たちのための南小学校。こういう位置づけで、３校をしばらくの間は現状でいきた

いなと考えております。西小学校に現在かかっております教育につきましても、町単教諭、あ

るいは支援員の配置を行いまして、ほかの学校と遜色ないように充実させている状況でありま

すけども、仮にこれが統廃合という形なりますと、その予算は増穂小学校に充実をさせたいな

と考えてところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

将来に向けてよりよい教育をですね、本町が実現できる、そういう環境を整えながら、そし

て、他方でまだ存続を希望している父兄もいらっしゃる。そういうころを踏まえながら、十分

説明もし、議論を深めながら、この問題を先に延ばすことなく進めていってほしいと思います。 

それでは２つ目の質問に移りたいと思います。 

災害弱者の避難経路の確保についてということで質問をさせていただきます。直接には、長

澤地内にある第２保育園、この児童たちの避難誘導ということが、私、今回課題として示させ

ていただいておりますけれども。実は私が議員になった１１年ですか、２年前にもこの第２保

育所、実は通学路らしい通学路がないと。畑の中に、ぽつんとあって、そこへようやく車１台

通れる中を父兄が送り迎えしている現状です。前回の議会の時に井上勝議員からも第２保育園

の通学路について、何とか確保してくれないかというお話がありました。昨今ですね、この広

島の洪水ではありませんけども、温暖化による集中豪雨という中で、先ほど前の一般質問の中
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でも内水対策という話がでましたけれども、防災マップによると、第２保育園は、いわゆる、

洪水がつく、２メートルぐらい、場合によってはつくという範囲内に指定されている場所にあ

ります。先ごろ中央市ではで、防災訓練の特に田富北小学校でボートによる避難訓練を行いま

した。本庁ではボートによる避難訓練は実際にはやっていませんけども、洪水のときに、足腰

の弱い園児がですね、速やかに移動させるということが極めて重要な課題であります。そうい

う意味で、何かことあるときに弱者の避難ということを、重点的にやはり考えていただきたい。

東海沖地震については、例えば１５０年に１回ということで、近年ますます、もうすぐ起こる

よという危機感のもとに地震対策を非常にたくさんやられてました。洪水について言いますと、

３０年に１度と。富士川の氾濫、あるいは危険性があるのは３０年に１度ということが言われ

ておるわけですけども、近年のこの集中豪雨の状況を見ますと、いつ起こってもおかしくない。

そういうことを考えたときに、保育園児の命を守るということに、速やかに移動のできる体制、

その為には第２保育園についてはですね、いわゆる、道路拡張した道路いうものが必ず必要に

なっております。バス、車が片側１台しか通れない、この状況では園児の避難というのはスムー

ズに行えないということでありますので、ぜひともその点について町も考えていただきたいし、

これまで質問してきた経緯から、その点についてどのようになっているのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（齊藤正行君） 

 建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

齊藤議員の質問にお答えいたします。 

第２保育所は、富士川町土砂災害ハザードマップの浸水想定区域になっていることから、大

雨が予想される早い段階で、保護者に連絡をし、園児の引き渡しを実施いたしております。そ

の際、車を使用する場合に、保育所周辺の道路は幅員が２．５ｍ～４．０ｍと狭く、車のすれ

違いも困難な状況でありますので、避難だけではなく生活道路としても不便をきたしているこ

とは承知しております。こうしたことから、平成２５年度に町内の狭隘道路を調査しましたの

で、都市計画マスタープランを基に、今後は地元と協議を進め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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

検討してまいりたいということですけれども、具体的にですね、一歩前に進めるということ

で行われているのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この地域は、現在、青柳長沢線の道路を工事しているところであります。以前もこの道路計

画はあったんですが、地域の皆さんから、あの地域一帯の土地区画整理をという要望もありま

した。まほらの湯からまっすぐコメリのほうに道路を抜いたらどうかという話があって、これ

も遅々として進まなかったわけで、非常に難しい地域だと思いますので、今回、町内の狭隘道
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路の調査もいたしましたし、都市計画マスタープランも出ております。マスタープランはあく

までもマスタープランですから、これから町内全域のこの狭隘道路、何カ所もありますが、今

すぐその道路ができるかどうかわかりませんけれども、将来的にはこういう道路をここにあけ

ていこうという協議を地元と進めていきたいということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君）   

今言われた福祉橋からコメリという話ですけれども、実は、いろんな方と話をしていまして、

生活道路というよりも、文字どおり保育園への入り口として確保してほしい。やっぱり園児が

通ってる場所ですので、できるならばそんなに車の通らない、通ってほしくないという一方で

はそういう気持ちもあるわけでして。あそこはですね、今はどうなっているかちょっと調査し

ていないのでわかりませんけども、私が質問した当時は農振地域とか都市計画区域とか、ちょ

うど入り組んでいて、道を造るにはなかなか距離が難しい場所だというお話で我慢もしてきた

わけですけれども、やはり子どもの安全確保、誘導という観点からすれば、あそこは例えば建

物が建ってるわけでもなし、少なくともある一定の、例えば若宮団地程度までの道まででも拡

張すると、園児のための道として拡幅するということでお願いしたいと思っいますけれども、

どうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

当時もですね、青柳長沢線を斜めに入れるということが、将来の土地利用の面において非常

にどうかなということから、そんな土地区画整理事業の話が出たと思います。今回道路が出ま

すので、ただ既存の道路をそのまますると、みんな斜め斜めの道路になってしまいます。そこ

で、これから都市計画マスタープランも作りましたので、将来にわたって、園児だけでなくて

ですね、家の前にタクシーも入れないようなところもたくさんありますので、どこにどういっ

た道路を引いていけばいいなのか、地元との協議をしていきたいということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

地元との協議が早急にされるという理解でよろしいでしょうか。それだけお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回計画している道路は、甲西道路と旧国道を結ぶ道路、何本かありますが、それの後にで

すね、そういった道路は整備していかなきゃいけないと思います。今、ここの長澤地区だけで

なくて青柳地内にもあります。鰍沢の新田地内にもあります。町内広域にわたって狭隘道路を

なくす方法で地元と協議に入っていく。どれが１番でどれが２番とか、そういうのは今、出て

おりませんけれども、協議が整うところが１番早くなってくるのではないかなと思っておりま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 
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齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

長澤の地元としては１番早く協議を整えたいと思っていますので、よろしくお願いしたい。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告６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す。これより、大きく２つに分けて質問をさせていただきます。

まず１つは地域包括ケアシステムについてお伺いいたします。第１番目に、急速に進んでいる

高齢化への対応として、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括

ケアシステムの構築について町長の見解をお伺いいたします。 

〇議長（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） 

ただいまの地域包括ケアシステムの構築についてご答弁をさせていただきます。 

国では、団塊の世代が７５歳を迎える平成３７年を目途として、重度の要介護状態となって

も、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推

進しているところです。この地域包括ケアシステムの構築には、医療関係者等多職種協働や各

種団体、事業者等幅広い連携のもと取り組む必要がありますので、町では、県の支援も受ける

中で医療と介護の連携、認知症施策、生活支援サービスなど地域の実情に応じた包括的な支援、

サービス提供体制づくりに取り組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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

取り組まれていることがよくわかりました。今もおっしゃっておりましたけども、戦後のベ

ビーブームに産まれた団塊の世代が、７５歳以上になる２０２５年には、日本の人口の５分の

１を占める超高齢社会になると推測されております。山梨県では、人口の３２．５％が６５歳

以上となり、全国の平均３０．３％を上回っております。公明党として、地域の医療、介護等

の公助や共助の体制整備とともに、自助や互助の体制強化を含めたシステムの構築に向け、政

策提言をまとめ、７月３１日に政府に提出したところでございます。富士川町では、平成２４年

度は４，７４１人。町民の３．５人に１人が高齢者で、特に７５歳以上の高齢者が著しく増加

しております。２４年度の町の高齢化率は２８．４％でした。山梨県が２４．７％、全国２３．

７％に比べても、本町の高齢化が進んでいるのがわかります。そこで、現在の本町の高齢者の

人数、人口ですね。比率、さらに、要支援１，２の方の人数がわかりましたらお伺いしたいと

思いますが、よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     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） 

お答えいたします。高齢者人口は現在４月１日現在ですが４，９２１人。高齢化率は３０．

４％でございます。それから要支援１，２の方が６０人程度になっております。 

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） 

本当に、今の数でも分かるように近い将来、医療・介護の両面が、本当に重い負担がかかる

ということは目に見えております。そこで、２番目の質問ですけれども、認知症高齢者対策と

して、認知症初期集中支援チームを設置運営する考えがあるかどうかお伺いいたします。 

〇議長（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） 

２番のお答えをする前に、１番の答えの中で要支援１、２を６０と申しましたが、これは要

支援１，２合計ですと１３０人になっております。訂正をさせてください。 

続きまして認知症初期集中支援チームということですが、認知症については、町でも増加傾

向にあり、高齢者福祉基礎調査では町内の認知症高齢者は６５０人となっています。また、介

護保険の新規申請理由で最も多いのが認知症となっております。認知症は、早期診断・早期治

療により、認知症の進行を遅らせ、悪化予防に努めていくことが重要であります。こうした認

知症対策としての、認知症初期集中支援チームにつきまして、国の認知症施策推進５か年計画

の中に位置付けられており、構成員としては、複数の専門職、保健師・看護師・作業療法士等

と専門医が必要となることから、本町のみでの設置は難しく、現在、峡南地区での共同実施に

よる対応を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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

難しいとのことですが、認知症への対応力のある、かかりつけ医や保健師や介護福祉士など

の専門職を増やすことが必要だと思いますけれども、本町には峡南医療センターもありますの

で、ぜひ連携した取り組みで、県内のモデルケースになるような認知症初期集中支援チームの

設置に向けて対応をお願いしたいところですが、その点、町長のお考え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。 

○町長（志村学君） 

これから増えていくであろうと思われる認知症の対象者でありますけども、今６５０人。ま

だまだ増えていくのではないかなと思っております。こうした中で、この認知症の初期集中支

援をしていくということは非常に重要だと思っております。ただ、今課長が言いましたように、

その構成員としては、お医者さんのみならず、保健師・看護師・作業療法士等いろんな職種の

皆さんが必要になりますので、果たして１町でできるのかということがあります。今峡南地区
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での共同実施ということを検討しておりますけども、峡南医療センターがあります。そこには

在宅支援というのもありますので、そちらもうまく使えないかということを検討しながら、地

域でしっかり守っていける体制ができればいいかなと思っております。 

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） 

ありがとうございます。ぜひ、初期の認知症は、早いうちに周囲で気づいて、集中して支援

していけば治る病気ですので、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。 

次に、３番目の質問としまして、介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みについての状

況をお伺いしたいと思います。 

〇議長（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） 

日常生活支援総合事業の取り組みについてお答えをいたします。 

現在行われている介護予防・日常生活支援総合事業は、平成２４年度に地域支援事業に新た

に創設された事業ですが、現在本町では実施しておりません。しかし、介護保険制度の改正に

伴いまして、一部介護予防給付が地域支援事業として位置付けられることから、新たな介護予

防・日常生活支援総合事業については、第６期介護保険事業計画期間内の事業実施が求められ

ることになります。７月末に国のガイドラインの案の概要が示されたところであります。現段

階では、既存の福祉サービスに加え、民間事業所の持つ専門性を活かしたサービスや、いきい

きサロンまたボランティアで実施するサービスなどを検討しております。今後は、第６期介護

保険事業計画のニーズ調査を踏まえながら、利用者の介護に合わせたサービスの提供ができる

ように整備を進め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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

これからのニーズ調査やケア会議を重ねて、１日も早く、この総合事業に取り組まれること

を希望するわけですけれども、すでに実施されているところとして、北杜市の取り組みがあり

ます。通所型予防サービスと配食、見守り、安否確認などの生活支援サービスを実施しており

ます。通所型予防サービス、ふれあい処はＮＰＯ、社協、地区組織、ＪＡ、介護事業者が連携

して８カ所運営しております。対象者は要支援者、二次予防対象者で、週１、２回、３、４時

間程度事業所を利用し交流や会話、事業所の特性を生かした活動をしております。スタッフは、

１、２名で、ほかはボランティア、ケアマネジメントとしては、北杜市地域包括支援センター

が実施しております。さらに、生活支援サービスとして、配食プラス安否確認ということで、

弁当業者が配食の際、利用者に声かけ、異常があったときの連絡義務づけ。弁当業者、ボラン

ティア、ＮＰＯ等が連携をして、５か所の事業者が参入をしております。ぜひ本町でもこのよ

うな支援総合事業を積極的に推進していただければと思いますが。検討をお願いできますで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     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、議員さんがおっしゃられた関係で、配食サービス、これは社会福祉協議会のほうでも、

やっている事業ですけれども、そのAさんという個人宅のほかに、その周辺の高齢者のお宅な

んかは配食をしなくても声かけをしている。それから福祉推進員、民生委員さんたちも声かけ

をしております。そんなところで、いろんな関係者を巻き込んだ中で、今議員さんがおっしゃ

るような地域力を生かした支援の方を行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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

早急な対応をお願いしたいところです。 

４番目の質問としまして、認知症の人と家族が集う「認知症カフェ」や地域住民が集うコミュ

ニティカフェの設置についてのお考えをお伺いいたします。 

〇議長（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） 

「認知症カフェ」「コミュニティカフェ」のご質問にお答えいたします。 

認知症対策推進５カ年計画の中でも、地域での日常生活・家族の支援の強化として「認知症

カフェ」の普及等が推奨されています。地域の中で認知症の方やその家族は、地域の支え合い

を必要としています。周囲の理解と気遣いがあれば穏やかに暮らしていくことができます。こ

のようなことから認知症カフェは、地域の方々が気軽に集い、お互いに交流のできる場として、

地域のつながりの再構築の場としても期待されております。今回の介護保険制度の改正により、

ボランティアはじめ多様なサービス提供主体が求められてくる中で、「認知症カフェ」のような

集いの場の設置について、地域住民や関係団体の意見をいただく中で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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

認知症の高齢者を抱えた家族が、悩みを共有し合える「認知症カフェ」の設置は、介護する

家族の精神的負担を軽減するため、介護経験を持つ家族同士の交流の場として、認知症の人と

家族を地域で支援する体制を構築するような、ハード・ソフト両面の支援が本当に必要だと思っ

ております。さらに、少子化や核家族化の進展に伴い、高齢者と子どものふれあう機会が減少

していることから、世代間交流の取り組みが必要だと思います。コミュニティカフェの事業も

既に取り組んでいるところとして、南アルプス市の地域交流拠点「しゃきょんの家 下町」も

視察してまいりました。南アルプス市社会福祉協議会で運営しております。空き家をそのまま

利用しているので、我が家にいるように安心して利用でき、デイサービス利用者以外の方でも、

気軽にいつでも交流できます。夕方には、学校帰りの子どもたちが集まってきて、高齢者と楽

しく交流を持っています。ひきこもりがちな方が心を癒され、社会に出ていくきっかけになっ
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たり、生きがいを見つけて前向きなれたとのことです。デイサービスだと、急に高齢者扱いさ

れて嫌だという方はいらっしゃいます。また、団塊の世代をはじめとする、元気な高齢者が地

域社会の担い手として、地域活動に積極的に参画し、援助が必要な高齢者を支援していく、支

え合い、生きがいづくりの社会参加を支援する場としても、高齢者が生き生きと活躍できるた

めの支援や環境整備、仕組みづくりとして、ぜひ、認知症カフェ、コミュミティカフェの早期

実現を提案するものです。早急な対応をお願いいたします。 

次に、大きな２つの質問として、空き家対策について質問いたします。１番目の質問として、

高齢者や人口減少を背景に、全国で空き家が増え続けていますが、本町の実態調査の現状をお

伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

小林議員の空き家対策についてのご質問にお答えいたします。 

本町の空き家調査につきましては、人口減少や少子高齢化問題への対応策を検討することを

目的として、平成２４年度に、区長会を通じて各区に実施いたしました。調査結果につきまし

ては、空き家総数１９３戸で、青柳町区が最も多く４３戸でありました。 

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） 

把握するには、職員の皆さんが大変ご苦労されていることと思いますけれども、全国の空き

家はこの２０年間で倍増し７６０万戸に上ります。全住宅数の１３％、およそ８軒に１軒の割

合ですが、山梨県は何と２０．２％、ワースト１。５軒に１軒が空き家です。本町にとっても

早急な対応が望まれます。一つの対策としての空き家バンクは本町でも実施しておりますが、

２番目の質問としまして、本町の空き家バンクの利用状況をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

空き家バンクの利用状況についてのご質問にお答えいたします。 

本町の空き家バンク制度は、空き家の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図

ることを目的として、昨年９月１日から実施しております。本年９月１日現在における物件の

登録数は１２件、利用したい者の登録数は３９人で、制度開始からこれまでの成約実績は売買、

賃貸が各１件となっております。また、希望者には現地見学を行っておりますが、現在交渉中

の物件は２件となっております。なお、９月６日には、県の主催による、空き家紹介ツアーが

本町で実施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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

なかなか現状的には難しい状況のようですが、空き家の売却などを希望する所有者から、物
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件の提供を求め、入居希望者に情報提供する空き家バンクは、今全国的に、ニーズが広がって

います。県内でも１１市町村で実施しております。居住希望者からの問い合わせは、今のお話

でもあったように増加傾向なのに、登録すべき空き家がでてこないのが現状です。もっと積極

的に情報発信をするべきだと考えますが、何か対応を考えていらっしゃるんでしょうかお伺い

いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

空き家バンクのＰＲにつきましてお答えさせていただきます。 

現在、広報、それから町のホームページ、首都圏増穂鰍沢会の会報、また総会でのチラシの

配布。あと固定資産税の町外に納付書を発送する際に、空き家バンクのＰＲを同封しておりま

す。また、区長会の折にも空き家バンクの登録についての情報提供をお願いしているところで

あります。 

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） 

人口減少を食いとめるためにも、この情報発信が大事ですので対応をよろしくお願いいたし

ます。 

さらに３番目の質問としまして、空き家対策を効果的に進めるために、空き家の撤去などに

対して、必要な解体への一部助成、地域施設活用に改修する場合の工事費用補助についての考

えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

費用助成についてのご質問にお答えいたします。 

本町が取り組んでおります空き家対策は、定住促進や土地、建物を有効に活用するために、

空き家バンク制度として実施しており、定住のための空き家の改修補助は実施していきたい

と考えております。なお、本来空き家は、所有者が責任をもって適正に管理すべきものと考

えておりますので、解体への補助は考えておりません。また、地域に必要な施設として活用

する場合には、各区が魅力ある地域づくりを行うために創設しました、施設の建て替えや改

修に要する経費を無利子で貸し付けを行う、地域コミュニティ施設整備費貸付制度を活用い

ただ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） 

ぜひ検討をお願いしたいところですけれども、空き家の増加の要因として、解体工事費の多

額の負担というのがあると思います。更地にした場合の固定資産税も高くなるということを考

えると、空き家対策を効果的に進めるためには、所有者の対応を待つだけではなく、行政が思

い切った対応していくということが大事ではないかと考えます。ぜひ解体への一部助成、そし
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て地域交流施設などに使うために活用するために提供していただく場合は工事費の補助を検討

していただきたいと思います。国の空き家再生等推進事業の動きとともに、さらに本町の上乗

せの補助として検討していただければと思います。それが先ほど、１番目の大きな質問で取り

上げた、地域包括ケアシステムの構築としても活かされ、地域活性化につながるのではないか

と考えますので、ぜひ前向きなご検討をよろしくお願いいたします。 

最後の質問としまして、町民に迷惑をかけている所有者に対し、「空き家の適正な管理に対す

る条例」を制定すべきと考えますが町長の見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 田辺明弘君。 

○防災課長（田辺明弘君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

近年、適切な管理の行われていない空き家の存在が全国的な問題となっており、防災、防犯、

衛生、景観等の面から地域の生活環境に影響を及ぼしております。空き家対策に関する条例は

空き家の所有者に適正な維持管理を義務づけるとともに、自治体が所有者に必要な措置を勧告

できることなどを規定しており、全国で約２７０の自治体が制定しております。現在、町では

空き家に対して苦情があった場合には、所有者を特定し、行政指導により対応しておりますが、

空き家対策に関する条例を制定するには、解体命令、行政代執行まで明記する必要があると考

えております。しかしながら、すでにこの条例を制定した自治体の例をみると、行政代執行に

より建物を解体し、その費用を所有者に請求しても回収できない例が多々あると伺っておりま

す。また、解体費用等への一部助成を行っている自治体もありますが、私有財産である個人の

住宅解体に公費が支出されることには色々な意見があると承知しております。こうしたことか

ら、空き家対策に関する条例の制定につきましては今後の検討課題と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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

空き家は景観上の問題だけではなく、敷地のゴミの不法投棄や不審者の侵入、放火の要因に

もなります。災害時に倒壊して、避難や消防の妨げになるおそれもあります。こうした危険性

をはらむ空き家については、速やかな対処をお願いしたいところですけれども、あくまでも管

理責任は所有者にあるということで、対応が思うように進まないというのが現状だと思います。

本当にこうした中、各自治体で条例をつくっているところもありますので、ぜひ、ここはしっ

かりと検討していただきながら、速やかに、この空き家対策に関して、本町で手を打つ対策の

検討をいただきたいと思います。 

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６番 １番 小林有紀子議員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１１時５９分 

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

再開 午後 １時００分 



 ６６

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

     続いて通告７番、４番、青栁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） 

 私の一般質問をさせていただくわけですけれども、基本的には項目が多いですけれども、富

士川町教育について、町のお考えを聞きながら、私の考えも述べさせていただきたいと思って

おります。 

初めに、第一次富士川町総合計画の施策の大綱の上位の方に、豊かな人材と文化を育むまち

づくりが掲げられております。学校教育、地域教育の充実が方向づけられています。そこで、

富士川町教育の現状と今後の課題について当局の考え方を伺っていきたいと思います。 

先月末近くには、全国学力テストの記事が新聞にも大きく取り上げられておりました。山梨

県全体では、全国平均をやや下回るという状況のようです。もし当町でも発表しますと特定の

個人が推測されるおそれもありますから、教育委員会の「発表しない」という方向性はよろし

いかとは思っております。また、全国学力テストの成績が、子供たちの能力のすべてとは考え

ておりません。ただ、教育のすべてではないにしても、知力力の向上ということは必要である

と思っていますし、健やかな子供たちを育てたいという思いは保護者の皆さんと同じだと思っ

ております。そこでまず、この４年間で力をいれてきた富士川町教育について、また、今後取

り入れたい特色ある教育について、当局の所感を伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

教育委員長 中込文江さん。 

○教育委員長（中込文江さん） 

ただいまの質問についてお答えをいたします。 

富士川町教育の推進につきましては、第一次富士川町総合計画及び富士川町教育振興計画に

基づき取り組んでいるところであります。特に、新しい学習指導要領に対応した基礎学力・体

力の定着に努めるとともに、子どもたち一人ひとりの状況に合わせたきめ細かな授業運営や生

活指導ができることを目標に取り組んできました。また、地域との関わりを積極的に取り入れ

た、学校ごとに特色のある教育にも力を入れてきたところであります。今後とも、それぞれの

学校の特性を生かした、富士川教育を推進して参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） 

模範的な答弁ありがとうございました。文科省では現在５、６年生に、英語に親しむ活動と

いうことで、英語教育にも力を入れ始めております。１８年度からは、教科として採用され、

いずれは、３、４年生から英語教育を教科として取り入れる方向にあるんじゃないかと思いま

す。また数年前から、外国人を雇用し英語に親しむ教育を行っている私立の幼稚園もあります。

これからの世代は、読み書きの英語ではなく、聞く、話す、コミュニケーションの英語が中心

になると思います。現に山梨市とか都留市では、英語教育特区を申請して小学校低学年から英

語教育を始めようとしています。そこでわが町でも、放課後児童教室とか、あるいは、もっと
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下がって保育園とか英語教育を取り入れた、ほかの町にはない、特色を持った幼児や児童の教

育を提案しておきたいと思います。先ほど教育委員長から、学校ごとに特色ある教育をという

お話もありましたけれども、町の教育全体として他町にない教育を取り入れることによって、

若い世代の定着とか、流入も考えられます。ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

次に大きい項目の、教育委員会制度改革についてお伺いしたいと思います。教育員制度を改

革案では責任の明確化も含め首長に権限と責任を統一するという案が出されています。委員会

を活性化する一つの案とは思いますけれども、反面、教育行政の独立性が失われるという懸念

も出てくると思います。そこで、（１）として、教育長兼教育委員長を町長が任命する教育委員

会制度改革案に対し、町長の所感を伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

青栁議員の新教育制度についてのご質問にお答えをいたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法でありますけれども、この法

律が本年６月２０日に公布され、明年４月１日から施行されることになりました。この新しい

教育制度改革は、教育の政治的中立性、継続性を確保しつつ、教育行政における責任の明確化、

迅速な危機管理体制の構築、首長と教育委員会との連携強化を図ることなどを目的としており

ます。私の考えとすれば、こういった制度改革、都道府県の教育委員会、あるいは政令都市の

教育委員会にはなじむではないかなと思いますが、こうした我々みたいな末端な自治体のとこ

ろでの、こういった全国一律のですね、教育制度というのは、いかがなものかと感じていると

こであります。これからは、総合教育会議等々もやっていかなきゃならんと思います。それに

私も参加をしながらですね、町と教育委員会が一体となって、この町の教育行政を検討してい

くということになると思いますけども、私、一部気に入らない部分もありますが、法律が変わ

りますので、本町におきましても、この新制度改革に向けて、準備をしていきたいと思ってお

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございました。私と同じようなお話がいただけてありがたく思っています。大都

市用の改革案かなとも思います。そこで、一番情報が集まる、先ほどは教育委員長に答弁して

いただきましたけれども、同じようなことについて制度改革について、一番各学校と密接につ

ながって、教育委員の１０倍も２０倍も情報が集まってくる教育長にも所感を伺えたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

お答えいたします。教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が公布されたことに伴

いまして、教育委員会におきましても教育委員会制度改革による新体制の移行が円滑に行える

よう粛々と準備を進めてまいりたいと考えています。 

以上でございます。 
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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） 

それでは（３）の質問ですけれども、昨今、いじめ問題とか教職員の不祥事ということで、

新聞やテレビの会見場面に教育長が前面に出ていますが、これからはその辺がもっとはっきり

してくると思いますけれども、現段階で当町の教育長と教育委員長の権限や役割、あるいは責

任が明確になっているかを伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

お答えいたします。教育委員会における権限は、地方自治法より、学校の運営管理、社会教

育、学術・文化に関する事務を管理・執行することが定められております。また、教育長は、

教育委員会事務局のトップとして、教育委員会の指揮監督の下、すべての事務を司ることとさ

れております。教育委員会の権限のうち、教育基本方針に関しますことや規程の制定・改廃に

関すること、教育機関の設置や廃止に関すること、予算や議案の作成に関することなど、重要

な事務を除いては、法律及び規則におきまして、教育長に委任することができる項目を定めて

おります。教育委員長と教育長の権限と責任は、明確にされ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） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今お答えいただきましたように、ほとんどの事務的な統括が教育長のところへ集まっており

ますので、また学校からの情報、社会教育面でもその情報はすべて教育長のところへ集まりま

すので、月に一回程度集まる教育委員の、先ほど言いましたけれども、１０倍２０倍の情報を

お持ちになっていると思います。そこで、今度の改革制度では、私はやはり法律どおり教育長

兼教育委員長ですか、これもやむを得ないかなと思いますけれども、ぜひ、教育行政の公平と

いいますか、独立性を守れるように進めていっていただきたいと思います。 

それでは、質問事項の３番目といたしまして、学校の図書室ですか、図書室の活用について

伺いたいと思います。実は２６年度の予算書を款項目、節まで見たんですけれども、学校図書

の予算はわかりませんでした。それで、担当の方に聞き取りをいたしまして、町内の全小中学

校で年間３５０万円程度であるということがわかりました。例えば、増小で言えば２００万円。

西小学校では４０万。金額の開きがあるようにも感じますけれども、生徒数からいくと逆に西

小は年間５、６万、１人あたりですね。増小は３千円くらいですか。こういう開きはあるにし

ても、小学校教育の中で図書館を利用するというのが、一つ大変重要な役割をしているのかな

と日ごろ思っております。あと、この町では司書も４校に配置していただいておりますし、蔵

書については、文科省の基準を上回っております。それだから、いいじゃないかということで

なくて、消費税も上がりましたし、書籍の値段も上がっております。こういう中で、新刊書の

補充が希望どおりにいっているかどうか。このことは町民図書館にも当てはまりますけれども、

ぜひ、子供たちの教育のために必要な書籍は充分揃えていただきたいと思っております。 

そこで、３番目の質問の１として、図書室の充実は子供の育成に大事と考えております。各
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小中学校の図書購入予算を増額する考えがあるかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 

お答えいたします。 

本町におけます本年度の学校図書購入予算は、４つの小学校で３５０万円、２つの中学校

１８５万円であります。金額につきましては前年同様となっております。学校図書室におきま

しては、児童生徒がより多くの図書と出会うことにより、豊かな心を育み、児童生徒がより成

長する重要な役割を担っていることから、今後におきましても学校司書と連携を図る中で、児

童生徒が必要とする図書の充実に努めて参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） 

ぜひよろしくお願いいたします。 

それで、（２）番ですけれども、例えば中学校２校で検討した場合、今後学校図書室の一般開

放は考えられるのか。もし開放についてネックがあるとすればどんなことなのか、伺いたいと

思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     教育長 堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君）  

お答えします。学校施設の開放事業の一部として、図書室の一般開放を行うことは、地域の

生涯学習を推進するための一つの方法と考えております。しかし、体育館やグラウンドと違い

まして、図書室の開放にあたりましては、開放に伴う学校校舎の管理が必要となります。また、

一般向けの図書の増書、図書室の施設・設備の整備・改築などが必要であろうかと考えます。

現在、公共施設再配置計画検討委員会におきまして、新たな町民図書館の整備についても検討

していただいているところでもあります。こうしたことから、町民の一般利用につきましては

学校図書室を開放する考えはありません。 

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） 

再配置計画の問題もありますけれども、なんで私がこの問題を持ち出したかというと、もし

町民図書館を新しく建設するということになれば、複合施設でしょうけれども億というお金が

かかわることになります。例えば２校の中学校、図書室が数百万の改築で済む。それから、町

民図書室や、そういった蔵書を移す。一般向けの蔵書も揃えていただくというようなことにな

れば、中学校だけでも、町民に身近なところに図書室がある、図書館があるという形になるの

で、検討できないのかなという思いで質問しております。例えば、管理の問題は大変だとは思

いますけれども、学校が開いている時間内、こちらの町民図書館でも夕方には閉まるわけです

から、外部から出入りできるドアを一つ余計に付けてもらって、内部の廊下側のドアを戸閉に
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すると、時間ですね。そういうこともできるかとも思いますし、ぜひ、予定はないというお返

事でしたけれども、検討の一つに含めていただきたいと思います。 

それでは４番目の児童センター等との活用につきまして、これも教育に関しての一環でござ

いますけれども質問に移りたいと思います。１番目の質問事項でも述べましたけれども、他町

に先駆けて特色ある富士川町教育を実践するために有識者ボランティアによる読み聞かせ、生

け花教室など、マナーや情操教育のほか、幼児児童の英語教育にも力を入れていただきたいと

思います。幸い、当町には国際交流協会もあるので、外国人のＡＬＴやボランティアの採用に

より、各保育園の配置とか児童センターで、放課後児童教室などで外国人の指導による歌やゲー

ム、色や花の名前、果物の名前等、身近なところから英語に親しむ教育が実践的であると考え、

このことを提案したいと思います。また有償ボランティアなどに関する経費については、地方

単独雇用の教員削減で十分賄えると考えております。そこで、１番目の質問として児童センター

や放課後児童教室で定期的に読み聞かせや英語教育等、有識者ボランティア、これは有償でも

もちろん構わないわけですけれども、その活用は考えられないか、伺いたいと思います。 

○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質問にお答えします。 

今年５月、女性教師ＯＢの方々が中心となりまして、児童センターを拠点とした児童読み聞

かせボランティア活動「ぐりぐらの会」が発足しました。読み聞かせによって子どもたちが読

書の楽しさと喜びを味わい、本好きな子どもに育ってほしいと、現在毎週１回定期的にかじか

ざわ児童センターにおいて、読み聞かせをしていただいており、今後さらに会の方々と連携し、

ますほ児童センターやますほ南児童クラブへ取り入れてまいりたいと考えております。また、

夏季休暇など長期休暇中の教育の一環としまして広報で希望者を募り、英語、将棋、工作及び

環境教育など、地域の有識者ボランティアによる教室も行っているところであります。こうし

たボランティアによる教室を今後も継続するとともに、実施期間の延長などさらに充実させて

まいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

既に手を付け始めているというお話でした。ぜひ、各保育園とか放課後児童教室、すべてに

行きわたるように広げていっていただきたいと思います。また、放課後児童教室も７０人定員

ではありますけれども、定員外にも一時入室という手もありますので、大勢の子どもたちが利

用できるようにＰＲをぜひ進めていっていただきたいと思います。 

それでは教育関連の質問はこれまでにしまして、次に秋山貢議員も質問いたしましたが、か

わまちづくりの推進について質問さしていただきたいと思います。スポーツ広場の現在の進捗

状況とか、今後町民とか議会への説明についても伺いたいところではありますけれども、一番

私が懸念しているのは、この計画ができたときに、スポーツ広場の利用予測、それから富士川

大橋の近くにあります親水水辺公園と、いわゆる同じような種目を使うような公園なのかなと。

そんな整合性を考えてあるのかということが懸念されました。また河川敷であるので、基本的

には樹木の植栽とか施設ですね、トイレやなんかの建設はできないと思います。町民運動会と
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か、先ほど町長の話の中にもありましたけれども、例えばサッカーを峡南大会とか県大会とか

Ｊ１とか、そういったところが来るというようなことを想定した場合、それを開催するために、

利用頻度、それを検討されているのかどうか。ぜひその点からまずお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

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） 

青栁議員の質問にお答えいたします。町民交流広場の利用予測については、各種スポーツ大

会、イベントなどの交流広場として全町民が利用できるような施設を計画していること、また、

利根川スポーツ公園の利用者が平成２５年度は約２万４，５００人の利用者がいたことから、

それ以上の利用者を見込みたいと考えております。次に、水辺公園との整合性については、既

存周辺施設との連携をとるため、「交流」という機能でそれぞれの施設の整合性を図り、富士川

の水辺空間の一体性を高める計画としております。こうしたことから、水辺公園は、グラウン

ドゴルフやターゲットバードゴルフ、さらにウォーキングなどのスポーツレクリエーションが

主な利用であり、また、道の駅や河川防災ステーションと連携による来訪者との交流による利

用も考えて計画しています。一方、町民交流広場については、町民の保健環境を支える交流の

場、町民交流のイベントやスポーツ等による交流の場、防災拠点としての方針を示しているこ

とから、全町民を対象に利用できるよう、計画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） 

水辺公園との整合性はとれるようですけれども、私が一番心配しているのは、私も河川敷を

お借りして若干３０、４０坪の畑を今耕作しているところでありますけれども、町のほうから

東よりの、いわゆる富士川よりの低い位置の方たちは、いよいよ護岸工事が始まるから立ち退

いてくれという提案がありました。それで、耕作組合の中で調整して、その方はうまく進んで

おるようですけれども、低水護岸をつくっていただくということは大変ありがたいことであり

まして、今後の浸食が防げると思います。ただ、それに関連してスポーツ広場を造るというこ

とになりますと、先ほどお話があったように町民の交流、全体のですね２万４千人以上の来場

者を見込むということになりますと、あそこを造るためには基本的には川の土を持ち出しても

いけないし、持ち込んでもいけないというのが河川敷の原則、法的にもなっているようですか

ら。そうすると、どういうことが考えられるかというと、西側の高い方を削って東側の低い方

へならしていくということになりますと、２、３年前に低い方は、背丈くらい水がついて、農

作物も泥の中に埋まるという状況がありました。これが西側も１メートルから１メートル

５０くらい低くなるということになりますと、非常にその水害、富士川大橋のところの水辺公

園に合ったように、後始末も大変じゃないかなということが心配であります。また、河川敷内

へのトイレ、それから水道の設置、日よけ等、大きい大会を開けば開くほど、特に水、トイレ

などは整備をしなきゃならんと思いますけれども。その整備についてどうお考えになっている

のか伺いしたいと思います。２番目です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

お答えします。町民交流広場について、スポーツ振興や、町民の交流や憩いの場などに活用

していただくためには、トイレや水道、日除けの設置等は、構想段階では計画している施設で

あり、必要な施設であると考えております。しかし、計画地が河川敷地内であるため、河川管

理上の制約を受ける場所であり、詳細設計を進めるに当たっては、河川管理者である国土交通

省と協議を行い、河川法等の関係法令、並びに基準等との整合を図り、実施していくことにな

ると考えております。ついては、こうした課題は、今後、設置する「富士川 町民交流広場 整

備検討委員会」や、「庁内検討会」において、検討する中で、利用者の利便性を十分配慮した計

画に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） 

そうすると、再質問になりますけれども、これから国交省とそういうトイレ、水について協

議していくと。まだ検討はしてないということだと思いますけど、それから検討委員会でどん

なものが必要かどんなことができるかを、これから検討していくという答弁でしたけれども、

その町民、区長等を交えた検討委員会というのは設立されていますか。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） 

現時点では、整備検討委員会については設置されておりません。庁内検討会は設置をされて

おります。内容につきましては、各種団体から充職で構成するわけですけど、そういった方々

の意見も聞きながら、しかしながら、河川法、法律の適応も受けることから、どこまで検討会

に沿うような形で広場の方が計画整備されるかということは、ちょっと疑問でもあります。 

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） 

では、再度質問しますけれども、まだ手が付けていないようなイメージを受けましたけれど

も、そうすると取りやめることもあり得るということですか。再度質問します。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この「かわまちづくり事業」につきましては、一昨年から国土交通省と協議を進めながら、

国と町と一体事業ということで進めてまいりました。この１番の目的は、鰍沢の今ある耕作地

が浸食をされているから、そこにこれ以上浸食されないような護岸を国土交通省が入れていく。

その上部を、ただ富士川の中に護岸をいれるだけですと、国交省もなかなか手がつきませんか

ら、その上部を町が再利用すると。これが「かわまちづくり」、富士川を中心とした新たなまち

づくりを進めていくということで、先ほど建設課長が言いましたように、今現の構想段階では、
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当然トイレとか日除けとか、そういった施設が必要であるということで計画はしています。た

だ先ほど議員さんが言いましたように、今、土手側の土を川の中心部へ持っていきます。多分

３、４メートル高くなるんではないかなと思いますから、今までついたところは多分つかなく

なるんではないかなと。そうした中で、護岸が、今度削りますから、そこを今の構想では観客

席に使いながらコンクリートで全部ふさいでいく。例えばイメージしていただければ、市川の

花火大会の会場が全部コンクリートになっていますけれども、ああいうことで護岸を守ってい

こうという計画になっています。河川の中でありますから、河川管理者との協議は必要になる

ということと、まだまだどちらがどこまでどういう工事をするかというのは、国土交通省の予

算の関係もありますので、詳細なところが出ておりません。今回、詳細設計を出したのは富士

川病院から川の方へおりていく、そこの取りつけの方を先行させてやっております。中身につ

いてはこれから国交省との協議をしながら、そして町民の代表からなる整備検討委員会も、今

メンバーはもうひろってありますので、早急に立ち上げながら、町民の要望も聞きながら、で

きるものはこの計画の中に入れていこうと。また、庁内の中にも検討に会を立ち上げておりま

すので、そちらでもいろんな課と連携をしながら、せっかく造る施設でありますので、多くの

皆さんに利用していただけるような施設としてまいりたい、こんなふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

先ほどの秋山貢議員の意見にもありましたけれども、常任委員会で慎重な検討をお願いした

いという意見書も出ていますので、その一番私心配するのが、広島でもないですし、ここの町

でも長沢新町、それから今計画されているところが水がついたりしましたので、ぜひその後の

管理費といいますか運営経費が過大にならないように。ここへグランウンドを造ること自体は、

土地代はただですから、何といいますか非常に安くできるとは思いますけれども、水害が大変

心配ということと、何か大会を開くときはそういう水、トイレ、日除け等が心配になっており

ます。ぜひ、今後、検討委員会を開く中でご配慮をお願いしたいと思います。 

それでは、私１番目に挙げました富士川町教育について、ぜひ特色のある教育を考えていた

だきたいと。水辺公園については、ぜひ、慎重な検討、町民の声を聞いていただきたいという、

２点をお願いしまして私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告７番 ４番 青栁光仁議員の一般質問を終わります。 

続いて通告８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（堀内春美君） 

 ５番 堀内春美です。６月の定例議会で天神中條２０号線の道路についての必要性の質問を

させていただきましたが、今回も引き続きましてこの質問をさせていただきます。 

６月に質問をした際にですね、地域からの要望があった道路だと答弁がありましたが、ちょっ

と聞きましたところ、あんまり地域では知らなかったという声が聞こえてきましたけれども、

どういう経緯で、この道路は設置することに決まったんでしょうか。お答え願います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 
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〇建設課長（堀口進君） 

堀内議員の質問にお答えいたします。 

平成２０年１１月、旧町時代に天神中條区区役員さんから、歩道付の道路を整備し、安全な

通学路を図れるよう新設道路についての要望書をいただきました。その後も、歴代区長から要

望をいただいております。こうした経過を踏まえ、町としては、地域住民の生活道路や小中学

校への通学路としての利便性が向上しますので、この路線は必要であると考え、平成２３年６月

議会では、路線認定をして頂き、その後、全路線の用地取得の目途がついたことから、平成２６年

度当初予算に調査費等を計上させていただいたところであります。また、本年５月には天神中

條区区役員さんに事業の概要説明を行い事業推進に向けての賛同を得たところです。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美君）  

地域の区長さんたちとの話し合いをなさったということですね。住民への説明会はしたんで

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） 

住民説明会は、したという記録がございません。してないと思われます。区長さんには、役

員さんには事業説明をということで、５月に行っております。 

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）  

私、地域の皆さんからこの道路ができることは知らなかったという声が非常に多く聞きまし

たので、実はアンケートをとりました。これがその結果です。ここに４００部あります。これ

は天神中條、最勝寺、青柳を中心として取りました。その結果の数字を述べさせていただきま

す。この道路がでることを知っていたという人は４００人中３３人です。全体からすると８％

です。知らなかったという人が３６７人、９２％です。この道路が必要と思いますかという人

が１１人、３％。不必要という人が３８３人、９７％です。ここで問題なのが、知っていても

必要でないという人が２２人いるんですね。それからもう一つ、不思議に思いましたことが、

この道路が出るすぐ近所の人たちが、だれも知らないということなんです。すぐ隣の家が知ら

ないんです。こんなことってあるんでしょうか。今回、このアンケートをとりましてですね、

本当にびっくりしました。隣の人が知らないんですよ。どう思いますか。それから、このアン

ケートには住民の皆さんの苦情がいっぱい書いてあります。この苦情をですね、やっぱり町で

も知っておいてもらったほうがよろしいかと思いますので、何枚かコピーしたものを後でお渡

しいたしますので、しっかりと読んで参考にしてください。ちなみに、このアンケートの苦情

を少しだけ述べさせてもらいます。富士川町に、こんなに９千万もかけて１１０メートルとい

う行き止まりの道路を造る余裕があるんだったら税金を下げてもらいたい。それから、財政が

厳しいはずなのに富士川町にはそんなに余裕があるのか。最近要らない道路が多過ぎる。何で
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こんなに道路をたくさん造る必要があるのか。とにかく住民の苦情がいっぱい書いてあります

ので、後でコピーをお渡したいと思います。これについてどう思いますか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

天神中條２０号線の必要性についてのご質問にお答えをいたします。先ほど建設課長が答弁

させていただきましたように、これは平成２０年、私が旧増穂町長になってすぐにですね、こ

ういう話が入ってまいりました。言葉だけじゃなくて文書がほしいということから天神中條の

当時の区長さんと、建設委員長さんだと思ったんですが、この道路をぜひやってほしいという

要望書をいただいております。その後も歴代区長さん何人かお変わりになっておりますけども、

あの道路はぜひ必要だということで、町のほうに要望はあります。まだ今、設計段階でありま

すから、どこがどういう形になるか分かりませんので、その隣接のお宅には話がいっておりま

せんけども、ぼつぼつ設計書が出てくると思います。工事は、来年度の事業としてやっておる

と思いますから、それまでにはしっかり近隣の皆さんに説明しながらやっていきたいと思って

おります。それと、今、要らない道路はこれ以上要らないという話ができましたが、午前中に

も質問がありましたように、まだまだタクシーも入らない、当然救急車も消防車も入れない道

路がたくさんあります。そういった道路をなくしていくのも町の役目だと思います。こうした

道路計画がアンケートに馴染むかどうか、私はよく分かりませんけども、身近な、自分の家の

前で必要性があれば賛成、そしてまた同じ富士川町も広いですから、最勝寺の人に、例えば、

十谷にこういう道路が必要かというと、それは要らないという答えになると思いますので、ア

ンケートが馴染むかどうかは私はよく分かりませんけども、町とすればこの道路は必要という

ことで、これまでも議会に路線を認定していただき、そして設計の予算も通していただいたと

いうことから、この道路の建設は進めていき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） 

今町長がですね、十谷の道路をこちらの人たちがアンケートをとったら要らないということ

がでるだろうと今おっしゃられました。ちなみに、これの数字が出ていますので申し上げます。

青柳の地域が１７４件、天神中條・最勝寺が１２６件、長澤・大椚・小林・ 米が７５件、鰍

沢が２５件です。圧倒的にこの地域が多いということです。よろしいですか。では続けてお聞

きします。この１１０メートルの行き止まりの道路。この道路に総工費９千万かかりますね。

それの内訳を教えてください。 

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） 

天神中條２０号線につきましては１１０メートルということで、今現在、行き止まり路線に

なっております。それを、県道までということで、つなげるということが目的でございます。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

９千万余の経費につきましては、国土交通省の補助事業をとるための概算でありますので、

今まだ課長のほうからですね、何にいくらというのは、それはできないと思います。これから

測量をしながら、用地の部分がどのくらい、あるいは建物補償の部分がどのくらい、そういっ

た工事費がどのぐらいというのがでています。この道路は車で動く場合には小学校の東側のと

ころから巨摩動物病院に行く道路と、この県道、平林青柳線を結ぶ道路であります。そこは、

その１１０メートルの間しか車は通行できませんが、それから北側にまっすぐ中学校に通える、

車は無理でしょうけども、子供が通う道路があります。その道路を今度使って、中学生が中学

校と行き来ができる。今は小学校の道路、あるいは８メーターを通って中学校に行かなきゃな

らないという状況ですから、天神中條の皆さんからも、最勝寺のこの役場周辺の皆さんからも

必要ではないかという話がきております。天神中條からは文書でいただき、最勝寺から文書は

ありませんけども、そういう声はたくさんいただいておりますので、役場とすればこの道路を

計画したところであります。 

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） 

天神中條から要望書が出ているという、今町長のお答でした。私のところに要望書のコピー

があります。実はこの要望書に署名捺印してあります２０年のときの区長は、親戚筋に当たり

ます。伺いましたところ、町から書類がきて、書類を持ってきて、そして必要だからここにサ

インしてくれっていうことでサインした。そして、この下にですね、天神中條区の土木委員長

という名前もあります。連名になっているんです。ところが、その名前で書いてありますけれ

ども、これは本人が書いたものじゃないんです。天神中條の区長がついでに一緒に書いたんで

す。ですからハンコもきちんと押していないんです。これが、本当に要望書として通るんでしょ

うか。お聞きします。 

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） 

この要望書につきましては、過去、事業説明をしながら、区長さんのところに役場のほうか

ら、この道路をあけたいということの中で、地区でもそういったところで、この道路について

の要望がありますかという説明をして、区長それから土木委員長さんにいただいたということ

は聞いております。 

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、私が申し上げましたように土木委員長は本人が書いたんではありません。区長が代理で

一緒に書いたんです。よく字を見てください。そっくりですよ。同じ、最後に男という字があ

りますね。そっくりですよ。よく見てください。私は本人に確かめました。これは俺が書いた

んだ、だけど、俺はこの道路に反対だと、アンケートには反対だとくれました。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今、区長さんという名前が出てきましたが、天神中條、私が知っている限りは４人なってお

り、皆さんからすべて同じ要望書をいただいております。その要望書が本人一人で書いたかど

うか、私の方でちょっと分かりませんけども、天神中條区長として町のほうに要望書をいただ

いていることは事実ですので、それはそれとして町の方は受けとめております。 

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） 

要望書が、これが本物かどうかはさておき、要望書の件については以上でおしまいにします。

次の関連質問ですけれども、建設課長にお伺いいたします。今、富士川町の土地の坪単価と

いうのはおいくらなんでしょうか。 

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） 

用地交渉をしていく上では、土地鑑定評価をしまして、そこの土地が平米いくらということ

で、用地交渉をしていくわけなので、どこの場所が幾らということは、ちょっと定かではあり

ません。 

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） 

それではこの道路のですね、天神中条２０号線の買収の価格なんですけれども、この昭和通

りに沿って、最初に買った梅畑ですね。この梅畑、道路沿いですよ。一坪９万４千円で購入し

ています。それから続いてその奥の大丸の土地ですね。奥は道路も何もありませんよ。その奥

が１０万で買っているんです。これってどういうことなんでしょうか。表通りに面したところ

が９万４千円、その奥の道路のなんにもないところが１０万円。こんな買い方ってありますか。 

 

○休憩の動議  

 

○議長（齊藤正行君） 

今、休憩の動議が出されましたが、今は質問の中で土地の価格という話になっています。こ

の価格についての通告はありませんが、その土地に関連している部分として、今回、具体的に

経過を問うということになっていますので、よろしいじゃないかと議長は判断いたします。 

答弁をお願いいたします。 

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） 

お答えします。大丸さんところは平米３万２５０円ということで、基金のほうで買い取って

おります。それから梅畑につきましては、平米２万８，５００円ということで買い取っており

ます。 
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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） 

それでは次に移ります。あの土地の倉庫が建っていますよね。あの倉庫をつぶすにも町でお

金を出すんでしょうか。お聞きします。 

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）     

当然、補償扱いになると思いますので、それは補償費として考えていきたいと思いますけど、

調査をしてからでないと、どのぐらいの物件であるか補償額が算定できませんので、委託のほ

うをしてからということになります。 

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） 

これは私の推測ですが、あの倉庫は昭和３０年代に建てられた倉庫なんです。９９．９％ア

スベストが使用してあると考えられます。アスベストを使用してある倉庫をつぶすときに、そ

の付近の住民は多大な健康被害をこうむります。この健康被害というのは･･･。 

○秋山貢議員 

     不確実な話だから、確定的な話ならいいですが、それを言うのはおかしい。 

○議長（齊藤正行君） 

わかりました。堀内議員、質問の内容を変えていただきたいと思います。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

わかりました。結構です。 

私が一番心配しているのは、増穂小学校の児童が、青柳一丁目から四丁目の人たちが１２４名

ここの道路を登下校で通うということなんですね。交通事故を一番心配しているんですが、富

士川町の将来を担う子どもたちが、この道ができたことによって交通事故に遭ったとき、その

施行責任者である町長は、どういうふうに責任をとるつもりなんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

その交通事故の起因するもとが町の道路構造等にあれば、当然道路管理者として、それは何

らかの責任をとっていかなきゃならんと思います。ただ道路を造るときには、道路構造令に沿っ

た、そしてまた警察の許可も取って、そして道路は供用開始になっていきますので、町だけで

道路をする、あるいは規制看板をつけるというものではありません。これまでもいろいろな道

路が開通している折にはですね、警察の許可をとりながら、公安委員会に道路としての認定を

受けながら、供用開始しておりますので、町だけのそういう責任が来るかどうかは、起きた事

故によって、それが道路構造に起因するものであれば町も当然責任をとっていかなきゃならん

と思いますけども、今までそういった例はございません。 

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） 

それでは、この道路の件についての質問を最後といたします。 

町長にお聞きいたします。６月の議会にですね、私がこの道路について質問をいたしました。

その後町長は私に対して「やめちまえ」と怒鳴りました。この「やめちまえ」と怒鳴りました

のは、この道路の建設をやめさせろということなんでしょうか。それとも私に議員をやめろと

いうことで怒鳴ったんでしょうか。お聞きします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今質問にありました「やめちまえ」、そんな記憶は私には一つもございません。 

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）  

えとですね、私に怒鳴った時には･･･。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内議員、この質問は通告にはございませんし、関連はないと思います。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

では、結構です。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今、お答えしましたように、６月の議会でこの道路の案件が出てきたことは承知しておりま

すけれども、堀内議員に対して「やめてしまえ」と言った記憶は私にはございません。ここで

私が一言一句話すと、議事録に残っているはずですので、議事録を持ってきてその話をしてい

ただきたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     次に進んでください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

はい、それでは２番目の質問に移ります。 

最近富士川町でひとり暮らしの高齢者の孤独死というのが何件かありました。近所の人が、

新聞がたくさんたまっているというので、おかしいと思って家に入ってみて発見したというこ

とでして、死後何日も経過していました。大都会ならいざ知らず、この富士川町でこんな悲し

いことがあってはならないと思います。そこでお聞きいたします。今、富士川町ではひとり暮

らしの高齢者のお宅が何件あるか把握していますか。教えてください。 

〇議長（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） 

ただいまの、富士川町でのひとり暮らしの孤独死というような質問に対してお答えいたしま

す。まず、一人暮らしの高齢者世帯でございます。町の高齢化率は３０％を超え、それにとも
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にない独居高齢者も増加しております。町では、住み慣れた地域で安心して生活を送ることが

できるように、相談や必要に応じて支援を行っています。日頃の生活の中では、ご近所や民生

委員等、地域の方々の声掛け・見守りなど地域の支え合いが重要となっております。町では、

地域の絆をつくる会として、地区ごとに対話集会を行い、地域の課題やお互いの見守りについ

て考えていただく場を設けております。また、町の福祉サービスとしまして、独居高齢者・高

齢者世帯のうち、身体に緊急性を要するような方に対しては、緊急時通報システムのふれあい

ペンダントを３１名の方に利用いただいておるところです。今後、さらに高齢化が進んでいく

中で、地域での孤立を防止するためには、近隣住民や地域における支え合い体制づくりを進め

る一方、個人宅の訪問を業とする事業者等の協力も得ながら地域の見守り体制づくりに向けた

取り組みが重要と考えております。 

以上でございます。よろしく願いいたします。 

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） 

その１，１００世帯という、そういう名簿はしっかりとあるんですよね。そうすると、それ

が民生委員さんのところにはもちろん配付してあるということですよね。民生委員さんに、地

域の見回り隊というような、そんなことで頻繁にですね、回っていただくということと、それ

からもう一点、新聞屋さんと提携して新聞配達をする人が、そこの家の新聞受けに何日分かが

たまっていたら声をかけていただくとか、あるいは近所へ通報していただくとか、そんなふう

なこともされたらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（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） 

議員さんのおっしゃることは、ごもっともだと思います。今、生協、生活協同組合員には地

域見守り活動に関する協定書というものを取り交わしております。今後は、今おっしゃられた

ように、郵便配達、それから新聞配達。そしてヤクルト屋さんとか、そういったところと協働

いたしまして、地域の見守りをどのように行っていくか、さまざまな方向から考えていきたい

と思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それから、秋山貢議員から防災ラジオのことで質問がありましたが、私が考えるのに、その

防災ラジオに、なんかボタンを押すと消防署に通報できるとか、大事な家に連絡できるとか、

そういう併用したものを各家庭に、１万円ですよね。今のところ希望をとってやるということ

ですが、そういうものを各家庭に、町負担で配付して、あの１万円だとやはり取りつけられる

家っていうのは、すぐにはないと思うんです。それで、そういう孤独死とかそういうことをな

くすために、そういうものも利用したらどうかなと思うんですが、どうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

それは通告にはありませんので、意見だけにしてください。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

はい、じゃあ結構です。孤独死というのはですね、先ほど申し上げましたように、私たちも

いずれ一人暮らしになる可能性が大でして、みんな心配しているところですので、やはり町で

そういった体制をしっかりと整えていただいて、そういったことがないようなまちづくりにし

ていっ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） 

 以上で通告８番、５番、堀内春美さん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 ２時０６分 

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

再開 午後 ２時１５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９番、７番、長澤芳文君の一般質問を行います。 

 ７番、長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

 ７番 長澤芳文です。４月１５日、５時２分に選挙管理委員会から電話が入りまして、無投

票ながら議員となれたことに、私は忸怩感じております。町長も広報の中で言っておられたよ

うに、無投票だったからこそ身を引き締めて俺はかかるんだというお言葉に、私も議員の一人

として、そう思っております。難しい話はともかくといたしまして、天神中條の地元の厳しい

質問で大変参考にもなりましたけども、私は、世界の話をしたいと思います。 

 まず、６月の議会で質問いたしました国際交流の進捗状況について、私は小室のゆずをアメ

リカのシドニー市へ１００反植えたらどうかという質問いたしましたら、大変理想の高い、そ

して国際的な話だという、お褒めですか皮肉ですか、課長からご返事をいただきました。その

後の進捗状況はどうなっておりますかお聞きします。それで私が８月１９日に、国際交流協会

という名前ではありませんけれども、総務省の関係で、財団法人自治体国際化協会というのが

麹町にございまして、そこに行っていろいろと勉強してまいりました。そんなことで、その結

果はすべて町民生活課長に報告してありますけれども、途中で何度かお会いいたしまして、そ

ういうシステムを作るには申請が必要だということで、日本語と英語で出してくれという申請

書も課長にお渡しいたしましたところ、なんか日本語のほうはもう仕上がっているような噂も

聞きましたけれども、そのへんのことにつきまして経過報告をお願いしたいと思います。 

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（依田一利君） 

それでは、ご質問にお答えします。友好都市として提携するには、自然、歴史、産業などの

環境の共通点、あるいは民間レベルの交流など提携のきっかけを通して、双方の都市が、交流

分野や目的、期待される効果などを勘案し、合意することが必要になります。こうしたことか

ら、現在、長澤議員の言われたシドニー市も含めまして、どのような分野で交流が可能か検討

中でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

オハイオ州にあるシドニー市は人口が約２万１千人。年間の予算が７，１６０万ドル。地積

面積は当町よりちょっと狭いようにも感じますけれども、先方の、今課長の言われたようにい

ろんな条件がございまして、シドニー市と交流するには、農業と産業が組み合わされた者同士

が理想であると。しかし全く異なる都市でも構わないということでございますので、私はゆず

に限らず、ラ・フランス、トマト等もですね、先方と、これは民間で交流できる施設でござい

ますので、そういうことをやっていきたいと思いますが、課長のご意見をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君）  

ただいまのご提案でございますけれども、やはりあの国際交流につきましては、先ほど申し

ましたように、幾つかの条件もございます。また、双方の都市での効果ですとか合意が必要に

なります。まだまだ町のほうでは、その状態まで行っておりません、ぜひ民間の力ですとか、

企業の力ですとかで、そういう糸口をつくっていただければ、町の方でもそれらのことについ

て対応を考え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） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

それでは２番に移ります。友好都市提携と奨学金についてございますが、これも６月の議会

で、町長にいろいろと質問をいたしましたら、奨学金などについては、もしまた富士川町に戻っ

てくるという学生であれば、奨学金を出すこともやぶさかでないと言われましたけども、その

考えは今も変わっておりませんかどうか、お尋ねいたします。 

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）  

現在、交換留学や留学生の奨学金については、具体的な検討は行なっておりません。 しか

し、昨今のグローバルな社会を考えますと、留学した高校生が地域へ戻ってきて、この町に働

く場所があり、どういう職に就かせるかといった目的があって留学させる場合や、地域の企業

等から、要請があれば、留学生の奨学金制度等について検討も必要になるかと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

奨学金につきましては、これもやはり町長からこの前ご答弁いただいたんですけれども、国

も経済界も大学も県の方も、あるいは町で今おっしゃったように奨学金を出しておりますけれ

ども、先ほど、中込教育委員長から「グローバル」という言葉が出まして、これは、国際交流、

国際化ということでございますから。何とかこの町の子どもたちに奨学金を出していただきま
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して、高校、大学まで組んで、そして一生懸命外国に留学する、向こうからも留学に来る。そ

ういう勉強の関係をつくる町にしていきまして、戻ってきた子どもたちが立派に成長して、我

が町のために科学分野、農業分野、いろんな分野で成功を収めるようなことであれば、ぜひと

も町長にも、この奨学金については深い関心を持っていただきたいと思っております。もしお

考えがございましたら、ご答弁お願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） 

留学生の奨学金についてのご質問にお答えいたします。６月の議会でも言いました。今課長

が言ったようにですね、本当、社会はグローバル化がされてきておりますので、この町でもやっ

ぱり世界で生きていける人材を持っていくというのは非常に大切だと考えております。先ほど

言いましたように、留学した高校生がやはりこの地域へ戻ってきてくれて、奨学金だけは渡し

たけども、そのまま東京で勤められて、ずっと東京に住んでいるのでは何ら意味がありません

から、ここの町にもそういった働く場所があるのか、そしてまたどういう職に就いてもらうの

がいいなのか、そしてまたこれは役場だけではなくて、この地域にも世界的に活躍している企

業がありますので、そういうとこからも、その取引先の地域と、どういった子どもたちをこれ

からつくり上げていくなのか、そんな要請があれば、町としても奨学金制度について検討して

いきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君 

それでは３番に移りまして、増穂商業高校の存続について、私は町長、教育長には増穂商業

高校、以後増穂高校と申し上げますけれどもが、について質問したら、あれは県立だからといっ

て逃げられるのではないかと思って心配しておりましたけれども、たまたま特別委員会を議会

の中に設けましたので、その点についてちょっと質問をしてみたいと思います。 

現存の県立高校としての存続だけではなく、他の手法を取り入れて継続することも必要と考

えております。増穂商業高校について、県との交渉の結果、我が町ではどのようなお考えを持っ

ておるか。簡単に、あらかじめの内容で結構でございますから、詳しくは必要といたしません。

お答えお願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） 

増穂商業高校の存続について、町の考え方はどうかというご質問にお答えいたします。 

増穂商業高等学校は、地域住民の支えによって育まれてきた経緯や商業高校としての特色あ

る教育、また地域社会に貢献できる人材育成等が、地域や企業からも高く評価をされていると

ころであります。また、増穂商業高校は、地域の重要な貴重な資源であり、地域に貢献できる

将来性のある教育機関としても、その存続の必要性を強く認識しておるところであります。こ

うした中、今春、県から峡南地域の高校再編の説明会が行われましたが、現時点では、何ら具

体的な方針が示されておりませんので、増穂商業高校がどうなるのかは、言及できない状況で

あります。しかし、県立高校としては県内唯一の商業高校でありますので、今後も県の方針を
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注視するとともにＰＴＡや同窓会など、増穂商業高校関係者と連動した対応をしてまいりたい

と考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

 ＳＧＨ、スーパー、グローバル、ハイスクール。甲府一高が今年、その指定校に文部科学省

から選定されました。これは地元の産業、つまり宝石とかワインとかを勉強するために、その

業界に入り込んで研究する。大学とも組んで県立大学、山梨医大とも組んで、そういう勉強を

する。政治の世界も勉強する。そして国際社会に送り出して、その者たちが世界中の勉強を、

いろいろが修めてきた、そういう生徒たちを育てるために、そのスーパーグローバルハイスクー

ルというものが生まれたと思います。しかし、増高は、そのまねなんかする必要はないんです。

今、町長が言われたように、県立の商業高校では唯一のものであるということでなくて、私が

一つ二つ、妙案を考えました。まず、第１に教育特区をとるということです。８月２７日に、

私が内閣府の役員たちといろいろ勉強した結果、いろいろな特区をつくるために、たとえば都

留の小学校は今度英語特区をとりまして、そして１年から４年生までは週に１時間英語を学ぶ。

５年、６年は週に２時間英語を学ぶ。そういう特区があることを、私は知り得ましたので、そ

のことを町長、教育長にお願いやら申し上げたいと思っておりますが、私は増穂高校は無試験

で入学できる。町長は前に、ハーバード大学の話をなさいましたけども、ハーバード大学は、

別に無試験で入れて単位が取れなければ卒業できないという大学でありますけれども、そうで

なくて、増穂高校も無試験で入学させて、単位が取れたら卒業できるという学校の趣の特区を

町長、教育長に努力していただいて、とっていただきたいと思います。もう一つは、愛知県の

新城市ということころに黄柳野高校というところがありまして、これは全国の不登校の生徒を

学舎に集めまして、私もそこに２度勉強に行きましたけれども、不登校の生徒も我が町にもい

るかもしれませんけども、そういう人たちを集める関東地区の代表校にすれば、今申し上げま

したように、無試験で入れて不登校でも入れて、そのいうこともできる高校であれば、たまた

ま都留文科大学は、生徒が今３千人いるんです。都留市の人口が３万１千人ですから。１０人

に１人が大学生なんです。それは後で申し上げる人口減少、町長が一番心配されている人口減

少の問題にもかかわることでありますけれども、そういった特区をとるための、研究努力をし

ていただければなと思ってます。たまたま私は下村文部科学大臣が再任されましたので、すぐ、

おめでとうの電話を入れました。秘書官の酒井百合子さんとも、何度か手紙のやりとりをして

おります。たまたま我が県からの参議院議員の赤池誠章君も今度、教育政務官になりました。

町長の長い県庁の行政経験を生かして、ある意味では、政治的に立ち回っていただくというこ

とに、期待の胸を膨らませております。そのことにつきまして、町長のご意見、あるいは教育

長のご意見、企画の方のご意見があったら、お答え願えればありがたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

高校の存続に向けましては、特色ある制度等の導入によりまして、高校を創設するアイデア、

長澤議員の大変豊かな発想であると感じているところであります。しかし本町の増穂商業高校
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の存続についての考え方といいますのは、県立高校としての存続を考えております。その県立

高校の設置者である山梨県におきましては、新たな時代の要請にこたえる高校教育を推進する

ため、魅力と活力ある高校づくりを目指して、県立高等学校整備基本構想を策定しております。

こうしたことから本町では、この整備基本構想を尊重する中で、高校の存続に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。なお高校生の不登校の子どもたちの学校ということでありま

すが、愛知県の方では大規模の計画でありますけども、うちのほうでも実になるかどうかわか

りませんけれども、この山梨県にも高校不登校の子どもは数多くおります。そういう中で、こ

の富士川町にも空き教室もありますので、廃校もありますので、そういうとこも活用できない

かということで、今、高校生の不登校の子どもたちを集めて行う学校、これも教育特区をとら

なければできませんけれども、そんな話は進めているところであります。ただ、設置主体がど

うなるかといった、これからまだ問題がありますから、具体的には今のところ動いておりませ

んけれども、ここ２、３年、そんな研究もしてきているところであります。ただ、増穂商業高

校につきましては、これは県立高校であります。うちの学校でありませんので、ぜひ県立高校

として、今後も、県下唯一の商業高校として、この地に残っていただきたい、こんな思いは人

一倍あるところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

市川高校は大正３年６月１日に創られました。峡南高校は大正１２年４月２２日です。増穂

高校は昭和３１年２月２２日です。やはり歴史の上でということで、県のほうで、もし歴史の

ない学校は市川に集めろという考えを持っておらないかと思いますが、そのへん、もし町長に、

勘としてでも結構ではありますから、お考えがありましたら情報を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この春に、５月ですか、県のから来まして、市川三郷、富士川町で峡南地域の高校再編の説

明会がありました。その後何ら開かれておりませんから、私もその後どうなっているかわかり

ません。市川高校は大正３年に、町立市川高校として建設されました。そして町立で持てなく

なって、県立高校でやってほしいということで県のほうにまわってきました。峡南高校は大正

１２年、増穂商業が昭和３１年ということでありますけれども、この３校を本当に一緒にする

なのかどうなのかも、私はよくわかりません。ただ、身延高校については、中高一貫を進めて

おるという話が身延、南部の方に進められておりますから、身延を除いた他の３校で一つの統

合を考えているのかな、ということは私の胸の内では思っておりますけども、ただ、峡南高校

は工業の実習校でありますので、あれが一緒になるときには増穂商業高校に来てもですね、実

習棟を新たにつくらなければならない。市川高校に行っても実習棟をつくらなければならない。

そうすると、両高校ともその土地があるのかどうなのか。そういうところは危惧しているとこ

であります。先ほど申し上げましたように、説明会の後、何ら具体的な話が来ておりません。

ただ、知事さんも今回引退表明しましたから、多分２月、３月以降までは、これに手がつけら

れないのではないかなと思っております。そうは言いましても、富士川町もまちづくりをやっ

ていく中には、早く、どうなれそういった方向性は見出していただきたいなという所も、俎上
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に上がった限りは早く方向性を見出していただきたいなというのは、心の底にありますけども、

今のところ具体的な話がなくてですね、その後どうなっているのかなと、知事選もありますか

ら言い出せないような状況であります。知事選が終わって一段落したころに、もう一度、具体

的な話がくるのではないかなと、こんなふうに思っているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

来年の２月１日から新しい知事が誕生するわけですけども、町長には相変わらず知事とは仲

良くしていただいて、何とか残す方法を考えていただきたいなと思います。たまたま私が表を

コピーしてきましたけれども、増穂商業高校が３万６，２６３平方メートル約１万１千坪です。

一番大きいんですね。そのちょっと小さいのが市川高校３万５，２３８平方メートル。峡南高

校は３万１，７２７平方メートル。生徒の数は３学年で増穂高校が３５７人。市川高校が

４５４名。峡南高校２５８名でございます。先ほどの話の身延高校はたった２８３人しかいな

いのに、県の許可を得て普通高校として認定されて今一生懸命勉強しております。そこの地域

の人たちは富士宮高校に行く生徒たちが多くて、それで県も頭を悩ましたと思いますけれども、

新しい学校づくり推進室というところが、県庁の教育にございまして、おそらく町長の後輩た

ちが順にその室長を務めていると思いますので、何とか今おっしゃった、私は峡南高校と市川

高校を増穂高校へ買収したらどうかというふうに考えております。一番広いではないですか。

ただ県の言い分は格好が悪いと。土地の格好が。市川高校は同じだけど丸いと。それが合併さ

せる教育方針に合うのか、土地の格好だけです。私は言いました。県に行ったときに。３階建、

４階建、５階建を建てればいいじゃないですかと。それもありますねという返事をいただきま

したから、少しは安心して笑いながら帰ってきましたけれども。そういった面で何とか地元の

といいますか、増穂高校を残すために、私も教育厚生委員長の井上議員を頭として、一生懸命

これから勉強はしていきたいと思っております。それからまた特区の話に戻りますけれども、

もし市川高校にうつるようなことになってしまったら、私は学校の名前を変えて富士川高校に

していただいたらどうかと思うんです。それは５年先、６年先でありましても、私はそんなふ

うにも考え、これは消極的な考え方で申し訳ないんですけどもそんなことも考えてみました。

甲府二校が甲府西高になり、甲府市内の高校も東西南北に分かれて名前が変わりました。そん

なこともありますので、もし最悪な事態が生じたときにはそんなことも考えております。なん

とか一つ、この問題については幹部職員の皆さん、議員の皆さんのご協力を得まして、増穂高

校を現存させたいというふうに思っております。それで、増穂高校の話はその程度にいたしま

して、私、最年長でございますから行ったり来たりで、少しうすのろになりつつあるんですけ

れども、最後に人口減少問題について質問をしたいと思います。 

町長は就任の記者会見で人口問題を本当に危惧に感じているといっておられましたけれども、

増穂商業高校に全国から集まってくれば、その一つの問題が解決する方法になるかと思います。

都留文化大学が３万１千人の人口で３千人大学生がいるなら、富士川町は１万６，１５０数名

の人口ですから、高校の生徒が１，５００人、２千人になってもおかしくないと思います。県

でも言っておりました。そんなことはもし特区に決まれば、増穂高校の生徒は２千人を超すよ。

校舎はどうするのと逆に言われまして、私も笑って帰ってきたですけども。そういうことで、

人口を増やす方法はいろいろありますけれども、私一人ではとても考えがつきません。とりあ
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えず、その増穂商業高校の生徒の数を増やすことも人口減少に歯止めをかける一つの方法かと

も思っています。それから、これは質問の内容から外れますが、リニアが通りましても人口が

減ることは、私は確実だと思いますので、そういうものを埋めるために、どうすればいいかと

いうことも考えてみました。長野県の川上村というところがございまして、人口は４千ちょっ

とでございます。島崎藤村曰く、本当に田舎で交通面が悪くて山奥の村だというふうに表現さ

れるという村ではありますけれども、外国人が今２６３名から２７０名働いておりまして、朝、

霧があるうち１時ごろ起きまして、一生懸命農家は６００戸ありますけれども働いております。

ここ１０年間、４千人から５千人を行ったり来たりしているわけですけども、人口が減りませ

ん。それは農家の収入が３千万あるんです。ひところは、レタス御殿なんていうのもありまし

たけども、そういうことではなくて３千万円農業収入があれば、地元から東京の大学に行った

青年たちが、また自分の村に帰ってきて結婚して、あるいは東京から女性が川上村の青年と結

婚するために、だんだん今増えつつあるんです。ですから、この町の農業といいましても、ちょっ

と比較にならない。ちょうど１，９５０年の朝鮮戦争のときに、川上村はレタスを米軍に供給

したのがレタスをつくり始めた歴史のはじめなんです。今は何と年間７万トンです。日本一で

すね。４千数百人、あるいは４千を割る人口で、農家が６００件であっても、こういう努力を

重ねていれば、我が町の青年たちが、例えば東京農業大学の、あるいは大学の農学部へ行って、

また、ここ産物である果物とか野菜が、その収入を得ることによって、同じ現象が起きること

を私は願っているところです。農業人口に対する２０代３０代の比率は、３５．７でありまし

て、日本の２０数パーセントを上回っております。たまたまカリフォルニアにもレタスをつく

り始めまして、先日８月１０日にお前もいかないかといって藤原村長から誘われまして、どこ

に行くんですか、ベトナムにレタスをつくりに、そして売らせるように行くんだと。私はとて

も時間も金もないから一緒にいけませんと言って帰ってきました。私がいろいろとお話した結

果、農林水産省の許可がおりれば、ベトナムにもつくれるということだから、私が先に申し上

げました小室のゆずをシドニー市に植える、作る、輸入するというようなことも不可能ではな

いかと思いますけれども、大体この辺で質問は終わらしていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ３番目の質問はよろしいですか。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

人口減少問題、３番から４番に続いていってしまいましたから。３番の増穂商業高校の質問

はしましたし、町長のお答えもいただきました。４番に続けて言ってしまいましたので。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほど来言っていますように、町では本県の高校の教育が活力に満ち、生徒にとって魅力あ

る高校となるために速やかに具体的な施策の展開が図られて、そして高校再編整備が成就され

ることを願っております。本町の定住人口の増加は重要な政策課題でありますけども、増穂商

業高校が魅力ある学校として存続することは地域の活力にもつながる方策の一つと、大いに期

待しているとこであります。今後も子育て支援をはじめ、医療、教育など、いろんな施策を充

実することで、さらに住みやすいまちを進め、定住人口の増加を図っていきたいと思っており

ます。そうした中で教育特区という話も出ました。人口が１万６千人ちょっとありますので、
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１，５００、１，６００の入れる学校というお話もありました。教育特区をする場合には、町

が事業主体にならなければ、ちょっとえらいのかなということがあります。先ほど言ったよう

に市川三郷町、旧市川大門町のときに高校を持ったのですが、やはり存続をするのはえらくて

ですね、今の県立高校に手放したという事例もあります。そして、今県内では甲府市が甲府商

業高校を持っているだけであります。そういう中で、この町がこれだけの人口で、１，５００人

ぐらいの規模の学校が運営できるのかどうか、また、よく検討をしたいと思いますけれども、

多分えらいのではないかなと思います。そうした中で川上村の話もしていただきました。藤原

村長さん、非常にバイタリティあふれる人でありまして、私も東京でよく会いますけれども、

長野県がレタス日本一の町です。その中でも川上村が一番であります。うちも道の駅を作りま

したから、これが、太平洋と日本海を結ぶその中間に川上村もありますし、嬬恋村もあります

ので、この道の駅でキャベツ祭り、レタス祭りでもやりたいということを嬬恋村の村長さん、

川上村の村長さんにもお話をしたとこでありますが、ほんと川上村は外国からも大勢の人が来

ていただいて、朝早く、まだ太陽が上がる先からですね、レタスをとって、箱詰めをし、全国

に出していただいております。私は認識不足かもしれませんが１，５００万から２千万ぐらい

の収入があるかなと思ったら、今２千万から３千万というところを聞きました。ぜひこの町も

ですね、町民一人ひとりがやる気になっていただいて、そしてこの町を盛り上げていただけれ

ば、川上村にも嬬恋村にも負けないような産地がつくれるのではないかなと思っております。

高校の問題、ほんと大変な問題でありますけども、まだ本当先ほど言ったように今後どうなる

かわかりません。できれば全国から生徒が来るような魅力ある県立高校をつくっていただけれ

ば、最高だなと思いますが。県とも協力をしながら、そしてまた、学校関係者等皆さんとの協

力をしながら、できる限り増穂商業高校がこの地に残っていただけるよう、町としても十分連

携をとりながら努力をしたい。こんなことをお約束しまして、答弁をさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

この前の質問でも、３番４番を行ったり来たりして議長に注意されましたけれども、まだ惚

けるほど年取っていないと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。 

これで質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告９番、７番、長澤芳文君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 ２時５１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３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いますが、議案第５９号から第６２号まで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 報告第６号 平成２５年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とします。 

 これから、報告第６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、報告第６号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 報告第７号 平成２５年度富士川町水道事業会計予算繰越計算書についてを議題とし

ます。 

     これから、報告第７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、報告第７号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４ 報告第８号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について議題とします。 

     これから、報告第８号の質疑を行います。 
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     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） 

富士川の経営状況に関して３点質問させていただきます。本来は６月議会に提出あるべき予

算が１枚提出されました。株式会社富士川は中日本高速道路のネットワークを通じまして、い

よいよ全国にこの富士川町に道の駅あり、ということでますます期待が大きいわけです。一方、

町の財政を圧迫する要因もあり、この道の駅の当年度予算については町民全員が心配している

ところです。 

さて、端的にこの予算に関しまして３点質問させていただきます。まず、予算、経営状況に

関して、情報のデータの信頼性、あるいは説得力。町民だれもが心配している出資金３，５００万

の会社に対して、ちょっとこの紙１枚のですね…。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口議員。１点１点質問をしてください。 

〇３番議員（川口正満君） 

まず１点目ですね、この予算に対して附帯資料、例えば月次予算とか経費の明細とか。ある

いは売り上げの内訳。それに関する資料がありますでしょうか。商工観光課長にお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     それは、資料があるかということですね。 

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さんのご質問にお答えいたします。会社からは予算として、付帯資料と

いたしまして報告も受けておりますが、予算につきましては、会社全体で黒字になることを目

標に設定しておりまして、道の駅につきましては、まだ実績がないため、客数の見込みで客単

価を設定し、昨年の塩の華等の季節変動率を加味して年間の売上高を計上しているということ

で、株式会社富士川より報告をいただいております。 

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） 

やや不十分なご回答であり、株式会社富士川からどのような、説得力のある、だれもがわか

る、例えばわからないところは聞いてくださいではなくてですね、株主に対する説明書類とい

うことで、この事業が円滑に立ち上がるような資料を要求したいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長志村学君。 

〇町長（志村学君） 

株式会社富士川は、毎月株主総会、取締役会をやって、その中では細かい資料が出ておりま

す。その資料をこの場に出すのがいいのか、あくまでもこれは予測でありますので、それが勝

手にひとり歩きしても困りますので、今回こういった一覧表にまとめさせていただきました。

今、商工観光課長が言いましたように、塩の華は昨年の０．７％というふうな入り込み客数を

見込みながらやって、そして昨年度の塩の華の季節変動率を使いながら、年間の客数をしなが
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らですね。ですから株式会社富士川には当然毎月ごとの積み上げがそのペーパーということで

ありますけども、株主である取締役会には毎月取締役会で状況は報告されております。ただ、

今回は、こうして２分の１以上自治体が出資している場合には、議会に年間の収支予測を出し

なさいということでありますので、様式も決められておりません。それで１枚でわかるような

ものを持ってきました。そしてその中にありますように、年間で１，１７０万の黒字という予

測を今しております。それに向かって社員一同、努力しているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町長から株主各位、法人、民間４社を含めて５社には報告があるよということですけれども、

その町の町民も株主ですから、是非、各月の報告あるいは予算も当然あってしかるべきなんで

すね。それが、多少はぶれるのもいたしかたないのですが、その点はですね、この場で報告す

るかどうかということでなくて、町民が安心できるように、あるいは町民が応援できるように。

そして、例えば、この３カ月スタートしましたけれども、商品的には南アルプス市から農産物

を相当依存して南アルプスにおんぶと。こういう状況はある程度推定されていた、というのは

この町で野菜はなかなか作れない。果物はぶどうやゆずに頼る。せっかくのこの町の販売拠点

を大きく育てるために、この経営状況を開示しながら、町ぐるみで販売拠点を大きく育ててい

くと、そういうふうな期待を込めてであります。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） 

今言いましたように、この２６年度の予算見通し、あくまでも見通しでありますが、この裏

には、毎月ごとの書類は作成してあります。今日の午後、塩の華ご視察をいただけるようであ

りますので、そのときにでも聞いていただければよろしいかなと思います。町民のお金を使っ

ての３，５００万でありますけども、それを審議していただくのがこの議会でありますので、

ここで発表することが町民に発表しているということだと私は理解をしております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）     

先ほど町長からですね。利益１,１７０万円という予想が出ましたですけども、ちょっとこの

皆さんご覧の予算の見通しについて収益構造ということで、詳しくは決算特別委員会のほうで

出されると思いますが２点だけちょっと伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

質疑は１つのことについて３回です。 

〇３番議員（川口正満君） 

その３回のうちの１つです。収益構造について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

議案に対して最初に質問をされたじゃないですか。それが３回やっているんですよ。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃまた、この件につきましては、収益構造等詳しいことは、産業建設常任委員会のほうの
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決算特別委員会でまた問い合わせさせていただくということでお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

２番、深澤公雄君。 

〇議長（齊藤正行君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

第２期の株式会社富士川の予算の見通しについてお伺いいたします。営業外収益というのが

ありまして、それが今年度の見通しで塩の華５００万円、つくたべかんは２００万円、計

７００万円ということが出ていますけれども、施設管理費として、昨年の決算書を見ますと、

施設管理が町のほから６２４万円、あと緊急雇用収益、自動販売機収益ということで、昨年度

の決算額はこれが全部たすと約８００万円だったんですけども、今年は１００万円減っている

ように見えるのですが、これは何か理由があるのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長志村学君。 

〇町長（志村学君） 

営業外収益の質問にお答えをいたします。営業外収益は町からの委託の部分が多いわけであ

りますけども、それ以外にありますのは緊急雇用で、臨時雇用をした場合に、その人件費がま

たいくわけであります。それが、年度の中途で切れますので、昨年は１年分。今年は年度中途

で県のほうの緊急雇用の基金事業でやっておりますから、そちらの方が切れていくということ

で、職員を年度の途中までしか今計算してありません。 

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） 

施設管理というのは塩の華とつくたべかんの敷地内の維持管理メンテナンスもするという目

的のお金と考えてよろしいのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長志村学君。 

〇町長（志村学君） 

メンテナンス、当然あります。塩の華につきましては２４時間トイレをやっていただくとい

うことで、営業時間以外の部分は町が見るように、今、設定をしてあります。それとつくたべ

かんの方はですね、ああいう施設でありますから、あそこの郷土料理を広く普及していこうと

いうことで一部人件費の部分も入っております。それと塩の華、農村公園もありますので、あ

そこの維持管理も株式会社富士川にしていただいていますから、そういうところの管理費。あ

るいは、地域振興含めた人件費の部分が塩の華、つくたべかんには入っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

今、農村公園等の維持管理ということでしてけども、塩の華の管理が株式会社富士川になっ
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てから非常に悪くなった。庭園や垣根や駐車場のわきの草なんかも非常に悪い状態です。この

件は３カ月ほど前に、商工観光課の方にも私のほうから別件もあったんですけども、進言させ

ていただきました。ずっと何にもなかったんですが、８月のお盆前後にやっとちょっと手を入

れたようですけれども、まだまだ全然話にならない状況でして。近所の方も、えらく汚くなっ

て困ったなんていう声も聞かれます。私から言わせると、そのくらいのことすぐできることな

と思うんですけども。塩の華の実際の現場の管理者の社長なのかあるいは部長なのか分かりま

せんけども、仕事人としての資質がちょっと問われるような気もします。その辺も町はあの株

式会社富士川の筆頭株主ですので、ぜひこの辺もしっかり精査して、対応も考えていかなけれ

ばなと思いますけども、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） 

先般、中部区の人たちに周辺を清掃していただいたという話も聞いておりますが、株式会社

富士川に、うちの方の委託事業ありますので、委託の回数が少ないのかどうか精査する中で、

しっかり対応していきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

ありがとうございます。株式会社富士川に関しては、まだ問題点もありますので、その辺は

次回の折にするとして、今回はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

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。 

以上をもって報告第８号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第５ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町一般会 

計補正予算（第４号））についてを議題とします。 

 これから、承認第９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、承認第９号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第６ 議案第５９号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の制定について 

日程第７ 議案第６０号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定 

について 

日程第８ 議案第６１号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 
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基準を定める条例の制定について 

日程第９ 議案第６２号 富士川町放課後児童児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の制定について 

以上の４議案は条例制定案でありますので一括して議題とします。 

     質疑はありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

１点だけちょっとお伺いしたいのでお願いいたします。議案第６０号の富士川町家庭的保育

事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定についてという部分ですけども、ちょっと内

容を見ていきますと、最初のページですね、総則の第２条の部分なんですけども、ここには保

育を行う人について規定がされていて、明るく衛生的な環境において素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障

すると。この後にもいくつかの小規模A、Bとかあるんですけれども、そこの部分については、 

職員というのはイコール保育士等々と、具体的な有資格者ということなのでそれなりに納得で

きると。いわゆる素養がありかつ適切な訓練というこの部分について、どういう方を町として

は考えているのか、そして、実際には多分こういった保育というのは、今うちの町の保育所は

いっぱい空いてますし、ないと思いますけども。今後ですね、そういう、いわゆる家庭的な保

育を望まれる方も出てくるんじゃないかということを考えたときに、町が許可をするにあたっ

て、この人たちの資格要件について、もうちょっと具体的に考えているのかどうか、そこだけ

お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（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。家庭的保育事業ですが、国からはざっくり

なので、必ずしも保育士資格を必要としませんが、保育士同等以上の知識及び経験を有するで

すと認められたもので、市町村で認定することが必要だということです。県のほうでも、まだ

そういった事業の申し出がないため、県のほうの認定の基準というものもまた定めていないと

いうところですが、保育士以上の経験を有するものとか、それに必要な研修を必ず受けたもの

とかという文言ですので、保育士の資格があるということが必要かと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君）  

今後、ひょっとしたらこういったものが多く利用される時代なのかなと思いますので、その

資格についてはですね、今後、実際には出てこないと難しい面もあると思いますけれども、慎

重に対応するよう、お願いしておきます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 
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１１番 市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

条例の細かいところは付託されているので委員会ということなので、大綱ということなので、

ざっくりと大きなところ２つほど質問させてください。 

１つはですね、必要性というところの条例ができました。今までは保育に欠けるということ

だったのですが、必要性ということで、必要性というものはこういうものですよっていうのが

この条例の５９号に入っていると思うんですが、考えるに当たって、どういうものを基準とし

て、必要性というところで的を絞ったのか、そのへんの考え方を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん）  

ただいまのご質問にお答えいたします。 

保育の必要性は、今度、新制度になりまして間口が広くなったということですが、基準は保

護者の就労時間を基準としております。今まではフルタイムの基準でしたが、広くなりまして、

１日３、４時間のパートでも８時間の保育は必要ということで、認められることになりました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

もう１つ、質問になるかなんですけど。これは子ども子育て支援法なんですよね。子育て支

援をしようということで、先ほどの齊藤欽也さんの話もあったのですが、要するに、非常に窓

口が広くなったんですね。要するに、今子育で困っているところの状況をどういうふうに打開

して寄り添って、一緒に、法的なものも含めて子育てしましょう。少子化対策も考えてってこ

とだと思うんですが、そういうところで考えていくと、その就労ということを主に、でもここ

を読んでる限りでは、就労ばかりではなかったので、とても良かったなと思うんですが。そう

いうところでは、しっかりとやっていただきたいと思うんです。だれでもいいよってことでは

ないので。そのへんの見極めは、とても今度自治体に任されているということなので、そこが

問題になると思うんですが、今回の条例にあたってそこら辺はどういうに考えましたか。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん）  

やはり間口が広くなったということで、だれでもっていうのは子供にとって最良の利益にな

るかということが一番の課題になると思うんですよね。やはり認定を出すに当たりましては、

そこのところの、保護者との面接の段階で、よく私たちがに見極めが必要だと思っております

そこは、子育て支援課で肝に銘じていまして、認定にはしっかりしたものを持って当たりたい

と思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

ありがとうございました。 
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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。 

○４番議員（青栁光仁君） 

４番青栁光仁です。齊藤議員の質問に関連してですけれども、望月課長に確認だけしておき

たいんですけれども、有資格者以外の経験のあるものを雇っていいことになっていますけども、

例えば介護士であれば、看護師の指示に従って、例えば何とかするとか、医者の指示に従って

何とかするとか。というのが病院にも補助員みたいなものもおりますけれども、それと同等で、

例えば保育士の資格を持っている、あるいは保健師の資格を持っている人がいないと、同等の

要件を持っている人が勤務していてもですね、多分単独では、クラスを見るとか、クラスを任

せるとかということができないと思いますけれども、２人体制でやるとかという決めになって

いると思いますけど、そこだけ確認したいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん）  

ただいまのご質問にお答えします。家庭的保育事業の場合ですが、保育士でありましても、

資格がありましても、この事業を始めるに当たりましては、研修を必要とされています。それ

から他の事業につきましても、その補助員としまして、家庭的保育事業でありましたら、そう

いう形ですが事業所内保育事業という場合は、２分の１が保育士、あとは看護士等の補助員で

も大丈夫だという規定になっております。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君）   

すいません。私の質問の持っていき方が悪かったようです。特にですね、公立保育所につい

て、できるだけ町では保育士、有資格者を採用していきたいというお言葉もありましたんです

けども。有資格でいない方について、公立保育所についてクラスを任せることができるのか、

必ず２人体制でやらなきゃならないのか、そこだけ確認して、いわゆる、資格のないものが、

クラスを見た場合、父兄は保護者はちょっと心配だと思いますので、そこだけ確認したいと思

います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん）  

公立の場合は有資格者のみとなっております。資のない方は保育はできないことになってお

ります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君）  

ちょっと疑問になる点もありますが。有資格者以外はいないということですね。ありがとう

ございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
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ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第５９号から第６２号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１０ 富士川町職員の給与条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

これから議案第６３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６３号の質疑を終わります。  

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１１ 議案第６４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第５号）について 

   日程第１２ 議案第６４号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

   日程第１３ 議案第６６号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

   日程第１４ 議案第６７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２号）に

ついて 

   日程第１５ 議案第６８号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

   日程第１６ 議案第６９号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の６議案に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６４号から議案第６９号までの質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番、長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

 一般会計の２０ページ。８款土木費１目都市計画総務費４項都市計画費の１３節委託料の景

観計画策定業務１０３万円ですが、１年ほど前に景観計画策定委員会っていうものを設けて、

ある程度冊子が仕上がった状態でありました。そのときに、これから富士川町はリニアが通る

ということで、さらにまた景観の部分は変わってくるということで、一度その冊子は素案でと

どめるという状態でしたけれども、さらにこの１０３万円をかけて委託をするということです

が、これは冊子にはなっているんですが、ここまでの委託が必要かどうかと思いますけれども、

その委託の部分の内訳を教えて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。 

〇建設課長（堀口進君） 

長澤議員の質問にお答えいたします。平成２５年４月に策定しました富士川町景観計画を、

今回推進するために必要な費用であります。景観条例を制定し、その後施行までの支援の業務
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が内容でございます。具体的には住民説明会、それから都市計画審議会、景観審議会の説明資

料の作成、それから景観計画を具体的に推進するための区域図の作成、景観条例の作成、それ

から概要版等製本しますということであります。なお約１年間、これから業務行程となります

ので、２カ年にまたがることから、今回、債務負担の設定をさせていただきました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

わかりました。もう１点、前回のときもこの景観計画を策定委員会というものを設けました

けど、委員会は設置するんでしょうか。 

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） 

お答えします。前回の景観計画の策定委員会の委員のメンバーにつきましては、今回は業務

上関係なくなってきます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

委員会は設置しないということで、わかりました。 

以上です。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

議案第６４号について、喜ばしいニュースがありましたので伺います。１４款、これ１ペー

ジです。国庫支出金に関して総務費国庫補助金８，６９７万２千円が国から我が町にいただけ

ることになりました。新聞にも大きく出ておりました。行財政改革などの実績、努力が評価さ

れたということですが、まず、町長に伺いますけども。この行財政改革が評価されたというこ

とで、どのようにご自身は評価されて、この８，６００万をいただけるのかとということで伺

います。 

〇議長（齊藤正行君） 

この予算のことについて聞いていただきたい。 

〇３番議員（川口正満君） 

ではちょっと伺います。予算のこと、この中でですね、財産管理費は１，５００万とありま

すが、これはどんな内容でしょうか。１ページです。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖進君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

ご質問にお答えいたします。財産管理運営事業に関する部分につきましては、ただいま鰍沢
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起シ地区に土地を売買する予定がございまして、その擁壁の工事に当たる部分、それから、こ

の議場のマイクシステムの導入に係る経費、さらには、旧五開保育所を解体する経費にあてる

予定でございます。 

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） 

この項目に関してもう１点、下のほうの建設土木関連ですけれども、町営住宅造成事業等で

２件、２，４００万円、あるいは温泉ポンプ改修事業ですね。これら、あるいは次ページの教

育関連につきましてもですね…。 

〇議長（齊藤正行君）  

質疑でして、なになにといこういうことではなくて、そのこと一つ一つについて、聞いてい

ただかないと答えようがないと思うのですが。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい。言い方といいますか、質問を変えさせていただきますけども、今回８，６００万円と

いう多大な金額をいただいて、これを上手に使っていくわけですけども、ここに挙げてありま

す事業に関しては当初予算で盛り込むべき内容なのかなと思いながらですね、こういう臨時の

収入を充当するということなんですが、そのへんの背景といいますか理由といいますか、ちょっ

と教えていただけますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

お答えいたします。このたびの「がんばる地方地域交付金」、これは、これまでそれぞれの自

治体がやってきたことに対して、例えば、人員削減をした、国の給与削減があったときに同じ

ように削減をした、当然ラスパイレス指数が１００%を超えてないとか、いろんなことを加味

して、今回公布された交付金であります。１番が県内では南アルプス市、約１億４千万いって

いると思います。２番目が甲州市、約１億円だと思います。３番目が富士川町で８，７００万

ほど。これは、そういった頑張る地域への交付金でありますので、これをもらったから、これ

で新たな事業をするわけにはいかないですよね。既存の事業の財源に充ててよいと。そして、

もっと新しいことも考えろということでいただいておりますので、ここにありますように先ほ

ど財産管理事業と言いましたけれども、既存でもやっている部分もあります。また、今回、こ

ういったお金が来れば、もう一つ、基金の取り崩しを減らしています。そちらの方に、取り崩

しする予定を回避したり、いろんなことに使っておりますので、ここに書いてある事業を、今

これでやってるかというと、このためにきたかというと、これは、うちの町でこういう事業に

充てますよという説明でありますので、ご理解をいただければと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君 
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ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

質問させていただきます。今回の補正の中で、空き家の改修と中山間地域の住宅用地取得の

補助ということで２００万円補正されています。そのことで、質問してもいいんですよね。空

き家の改修のことは非常に分かりますので、ここにきて中山間というところで、中山間に限っ

て住宅用地取得の補正を組んでいただいたというのは私的には非常にありがたいことなんです

けれども、町の姿勢としてですね、そこに定住という人口増加ということもありますけれども、

その中山間に限ってこういうものををしていただいたという、この補正をつけたという、その

背景を町長のほうからお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

中山間、非常に人口が減っております。このまちの平林・穂積地区、中部・五開の箇所に中

山間という指定をしましたけれども、この地域はこの町の大半のエリアを占めている。そこに

人口が１割弱しかいない。こういったところから、このまま人口減少になりますと、農林水産

業の衰退はもとより、その下流域には大勢の人たちが住んでおりますので、この地域がしっか

りしていただかなければ、大きな災害にもつながるというようなことから、私、公約の中にも

中山間の定住促進という言葉を入れております。そういった意味で、当然、防災とか地域のコ

ミュニティの維持とか、いろいろ意味はありますけども、公約にも入れておりますから、これ

は政策予算として計上させていただいております。 

〇議長（齊藤正行君） 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

町長の政策予算ということで、私は富士川町の特徴、例えば昭和町に山はないんです。イオ

ンはあるけど山はない。そういうところで考えて、この町の特徴ですね、中山間の本当に自然

豊かなところがあるというところで、こういうふうに補助金を出していただきながら、こうい

うのをどんどんどんどん進めていただきたいなと思いますが、これは増やせるというように、

もし申し込みがあれば増えていけれるようなもので解釈していんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今は２件を予定しながら１００万の予算計上させていただいておりますが、まだまだ需要は

あるようであれば、また補正をさせていただく予定でおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     ありがとうございました。 
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〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

１点だけ、一般会計の９ページ、計画調査費の中の委託料、社会保障税番号制導入データ化

業務について。この税番号制度が入ると、うちの町でどのようなメリットがありますか。 

○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） 

鮫田議員の税番号制のメリットということですけども、社会保障税番号制度の導入に当たり

ましては、現在進めておりまして、来年度の１０月から番号が付番されていくということで、

実際には２８年度以降に、その利用がされていくわけですけども、これが導入されますと国全

体の事業になるわけですけども、これまで所得証明を添付していた書類などの添付の省略。国

民年金保険料の免除とか、児童手当の支給に関する所得証明等の添付資料が不用になる。それ

から住民票の添付が必要であった未支給年金の請求、児童扶養手当の支給申請等の住民票の添

付が不要になるというようなことが導入されてくると思っております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

納税者も、手続きが簡潔になって町の業務もちょっと楽になるということでしょうか。 

○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） 

税の関係でございますが、税につきましては、これまで個人の税が２町に分かれている場合

があります。その場合、紙で紹介しているような場合には、その所得情報が個人番号によって

入手できるというようなことになろうかと思います。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございました。 

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６４号から６９号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１７ 議案第７０号 平成２５年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 

これから議案第７０号の質疑を行います。 
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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７０号の質疑を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９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。 

 堀内議員から、昨日の一般質問の際の発言について、訂正の申し出がありましたので、これ

を許します。 

 ５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     昨日、私が一般質問した際、固有名詞を出してしまいました。これは、個人に迷惑のかかる

ことでもありますので、会議録の固有名詞を削除し、訂正していただきたいと思います。申し

出ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ただいま、堀内議員から昨日一般質問した際の発言について、訂正の申し出がありました。 

     この申し出のとおり、削除し訂正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、堀内議員の一般質問の会議録については、固有名詞を削除し訂正することとし

ます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１８ 認定第１号 平成２５年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第１９ 認定第２号 平成２５年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 

本案は予算特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから認定第１号および認定第２号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

     １３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     大綱のみということなんですが、ちょっと決算書をみていて疑問に感じましたので、質問を

させていただきます。一般会計の事項別の中で、８ページのところがあるんですが。決算の中

身ということではなくて、会計処理について、この決算書を見ていって疑問に感じましたので

質問いたしますが、８ページの中の節でいきますと、過疎集落等自立再生緊急対策事業費交付

金というのがあるのですが、これは実は２４年度の３月の補正で２，８４０万がついたという
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ことなんですね。実際にこうやって決算書類を見ますと９００万だけの処理になっている。こ

れは私も承知しておりますけれども、実際には３月の補正で２，８４０万はつかなかったと。

補正は我々議会が承認したんですが、国からこなかったということなんですね。繰越明許費で

数字的には２，８４０万、２５年度に繰り越して、現在こういう形で９００万というふうな形

ででてきますと、表に出てきた数字は初めてここで私たちはわかるんですけれども、私は会計

上の処理としては２５年４月にはもう３月の補正の数字が、これは来ないということがわかれ

ば、４月以降にですね、まだ２４年度の決算ができていませんから、４月以降でマイナスの補

正をして処理する方法のほうがよかったのかなと思うんですが。実際に町の会計処理というの

は、このこういうやり方の方が、基本的には普通なのか、あるいは私の考えているように、実

際にはマイナスの補正をして、繰越明許費もマイナスに修正すべきだったのかなと思うんです

がそのへんをちょっとお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

質問にお答えいたします。この事業は井上議員さんのおっしゃるように、平成２４年度の補

正事業でございましたけれども、町の会計処理としますと、このように２５年度の決算という

ような形で９００万円を計上し、収入をし、それで支出をしたといような処理をさせていただ

いているところでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、実際にはこの数字の上ではこうなんですが、実際には国から９００万しか来

なかったけれども、２，８４０万円を２５年度に繰り越した形になってるんですね。これはど

うも私には。ないお金を繰り越したような形になるというのは、不思議に思うんですよね。結

果的にはこれでいいんですよ、結果的には。処理されるのは。ただ。私たち１年半過ぎてから、

やっとこういう形でわかるというのは町民にとってもですね、あのときに２５年３月に議会で

承認した補正が、ここまでずっと私たちには見えなかったということなんですよね。だからそ

の辺はもう少し、会計処理というところを考えていただいてほうがいいかなと思うんですけど。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

予算の取り扱いの質問ですが、予算は４月１日に始まって３月３１日に終わる会計年度とい

うのがあります。この件につきましては、繰越明許をかけながら翌年に送っております。です

から、この差額については、これ歳入の方ですけども１００％もしこれがくるものとすれば、

この差額については、この部分を翌年度に繰り越して、そして収入になっておりませんので、

収入未済ということで繰り越していますから、２６年度で再度予算を繰り越してあります。収

入未済の分は、２６年度でまた収入をして２６年度の決算に出てくるという形になっておりま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 
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〇１３番議員（井上光三君） 

こういう数字は、私たちは数字のマジック的なことしか思えないんですけれども。帳じりは

合うけれども、途中経過が非常にわかりにくいということですので、例えばマイナスの補正が

間に合うようであればそのときにマイナスの補正なんかを出していただければ、ここはこう

なったんだなということがわかると思いますけども、それはそうとして、これ自体は間違いが

ないので以上で質問を終わります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

 質疑なしと認めます。 

     以上をもって、認定第１号および認定第１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１１時１４分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 議長から申し上げます。 

本日、富士川町議会第２代議長であります、芦澤益彦様がお亡くなりになられたということ

でございますので、ここでご冥福をお祈りして黙祷を行いたいと思います。 

ご起立願います。黙祷。 

（ 黙 祷 ） 

お直りください。ご着席ください。 

本日は第３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３回定例会も、本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 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。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 なお本日、追加案件として契約締結案件２件、人事案件１件、意見書案２件、閉会中の継続

審査申出書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。 

 また、本日は傍聴席に手話通訳者が入っておりますので、ご了承ください。 

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 請願第２号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願について 

日程第３ 請願第３号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願に 

ついて 

を議題とします。 

 去る９月５日に教育厚生常任委員会へ付託しました請願第２号および第３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番議員（井上光三君） 

―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 これから、請願第２号および第３号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 （ な し ） 

 質疑なしと認めます。 

 以上をもって、請願第２号および第３号の委員会審査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、請願第２号および第３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、請願第２号および第３号の討論を終わります。 

 これから日程第２ 請願第２号を採決します。 

 請願第２号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 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、請願第２号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

 これから日程第３ 請願第３号を採決します。 

 請願第３号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

 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、請願第３号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町一般会

計補正予算（第４号））についてを議題とします。 

 これから、承認第９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、承認第９号の討論を終わります。 

 これから日程第４ 承認第９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、承認第９号は原案のとおり承認されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第５ 議案第５９号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第６０号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例の制定
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について 

日程第７ 議案第６１号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第８ 議案第６２号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

以上の４議案は条例制定案でありますので一括して議題とします。 

去る９月９日に教育厚生常任委員会へ付託しました、議案第５９号から第６２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番議員（井上光三君） 

―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 これから、議案第５９号から第６２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５９号から第６２号までの委員会審査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５９号から第６２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５９号から第６２号までの討論を終わります。 

 これから日程第５ 議案第５９号を採決します。 

 お諮りします。 

 議案第５９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５９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６ 議案第６０号を採決します。 

 お諮りします。 

 議案第６０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６０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７ 議案第６１号を採決します。 



 １１６

 お諮りします。 

 議案第６１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６１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８ 議案第６２号を採決します。 

 お諮りします。 

 議案第６２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６２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９ 議案第６３号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから、議案第６３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６３号の討論を終わります。 

 これから日程第９ 議案第６３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６３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１０ 議案第６４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第５号）について   

   日程第１１ 議案第６５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２号）に

ついて 

   日程第１２ 議案第６６号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

   日程第１３ 議案第６７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２号）に

ついて 

   日程第１４ 議案第６８号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

   日程第１５ 議案第６９号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の６議案に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６４号から６９号までの討論を行います。 



 １１７

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 以上をもって、議案第６４号から６９号までの討論を終わります。 

 これから日程第１０ 議案第６４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６４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６５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６５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６６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６６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６７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６７号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１４ 議案第６８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６８号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１５ 議案第６９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６９号は原案のとおり可決されました。 



 １１８

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１６ 議案第７０号 平成２５年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 

 これから、議案第７０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７０号の討論を終わります。 

 これから日程第１６ 議案第７０号についてを採決します。 

 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７０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 認定第１号 平成２５年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

   日程第１８ 認定第２号 平成２５年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 平成２５年度の決算認定につきましては、去る９月５日の本会議で決算特別委員会に付託し

ましたので、委員長の審査報告を求めます。 

 １２番、齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、委員長の報告が終わりました。 

 齊藤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  （ な し ） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号および第２号については、質疑と討論を省略します。 

 齊藤委員長、自席にお戻りください。 

 これから日程第１７ 認定第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

 委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定しました。 



 １１９

 これから日程第１８ 認定第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

 委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１９ 議案第７１号 東川拡幅工事（２６―１）請負契約の締結について 

日程第２０ 議案第７２号 十谷地区ヘリポート整備工事請負契約の締結について 

以上の２議案については契約締結案件でありますので、一括して議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 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７１号および７２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７１号および７２号につきまして補足の説明させていただきます。まず

７１号でございます。工事名は東川拡幅ということでございまして、事業名につきましては浸

水対策下水道事業でございます。当該の事業の場所でございますけれども、甲西道路と１４０号

線の交差部、坪川大橋南の交差点の東側の地下道ということになります。工事の入札方法でご

ざいますけれども、指名競争入札でございまして９月１８日に実施しております。庁内８社を

指名いたしました。内２社が辞退をいたしましたので、６社で入札をしております。内容でご

ざいますけれども、箱型の暗渠をボックスカルバートというものを埋めますけれども、地中水

路工でございまして、全体の施行延長は６３メートルでございます。契約の金額ですけれども、

落札金額が５，５８３万６千円、これが契約金額になります。なお予定価格が５，６３７万６，

６００円でございましたので、落札率につきまして９９．０４％ということでどざいました。

それから、契約の相手方は井上建設株式会社でございます。工期につきましては、契約日の本

日の翌日から２７年２月１３日までの工期となっております。それから、議案第７２号の契約

案件でございますけれども、工事名は十谷地区ヘリポート整備工事でございます。工事名はド

クターヘリ地域緊急搬送拠点整備事業ということになります。場所につきまして富士川町十谷。

十谷集落の間近の県道沿いの場所でございます。内容につきましては舗装工事が３００平米、

防護柵等でございます。入札の方法ですけれども、指名競争入札で町内業者８社を指名しまし

た。落札金額契約金額つきましては５，０７６万円。予定価格は５，１４０万８千円でござい

ました。契約の相手方、株式会社依田組でございます。工期でございますけれども、平成２６年

９月２５日から平成２７年３月２０日までの工期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） 



 １２０

 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。 

 これから、議案第７１号および７２号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

質疑ではありませんが、文字が違うので訂正をお願いします。 

     契約の相手方の称号の「称」の字は、商売の「商」ではないでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     訂正でよろしいですか。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２５分 

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

再開 午前１０時２７分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開いたします。 

 総務課長、増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     それではお答えいたします。称号の「称」の字につきましては、こちらの漢字で正しいかと

思います。それから７１号の指名業者でございますが、井上建設、依田組、甲州土木、天満組、

山梨ガーデン、栄建設工業、神田建設、柳沢建設の８社でございます。そのうちの２社が依田

組、栁沢建設が辞退ということでございます。それから７２号の指名業者でございます。井上

建設、依田組、甲州土木、天満組、栄建設工業、神田建設、柳沢建設、川口工務所でございま

す。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上説明が終わりました。 

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７１号および７２号の質疑を終わります。 

 これから、議案第７１号および７２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７１号および７２号の討論を終わります。 

 これから日程第１９ 議案第７１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７１号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第２０ 議案第７２号を採決します。 



 １２１

 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７２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２１ 議案第７３号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長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） 

異議なしを認めます。 

したがって議案第７３号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第２１ 議案第７３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７３号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２２ 意見書第３号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める意見書提出についてを議題

とします。 

      意見書案第３号の提出者の説明を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 これから、意見書案第３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、意見書案第３号に対する質疑を終わります。 



 １２２

 秋山委員長、ご苦労さまでした。 

 これから、意見書案第３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、意見書案第３号の討論を終わります。 

 これから日程第２２ 意見書案第３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、意見書案第３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２３ 意見書案第４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための

意見書提出についてを議題とします。 

      意見書案第４号の提出者の説明を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 これから、意見書案第４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、意見書案第４号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。 

 これから、意見書案第４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、意見書案第４号の討論を終わります。 

 これから日程第２３ 意見書案第４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、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。 



 １２３

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２４ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続審査申出書について 

日程第２５ 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２６ 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２７ 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２８ 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５議案は閉会中の継続審査および調査案でありますので、一括して議題とします。 

 各常任委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり

閉会中の継続審査および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、閉会中の継続審査および調査とすることにご異議ありませ

んか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査および調査とすることに決定

しました。 

 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。 

 平成２５年度の決算認定案など重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会できます

ことを厚く御礼申し上げます。 

 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、決算特別委員会、各

常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 

 これから各種行事が催される時期となります。何かと多忙なことと存じますが、健康には十

分留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げ、平成

２６年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時４３分 
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この会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
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