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平成２７年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２７年３月６日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 
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例の制定について 
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いて 
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日程第 ７  議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８  議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 
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の一部を改正する条例について 
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日程第１５ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  長 澤 芳 文        ８番  鮫 田 洋 平 

 ９番  長 澤   健       １０番  秋 山   貢 

１１番  市 川 淳 子       １２番  齊 藤 欽 也 

１３番  井 上 光 三       １４番  神 田   智 

１５番  小 林   進       １６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

４番  青 栁 光 仁        ５番  堀 内 春 美 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 

会 計 管 理 者 秋 山 千 秋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 川 手 貞 良  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 田 辺 明 弘 

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

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね   

農 林 振 興 課 長 細 野 幸 男  建 設 課 長 堀 口  進 

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

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 野 中 充 香 

書    記 早 川 竜 一 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 富士川町告示第２号をもって招集されました、平成２７年第１回富士川町議会定例会に議員

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

ざいます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第１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１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。 

 １月から２月にかけては寒い日が続いておりましたが、３月の声を聞き、暖かさとともに、

春の訪れを感じられるようになりました。今年の冬は、多少の降雪はありましたが、昨年のよ

うな豪雪には至らず、「あつものに懲りてなますを吹く」のことわざのとおり、昨年の大雪が教

訓となり、町当局や町民においても、備えができていたのではないかと思います。今後も、あ

らゆる災害に対応できるよう、万全な心構えと体制を備えておくことが重要であると感じてお

ります。 

 このところ、国内外において、人命を脅かす事件が多発しております。国際的には、１月末

にイスラム国により日本人２名が命を落とし、今後も人道的支援を継続する日本を敵対国とし、

テロ行為を布告するなど、日本国民の安全確保が懸念されています。 

国内においても、名古屋市や紀の川市、さらには川崎市での痛ましい事件などにより、尊い

命が奪われており、生命の尊厳に対する意識の低下が気にかかります。被害に遭われました皆

さまに、心から哀悼の意を表すしたいと思います。 

 さて、政府においては、地方の人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社会を実

現するための「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定し、地方創生の推進にむけて、

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を発表しました。また、２月１７日には後藤斎

山梨県知事が就任し、リニア開通までに人口を９０万人にすることを目標に掲げております。 

本町においても人口減少は喫緊の課題であり、国の施策にのっとって、町独自の戦略を作り

出していく必要があります。町当局と議会が一緒になって、この機会を逃すことなく「人口対

策」、「若者の就労機会の確保」、「中山間地域の活性化」など、富士川町の創生に向けて取り組

んでいきたいと考えております。町内では、町に春の訪れ告げる〝大法師さくら祭り“に向け

た準備が始まりました。日本桜名所百選の認定を受けている大法師の桜が満開となり、町内外

からの花見客でにぎわい、町に躍動と活気をもたらしてくれることを期待するものであります。  

 今定例会の議案は、平成２７年度当初予算をはじめ条例制定、条例改正などについて審議を

お願いすることになります。 会期は３月２３日までの１８日間を予定しております。議員各位

におかれましては、健康管理に留意され、各議案の慎重かつ丁寧な審議をお願い申し上げ、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、 

  ４番 青栁光仁君 および 
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  ５番 堀内春美さん 

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２３日までの１８日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から２３日までの１８日間と決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出

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。 

 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１０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、それぞれ所管の常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 

なお、本日は報道機関から撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了承願

います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

本日、ここに平成２７年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、公私とも大変ご多忙の中を、全員のご出席を賜り誠にありがとうございます。 

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

礼を申し上げます。 

 それでは、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、

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

並びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 

 はじめに、本年１月、横内正明知事の任期満了に伴う山梨県知事選挙において、後藤斎新知

事が誕生いたしました。後藤知事は、これからの山梨県の目指す県土づくりのキャッチフレー

ズを「ダイナミックやまなし」として、人口１００万人都市づくりなどを目標に、１１７項目

の公約掲げ、果敢に挑戦していくとしております。後藤新知事におかれましては、山梨県の将
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来を見据え、本県が持つ可能性を引き出していただけるよう、県政運営にご活躍されることを

期待しているところであります。 

さて、我が国の景気状況を見ますと、先月、内閣府の発表によりますと、昨年１０～１２ 月

期の実質ＧＤＰの速報値は前期比で０．６％増、年率２．２％増となり、３四半期ぶりのプラ

スとなっております。こうした景気判断の中、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、経済再生と財政再建の双方を同時に実現するため、政労

使の取組を通じて、好調な企業収益を、設備投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等に

つなげ、地域経済も含めた経済の好循環の更なる拡大を実現するため、経済の脆弱な部分に的

を絞り、スピード感を持って、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を実施する。」とし

たところであります。こうしたことから、昨年１１月に成立いたしました「まち・ひと・しご

と創生法」により、人口急減・超高齢化という直面する大きな課題に対し、国と地方が一体と

なり、各地域がそれぞれの特徴を活かした、持続可能な社会を創生することを目指すこととし

ております。この「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において、「地域住民生活等緊

急支援のための交付金」が閣議決定され、平成２６年度補正予算において「消費喚起・生活支

援型」及び「地方創生先行型」の２本立てで、地方創生に向けた第１段階の事業がはじまった

ところであります。この事業に対しては、地域としても大きな期待を寄せているとことであり

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。 

 まず、国の補正予算である「消費喚起・生活支援型」及び「地方創生先行型」事業について

であります。本町におきましては、「消費喚起・生活支援型」として、高い付加額を付けた「富

士川町プレミアム付き商品券」、また道の駅富士川において、町の名物商品を割引価格で販売す

る「富士川町名物商品のＰＲ販売」をはじめ、子育世帯の生活支援のため、「子どもの人数に応

じた商品券の配布」などを実施してまいりたいと考えております。今後は、国の総合戦略に盛

り込まれた政策５原則、すなわち、自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視の趣旨を踏ま

え、地方が自ら考え、責任をもって地方創生に取り組むための「富士川町総合戦略」を策定し

てまいりますが、この総合戦略の先行事業として、「人口減少に対する定住促進のための奨励制

度」や「子ども医療費窓口無料化の対象年齢の拡大」、「学校給食費の負担軽減策」などに取り

組むため、今定例会に、補正予算に所要の経費を計上いたしております。 

 次に、町制施行５周年記念式典についてであります。富士川町は、明後日、平成２２年３月

８日の町制施行から満５年を迎えます。記念日である３月８日には、町制施行５周年記念式典

を挙行し、長年にわたり町政に多大なご貢献、ご尽力をいただきました方々を表彰させていた

だくとともに、先般、ご議決いただきました㈱はくばく会長さんであります長澤利久様を、新

町になりまして４人目の名誉町民として、称号授与をさせていただく予定でおります。また、

１周年記念式典では、「町民憲章」、「町の木」、「町の花」を制定いたしましたが、５周年記念式

典においては、「町の歌」、「町の鳥」を発表してまいりたいと考えております。この町の歌、町

の鳥の制定にあたりましては、多くの皆さまのご協力をいただきましたが、関係いただきまし

た方々に、心より感謝申し上げますとともに、当日は、この５年間で大きく変貌している富士

川町を、町民の皆さまとともに、祝ってまいりたいと考えております。 

 次に、公共施設の再配置計画についてであります。本町の公共施設は、合併以来、旧町の施
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設を引き継ぎ使用しておりますが、これらの公共施設を現状のままの配置で維持管理を続ける

ことは、厳しい財政状況の中で、新たなニーズへの対応ができなくなるばかりでなく、他の行

政サービスに大きな影響を及ぼすことが懸念されており、公共施設の効率的な配置と管理運営

を図るため、公共施設再配置について、以前から検討を進めてきたところであります。こうし

たことから、昨年６月３０日に、２４名から成る「公共施設再配置計画策定検討委員会」を立

ち上げ、施設状況、利用状況、維持管理費、地域別設置状況などを確認していただく中で、必

要性の検討、機能性の向上、公平性の確保、地域性の配慮の基本方針を基に、整備方針や将来

構想の策定に向けた検討をいただき、９月３０日に提言書をいただいたところであります。町

では検討委員会の提言を基に、先般、公共施設再配置計画を策定したところであります。計画

の将来構想では、分散している行政機能を集約した新庁舎の建設、鰍沢プールを廃止し、鰍沢

福祉センターに防災機能や駐車場を整備することにより、新町民会館として活用することや、

図書館については、耐震性のある公共施設や民間施設の活用を検討してまいりましたが、適当

な施設がないため、国が計画するシビックコア、国の合同庁舎でありますけれども、その合築

を提案する中で、整備を進めてまいりたいと考えております。シビックコアにつきましては、

国の平成２７年度予算においての予算計上はありませんが、今後、国と施設規模、機能、建設

期間などの必要な協議を進める中で、平成２８年度には、調査費が予算化できるよう取り組ん

でまいりたいと考えております。また、リニア中央新幹線のルート上となります、町民体育館、

スポーツ広場、ますほ児童センター、殿原町営住宅につきましては、再配置計画とは切り離し、

個別計画で検討していくこととしております。 

 次に、定住促進対策についてであります。本町では、これまでに、空き家バンク事業、空き

家改修費への補助、中山間地域を指定しての住宅用地取得費に対する補助などの定住促進を推

進してまいりました。しかし、人口減少は中山間地域に留まらず全町的な大きな課題であるこ

とから、町内全域の人口の増加を図るため、定住を奨励することを目的として、新たに定住さ

れた方についての固定資産税、都市計画税について、納税後、申請に基づき、納税相当額を定

住奨励補助金として、５年間補助することで、定住者の負担軽減と定住化の促進を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に、学校給食費に対する助成についてであります。小中学校の義務教育費において、学校

給食費は大きな保護者負担の一つとなっております。特に、複数人の児童・生徒を持つ保護者

にとって、家計の中でも大きな負担を占めているのが実情であります。このことから、子育て

世帯の支援、教育経費の負担軽減として、新年度より学校給食費の一部について助成すること

としました。助成内容といたしましては、１８歳以下の第２子以降の児童・生徒を対象とし、

第２子には給食費の半額を、第３子以降は全額を助成することとしております。なお、財源と

いたしましては、２７年度は、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用することとして

おります。 

 次に、子ども医療費窓口無料化の年齢拡大についてであります。本町では、妊娠から出産・

育児へと切れ目のない支援として、これまで不妊治療費や予防接種の助成、保育料の軽減など

様々な子育て支援を行なってまいりました。中でも、子ども医療費の助成につきましては、平

成２２年度に対象者を中学３年生までに拡大してまいりましたが、中学校を卒業すると児童手

当や医療費助成などの複数の制度が同時になくなり、高校生の子を持つ世帯には、進学等の費

用の出費と重なり、経済的な負担が重くのしかかっているのが実情であります。こうしたこと
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から、町では、子育てと保護者の経済的支援を図るため、子ども医療費助成の対象年齢を１８歳

到達の年度末までに拡大することとし、必要な経費を計上しておりますが、今後、医師会や関

係機関との調整が必要となるため、その調整を進め、１０月には事業実施できるようにしてま

いりたいと考えております。 

次に、増穂西小学校の閉校についてであります。 明治１５年に平林学校として創立以来、現

在まで１３０年の長きにわたり歴史を刻んでまいりました。増穂西小学校は、これまで

１６００名余の卒業生を送り出し、今日まで学び舎として大きな役割を果たしてまいりました。 

しかし、多いときには１５０名近く在籍していた児童も、時代の流れの中で少子化の波を受け、

現在では一桁にまで減少したことから、「ある程度の人数の中で学習することが望ましい」とす

る町教育委員会の提言を受け、本年度末をもって閉校し、増穂小学校との統合を決断するに至っ

たものであります。統合の決定に至るまでの間、地域や保護者の皆さま方、学校関係者、町議

会の皆さまには、たいへん深い議論とご尽力を賜りましたことに、深く感謝を申し上げる次第

であります。３月２１日、土曜日には閉校式典および閉校記念事業を執り行うこととしており、

現在、実行委員会でその準備を進めているところであります。 

 次に、新しい教育委員会制度についてであります。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の改正に伴い、本年４月１日より教育委員会制度が大きく改正されます。主な改正としまし

ては、これまでの教育委員長と教育長を一本化した、新たな責任者として新教育長とし、責任

体制の明確化を図ることとしております。また、新たに首長が設置する総合教育会議において、

教育委員会との協議のうえ、教育に関する総合的な施策の大綱を策定することとなりました。

こうしたことから、これらの改正に伴う関係条例の制定及び一部改正を提出しております。 

 次に、町道３路線の供用開始についてであります。青柳長沢線、青柳１号線、青柳１１号線

の３路線は、平成２２年度に事業着手し、地権者の皆さまのご理解とご協力により、舗装工事

も終わり、今月末供用開始予定であります。青柳長沢線は、アピオセレモニー南西の北側から

まほらの湯西側につながる都市計画道路で、長澤区内の未整備区間の延長５００ｍを幅員

１６ｍで整備いたしました。青柳１号線は、甲西道路と町道金手小林１号線、通称８ｍ道路の

ガストを結ぶ幹線道路であり、未整備区間の延長２００ｍを幅員１６ｍで整備したものであり

ます。また、青柳１１号線はくろがねやの南側の幹線道路で、甲西道路と町道青柳長沢線を結

ぶ未整備区間の延長２００ｍを幅員１７ｍで整備してまいりました。３路線とも、富士川都市

計画区域内に位置する幹線道路であり、商業地の連絡道として、更なる広域的な利用が可能と

なることから、地域振興に貢献できるものと考えております。 

次に、リニア中央新幹線対策についてであります。リニア中央新幹線事業につきましては、

昨年の１２月から本年１月にかけて、町内の沿線に該当します地区単位の事業説明会が開催さ

れました。この説明会では、事業主体であるＪＲ東海から、事業概要や今後のスケジュール、

事業の初段階となる測量業務などについての説明がされ、その後、住民の皆さまからの質問、

要望等の意見交換が行われました。各地区の会場では、磁界の懸念、工事の問題、騒音対策な

ど、様々な質問や要望が出されたところであります。現在は、この地区説明会が終了したこと

から、町内においても中心線を決める作業に着手したところであります。今後は、本格的な用

地測量や用地取得説明、物件補償調査等を経て、戸別に用地交渉、補償交渉の段階に入ってい

くことと思われますが、ルート上には町有施設もありますので、対象住民の皆さまとともに、

ＪＲ東海との協議を進めていきたいと考えております。 



 １１

 次に、国民健康保険税率の改定についてであります。平成２４年度に保険税率等の見直しを

行ない３年が経過したところであります。この間、国民健康保険財政における財源が不足し、

平成２７年度以降も国民健康保険における医療給付費の増加が予測されることから、新たに税

率等の見直しが必要な状況になってきております。こうしたことから、国民健康保険運営協議

会に、健康保険税等の改正について諮問した結果、国民健康保険財政の健全な運営を図るため、

税率等の改正が必要であるとの答申をいただきましたので、国民健康保険税条例の一部改正を

提出しております。 

次に、介護保険料の見直しについてであります。介護保険料は、介護保険財政の均衡を図る

ために、３年ごとに見直すこととされており、平成２７年度が見直しの年度に当たります。平

成２７年度から、第６期介護保険事業計画がスタートする中で、介護サービスにかかる給付費

の増加により、本町における介護保険料の改正を行う必要があることから、介護保険条例の一

部改正を提出しております。 

次に、特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の制定に

ついてであります。現行制度では、保育所の保育料のみを規則で定めておりますが、「子ども・

子育て新制度」では、新制度に移行する幼稚園、認定こども園、保育所等を利用する場合に、

利用する施設の種類や年齢に応じて、町が支給認定を行う仕組みに変更されます。こうしたこ

とから、国が示した基準額を基に、教育認定と保育認定の支給認定ごとに本町の利用者負担額

を定める必要があるため、本条例を提出しております。 

 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、条例制定案件３件、条例改正案件１２件、補正

予算案件９件、予算案件１５件、計画変更案件１件、規約変更案件２件、組合解散案件２件の、

合わせて４４件の議案を提出しております。提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただく

こととしておりますが、よろしくご審議のうえ、ご議決いただきますよう願い申し上げ、あい

さつといたします。 

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 議案第３号 富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定につい 

              て 

日程第５ 議案第４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等 

に関する条例の制定について 

 以上の３議案については、条例制定案件でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ３議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
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 次に、議案第３号から第５号までの補足説明を求めます。 

 まず、議案第３号の補足説明を求めます。 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 それでは、富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例につきまして補足説明

をいたします。この条例は、地方教育行政の組織、運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴い、新たな制度における教育長が、一般職から特別職に変わるため、教育長の職務に

専念する義務の特例について定めるものであります。第２条において、職務に専念する義務を

免除されることができる項目を、３項目規定するものであります。 

以上であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第４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４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につきまして補

足説明をさせていただきます。１ページをご覧いただきたいと思います。主要な部分について

ご説明をいたします。まず趣旨でございますけれども、職員の配偶者が海外に出た場合に、休

業を認めるという制度でございまして、第２条に承認の条件というものがございます。当該申

請をした職員の勤務成績等を考慮して認めるという部分でございます。第３条では、休業の期

間でございますけれども、これは３年となっております。第４条につきましては、その対象と

なる配偶者が外国に滞在する事由でございまして、勤務、それから就学等が定めてございます。

なお第６条では期間の延長を定めておりまして、３条に規定する休業の期間を超えない範囲と

いうことでございますので、３年を限度ということでで定めるものでございます。以下、取消

事由、届出等について規定をされたものでございます。 

以上でございます。補足説明をさせていただきました。ご審議の上、ご議決いただきますよ

うにお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５号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５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

等に関する条例の制定についての補足説明をさせていただきます。この条例制定の趣旨は、子

ども・子育て支援法に基づくものでございます。社会の需要に対応するため、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用について、利用者負担などを定めるものでございます。主

な条例といたしましては、第３条以下、利用者負担額関係の制定です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
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   日程第 ７ 議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

   日程第 ８ 議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例についてつい 

                て 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例の一部を 

             改正する条例について 

   日程第１０ 議案第 ９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

                の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１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    

日程第１３ 議案第１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について    

日程第１４ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

日程第１６ 議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する 

             条例について 

日程第１７ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事 

             業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について 

以上の１２議案については、条例改正案でありますので一括して議題とします。 

     町長から、本案について説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― １２議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第６号から第１７号までの補足説明を求めます。 

 まず、議案第６号、第８号、第１０号および第１１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） 

     それでは補足説明をさせていただきます。はじめに議案第６号 富士川町行政手続条例の一

部を改正する条例についてでございます。行政手続法の一部改正に伴いまして、地方公共団体

がした行政指導の相手方は、当該行政指導が法律又は条例に適合したものでないと指導したと

きには、その行政指導の中止等を求める申出制度の創設が、当該改正の主なところでございま

す。まくっていただいた１ページになります。１ページに改正内容がございますけれども、中

ほど第３３条２項としまして、行政指導に携わる者は、行政指導をする場合に相手方に対して

次の事項を示さなければいけないということで、これはの行政指導することについての根拠法

令等を明示しなさいというようなことでございます。それから３４条の次に１条加わりまして、

第３４条の２ということになりますけれども、こちらに行政指導の中止を求めるという部分が

加わったものでございます。それからめくっていただいて２ページになりますが、第３４条の

３、これをまた加えまして、これについては、何人も法令または条例等に違反する事実がある
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場合は、その是正をするための処分または行政指導を求めることができるという条項を追加し

たものでございます。 

続きまして、議案第８号になりますが、富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。めくっていただきますと、

これは先般、平成２６年１１月２８日第６回臨時議会におきまして、職員の給与条例の一部改

正がございましたが、この改正と同趣旨でございまして、期末手当の支給月数を６月分につい

ては０．０２５カ月、１２月分については０．０２５カ月、合わせまして０．０５カ月に改め

いるというものでございます。年間４．０５月から４．１カ月ということでございます。 

続きまして、議案第１０号でございます。富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正す

る条例について、補足説明させていただきます。先ほど説明させていただいた教育長の期末手

当に関する改正と同様でございます。期末手当の支給月数、年間で０．０５カ月引き上げると

いうものでございます。 

続きまして議案第１１号でございますけれども、富士川町職員給与条例の一部を改正する条

例についての補足説明でございます。めくっていただきまして、第１０条第２項第２号イ中、

４１００円でございますけれども、こちらは通勤手当につきまして改正するものでございます。

それから第１５条の３第１項中、年末年始の休日の部分でございますけれども、こちらは管理

職員の特別勤務手当について定めたものでございます。なお１番下になりますけれども、別表

第２及び別表第２の２号を改めるということでございまして、これは給料表の切り替えという

ことでございます。全体の平均で２％の減額となる給料表への切り替えでございます。 

以上、補足説明をさせていただきました。ご審議の上、ご議決よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第９号の補足説明を求めます。 

 教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

議案第９条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例につきまして補足説明をいたします。この条例は、地方教育行政

の組織運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する６つの条例の一部改正

等を整理したものであります。１ページをご覧ください。第１条は、富士川町職員定数条例の

一部改正であります。法律の条項目が変わったため、第１条中の法律第２１条を１９条に改め

るものであります。第２条は富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用に関する条例

でありますが、今回の改正により教育委員長職がなくなることから、教育委員長の項目を削除

するものであります。第３条は富士川町特別職報酬審議会条例の一部改正でありますが、審議

する特別職の中に、新たに教育長を加えるものであります。第４条は富士川町町長等の給与及

び旅費に条例の一部改正でありますが、特別職の中に教育長を加え、給料月額を定めたもので

あります。第５条は富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例を廃止するもので

あり、第４条で教育長の給与を特別職の条例に加えたことにより、本条例を廃止するものであ

ります。２ページをご覧ください。第６条は富士川町議会委員会条例の一部を改正するもので

あり、説明員中、教育委員長を教育長に改正するものであります。附則としまして、施行期日

を平成２７年４月１日から施行することとし、経過措置につきましては、現教育長が従前の例

により、在職する間は旧制度により執行することを定めております。 
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以上であります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第１２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１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補

足説明をさせていただきます。今回の改正につきましては、国民健康保険特別会計の健全な財

政運営を図るための法改正でございます。改正内容につきましては、新旧対照表により説明を

いたします。新旧対照表をご覧ください。３ページをお願いします。３ページ第２条につきま

しては、賦課方式を所得割、資産割、均等割、平等割の４方式から、資産割の廃止とする３方

式とすることに伴い、第２項、第３項、第４項中の資産割額を削除するものであります。４ペー

ジをお願いします。第３条から第９条までにつきましては、資産割の廃止による条文の削除お

よび条項の整備と、０歳から７４歳までの医療保険分、後期高齢者支援分。４０歳から６４歳

までの介護納付金部分の改定額、率を整備したものであります。７ページをお願いします。

７ページにつきましては２３条関係の内容でございます。均等割、平等割につきましては、所

得に応じまして、７割、５割、２割の減額がございます。その改定額を示したものであります。

附則１、施行期日ですけれども、平成２７年４月１日からの施行となります。経過措置ですが、

平成２７年以降について適用し、平成２６年度までにつきましては、従前の例による規定でご

ざいます。 

以上で議案第１２号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第１３号の補足説明を求めます。 

 生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

それでは、議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について補足説

明をさせていただきます。この条例は、増穂西小学校の廃校に伴いまして、社会体育施設条例

の一部を改正するものでございます。改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていた

だきます。３ページをお開きください。はじめに第２条の改正であります。第２の表の夜間照

明施設の部の中にあります、増穂西小学校運動場の項を削りまして、鰍沢中学校運動場の次に

平林運動場の項を追加するものであります。４ページをお願いいたします。次に同じく第２条

の表の学校施設開放の部の中にあります、増穂西小学校体育館の項を削りまして、同じ表の中

の地区体育館の部の中に、平林体育館の項を追加するものであります。次に、別表２の改正に

なります。６ページをお開きください。別表の運動場、学校開放施設の部の中にあります、増

穂西小学校の項を削りまして、７ページにあります同じ表の中に、運動場の部の中に平林運動

場の項を追加するものであります。８ページをお開きください。次に同じく別表のアリーナの

部の中に平林体育館の項を追加し、同じ表の中の体育館、学校開放施設の部の中の増穂西小学

校体育館の項を削るものであります。この条例の施行日につきましては、平成２７年４月１日

になります。ご審議を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１４号および第１５号の補足説明を求めます。 
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 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） 

議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例についての補足

説明をさせていただきます。この一部の改正についてですが医療費の年齢拡大に伴いまして改

正となります。２ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第１号中、満１５歳を満１８歳

に改める。この条例は平成２７年１０月１日から施行します。 

続きまして、議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例について補足説明をさせていただきます。この改正は、ひとり親家庭の更なる負担を軽

減させるためのものです。新旧対照表２ページをご覧ください。第２条第３項中、第８号を第

９号とし、第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に１号を加えます。「父又は

母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号）第

１０条第１項の規定による命令（それぞれ母又は父の申立により発せられるものに限る。）を受

けた児童」を加えます。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に議案第１６号の補足説明を求めます。 

     福祉保健課長 笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

議案第２６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきま

す。この条例は６５歳以上の方、１号被保険者といいますが、この１号被保険者の介護保険料

は、介護保険財政の均衡を図るために３年ごとに見直すこととされております。今回の改正は

２７年度から平成２９年度までの３年間の介護保険料の額の改正になります。新旧対照表をご

覧ください。まず第２条についてですが、この第２条の保険料は、６段階で介護保険料額が定

められておりましたが、平成２７年度からは、介護保険法改正によりまして９段階に改正され

るというものでございます。また、第２条の２になりますが、第２条の２については、軽減措

置が追加されたものになります。 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に議案第１７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１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事業

の設置に関する条例の一部を改正する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。簡易水道事業の鰍沢本町地区を上水道事業に統合するために、現在簡易水道

の補助事業により、老朽管の敷設替え工事を順次実施しているところでございます。今年度末

には、北区と南区の一部、山王地区でございますが、敷設替工事が完了しますので、先行して

北区南区の一部を、この４月に統合しまして、その後、整備状況を見ながら、南区の一部を統

合する計画のため、改正した条例の一部を改正する必要が生じました。新旧対照表をご覧くだ

さい。第１条は上水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。上水道の給水区域

に北区の全域と南区の一部を統合するための改正でございます。第２条は簡易水道事業の設置
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等に関する条例の一部改正で、簡易水道の給水区域から北区の地区にあたる新田町、北新町、

梅林町を削除する一部の改正でございます。３条４条につきましては、鰍沢中区南区の一部を

簡易水道事業から上水道事業に統合した時の地区の改正になります。まず３条は上水道事業の

給水地区に、中区の全域を加える改正でございます。第４条につきましては簡易水道事業の給

水地から本町地区を削除する一部改正でございます。附則につきましては、第１条及び第２条

の規定は平成２７年４月１日から。第３条第４条の規定は規則で定める日から施行すると改正

するものでございます。 

以上で補足説明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０２分 

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

再開 午前１１時１６分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します。 

日程第１９ 議案第１８号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第１２号） 

日程第２０ 議案第１９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５号） 

日程第２１ 議案第２０号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第２１号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２３ 議案第２２号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２４ 議案第２３号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第２４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６号） 

日程第２６ 議案第２５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第２６号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

以上の９議案ついては、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

―――― ６議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第１８号から第２６号までの補足説明を求めます。 

 まず、議案第１８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１８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） 

 詳細は事項別明細書にて説明させていただきます。事項別明細書の１ページをお開きくださ
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い。なお説明に関しましては、歳入歳出それぞれ款、項、補正額を読み上げ、説明欄の主な内

容のみ説明をさせていただきます。 

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

 続きまして資料６ページにお戻りいただきまして、繰越明許費の説明をさせていただきます。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

続きまして７ページをお願いいたします。第３表地方債の補正であります。 

 （以下、第３表地方債補正朗読説明） 

以上、議案第１８号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第１９号および第２０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１９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年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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

事項別明細をお開きください。 

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

明） 

  続きまして、議案第２０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年度富士川町後期高齢者医療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２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

 以上、議案第１９号、２０号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第２１号および第２２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２１号富士川町介護保険特別会計予算（第４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） 

 事項別明細書によりご説明させていただきます。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） 

 前に戻りまして３ページの繰越明許費についてご説明をさせていただきますので、３ページ

をご覧ください。 
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（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

続きまして、議案第２２号 平成２６年度富士川町富士川町介護サービス事業特別会計予算

（第１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） 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第２３号の補足説明を求めます。 

 教育総務課長、野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 議案第２３号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）の補足説明をいた

します。裏面をご覧ください。 

 （以下、平成２６年度富士川町富士川町奨学金特別会計補正予算の朗読） 

 事項別明細書で説明させていただきます。 

 （以下、平成２６年度富士川町富士川町奨学金特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

以上、議案第２３号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第２４号から第２６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） 

 議案第２４号 富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第６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。１ページをお開きくだ

さい。 

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

明） 

 補正予算書の３ページにお戻りください。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

なお、事項別明細書の４ページが地方債の現在高の見込みに関する調書となっておりますの

で、ご参照ください。 

 続きまして、議案第２５号 富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）の補足説明を

させていただきます。次ページをお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 

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

 前に戻っていただき、補正予算書の３ページをお開きください。 

（以下、第２表繰越明許費、第３表地方債補正朗読説明） 
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続きまして、議案第２６号 富士川町水道事業会計補正予算（第３号）の補足説明をさせて

いただきます。次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。 

 （以下、平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算説明） 

 前に戻っていただき、補正予算書の３ページをお開きください。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

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

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

     ここで、暫時休憩します。 

     再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時 １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。 

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２８ 議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算 

日程第２９ 議案第２８号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第２９号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３１ 議案第３０号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３２ 議案第３１号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３２号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３４ 議案第３３号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３４号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３５号 平成２７年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３６号 平成２７年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３７号 平成２７年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３９ 議案第３８号 平成２７年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第４０ 議案第３９号 平成２７年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第４１ 議案第４０号 平成２７年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４２ 議案第４１号 平成２７年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は、平成２７年度の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） 

    ―――― 平成２７年度 富士川町一般会計及び特別会計予算編成の概要説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
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 以上で町長の提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第２７号から第４１号の１５議案については、委員会条

例第６条の規定によって、全員で構成する予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、議案第２７号から第４１号までの平成２７年度富士川町各会計予算は、予算特

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。 

（書記、委員名簿配布） 

お諮りします。 

ただいま設置されました予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第

４項の規定によって、お手元に配付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。 

したがって予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。 

なお、予算特別委員会の委員は正副委員長の互選を行いますので、議員控室にご参集くださ

い。 

休憩 午後１時２５分 

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

再開 午後１時２７分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します 

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

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

なお議案付託表、予算特別委員会分科会名簿、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。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４３ 議案第４２号 新町まちづくり計画の変更についてを議題とします。 

     町長から、本案について説明を求めます。 

 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４２の補足説明を求めます。 
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     企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは、議案第４２号 新町まちづくり計画の変更についての補足説明をさせていただき

ます。新町まちづくり計画の期間延長に伴う各項目の変更を行うものでございます。変更計画

の１ページをご覧いただきたいと思います。１ページにつきましては期間の延長であります。

期間を１０年間延長するものでございます。次に２ページから５ページにつきましては、期日

の変更と人口推計値を実績値に修正し、期間延長につきまして新たに推計するものでございま

す。次に６ページをお開きください。６ページにつきましては文言の追加でございます。次に

７ページをお開きください。７ページ８ページにつきましては名称の修正でございます。続き

まして９ページをお願いいたします。９ページから１４ページにつきましては財政計画策定時

の推計値を実績値に修正し、延長期間を新たに推計するのでございます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由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４４ 議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更について 

日程第４５ 議案第４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨 

             県市町村総合事務組合規約の変更について 

     以上の２議案については、契約変更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） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第４３号の補足説明を求めます。 

 教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 それでは、議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更につきまして補足説

明をいたします。 

この規約は、峡南地区で設置している、いわゆる充指導主事共同設置事業の規約変更でござ

います。地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、法律の条

項目が変わったため、第１条、共同設置に関する市町村中、法律第２８条を第１９条に改める

ものでございます。 

以上、ご審議のほどを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４４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４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨
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県市町村総合組合事務規約の変更について、補足説明をさせていただきます。山梨県市町村議

会議員公務災害補償等組合が、本年４月１日に山梨県市町村総合事務組合と統合すること、及

び富士吉田市の非常勤職員に係る公務災害等の事務を、新規に山梨県市町村総合事務組合が共

同処理をするための規約変更でございます。比較対照表が２ページにございます。２ページ

３ページをごらんいただきます。まず、旧規約のほうでは、第３条の９号に、非常勤職員（市

町村議会の議員を除く。）というように条項がございましたけれども、こちらを削除いたします。

それによりまして、総合事務組合の共同処理と、そちらのほうにするものでございます。それ

から、別表の第２第３条関係の整理がありますが、第３条第５号につきましては、３条５号の

９号の区分でございますけれども、こちらは５号と９号をそれぞれ分けることになりますので、

新しく９号が下になります。まず、５号については退職手当支給事務ということでございまし

て、５号と７号につきましては、富士吉田市が共同処理に参加をしないので、こちらに残しま

して富士吉田市が参加をするのは９号でございまして、こちらの公務災害通勤災害、災害補償

等についての部分について加わると、共同処理をするということで、表が改正になっているわ

けでございます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後１時３７分 

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

再開 午後１時３８分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します 

     ここで、議案第４３号の訂正がありますので、それを許します。 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

先ほどの、議案第４３号の峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更につきまして、一部

訂正をさせていただきます。 

説明の中で、第１条中、１８条を１９条にという説明をいたしましたけれども、１９条を

１８条に改めるという訂正をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４６ 議案第４５号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について 

日程第４７ 議案第４６号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分 

             について 

以上の２議案については、組合解散に伴う関連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。 
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〇町長（志村学君） 

―――― 議案の提案理由説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第４５号および第４６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４５号及び４６号につきまして補足説明をさせていただきます。 

先ほど議案第４４号のところで、言及をいたしましたけれども、山梨県町村議会議員公務災

害等組合が解散をするということで、本年３月３１日をもちまして解散するということに伴い

まして、議会の議決を得るものでございます。併せて、同組合の解散に伴う財産処分というこ

とで、財産につきましては山梨県市町村総合事務組合に帰属をするというものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

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

本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４３分 
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開会 午前 ９時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 第１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、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

手元に配布しておきましたとおりです。 

 また、中込文江教育委員長には、大変お忙しい中ご出席をいただき誠にご苦労さまです。 

 本日は、一般質問の日程になっております。 

 発言時間について申し上げます。 

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

時間を３０分以内にしたいと思います。 

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

します。 

 なお、本日は広報担当から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了

承願います。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１１名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、２番、深澤公雄君の一般質問を行います。 

 ２番、深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     通告に基づきまして質問させていただきます。 

私は中部・五開地域の活性化という観点から、塩の華、かじかの湯、つくたべかんの連携に

ついて質問させていただきます。中部・五開地域には、地域を活性化させる施設として塩の華

かじかの湯、つくたべかんがあります。現在はそれぞれ指定管理者による経営となっておりま

すが、町営施設であり、これを有効活用して、地域を活性化させることが重要です。一つには、

それぞれの施設を線で結ぶ有効活用があります。例えばスタンプラリーなどによる各施設への

観光客の誘導なども考えられますが、現在、どのような取り組みを行なっているのかお伺いい

たします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 
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〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの、深澤議員のご質問にお答えいたします。 

中部・五開地域には、塩の華、かじかの湯、つくたべかん、大柳川渓谷、十谷温泉郷などの

観光資源を有し、このうち塩の華、かじかの湯、つくたべかんの観光関連施設は指定管理者に

よる管理運営を行っているところであります。こうした中、これらの観光資源への誘客は、町

によるＪＲ静岡駅や高速道路のパーキングエリアでの観光ＰＲ活動、県内の道の駅へパンフ

レットの配置、各種フリーペーパー雑誌への掲載、指定管理者による県外のバス会社及び観光

関連会社への営業およびＰＲ活動等を行ってまいりました。また、大柳川渓谷の紅葉シーズン

には、地域の皆さんやつくたべかん、かじかの湯による渓谷散策者への湯茶等の接待などのお

もてなしや観光情報の提供も行っているところであります。この中部・五開筋においては、塩

の華が核施設となり、それぞれの施設に誘導するためのインフォメーション機能を果たすとと

もに、連携を図っ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） 

塩の華を核と考えますと、それぞれの施設を線で結ぶことによって人が動きます。この動き

によって、中部・五開地域が大きな面として活用することができます。これらの３施設が核と

なって地域の資源や人材を引き出すことで活性化へと導いけるものと考えます。先ごろ公表さ

れました富士川町観光振興計画によると、中部・五開地域の活性化策として既存の施設を拠点

として考え、その機能充実と相互連携を推進すると記載されています。中でも３施設の連携は

必要であり、重要であると考えますが、現状では、観光施設としての連携が不足していると思

われます。そこで２つ目の質問としまして、この観光振興計画に基づき、３施設はどのようは

取り組みをこれから行なっていくのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。富士川町観光振興計画では、平林地域、穂積地域、

五開地域を観光三筋と位置付け、国道５２号周辺の都市・田園地域とを有機的につなぎつつ、

富士川町の観光振興を図る計画とし、中部・五開地域は奥行きのある地形を活かし、天神ヶ滝

といった舟運の難所、棚田や里山、雨畑硯、もみじの里など、それぞれの特色や資源の連携を

図り観光振興を図ることとしております。こうしたことから、観光交流拠点となる塩の華、か

じかの湯、つくたべかんの一体的な戦略を図り、情報発信をはじめ、イベント、観光周遊ツアー

の開発など様々な連携策を検討していきた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） 

早急に連携の強化は必要と思いますので、スピード感を持って行動に移していただきたいと

思います。そして地域の施設としての位置づけであれば地域からの雇用も必要と考えます。塩

の華やつくたべかんの最近の話ですと、地域から雇用された方が中途で辞めてしまうという傾

向があると聞いております。そこで３番目の質問としまして、指定管理者に対して、地域雇用
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をどのように指導しているのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

かじかの湯は、平成１８年４月１日から社会福祉法人かじかの会を、塩の華・つくたべかん

は、平成２５年７月１日から株式会社富士川を指定管理者とし、「管理に関する基本協定書」に

基づき運営を行っているところであります。この基本協定書には、従業員の雇用に関する直接

的な条項はありませんが、それぞれの施設の運営目的が、地域の活性化であることから、地域

の人材や資源の活用という観点から、指定管理者に対して、地元からの雇用を要請していると

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） 

実際に、途中で辞めてしまうといったその原因として考えることに、賃金の問題とか雇用形

態や時間、あるいは現場で働く人と経営者との考え方の格差などが考えられますけれども、そ

の辺のところはどのように分析しているのかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

町といたしましては、中途で辞めた方たちの原因の分析は特にしておりませんが、指定管理

者において、今年度は道の駅のオープンの作業があり、ちょっと大変な時期もあったというこ

とでございますが、できるだけ塩の華やつくたべかんにも足を運んで、現場の声も聞いていた

ということでございます。今後も、できるだけ現場で働く人たちの声を聞いていただいて、働

き受けやすい環境をつくっていただくよう、利益が出たら従業員にも還元していただくよう要

請し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） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

道の駅富士川も含めて、指定管理者による経営ではありますけども、すべて町の施設なんで

すね。それで、やはり皆で常に目を向けて、幅広い意見を聞き、工夫改善することが肝要だと

考えます。町としても、もっと積極的に現状の把握をして、指定管理者に対して、もっと踏み

込んでの意見を言っていくべきだと考えます。１番目の質問に関しましては以上で終わりまし

て、２番目の質問に移ります。 

交通網の再編についてです。町営バスのデマンド交通に切り替えたことにより、土日祝祭日

の観光客の足が確保できていない状況にあります。例えばかじかの湯においては平日の来館者

も減少しているとのことを聞いております。また、かじかの湯への来館者減少は、小麦まんじゅ

うやねじり菓子の売り上げの減少にも直結しており、つくたべかん、塩の華の製造にも影響を

及ぼしていると考えます。平日の行き来を円滑にすることと同時に、土日祝祭日の足を確保す

ることが重要であると考えます。デマンド交通の見直し、あるいは土日祝祭日の交通網を改善
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していく考えがあるのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

ただいまの交通網の件についてのご質問についてお答えします。平林、穂積及び五開地域に

おける三筋の観光振興には観光客用の交通手段は欠かせないものと考えております。しかし、

現在土日祝祭日に運行する観光客用の路線バスはありません。このようなことから、移動手段

としまして、身延線の駅から観光三筋へつなげる公共交通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） 

身延線の駅から考えているということでしたけども、具体的にどのようなルートを考えてい

るのか、そしていつごろまでにそういったことをやっていこうと思っているのかをお聞かせ願

えればと思います。 

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） 

身延線の駅からということですけれども、現在方法としましては、朝昼晩それぞれ三筋に向

けた往復をする公共交通の運行を考えております。運行方法につきましては、タクシー会社に

委託をしてデマンド方法でやるか、それが無理であれば民間のバス会社に委託をしてやろうか

ということを今検討中であります。時期はなるべく早い時期ということで考えておりますけれ

ども、最短でも夏以降ぐらいになろうかと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

大変いいと思います。早く進めていただきたいと思います。続きまして２番目の質問として、

鰍沢地区のデマンド交通は、高齢者から使いづらいといった声が上げられていますが、改善す

ることを検討しているのかお伺いします。 

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） 

ただいまの質問にお答えします。鰍沢地区では、昨年の７月からデマンド交通での運行を開

始しております。高齢者には、予約や乗車方法などについて、本庁舎分庁舎の窓口で親切丁寧

な説明を行っております。また乗降調査を行い、道路や利用状況などの確認もしております。

今後はさらに、高齢者の集まる地区のいきいき教室などに出向いて、利用方法等の説明をして

まいります。また、増穂地区から鰍沢地区へ、鰍沢地区から増穂地区へ行きたい場合において、

拠点での乗り継ぎもできるようになっております。このように利用者のニーズに合わせ、見直

しを行なっておりますが、今後においても、時間設定及び乗降所の位置などを含めた運行形態

を改善してまいります。 
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以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

先日ですか、デマンドバス利用アンケートを実施したということをお聞きしていますけども、

聞くところによりますと中学生にもアンケートがとられたということで、中学生に聞いても意

味がないかと思うんですけども。実際のところ、高齢者が使いづらいという実態をどこまで把

握をしているのか、もしあればお伺いしたいんですけども。 

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） 

利用につきましては、鰍沢地区の結果になりますけれども週に２，３回程度の方が多いとい

うことで、主な利用方法が買い物、通院等の部分が多いということで、自宅から目的地までの

往復の利用が多くなっております。やはり、デマンド交通の利用方法について予約が必要とい

う点について、若干まだ面倒だという方もいらっしゃいますし、利用方法がわからないという

方もいらっしゃいます。その辺は先ほど答弁しましたとおり、いろんなところで説明をして覚

えていていただくサービスをしていきたいと思います。今後については、評価につきましては、

鰍沢地区の方についても、便利、非常に便利という方が５５%程度いらっしゃいます。その反、

不便という方も３５％。非常に不便と言う方を含めて３８％程度いらっしゃいますので、その

辺の改善の余地はたくさんまだあろうかと思いますので、こちらでも、皆さんの意見を聞きな

がら、改善していけるものは改善していきたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君）   

先ほど拠点での乗り継ぎができるようになっているということでしたけれども、増穂地区と

鰍沢地区の相互乗り入れが円滑にできてないように思うんですけども、今後この運行形態を改

善してく予定はありますでしょうか。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

現在の運行方法で、３台で運行しておりますと、相互乗り入れ的な運行は現状の方法では難

しいかなと思っております。現在、富士川町内で増穂地区と鰍沢地区を共通している拠点が、

この役場の本庁舎ですとか分庁舎ですとか、富士川病院とか、何箇所がございます。当面はそ

こに時間のすり合わせをしていきながら、乗り継ぎの利用をしていただけるようにしていきた

いと思っております。今後また検討して、いい方法が見つかれば、相互乗り入れ的なことも考

えていきたいと思いますけれども、現状では拠点での乗り継ぎということでご理解をお願いし

たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君）  

デマンド交通はまだまだ工夫改善の余地が多々あると思われます。スピード感を持って取り
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組んでいってもらいたいとます。また今後、運営形態を変更する場合には、高齢者が多いので、

きめ細かい説明とわかりやすい説明をお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告１番、２番、深澤公雄君のを終わります。 

 続いて、通告２番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 

３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

 通告に従いまして、おらが町の地域の問題と、更に県・国とも関連する大きな問題について

質問いたします。 

最初に組に加入していない世帯の現状ですが、町民生活課にも伺いまして、このチラシ等を

踏まえまして、そして２３年に神田議員が質問されていますが、まず、組・区に加入していな

い世帯について伺います。約１０％と聞いていますが、現状はいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ただいまの川口議員の質問に対してお答えいたします。 

本年２月１日現在、町内の特別養護老人ホームなどの福祉施設入所者世帯を除く、世帯数は

５，８５１世帯であります。このうち、７６８世帯、世帯数の１３％が組へ未加入となってい

ます。特に民間で経営するアパートなどの集合住宅においてその傾向が多く見受けられます。  

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） 

１３％というとかなりの数字でありまして、この２６年度の数字ですね。山間地の地区に比

べまして、舂米、小林、最近、住宅も増えております。あるいは青柳は１，３００戸を占めて

おりますが、これらの地域が組みや区に入ってない。ともにまちづくりをするということで、

町の地域の問題を共有しながら、汗出し、知恵出ししていく必要があると思います。 

２番に移って、この問題でも、町はどのように認識されておりますか。伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

お答えします。 

自治会は、隣近所に住む人達で自主的に運営されている最も身近な住民組織であります。日

頃から親睦と交流を通じて連帯感を深め、地域に共通する様々な課題をみんなで協力して解決

する役割を担っております。特に近年では災害時の助け合いなど、安全で安心なまちづくりの

実現に必要不可欠な組織と考えております。このようなことから、加入者の減少は地域力の低

下や、安全で安心なまちづくりの実現に影響があるものと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 



 ３４

〇３番議員（川口正満君） 

先ほど、災害時のという話がありましたが、今や災害が、地震・雷・火事・親父ということ

で、災害防災訓練を、あるいは火事のときに、ともに相互扶助するという助け合いができるよ

うなシステムをどのように、具体的にしなければいけないかと。２３年から改善が見られない。

さらにこの町は人口を増やしたいというわけですが、転居・転入する人たちが、特にアパート

の人たちは、すぐにも転居するから面倒だというふうなことで、町・地域づくりにともに参加

できないと。そのへんを、やはり、具体的に着実に区長会等を通じてで進めていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ご指摘の点でございますけれども、これまでも家主さんと話合いをするというようなことを

続けてまいりましたけれども、家主さんの経営方針とか、そういうものと合致しないという部

分がありまして、理解をされていないところだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

改善の方向に向けて取り組んで欲しいわけですけども、今、防災の観点、子どもをめぐる事

件も多々多い。交通の安全だとか、あるいはごみ、環境の問題。そして、高齢者も増えるとい

うことで、お互いに支え合うという観点。そしてご近所。いわゆる自助からさらに近所という

ことも必要になってきます。ぜひ町民生活課を中心として、まちの新しい目標として区長会を

通じて、より踏み込んだ、具体的な取り組みに進めていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ３番でいいですか。３番までいったということですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

そうです。３番です。そういう加入を促進する施策を一歩踏み込んでお願いしたいと思いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     今のは３番ですか。３番が終わったということですか。 

     では、次に行ってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

２番のリニアが・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

リニアに、次の質問に移るということですね。 

暫時、休憩します。 

休憩 午前９時２５分 

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

再開 午前９時２６分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

権利と義務という観点で、新しく転入される、あるいは今まで住んでいる住民に加入を促進

するために、どのように具体的に施策を行うか伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

先ほどお示しいただきましたＰＲの案内等につきまして、今後も窓口におきまして配布して

まいりたいと思っております。また、組への加入につきましてですけれども、基本的には住民

の任意ではございますが、今後も未加入割合の多い集合住宅の家主さんや居住されている方を

中心に、区長会におきまして、区長組長と連携を図りながら加入促進を行うと共に、自治会加

入の意義やメリットについて、しっかり伝えてまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この町は総合計画においても協働というものを目指しておりますが、さらに１３％の皆さん

にも積極的に加わっていただきながら、ともにまちづくりを目指したいと思いますのでよろし

くお願いします。 

それでは大きい２番に移ります。リニアが町に及ぼす影響について５点を伺います。リニア

は世界初の超電導浮上方式走行技術であり、自然環境や地下水脈を破壊する危険性に満ちた事

業と指摘せざるを得ません。町内では沿線住民の不安が増しており、将来にわたり住民の生活

にも大きな影響を及ぼす事業であると懸念しています。富士川町は「暮らしと自然が輝く交流

のまち、生涯快適に暮らせるまち」を目指しています。しかし巨大トンネルの出入口が建設さ

れる仙洞田地区には、膨大な土砂が渓谷を埋め立て、自然に対する挑発的な事業となる。さら

に、この町内は高架橋による日陰など、町民に深刻に苦痛をもたらし、招かざる国策プロジェ

クトが建設されようとしています。最近は、日陰や防音、振動の影響や、工事中の町に及ぼす

影響の不安、懸念が大きくなり、「困ったもんだ」「あんなもの乗らん」「いらん」という声も多

くなっています。町は、住民の立ち位置に立って、リニア問題に対して真剣に、熟慮検討して

いく必要があります。先月、後藤新知事はＪＲ東海に対して、住民に対して、丁寧に説明する

ようにと要望しました。町長は県とともに、まず住民の理解と協力を得られるよう、ＪＲ東海

と対峙し、事業の危険性や影響が発生しないよう取り組むべきと期待しております。まちと。

町と町民が多大な影響を受ける５つの大きな問題点について伺います。 

まず、リニアが地域を活性化していくためにどのように役立つのか。まちの活力を増して、

プラスとなる面についてお聞きします。 

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） 

川口議員のリニアの町に及ぼす影響ということで、プラス面についてのご質問にお答えさせ

ていただきます。 

リニア中央新幹線は、大都市圏を結ぶ、人、物の輸送能力の向上、そして、それに伴う経済
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効果の飛躍的向上を大きな効果として考えております。本県におきましても、その効果を期待

しているところであり、当然、当町におきましても、リニア山梨駅があることから、少なから

ず同様の効果があるものと考えております。また、今後検討される明かり区間の防音壁の状況

によっては、リニアの走行シーンを見ることができる公園整備などにより、観光振興効果が期

待できることや、さらに、財政的な面では、固定資産税の増収が期待できるものと考えており

ます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

今、リニアが与えるプラス面の質問をしたんですね。通告はプラスとマイナスが出ています

けれども、よろしいですか。 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ただいまの回答、見方は地区の説明会において、ＪＲ東海が答えたような視点であったのか

なと。もう少し町民に、この町にとって、固定資産税の増収は考えられますが、さらに加えて、

町民の生活、わが町の将来にとってのプラス面をどのように考えておりますか。 

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） 

プラス面で、先ほど申し上げましたように、人・物の輸送能力の向上に伴っての町への恩恵

があること。また、リニアの走行シーンを見るような機会ができれば、観光振興にもつながっ

ていくものと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     やや、浅いメリットと見ているように伺いました。続いてマイナス面。１点目の質問で、マ

イナス面について伺います。 

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） 

マイナス面についてお答えさせしていただきます。住居を移転せざるを得ない沿線住民の皆

様の生活が大きく改変することや、騒音問題、長期にわたる工事の問題など、大きな影響を受

けるものと認識しております。このようなことから、町としましては、今後、様々な影響や問

題に対して、ＪＲ東海、並びに県と協議をしていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町の認識に関して、マイナス面に関して、巨大トンネルによる、自然輝くこの町に環境への

影響や１０年にもわたる工事用車両の往来。扇状地の高架橋による水資源への影響、沿線の住

民は日陰被害について日々不安と心配が増しています。リニアは高速性を目的にしていますが、
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多くの障害や難題が、さらに危険性もあると思います。町にとってどのように障害、影響が大

きいものか重ねてお伺いします。 

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） 

     先ほども申し上げましたように、住民生活が大きく改変することとなど、また騒音、工事に

よる騒音振動等が懸念され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） 

リニアがこの町に与える影響に対して極めて甘いかなと。住民目線とは相当離れているなと

感じるわけですけども、小林など町民がリニアにより直接的に生活や健康、農家の暮らしを直

接的に壊される実情をどのように受けとめていますか。天神中條の住民が生活すべてに関わる

問題である。土地を提供するから高架橋のもとに、下に住んでくださいなど、ＪＲ東海に対し

て住民は苦悶を訴えていました。これは小林の住民は用地には、一歩たりとも入らせないと反

対の意思を固めています。住民は平穏に住み、生きがいを感じて農作業をしていた住まいや畑

を転居や日陰などにより、耐え難い苦悩苦痛をこれから強いられようとしています。ＪＲ東海

がこれまで行った地区説明会は、回答や説明が全く不十分だったので住民は不満が続出でＪＲ

に対して不信感を抱いています。リニアは町全体にとって魅力や活力を削ぐとも考えられる。

町民が地域から離れ、農業をやめ、また若者が返ってこないことも予想さ、地域の力が低下す

ることも予想されます。このような町民の現状を考慮して、沿線住民の目線に立って、リニア

に対して町民に影響するマイナス面をさらにどのように深刻に受けとれるか、町長に伺いたい

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） 

     川口議員の質問にお答えいたします。リニア中央新幹線につきましては、当初は市川三郷町

を通り、鰍沢口の上を通りながら、赤石山脈を通過するという計画を当時持っていた方々もお

られました。しかし、いろいろな文献調査、あるいはボーリング調査等をする中でそこのルー

トではうまくないということから、山梨駅の問題もあったと思いますけれども、盆地を回って

行きながら釜無川を過ぎたころから南下し、そして富士川町を通過する土地からまた西へ向

かっていくというこのルートが一昨年の６月に発表されました。この町をかすめるということ

は今までわかっていたんですが、鰍沢の駅前で、この峡南地域も６町揃って、県あるいはＪＲ

東海に、ここにリニアを連れてきてください、駅を造ってくださいという運動を長年やってき

たわけです。そういう中で、当初のルートとは、予想よりも変わりましたけどもこの富士川町

縦断するルートになりました。これは国家的プロジェクトで、今後行われる事業ですから、通

過する、あるいはそこの土地を提供していただくところの住民の皆さんには懇切丁寧な説明を

する中で、そしてしっかり補償交渉をしながらやっていただきたい。それが町の思いでありま

す。町がああしますこうしますというのは町の事業ではありませんからできませんけども、先

ほど課長が申し上げましたように、沿線住民の皆さまが大きく変革してしまう。そこが一番の
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大きな問題であります。それと併せて、騒音の問題、長期にわたる工事の問題、工事に伴うい

ろいろな問題が出てきます。それには影響を受けるという認識はしておりますので、今後も地

域住民が、同じ出るにしても影響が少ないような、そしてまたしっかり補償がいただけるよう

な交渉を、町も住民の皆さんとともに県を通じながらＪＲ東海と協議をしていきたいと考えて

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） 

     今１点目のプラスとマイナス面について伺っていますが、町民の不安や懸念は日ごとに増し

ていて、測量調査や工事前の紛糾、混乱、工事中の重機やダンプや生コン車の往来で騒音、ほ

こり、二酸化炭素の発生など、さらに工事後には深刻な日影、騒音、振動電磁波などの影響懸

念。地元にメリットがないリニア１２両編成が５分間隔で走行する。さらに、地域と町全体の

価値も低下しかねない。町に及ぼすリスクやマイナス面が大きいこと。町民すべてが、この大

きい深刻さについて関心を持つべきです。町民憲章では「ぬくもりを大切に 笑顔あふれる町

をつくります」と謳っていますが、リニア問題が起きてからは、笑いも少ない町になっていま

す。町長にはくれぐれも町民に寄り添った町政と、沿線住民などの懸念、不安などの問題点を

解消していくために、県やＪＲ東海に対してご尽力をお願いします。そしてわれわれ町民は、

対岸視することなく、リニアに対してプラス面を支持できるのか。一方、町の将来にとり生活

上の不安や懸念、環境上の危険性が増してマイナス面が大きくて困ったもんだと真剣に考えな

ければなりません。未来を担う若者も含めて、町民すべてがリニアに関して適正な情報をもと

に知ること、理解して安心して受けられるどうか判断することが責務と考えます。なお、長野

県大鹿村は、トンネルの西側になりますが、村長は迷惑施設と明言し、数年前から住民の意見

をまとめ、２５年には村の意見を付してＪＲ東海の回答をホームページに公開しています。村

民と一体となって、村全体の自然環境と利益を確保するために早くから取り組んでいることを

伺いますので参考にしたいと思います。 

     ２点目の質問に移ります。町民は、県が用地買収に協力するということで、どのように進め

るのか。町の対応策について関心があります。県とＪＲ東海とは全国でも例がない有償での委

託業務を行います。さて県と町とは、どのような契約となるのか。県からの要請により、どの

ような業務に関して協力するのか伺います。 

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） 

     県からの委託等についてのご質問にお答えします。 

県では、昨年１１月に、ＪＲ東海と用地取得業務についての受託協定を締結したところであ

ります。その後、県から町に対する用地取得業務の要請については、現段階において受けては

おりません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
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現段階では要請あるいはどのような契約の行為なのか、受けてないということですが、どの

ような見通しになるのでしょうか。県の業務を代行するならば、対価が要求できるんでしょう

か。伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     珍しい形態とおっしゃいましたけれども、今、中部横断自動車道の用地取得も県が受託をし

てやっています。リニア実験線も山梨県リニア用地課を作りながら受託を受けてやっています

から、決して珍しいわけではないですね。ＪＲ東海はこの地域のことはよくわかりませんから、

複数の市町村にまたがるものですから、県が受託を受けて用地取得をやっていく。そんなこと

で、これまでリニア実験線の用地取得の状況を見ますと、県が地元市町村の協力をいただきな

がらやっていく部分ですから、町が県からまた再委託を受ける、今回どうなるか全然わかりま

せん。わからないから今課長が現段階では受けておりませんとお答えをいたしましたけども、

今後どういうところまで、県から要請がくるか分かりませんけども、それがまた、受託契約と

か、どうなるのかもわかりません。しかし、この地域の状況を一番知っているのは地元役場で

すから、県から当然一緒にお願いしますという業務は来るのではないかなと思っています。当

然そこに携わる経費が発生すれば、町は県にその分の金額は要求していく考えであります 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     先ほど県内で、県が協力して用地買収ということですが、ほかの新幹線においては、県の行

政が協力しているというのは見られないようです。今おっしゃられました県に対する協力とい

うことで、有償での契約もありうるということでよろしいですか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今言いましたのは、契約になるかどうなのかも分からない状況です。そういう中で県からは

協力要請はあるでしょう。もし協力したところに、町が独自に支出を伴うようなものがあれば、

その分については県に要求をしていくと、こういう答弁をさせていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町の職員あるいは行政の資源は限られています。町の職員を動員して、役務の提供を長期に

わたって協力作業を行う場合は、この業務協力に関しまして、前広に開かれた町政として、町

民に、あるいは議会に早目に説明するべきと考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

今現在わかってないことについて、今答えているわけですから、その内容を今ここで聞いて

も同じ答弁しかできないと思います。まだ今要請をされていないということですからその中身

を聞いても…。 

町長志村学君。 
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○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

限られた役務の提供という話がありましたが、この町はリニアが通るんです。そこで困る住

民がいるんです。その人と一緒に寄り添って町がやっていかなければならない。そこに役務を

提供するのは、決して悪い問題じゃないと思います。住民の皆さんも、ＪＲ東海あるいは県が

技術的な細かい高度な話をしてきてもよくわからないじゃないですか。それよりも住民の皆さ

んが今何を困っているのか、そこを一緒に町も考えながら、そして住民の困っていることを県

とＪＲ東海に伝えて、これは国家的プロジェクトですから、今さらもう間に合わないと思いま

す。中部横断自動車道にも、まだまだごねている人もいます。すべて土地収用法がかかりまし

た。これも国家的プロジェクトですから、最初から賛成なんてことは私も考えておりませんけ

れども、そこはしっかり今後交渉をもし議員が限られた町の役務だからそういうことはするな

ということであれば、町は手を抜きますけれども、そんなわけにはいかないと思います。いく

らお金がかかろうが、人件費がかかろうが、住民の皆さんと一緒にこの問題を解決していかな

ければならない。私はそういうつもりでやっていますから、今後もリニア担当は置きながら、

しっかり住民の皆さんが困っている部分を町もいっしょに吸い上げながら、ＪＲ東海、あるい

は県には強い姿勢で交渉へ臨んでいく。これからは個人的な交渉も出てきます。今までの説明

会の中では、個人的な補償の部分は千差万別になりますから、それは個々の話になりますよと

いうことで終わっていると思うんですね。これから、まだどこまでどういうふうにリニアにか

かるのか、用地もわかりません。そういう中で不安だらけです。そういう不安を１つでも解消

できるように町は役務を提供しながら今後やっていきますけれども、それで県から要請をされ

た件について、町が新たに負担を生ずるようなことがあれば県にその分は請求をしていきます。

県はＪＲから委託金をもらっていますので、その中から町の負担は県が補償するように、そう

いうことはやっていきたいという答弁をさせていただいたところです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町長の住民に寄り添って対応していくということで安堵しておりますが、さらに住民には理

解と協力を得ながら、安全、安心して暮らしてもらえるよう、よろしくお願いします。 

３点目に移ります。３点目はこの町内、巨大な高架橋による上下水道、地下水脈に及ぼす影

響です。皆さんもご覧の環境評価のあらまし、これには扇状地における高架橋による環境評価

や水源水脈への影響について記載がない。当町などから環境評価の要請がなかったので、調査

範囲を軽視し基礎調査をしないで、県内でわずか１２カ所の湧水と井戸水の調査をしただけで

す。鉄筋コンクリートの杭の深さは１０メートル以上になるでしょうか。扇状地は砂礫層であ

り、伏流水と湧水、井戸水が多くあります。地質調査しなければわからないとして、高架橋が

何棟も建てられるので、生活用水、農業用水、水質の悪化、水量減など必ず影響があると懸念

します。そこで質問です。ＪＲ東海は、利用者の責任と負担において、町の扇状地の特性を踏

まえて、地下水、井戸水、湧水の調査した上で、河川水源の上流から下流まで、地下水に及ぼ

す影響を防ぐよう対応すると思います。町は同社から直接調査協力の要請を受けているのか、

受ける予定があるのか、町はどのように協力していくのか。見解を伺います。 
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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） 

事前調査についての質問にお答えします。 

現在ＪＲ東海において、町内の水資源に関する調査を実施しています。町としましては、こ

の調査に関し、地域の状況や町営水道施設等の照会に対して情報提供を行ったところでありま

す。また、今後も調査等に関して、可能な限り情報提供をしていきたいと考えております。な

お、影響の抑制につきましては、当然事業主体であるＪＲ東海の責任において対応されること

であり、今後の事業協議の中でも要請していきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

１つ確認ですが、町が調査を始めているということですが、ＪＲ東海とは何か契約行為を交

わすことはありますか。 

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） 

町が実質の調査をするということではありませんので、情報提供等についてはしていくとい

うことで、特に契約等はございません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この高架橋、扇状地における地下水脈に影響する場合、着工後に水源、水脈、水量、水質な

どトラブルが発生した場合、復旧、復元作業が必要となる場合は、町はどのように補償を要求

するのでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ＪＲ東海と契約をしていくのは、多分そこの用地の地主さんと契約はしていくと思います。

町も当然、スポーツ広場、体育館、児童館、殿原住宅は町の施設の上を通りますから、そこの

部分は契約があると思いますが、それ以外には契約行為というのは、町は関係ないと思います

から、契約はないと思います。個人の所有権のあるところとは契約をしていくと思いますけれ

ども。ですから契約の部分は、先ほどから契約と言っていますけども、それはないと思います。

町が契約するものがないですから。ですから、その契約はそんなご理解をいただければと思い

ます。また、この工事が起因して水源が枯れたとかいろいろ影響が出た。実は、実験線のとき

に数か所あります。御坂で水が枯れた、八代でも水が出なくなった。ＪＲ東海がちゃんと水源

を確保し、着工以前よりもいい水質の水が、今、あの地域に提供されております。先ほど課長

が答弁したように、そういった影響があれば、ＪＲ東海の責任においてちゃんとしていただく。

これは基本だと考えております。 
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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） 

     １点だけ確認です。この町の上下水道の管路は道路下に敷設されているので、その給配水管

を人為的に移設するための影響調査や移設費用は、これはＪＲ東海の全額負担になると思いま

すがいかがですか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     上水道にせよ、下水道にせよ、地下埋設物で工事をしてあります。しかし、交差をするとこ

ろがＪＲ東海のルート上だけです。ですから、このリニアが出るからといって青柳の下水を敷

設替えすることはありません。ＪＲ東海のルート上と既存の道路が交差するところがあります

ので、１２月議会に予備設計の調査費をさせていただいた。どこでどう交差をするのか。どう

いう道路を付け替えていかなければいけないのかというとこで、今予備設計をやらせていただ

いていますけれども、今後そういうカ所において、上水にせよ、道路にせよ、下水道にせよ、

それに伴う敷設替えが出れば、これは原因者負担ということでＪＲ東海の負担になります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは４点目、日照問題、日陰の被害について伺います。甲府盆地は明かり部が多く、全

線のうち７７％を占めることになり、県内での日陰被害は、生活と健康、農業活動に極めて大

きい状況です。沿線住民の懸念と苦痛について町長も十分にご承知と思います。高架橋２５メー

ター。フードが１０メートルあり、県立病院の７階建てより高い建物、巨大な高架橋が町内を

横断する。住民の生活や農作業に直接、間接にどのように影響があるのか。また地域の分断と

なり、ご近所付き合いもできなくなり、地元の説明会ではリニアは百害あって一利なしと、農

山村の牧歌的で平穏な生活を守りたいので地下を通せという意見もあります。日影による否健

康な生活を強いられる被害、精神的な苦痛であると住民は訴えています。日陰被害に関して、

これまでの情報で参考までに申し上げます。国の指標では金銭補償としているが、詳しい条件

は示されず、状況に応じて個別に交渉をするという。住民は、家族や親戚とも相談する必要が

あるが、検討材料を書面では提示されていなく、不安が増すばかりです。国の基準では、橋脚

から５０メートル内が補償。１日の日影が４時間は補償されない。５０メートル外でも日陰が

５時間以上の場合は補償。日陰補償は驚くべきことに、工事完成後の支払い。工事中は補償さ

れないわけです。すべての補償対象に対して、補償期間は３０年だけという国の通知がある。

その期間は３０年限りとして１世代に対して補償を完了し、その後は忍従を強いることになり

ます。生存権や人格権を無視した条件です。すべての補償案件において３０年後は自己負担と

なること。どのように受けとめますか。生活環境の被害に対して補償対象の範囲には、暖房費

用や乾燥機の電気代も補償するというが、日射しは、町や地域、我が家の財産です。沿線約

１００メートルほどにお住まいの方にも、冬にはこの日向、陽だまりを奪われることになりま

す。農作物の補償では現在の収穫量を出荷証明で記録しておくことが要件であり、補償額につ
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いては未定です。自家消費の家庭菜園は田舎人の楽しみですが補償の対象外です。町長はこの

日照権の被害に関して、とても受けられないこのような条件に対して、町が住民に代わってＪ

Ｒ東海に対してどのように対応していくか伺います。 

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） 

     ＪＲに対しての対応についてお答えさせていただきます。これまでの事業説明会を通しまし

ても、町が代弁するまでもなく、直接住民の声がＪＲ東海に届いていると判断しております。

何地区は実施しておりますけれども、日陰等について住民の心配、懸念は伝えているかと思い

ます。町といたしましては当然、事業者の責任において、今後も真摯な対応されるよう、事業

の協議の中で要請をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

日陰の被害は、町民の生存権や基本的人権をも脅かすものであり極めて深刻です。住民の真

意や苦悩は決して対価を求める補償条件をめぐる交渉ごとではありません。家族の健康を守り、

平穏に暮らすための生命やご近所とともに、子々孫々の将来の生活にかかわる死活の問題です。

町は最大限に住民の不安や懸念を解消できるに、環境評価調査をやり直すようＪＲ東海に要求

する対応はできませんか。見解を伺います。 

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） 

     環境評価につきましては、昨年、国に出されて、国で認可されているということになってお

ります。それは十分協議されたと思います。町として今現在でやり直すというようなことを言

うことはできないと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     地区の説明会において、ＪＲ東海が答弁したようなお答えだったので、ちょっと残念ですが、

実験線の沿線住民は日々苦悩を増しています。さらに住民が強く求めている再度の説明会と、

説明だけでなく要望の会を開くように要求しておりますが、これらに対して対応をとる意思、

見解がありますでしょうか。お願いします。 

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） 

それらの要望につきまして、またＪＲ東海の方には伝えていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     住民の目線に沿ってお願いいたします。 
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５番目の質問に移ります。赤石山脈の軟弱地番を掘削する長期のトンネル工事は、土砂災害

や水資源、水枯れの影響が懸念されます。周辺は分水嶺であり、櫛形山付近は岩石がもろく、

モンゴルナイトという滑りやすい鉱物が多く、十谷地区も山崩れが懸念されていて脆弱な地質

です。地質・地震学会などに意見を聴いて、地震や集中豪雨の対策を適正に反映するべきです。

アルプス山脈の水瓶に大穴をあけるとはとんでもないと、怒りの声ばかりです。多量の土砂を

掘削、搬出、仙洞田地区に埋め立てることが、天災地変が近い将来あり得ることも想定されて

いて、取り返しのつかない事態にならないか懸念します。そこで質問です。自然環境への影響

や生活に支障が発生する場合、車両の通行を許可しないための方策を考えるべきと思います。

町の見解を伺います。 

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） 

トンネルの掘削や土砂埋立等の工事に起因して発生する問題につきましては、当然、事業者

であるＪＲ東海が、その解決に向け対応すべきものと考えております。また、住民の生活に甚

大な支障をもたらすような状況が発生した場合については、町として、速やかに改善されるよ

う求めていく考えでおります。なお、工事車両の運行に関しては、国土交通省が定める「建設

工事に伴う騒音振動対策技術指針」、並びに「山梨県土砂運搬適正化指導要綱」等の現行例規に

基づき実施されるものでありますので、これらを順守するように要請していきたいと考えてお

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） 

     今対応の姿勢については伺いましたが、静岡市は制定条例としまして環境を破壊する事象が

発生する場合は、リニア工事を中止させるという市民を守るための条例をすでに制定しており

ます。本町でも条例を制定するお考えはありませんか。伺います。 

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） 

     これまでどおり工事車両に伴う指針、要綱等を順守していただくように、強く要請していく

こととして考えておりますので、条例等の制定は考えておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

改めて深刻さについて３点あります。巨大なトンネルを設けることによっての自然環境に及

ぼす影響。それと高架橋による水資源への影響。それと日陰の問題による住民の生活に及ぼす

影響。これらの大きい問題点があるこの町は、ほかの市町村に対して、モデルケースとして深

刻に取り組んでいく必要があると思います。静岡県では、大井川の上流で毎秒２トンも水量が

減ると予測され、大きく取り組みを推進しております。先ほどの長野県大鹿村の例などもあり

ます。 

まとめとしますが、リニアは南アルプスの山々や都会の地下４０メートルを掘削する大自然
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に対する挑発的な巨大工事です。地震、豪雨などの自然災害の猛威・脅威がこの町にもあり得

るわけで、走行技術や建築土木の人類にできる英知も無力となります。ＪＲ東海は、安全で大

丈夫です、基準以下です、事前調査で影響は小さいと予測します。と説明していますが、町内

にも空恐ろしい、安全神話が起きなければと懸念します。町長には、災害に強いまちづくり、

夢と希望を持てるまちを目指してほしいと思います。リニアは走行技術に危険性、不安であり、

沿線住民への負担や犠牲が深刻に発生する。赤石山脈への自然環境や町民の生活と健康への影

響が大きく、事業の経済性の面でも問題が山積みの事業です。今の新幹線ならば、５０年間無

事故で安全安心であったり、今の中央線のルートに変更してくれると、都会とも効果的に交流

でき、地域にも貢献すると考えます。また、建設コストと完成までの時間も大幅に短縮でき、

安心感のある我が国と県や町にとっても歓迎されると思います。 

以上、リニアについて、大きな問題点、この町への影響について皆さんで考えていただきま

した。リニア関連の町政の遂行に当たっては、住民の目線で、住民に寄り添って、温もりの対

応を期待します。国や県、地方自治体は、大き過ぎるリスクを背負ったままリニア事業をこれ

以上進めず、凍結の道を選択するよう提言して終わりとします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告２番、３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１０分 

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

再開 午前１０時２０分 

〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 

 続いて通告３番、９番、長澤建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） 

９番長澤です。国の政策として、地方創生が進められています。今議会でも補正予算で、交

付金が追加されました。しかし、これから何十年と、この地方創生のための交付金がでる保証

というものはありません。本来、地方創生というものは、国が掲げるのではなく地方自治体か

ら率先して、発信するべきものではないのでしょうか。地方創生、少子高齢化は、富士川町で

も、これから、長い永遠の課題となる問題と思います。サービスを低下せずに、地方自治体の

財政基盤を揺るぎないものにするには、自主財源を上げ、人件費を減らす。この２つしかない

と私は考えます。学校教育、医療、警察、消防、その他、直接、国民生活に必要な行政サービ

スのほとんどは、地方自治体で提供されています。ということは、地方行政こそ優秀な人材が

必要となります。富士川町独自の地方創生、魅力あるまちづくりに職員は取り組んでいただき

たい。ということで、今回は職員の体制、行政が稼ぎ出す政策について何点か質問したいと思

います。 

それでは通告に基づいて質問したいと思います。質問の１つ目です。年功序列ではなく、仕

事ができる職員を昇格させることは必要だと考えます。現在行われている、人事評価制度をど

のように活用しているのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

     長澤議員の質問にお答えします。人事評価制度は平成２２年度より試行をし、平成２５年度

から課長職より段階的に実施してきました。平成２６年度は課長職からリーダー職までを対象

に実施し、明年度平成２７年度につきましてはすべての職員での実施を予定しております。人

事評価の内容については、目標に対する達成度を評価する業績評価と、目標を達成するための

プロセスを評価する能力態度評価であり、評価基準に基づき、昇給に結果を反映しているとこ

ろであります。また、評価の内容を踏まえ、能力実績に応じた人事配置や上位の職への昇任の

判断材料とすることで、従来の年功序列による体制から脱却し、能率的で効果的な組織の体制

を確立するとともに、職員の能力開発などの人材育成にも、これを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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

ぜひ、しっかりと評価をしていただいて、優秀な職員の育成をお願いしたいと思います。次

は、スペシャリストの育成に対して質問します。仕事が出来れば大勢でやる仕事を一人でやる

ように、また短時間で終わらせるような、人件費経費の削減にもつながると思います。今、２、

３年程度で職員は課を異動していますが、各課の内容を覚えるのは非常にと思います。しかし、

仕事を重ねれば自分の適任もわかってきます。複雑多様化した住民サービスの対応のためにも、

スペシャリストを職員の育成をすべきと考えますが、町の考えを伺います。 

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） 

お答えをいたします。近年の地方事務におきましては、専門性の高い分野の事務量が増えて

きているのは、議員のご指摘のとおりであります。また、合併の効果の一つとしまして、専門

職の職員配置を進めることができたわけでありますが、福祉保健等の分野では、医療費の増加

を防ぐための保健指導や栄養指導、介護福祉資格者による相談業務など、高い専門性が要求さ

れる業務の需要が増加していることから、今後とも質の高い人的対応が必要と考えております。

なお、職員全体では、人事異動等により若い世代はできるだけ多くの分野を経験するよう配慮

し、そうした中で個々の適性等を見きわめながら、適材適所の人事配置を行なってまいりたい

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） 

     福祉保健の部分でやっているというお答えですが、ほかの課として、例えばどのように、ペ

シャリストの職員を育成しようか、考えがあれば伺います。 

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） 
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   職員につきましては、関連団体が行なっております、さまざまな研修等もございますし、そ

ういった研修にも積極的に参加をさせていきたい。それによりまして、それぞれのスキルアッ

プを図ってまいりたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     今、保健福祉分野ではという、個々のところを言いましたが、これは全市町村同じだと思い

ますけれども、やはり福祉も専門化してきています。そして、福祉施設の職員は全然変わって

おりませんので、役場の職員があんまりころころ変わることは、福祉の政策推進には影響が出

てくると思いますので、そういった専門職を含めてスペシャリストを作っていかなければいけ

ない。一方、他の分野におきましても、特に言えるのは、建設関係、建築関係であります。や

はりこれも業者は全然変わりませんので、用語も建築用語、建設用語がわからないような職員

では仕事が進まない。また税も、企業は全然変わりません。そこには専門家がいると。町がこ

ろころ変わるようでは、やはり税の対策もできないと。今のところ考えておりますのは、福祉、

税、建築・建設業関係のスペシャリストを育成していかなければ、町もいろんな要望、あるい

は物事に対処できない、こんなふうに考えています。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

今、建設の言葉も出ましたが、次の質問にも関連してきますので、次の質問に移りたいと思

います。今、大型の公共事業の変更契約というものが目立っております。最近では道の駅やヘ

リポートなどがありますが、適正な設計管理ができないのであれば、定年になった建築士、施

工管理技士などを嘱託職員で雇い、管理強化すべきと考えますが、当局の考えを伺います。 

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） 

お答えいたします。 

今年度の公共事業は１４６件で、このうち変更契約につきましては金額変更が２９件、工期

変更が１４件、内容変更が２件、金額及び工期変更が２件、合計４７件となっております。昨

年度は２月の雪害のため工期変更が多くありましたが、例年、あまり増減はない状況で推移し

ております。通常土木工事は、職員が測量設計積算まで行いますが、詳細な検討が必要な設計

測量は、建設コンサルタント、測量コンサルタントに、また、建築工事は設計から工事施工監

理までを建築設計事務所に委託しております。こうした中で、一部の工事請負契約におきまし

て大きな変更契約ありましたが、現場状況や施工方法について、設計業者と工事請負業者との

間での食い違いが生じたことが主な変更の原因であります。今後このようなケースが生じない

ように、職員は現場の状況をよく確認把握し、委託内容を整理した上で、適切な設計業者を選

択してまいりたいと考えております。また、県や各種団体の研修会等に参加させるとともに、

定期的に土木職の職員を採用し、職員の技術向上や技術力の育成に努めてまいりたいと考えて

おります。なお今後、公共施設再配置計画に基づく建築や、リニア中央新幹線に伴う公共施設

の移設など、建築工事が増加することから、１級建築士を嘱託職員として採用していきたいと
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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） 

ぜひ、管理強化していきただきたいんですけれども、ただ１点、やはり大型の事業、コンサ

ルタントが入っている事業が、割と変更が目立ちます。土木業者とか建築業者というのは、よ

く指名停止という罰則もありますが、コンサルタントは設計し終わっても、それっきりという

ところも見受けられるので、特にペナルティというものがないですが、もし町で今後そのよう

な事態が起きたときに、ペナルティという部分を考えているかどうかお聞かせください。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

土木業者につきましては、点数制度を採用したり、事故等ありましたら労働基準局の関係も

ありますからペナルティがあるわけですが、コンサルタントにつきましては、そういうのが現

在ありません。これは富士川町だけの基準でやっても意味がありませんので、また、国、県と

も協議をする中で、もしそれが必要であれば今後検討していきたいなと思っています。さらに、

これまで建設コンサルタントにせよ、測量コンサルタントにせよ、現状がよくわからないとい

うことがあります。特に建築の場合が、甲府市役所の問題ではありませんけれども、これから

重要になってくるのかなと思っております。その場合に今度は、ペナルティというより先に、

人身事故とかはない業種ですから、入札参加をさせる時に、金額に応じてその会社に一級建築

士が何人いるのか、金額が多くなればなるほど、そういった横の連携、あるいはいろいろな目

で見てもらえるような設計をしていただくために、新たに建築の入札参加をさせる業者につい

ては、そういった一つの役場内での基準を作っていきたいということは考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

分かりました。 

では次の質問に移ります。４番、民間企業の仕事を経験するのも職員の能力向上につながる

と思います。以前職員を民間企業に派遣していましたが、その効果と今後の考え方について伺

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） 

答えいたします。町では職員の資質の向上や能力開発を目的に、山梨県庁や町村会など関係

団体への派遣を行い、成果を上げてまいりました。また、平成２２年度には民間企業への職員

の派遣を行いました。この派遣では、技術職員を建設事業者に派遣したわけですが、立場を変

えて請負業者として現場に携わることにより、広い視野での現場を把握することができ、復帰

後の現場管理指導に大いに生かせたと考えています。こうしたことから今後も機会をとらえて、

民間企業への派遣、それから市町村アカデミー等への研修にも、県外でございますけれども、
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職員を積極的に派遣し、職員のスキルアップや資質の向上を図っていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

ぜひ、職員の育成に力を入れていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。自主財源が年間予算の約３分の１程度。合併算定替えによ

る減収が見込まれる中、交付金を待っているのではなく、自主財源を増やす政策というものを

考えるべきだと思います。５つ目の質問ですが、富士川町の資源には豊富な水と景観がありま

す。これを活用して、利益を出す行政を目指すべきと考えますが、この稼ぐ行政ということに

ついての考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 

長澤議員の稼ぐ行政についてのご質問にお答えいたします。町には豊富な水資源や美しい景

観などの観光資源があることは承知しておりますが、稼ぐ行政につきましては、行政は住民生

活に支障がないようにすることが最大の責務でありますので、これまでも営利を目的とした事

業につきましては、指定管理に出すなどして民間活力を導入してまいりました。今後も、民間

にできることは民間に実施していただき、町と民間の共生により町全体を活性化することに

よって、経済効果が出るように努めていきたいと考えております。なお観光面において、観光

客誘致のため富士山ビュースポットを設定し、富士山を含む眺望をＰＲしていることから、景

観や眺望を阻害する障害木があった場合には、所有者や保安林との対応がありますが、障害木

の伐採等が可能か検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

民間の仕事をしているので、稼ぐという言葉を使ってしまいますけれども、今、県内で水の

部分でいくと、甲府市では「甲府の水」、甲斐市では「竜王原水甲斐のうまい水」、都留市では

「熊太郎の大好物」、甲府市では「命水」など、水の販売をしている自治体もあります。水を売

るということで利益を上げると言うよりも、その中で、さらに防災用の保存水にも活用できる

と思いますので、今、平林の丸山林道の起点の付近とか、あと十谷の五開茂倉線に上っていく

途中でも水を汲みに来る人も結構いるので、この富士川町の水というのは、本当にいい水だと

思いますので、ぜひこのＰＲというものもしっかりしてもらいたい。できたらこの水を、ボト

リングして販売または防災に使ってもらいたいと思いますけれども、そのへん考えはどうで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君）  

  水源につきましては、水量とか水利等の関係がございますし、今後も収益が上がる事業等に

つきましては、やはり民間に起業していただいて、雇用の拡大等も図る中で町の活性化に繋げ
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ていただけ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） 

もし民間企業が富士川町の水を売りたい、ＰＲしたいという方が出てくるようであれば、積

極的に活用するという考えでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君）  

今、例示もありましたが、この町には平清水という地域もありまして、本当に水が豊富なと

ころです。ただその水が災いして集落が全部流されてしまいましたから、今は誰も住んでおり

ませんけども、これは赤石温泉の下側になるところですが、戸川筋の上流には観光客もそんな

に入っておりません。ただ、山には獣がおりますので、大腸菌はあの水には入っておりますか

ら滅菌はしなければならない。それと同時にこの水が完全なる硬水ではありませんけども、硬

水に近い水です。ヨーロッパの水には硬水がありますけども、日本のペットボトルはすべてが

軟水だと思います。それが合うのかどうなのか。ここにも水は豊富にありますから、民間企業

でもしペットボトルの製造をするということであれば、町も新たな企業が出ることですから積

極的に支援をしていきたいと思っております。私もかつていた塩山でも、大菩薩の水というの

を作らせたこともありますが、今、赤字でどうにもならないと。水自体はガソリンより高いで

すけれども、大量に消費をしていただかなければ営業的には成り立たないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     それでは水の部分はわかりました。景観の部分ですけれども、先ほど木を伐採して景観を作っ

ていくという考えがありました。確かに富士川町はダイヤモンド富士で、多くのカメラマンが

訪れ、昨年、丸山林道の途中の木を伐採したら、もの凄いカメラマンが隠れ絶景ポイントとし

て、今来ています。町内にも林道、櫛形山林道、丸山林道、足馴峠、五開茂倉線とありますけ

れども、例えばその道路の路側のラインまで伐採できれば、多分どこからでも富士山が見える

景観のある富士川町というＰＲもできると思います。中には民有林、県有林がありますけれど、

県有林の部分でいくと、だいぶ景観の部分で緩和されていますので、ぜひ先ほど課長さんが言

いましたけれども、県に景観が良くなるような伐採ができるかどうか、要望できるかどうかお

聞きします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町でもこれまで、泊平の上にあります八雲富士のところにパノラマを用しながら、富士山が

よく見える場所がありましたが、その全面の木が大きくなりまして、眺望がきかなくなったも

のですから、民間の所有者にお願いをして、木を買わせていただきながら、木を伐らせていた

だいております。ただ、櫛形山全体でいきますと、そこの所有者は県であります。県も観光立

国山梨を謳っておりますから、必要であれば伐採は可能だと思っております。南アルプスが、
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八ヶ岳のほうを眺望がきくようにということで、こちら側ではなく櫛形山の裏側ですが、伐っ

た事例もありますから、この櫛形山山頂あるいはそこに行く途中で、もし息抜きの場所として、

そういった富士山が見えるようなところがあれば、そこは町からも県にお願いをしながら、ス

ポット的な観光地は作って行きたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

あともう一点ですけれども、カメラマンというのは、写真は撮りに来るけれどもお金をなか

なか落としてくれないんですけれど、例えば道の駅とかに富士川町で撮った写真を飾ってフォ

トコンテストのようなことをして、とにかくカメラマンにもそこに立ち寄らせるというような

ことをしながら、言い方は悪いですが、お金を落としてくれる方法というものを考えるべきだ

と思いますけれど、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

道の駅も人が来てなんぼの施設でありますから、いろいろな人たちに道の駅を活用してもら

うということを会社に要請をしています。太鼓堂の下がホールになっていまして、広いホール

があります。中も２つに区切られておりますから、これまでも陶芸品の展示とか、パッチワー

クの展示とか、いろいろしてきました。今の富士山の写真を並べる、これも１つの策だと思い

ます。そうやって道の駅に大勢の人に来ていただいて、そしてまた、買い物もしていただけれ

ば、さらに利益還元も町民にできるのではないかなと思っておりますので、ぜひ活用していた

だければと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

ぜひ、多くの人が富士川町に来ることを望んでいますのでよろしくお願いします。 

それでは次の大きな２番の質問に移りたいと思います。町独自の雪害マニュアルについてで

す。昨年の９月に私の一般質問で富士川町独自の雪害マニュアルについて質問をしました。そ

のときの回答は、昨年２月の大雪の状況と町の対応結果を総括し、独自の雪害マニュアルを作

成するという答弁をもらいました。今年の冬も終わろうとしていますが、今のところの雪害マ

ニュアルの進捗状況を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 田辺明弘君。 

〇防災課（田辺明弘君） 

お答えいたします。昨年２月の大雪の対応につきましては、町はいち早く災害対応策本部を

設置し対応にあたったところでありますが、豪雪地帯ではない本町、本県においては、雪害に

ついて地域防災計画に記載されているものの、計画の内容が希薄であり、このような大雪災害

を想定したものではありませんでした。こうしたことから本町では、昨年の大雪について十分

な総括と検証を行い、地域防災計画の見直しをはじめ各種防災体制の強化を図っているところ

であります。今年に入ってからも、１月から２月にかけて大雪注意報が発令される降雪が何度
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かありましたが、その際も昨年の教訓を生かし、関係各課が迅速な準備と対応を行ったところ

であります。なお、雪害対策マニュアルにつきましては、昨年の大雪の総括と検証を踏まえ、

今年度中を目途に作成し、今後、町広報や各区を通じて、町民の皆さまにその内容、詳細を周

知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） 

今年度中にという話で、今、作成している最中ということですけれども、大まかに内容とし

ては、私が求めている富士川町独自の雪害マニュアルというのは、冷蔵庫に貼っておいて、こ

のときはこんなふうに町は動きますとか、どこどこが除雪をはじめますという簡単な、いちい

ち冊子を見るのではなく、その場でこの時はどうするんだという簡単な独自マニュアルを作っ

ていただきたいんですけれど、そのへんどのような形でつくっているのか伺いします。 

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）  

今度の雪害対策マニュアルにつきましては、前回の反省点を踏まえまして、町が対応するべ

き部分、それからの地域に対応していただく部分、それからまた、個人、各世帯に対応してい

ただく部分をより明確にした中で、できるだけわかりやすい方法で町広報、ホームページ等を

通じまして、各地区の住民の皆さまにお伝えしたいというふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

本当はこの冬が来る前に、このマニュアルが仕上がっていれがよかったんですが、来年度以

降もあんな大雪が降ったら困りますけれど、雪害のときには、それを見て住民が動きやすい対

応ができるような、富士川町独自の雪害マニュアルをつくることを要望して、私の一般質問を

終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告３番、９番、長澤建君の一般質問を終わります。 

続いて通告４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番秋山でございます。地域包括ケアシステムの整備について伺いしたいと思います。急速

に少子高齢化が進む中、医療及び介護の提供体制を整える医療保険制度および介護保険制度の

持続可能性を高めるためには、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していく必

要があります。また、疾病予防、それから介護予防にも積極的に取り組む必要があると思いま

す。なぜこの地域包括ケアシステムの整備について質問するかといいますと、やっぱり介護が

必要になっても住みなれた地域で暮らせるよう、介護、医療、予防、それから生活支援、住ま

いが身近な地域で包括的に確保される体制について、町はどんなふうに取り組んでいるのか、
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そのへんをお聞きしたいと思いまして質問させていただきます。 

まず１点目といたしまして、在宅医療外来受診体制の整備は、やはり身近に居るかかりつけ医、

あるいは幅広い病気や健康管理を相談できるお医者さん、そういうものをいかに確保していく

かということも必要だと思います。それからもう１点は、訪問診療、訪問看護を通じて、病状

が悪化した場合の病院での受け入れ体制も、これからは必要ではないかと。そこで１番の、こ

こにありますように、在宅医療、介護の連携を図るには地域の医師会との連携が不可欠である

と思われる。県と連携し、体制を充実していくことが重要と思うが、地域の医師会との連携状

況について、最近までの状態をお聞きしたいと思います。 

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） 

ただいまの秋山議員の地域の医師会との連携状況ということで、ご質問を受けましたのでお

答えをいたします。医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを最後まで続けることができるよう、一体的なサービスを提供するために、在宅に

関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携がとても重要になっております。こ

のため、今回の介護保険法の改正では、包括的支援事業として、在宅医療、介護連携推進事業

が創設され、平成３０年４月までにはすべての市町村で実施することが求められております。

町では、今回の改正を踏まえ、これまでの本町だけの検討ではなく、二次医療圏であります峡

南地域の中で、多職種連携会議や認知症対策を中心とした医療と介護の連携を図るための体制

づくりに、医師会の協力を得てきたところでございます。今後も、保健所や峡南各町が協力し、

在宅医療と介護の連携の検討を進めるとともに、飯富病院内に設置されている峡南在宅医療支

援センターやドクターネット患者情報共有システムの活用を進めていく中で、医師会との連携

をさらに深めていく予定でおります。 

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、お答えがありましたように、飯富病院との連携とか、あるいは峡南医師会との連携を密

にしていくということのようですが、ぜひ富士川病院も巻き込んで身近な病院ということで

やっていただければよろしいかと思いますけれども、このへんを強く述べたいと思います。 

２番目に移らせていただきます。 

地域包括ケアシステムを推進するには、多職種の連携が必要になる。そのために町が行う人

材育成や確保策について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） 

お答えいたします。 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、中核的な機関として期待される地域包括支援セン

ターの機能強化が重要になります。地域包括支援センターの人員は、保健師・主任介護支援専

門員・社会福祉士の３職種を設置し、個々の専門性を発揮するとともにチームとして対応する



 ５４

ことが求められています。高齢化の進む中、相談件数の増加や困難事例への対応、休日・夜間

の対応などに加え、平成２７年度より新たな業務として、在宅医療・介護連携の推進や認知症

施策の推進、生活支援サービスの提供体制の整備なども加わります。このようなことから、３職

種を配置することに加え、職員の配置転換を見越した中で、主任介護支援専門員などの資格が

順次取得できるように行っていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

非常に人材育成の確保策については、重要なものだと思います。特に、この町内にも潜在資

格者、あるいはもう１点、休眠資格者というんですか、そういう人の活用を図ることによって、

人手不足の在宅ケアが救われるのではないかと、そんなふうに考えております。潜在資格者は

働く意欲は充分持っているようなんです。私自身が聞いた範囲では。ただし、体験研修とかそ

ういうものを取り入れていただかないと、一人ではどうもまだ不安が残ると。というのは、休

眠中で技量がすぐには発揮できないという懸念を持っているらしいです。このへんの潜在資格

者あるいは休眠資格者の採用を、町としてはどんなふうに考えていくのか。私は介護の仕事に

従事しているんですが、非常に人材を集めるのは大変なんですよね。この中で特に、環境整備

の必要が叫ばれております。やはり賃金の問題とかいろいろあると思うんですが、核となる人

間の育成。それから。継続的な研修体制の整備が求められると思いますけれど、ぜひ町のほう

も、県あるいは国とタイアップして、この継続的な人材育成を図るように取り組んでいただき

たい。そんなふうに考えております。特に潜在資格者というのは町内にもたくさんおいでにな

るようですから、その人たちが現場へ復帰して、不安のないような対応をとっていただくのが

町の責任であり、あるいは各事業所の責任であると思いますけれども、このへんもよろしくお

願いしたいと思います。 

それから、３番目の質問に移らせていただきます。認知症患者の支援に当たり、認知症初期

集中支援チーム、認知症地域支援推進員の設置を町としてはどんなふうに考えておりますか。

これらは町独自でなくて、やっぱり峡南の町とタイアップしないとできないことだと思います

けれど、そのへんの考え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） 

お答えいたします。 

山梨県高齢者福祉基礎調査の結果、本町の認知症の方は平成２６年４月現在６５０人であり、

高齢者に対する認知症高齢者の割合は１３．２％と県の１０．６％を大きく上回っております。

こうしたなか、認知症の方への支援として、認知症の方や家族に初期の支援・自立支援のサポー

トを行う認知症初期支援チームの設置が推進されています。チーム構成員としては、医師や作

業療法士などといった専門職の確保が必要となりますので、本町だけでは難しいことから、広

域的に対応する必要があります。現在、峡南地域で組織できないか検討を行っているところで

す。また、認知症専任の企画調整担当者としての認知症地域支援推進員については、来年度中

の設置を考えており、職員の養成研修会への参加を計画しております。 

以上でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     秋山 勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

認知症対策というのはできるだけ早い段階での支援が望まれています。正しい知識と理解を

持って認知症の方、あるいは家族を支援するサポーターというのがこれからも必要だと思いま

す。ぜひ、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らし

く暮らし続けることができる環境づくりを、これからも行政として必要ではないかとそんなふ

うに考えております。これは中に、新しく新オレンジプランというのが今年の１月２７日に厚

生省から示されました。その中にはどんなことがあるかというと、できる限り早い段階からの

支援と、それから２番目としては医療介護従事者の対応力の向上。それから３番目としては地

域における介護等の連携です。それから、認知症サポーターの養成、それから認知症の方の安

全対策。これは何を言っているかといいますと、先ほど来、おれおれ詐欺とか、これにかかる

のが認知症の人も非常に多いということなんです。これは国も省庁間を横断して取り組んでい

きたいと、そんなふうに考えているようですが、ぜひ町のほうも、この認知症というのは治る

病気ではないらしいです。いかに遅らせていくかということでありますので、できるだけ早い

段階で認知症患者、あるいはご家族の相談相手になっていただいて、少しでも遅らせるような

方策を行政としても考えていただきたいと考えております。先ほど言いましたように、サポー

ターは、非常にこれから重要視されると思いますけれど、ぜひ２９年度末までには、国のほう

では何万人とか一応やっているようですが、町としても、このへんの対応を早急にとっていた

だきたいと考えております。よろしくお願いします。 

４番目の質問に入らせていただきます。生活支援サービス体制の充実強化を図る上で、行政

職員および地域の関係者で合議体を構成し、多職種が協働して居宅介護支援を進めていくこと

が求められるが、町の体制としてはどんなふうに考えておるか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） 

お答えいたします。 

介護予防・日常生活支援総合事業の基盤整備として、生活支援コーディネーターや協議体の

設置が求められております。生活支援コーディネーターの役割として、利用者への支援やサー

ビスの質の向上、地域の福祉力を高めること、また地域資源の効率的活用を図ることがありま

す。このような体制整備を行うことにより、高齢者になっても住み慣れた地域で生活が続けら

れるよう、その人の状態に最適な生活支援サービスの利用を支援することができます。今後は、

ＮＰＯや民間企業、ボランティアなどの協力のもと、関係者と情報を共有し、連携・協働によ

る取り組みを検討し、包括的な支援体制づくりを進めてまいります。 

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） 

４番目の生活支援サービスですが、これは非常に大切なことだと思います。これは富士川町

独自でもできる問題だと思います。特に、医療介護サービスについては、２０２５年、これが
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の団塊の世代が大体７５歳以上になる年なんです。あと１０年後なんですが、ぜひその時に向

かって包括ケアシステムは、２９年度末までに整えるということなんですが、１０年後を見越

して町としても進めていっていただきたい。やはり計画は長いほど必要ですが、やはり３年で

はできないと思います。非常に大きな問題でございます。先ほども言われましたように、やっ

ぱり職員の、あるいは技術者の育成等もございますので、このへんを１０年間隔ぐらいで考え

ていただけばよろしいかと思います。そうすることによって、人にやさしい健康福祉のまちづ

くり、これは私のモットーですが、これが達成されると思います。今、富士川町でも人口５００人

増ということを目標に掲げておりますけれど、やっぱりこの人にやさしい健康福祉のまちづく

りであり、富士川町への移住人口が増えて、５００人であり、あるいは千人ぐらいは増えてい

くと思いますけれど、このへんの力入れていただければよろしいかと思います。特に生活支援

にはボランティアとかＮＰＯとかいろいろ団体がございます。これらを、整えることによって

子育て支援にもつながると思います。ぜひ、このへんに力を入れて早急に町として対応してい

ただければよろしいかと思います。 

以上で私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告４番 ６番 秋山勇君の一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０５分 

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

再開 午前１１時１３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質問していきたいと思います。今回は大きく２つの質問であります。

１つ目、道路などの整備のあり方について。昨年、天神中條２０号線について地域住民から建

設反対の声があり、そして道路整備の進め方について疑問の声が多く起こってまいりました。

昨年３月議会において、天神中條２０号線に関する補正予算が町長から提案されました。そし

て、私を含む前の議会はそれを承認しました。その最大の理由は地元からの強い要望があった

との説明理由によるものでした。ところが、新しく議員になられた堀内議員の指摘を発端とし

て、地元住民からは全く知らない、あるいは憤りや不安、批判の声が上がってきました。今は

当局による当時の説明が一方的なものではなかったのかという思いもしております。地元の周

辺住民の多くが知らないところで進められたこの計画に対して、昨年来、周辺住民からは計画

の白紙撤回、中止を求める声が多く上がり、現在、署名活動あるいは反対運動といったことま

で発展してまいりました。こうしたことの原因を作った議員の一人として、また日ごろ議員の

役割は行政の監視チェックであるいうことを旨としていた私としては、深く反省するところで

あります。そして今日、議会に対しては、５００余名の署名を添えた請願書が提出されました。

私もまたその紹介議員の一人として名前を連ねております。そこで１つ目の質問を行いたいと

思います。天神中條２０号線の問題について、町長は昨年１２月議会において、今年１月には
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住民説明会を行い、その様子で判断すると答弁しました。そして１月には、２度、周辺住民あ

るいは中條区民を対象とした説明会が実施されました。現在、その様子を受けて、どのように

お考えなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長、堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

齊藤議員の質問にお答えいたします。本年１月２８日に天神中條区民を対象とした事業説明

会を開催したところ、約４０名の出席者でありました。この路線については、平成７年の民間

開発以前から、町道天神中條線から県道平林青柳線に通り抜ける道路があると利便性が向上す

る理由から、町へ要望、陳情を行なってきたとの意見もあり、生活路線として、防災、防犯面

の改善につながるとの理由により、道路整備へ賛成する意見がありました。一方、出席者のう

ち４名の方からは、必要性がない旨の意見がありました。町としては必要な道路であると考え

ておりますが、意見集約ができませんでしたので、今年度予算については減額することとした

ところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

減額したということは、事業の凍結ということを意味するんでしょうか。そのへんお答え願

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） 

今年度予算は減額で、２７年度予算は計上しておりません。会議の席の中での反対意見にう

なずくような人が多かったということは感じております。出席者からの賛否はとっておりませ

んので、そういったことからもう少し時間をおいて、町は道路計画について、皆さまからの意

見集約というか、協力をお願いして、そのときには道路計画を進めていきたいと考えておりま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

多くの方から反対の声が起こり、そして中條区も騒然とした雰囲気になっております。今回

のこの原因、直接的な原因はどういうところにあるとお考えなのか、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） 

この道路計画について、土地の所有者につきましては了解を得ているような状況の中で、今

回、隣接者の皆さんに、そのへんの広く事業説明をしなかったというところが原因かというこ

とは感じております。 

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） 

この道路は基本的に生活道路ということですけれども、例えば救急車が入れないとか、消防

車が入れないとかということではないですね。あの周辺には、この道路がなければ非常に不便

であるということではないだろうと思っております。現状において不便がないということです

けれども、今後、仮にやるとしたら、どのぐらいかかるのかお教え願います。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

     補助事業への申請につきましては９０００万ぐらいで行っておりますが、今のところ測量設

計、調査をしておりませんので、このへんは本当に概算という形の中で答弁をさせていただ

きます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今回の件で一番もめたのが、要するに区からの要望書ということです。通常、地域からの声

が上がり、区から要望書が上がり、そして行政はそれを点検し、そして執行するかどうか。予

算も含めて検討していくということであろうかと。ところが、周辺住民が全く知らなかったと。

２０年ぐらい前から話があったというような話も一部噂では聞きますけれども、しかし現状と

して、この２０年間の間に状況も変わり、そして今現在住まわれている近辺の方たちは、この

道路について、大いに無駄遣いではないかという指摘までされています。地域の要望等があっ

たということ、ここが一番問題なんですけれども、この点について町当局どのようにお考えな

のか、お願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） 

     去る１月２８日に、説明会を天神中條区で開いたわけですが、その際には、やっぱりだいぶ

前から、この道路については造っていきたいということで、区のほうからも要望、請願をして

きたということは、席上そういった意見もありました。そういうことの中で、前々から地区要

望だという考えの中で、この道路は必要ということで、また町としましても、行き止まり路線

であれば、町の道路ですから、不特定多数の人たちが大勢使っていただけるというのが、本来

町の道路でありますから、そういったことも考え計画いたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君）   

行き止まり路線と言いましたけれども、どういう行き止まりなんですか、この道は。いわゆ

る、私が意味するのは、何メーターかあって、そこで止まるという話なんですが、どういう行

き止まりですか。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長 堀口進君。 



 ５９

○建設課長（堀口進君） 

通り抜けができていない道路だということで理解していただければと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ところで道路を造るということであれば、当然、事前に地元の周辺住民に説明会というのは

行われてしかるべきだと思うんです。通常は。今回それが行われていなですが、それはどうい

う経緯ですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

今回、測量を執行させていただいて、その測量の中で、詳細を皆さんに説明したほうがいい

かなということで、１１月５日ですか、第１回目の説明会をした次第でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

１１月ですね、既にその前から住民からは反対の声も上がっており、そして署名を集めて、

１２月議会へ請願を出そうという話が進んでいたわけです。要は必要か否かというところがま

ず問題であって、測量して設計してから説明しますということで、住民は考えているわけでは

ない。ありきのことだったんではないかというふうに思います。説明会というのは、ありきで

あってはならない。これが私の自論ですが、いかがですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

設計まではしていないわけですれけど、簡易的な測量をさせていただいた、その中で、地元

説明会を行なったほうが、より皆さまのほうに理解を求めやすいのではないかということで、

そういった考えから説明会をさせていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     町長に一言お答え願いたいんですけれども、これはトップたる町長がそういう経緯、要望書

が出されたという事実に鑑みて、この事業は進めていきましょうということで指示されたんだ

と思いますけれども、今の議論、あるいはこの間の経緯を見て、どのようにお考えなのか、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） 

お答えいたします。天神中條２０号線につきましては、先ほど建設課長が答弁させていただ

いたとおり、平成７年の民間開発業者が開発をする以前から、ここに一本道路があると非常に

便利であるというお話があったようであります。私も旧増穂の町長に就任した時から、やはり
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同じような要望がありました。そこで、これまでの経緯を言いますと、本来であれば平成７年

に民間開発業者から、土地を道路敷として町が寄附を受けたときに路線認定をすべきだと思い

ます。ただ、そういう要望がありました。その中で、一部、その道路に隣接する土地を売却し

たいという話がありましたので、ここは道路計画がありますよということで、道路を抜いてい

かなければならない。今は歩道もついていない道路ですから、民家も隣接しておりますので、

そこには歩道を付けて、今いる皆さんが安心して、その道路を今度使えるようにということで、

幅員を若干広げさせていただく。そういう中で、北側、青柳天神中條線側ですが、一部拡幅の

取得をしなければならない。このときに町議会に諮りまして、天神中條２０線という路線名を

付けさせていただきました。その後、県道平林青柳線のほうは、農地がまだありましたもので

すから、そこの農地の取得についても歴代町長の時代から取り組んできたと、これは聞いてお

ります。私どもも所有者が現在、神奈川県横浜に居るもんですから、職員も何回か行きながら、

やっとそこの農振の取得に目途がついた。こういったことから、そこの測量費について昨年の

３月議会に計上させていただいた。この道路は私どもよりも、地元の皆さんのほうが十分承知

をしている道路ではなかったかなと。また、今、昨年は選挙もありましたから、選挙が終わっ

て、私も再任された後５月ですか、天神中條の役員さんに役場に来ていただいて、今度、用地

の見通しがつきましたから、これは今度進めさせていただきたい。２６年度当初予算にも測量

設計費は計上させていただいているというお話をしました。これは５月であります。その後、

地元との話し合いがスムーズにいかなくてですね、その後は反対意見が出てきたということで

ありますが、今後につきましても町としては必要な道路と考えております。先ほど言いました

ように、ただ現時点では意見集約がでておりませんので、今年度の経費については減額をさせ

ていただいたというところであります。 

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） 

その答弁でいきますと、意見集約ができなければ、この事業については見送っていくという

ことでよろしいですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

リニアの質問もありましたけれども、今回は反対をしている方の土地には一つもかからない

わけであります。土地を持っている方につきましては賛成をいただいております。そういう中

で、あれが町道である以上は、やはり連結をさせていかなければならないと町では思っており

ますので、現時点で意見集約ができておりませんけれども、先ほど言ったように町としては必

要な道路と考えておりますので、今後も皆さんのご理解をいただける努力をしてまいる所存で

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） 

町としては必要な道路だと、地権者は合意されていると。周辺の人にはご理解を求めていく
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とおっしゃいましたけれども。周辺の人たちが言っているのは、そもそも必要ではないよとい

うことなんですよ。出来ることによって、住環境、あるいは交通対策の問題等と、むしろ逆の

問題がおこると。ここであえて、この現状を変える必要はないということで反対されている。

ですから、「地権者から合意をもらっている。町は必要と考えています。だから進めます。」み

たいな話には決してならないだろうと思うんですけれど、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） 

道路というのがこれまでも賛成反対がいろいろありながら、時間をかけてご理解をいただき

ながら抜いてきたものです。これからもこの町でも何本か道路の計画もあります。そしてまた、

狭隘道路もたくさんあります。それがただ単なる一部の人たちの意見だけで、このまちづくり

が止まってしまうようなことがあれば、将来のこの富士川町はないんじゃないかなと思ってい

ます。まだまだ、国道、県道、バイパスと国道を結ぶ道路も必要なところは何カ所かあります。

ただこれまでのことが、地元の皆さんとの合意形成に問題があったのであれば、そこのところ

は、今後、気をつけながら、そしてまた、この道路、区からの要望も何回かきています。また、

この要望書に対して町が書かせたというお話もありましたけれども、いろいろなものについて

原文だけは町が作るのが通常でありますので、いろいろな申請をする時も、町がこの用紙に住

所氏名を書いてください、ハンコをついてくださいというのはありますから、書式については

１住民の皆さんに自分で考えて書けという、冷たい周知でなくて、こんな文面で要望書をいた

だければということで、今までもやっていますし、これからもそういうことはあるんだろうと

思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

要望書を町が作るというのは、ごく通常よくあることだと思います。行政のプロではないの

で、区長たちは、基本的に。ですから、お願いがあれば町のほうで書式等々整えることはあっ

てもよろしいかと私は思っています。ただ、問題はですね、一部の反対の声と言いますけれど

も、今回は多くの署名まで添えて議会に請願を出されている、そこが一番大きな問題だと思う

んですよね。確かに、何事にも賛成反対あるだろう。しかし、行政は大多数の人のために事業

を展開していくわけであって、それは当然だろうけれども、今回は逆です。そうだと思います

けれども、どうですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町も、町だけで物事を決めているわけではありません。すべて議会に議案を提出しながら、

予算を提出しながらやっております。日本全国、議会制民主主義をとっておりますから、署名

活動でいろいろうんぬんであれば、今後、議会ではなくて住民投票で決めるとか、また方法は

あると思いますけれども、それは私がすることではなくて、今議会というものがありますので、

議場の中でしっかりご論議をいただきながら、執行部は必要な道路と言っておりますけれども、

議会で不必要な道路であれば、これは否決がされるべきではないかなと思っております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

この騒動があって、その以降、また現区長からも、再度要望書が出されたということがあり

ました。正直私、区が分断されるような騒動になっているときに、またそれに火をつけるよう

なことがされたことは、非常に残念だなと思っております。これは次のほうでも町の姿勢とい

うことで問ってきますので、一旦この議論はここで終わりにしたいと思います。 

次に２つ目の都市計画、大椚大久保線について質問したいと思います。これは私の住む地元

なんですけれども、平成１８年に、いわゆる通称８メーター道路まで事業認可を受け、今日ま

で整備しています。その進捗状況と今後の計画についてお願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） 

お答えします。都市計画道路大椚大久保線は、国道５２号から文化ホール西側交差点までの

延長５００メートル、幅員１６メーターで計画し事業を進めております。現在は町道金手小林

２号線、通称８メーター道路になりますけれど、そこまでの延長２５０メートルを第１期事業

区間とし、平成１８年度から建物補償、用地取得を進め、今年度は、着手可能な一部区間の工

事を実施したところであります。今後も引き続き、町道金手小林２号線までの早期完成を目指

し、工事の早期着手が可能となるように、取得の用地。所得交渉を鋭意進めてまいりたいと考

えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

実は課長さんには、先ごろ雪の中で、現場で説明を受けました。２人の地元の議員と一緒に。

その説明を受けて驚いたんですけれども、確か一昨年だったと思います。私たちが議員で、現

地視察したときに、間もなくいわゆる廃軌道まで開通しますというお話でした。昨年の１１月、

１２月にかけて、バス通りから廃軌道に向けて工事が始まったわけですけれども、行ってみた

らば廃軌道の手前１０メートルか１５メートルか、そこで整地が終わりますと。わずかなので、

何でここ整地しないんですかということを伺いしました。そしたら予算がない、あるいは一部、

わずかです、歩道部分にかかる一部だけが、まだ交渉が終わっていないということでした。中

途半端な工事をされたと私は思っていますけれども、そのへんについてご答弁願います。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

早々にでも廃軌道までの間を、もう少しですから工事を進めていきたいとは、建設課も考え

ておりますけれども、実はその手前になりますが、そこの地権者との交渉の中で、もう少し待っ

てくれないかという話がありまして、その中で、ちょっと時間を費やしているような状況でご

ざいます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 

いろんな都市計画道路、これまで工事しているところを通ったりしていますけれども、例え

ば、側溝部分がなくても通れるようにしながら工事を進める、あるいは一部中断しておく。そ

ういったことが行われているわけですけれども、なんでそういった形で、要するに１回整地を

止めてしまうと、また次にわずかをするためにまた機械を持ってきて整地するという、２度手

間をかけるわけですけれども、その点についてどうなんですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

現在の計画の中で２度手間を踏んでいるということはないと思います。交渉の中での相手が

あることですので、町のほうで早々に事業を行いたいと考えていても、そのへんは微妙なとこ

ろもございます。話の中では了解をいただけるというようなことですから、２７年度中には、

何とか廃軌道までの接続を考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

せっかくですから、廃軌道までは早急にしていただきたいと思いますけれども、一方、８メー

ターまでの用地交渉ですけれども、１件スナック、もう一つ倉庫代わりに使われている小屋が

あるわけですけれども。聞くところによると、スナックのほうは、昨年１１月ぐらいからよう

やく見積等々を行って、町で試算を提示すると、したかどうかちょっと分かりませんけれども、

する予定であるみたいな話を伺っています。ところが、隣にある倉庫みたいなところ、わずか

なものですけれども、そこについてまだ手をつけていないということの説明があった。なんで

同時にやらないのか、一緒にやっても変わらないんではないかと。それが終われば、８メーター

まではある意味ではスッと行けるという状況だと思うんですが、非常にそのへんの進め方が遅

いように思いますけれど、どうですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

そのへんの交渉の中での経緯になりますけれども、本来であれば大勢の方を対象に何度とな

く足を運んで、早急にということは、道路行政の中でそうしたことをやっていけばいいんでしょ

うけど、店やさんについては仮店舗という話で、貸主もいるわけなんで、そいいったことの話

のほうもして、そちらのほうが遅くなってきたということの中で、コンビニ、それから小屋の

持ち主についても足を運んでいなかったというのが現状でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

この道路というのは、多くの町民も文化ホールまでできれば、直結すれば、町の発展にとっ

ても非常に有益だということで、長い間皆さん待ち望んでいたんだと思います。もちろん用地

交渉では問題があるにしても。何でこれを聞くかというと、さっきの天神中條２０号はさっさ

と用地買収まで行っていくと。けっこう費用もかかる。一方、こちらは町にとって基幹的な道
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路であるが、この道路については遅々として進まないと。非常に私は、疑問を思っているとい

うことを言っておきたいと思います。 

次に３つ目に入ります。第４保育所から国道にかけて、駐車場と進入道路の整備を行うとい

うことで、去年、もうちょっと前ですか、用地取得を行い、そして駐車場に使えるようにし、

一方で、そして進入道路を造ると。あそこを造れば、今まで入れなかった国道から入れば、保

育園の送迎も楽だし、その先にも車で抜けられるということで計画をし、そして今年３月、そ

の国道から入るための縁石を切り下げるという予算もつけたんですけれども、今現在、行われ

ていないと。初日の補正予算の時に、その縁石切り下げの予算を減額するということが行われ

ているわけですけれども、どういうことなのかご説明お願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） 

お答えいたします。第４保育所周辺は住宅密集地であり、道路幅員も１．７メートルから３．

５メートルと狭く、緊急車両の通り抜けが不可能な状況であり、保護者からは送迎時に危険で

あるため、道路拡幅や保育所利用者の駐車場の拡張の要望や周辺住民からも狭隘道路の改善に

対して要望もあったところであります。こうしたことから、第４保育所東側の狭隘道路の改善

に向け、道路事業の代替え用地として、土地開発基金で先行し、国道５２号からは第４保育所

の北側まで、町道青柳１０号線を延伸する道路を計画したところであります。この道路につい

ては、土地所有者や地元組からご理解をいただいていることから、国庫補助事業として、明年

度から測量に着手してまいりたいと考えております。 

○議長（齊藤正行君） 

会計管理者 秋山千秋さん。 

○会計管理者（秋山千秋さん） 

これまでの経過を申し上げますと、第４保育所におきましては駐車場が狭く、毎日の児童の

送迎に支障をきたしている状況にありました。そのような折、保育所東側の旧稚蚕飼育所、土

室でございますが、その所有者から町へ土地買い取りの希望の申し出がございまして、駐車場

用地としてできればということで、土地開発基金により取得をいたしました。また、国道５２号

に隣接する土地の所有者からも、町へ土地買い取り希望の申し出がございまして、町道青柳

１０号線事業の代替地として必要がありましたので、土地開発基金により取得をいたしました。

その内容につきましては、平成２５年１１月の全員協議会において、公共事業の代替地として

の用地取得及び建物解体後に駐車場を整備して、国道からの仮進入路として利用していきたい

旨の説明をさせていただきました。国道から駐車場敷地まで出入りするためには、歩道の縁石

を切り下げる必要がございますために、平成２６年度予算において工事費を計上し、国土交通

省、峡南国道出張所と協議を重ねてきたわけですが、このことに不測の日数を要してしまいま

した。そのような中で、町道青柳１０号線にかかわる地権者の同意が得られまして、国道から

第４保育所北側までの道路整備計画が進捗している理由によりまして、同様の用途となる仮進

入路の整備は見直すことといたしました。歩道縁石切り下げ工事についても、減額補正をさせ

ていただいております。本来、見直しを決めた際に議会で説明をすべきところ、このことを怠っ

てしまいましたこと深くお詫びをいたします。大変申し訳ございませんでした。以上でござい

ます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ちょっと日付を確認したいんですけれども、２５年の全員協議会で代替地として説明された

と。再度日付をお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

会計管理者 秋山千秋さん。 

○会計管理者（秋山千秋さん） 

２５年１１月２２日の全員協議会で説明をさせていただいていると思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

これは代替地ということで、見直しについて議会に説明をしなかったことを謝罪するみたい

なお話なんですけれども、なんで謝罪するんですか。 

○議長（齊藤正行君） 

会計管理者 秋山千秋さん。 

○会計管理者（秋山千秋さん） 

平成２６年度予算に盛りまして、進入路、そこを切り下げて出入りができるようになればい

いなという強い思いもございまして、予算にのせていただいたので、それはどんどん進めてい

くというなことで担当もやっていたと思うんですけれども、新しく一方のほうで同時に、先ほ

どの説明のように道路の計画がございまして、謝罪というか、説明を、こういう予定だったん

ですけれども、こちらに同じような道路がいずれできるということで、同じような用途のもの

を２つも造る必要ないという、こちらの判断で予算を取り下げをさせていただいたというこの

ことについて、説明をその時にさせていただいていればよかったかなということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

会計管理者を困らせてもしかたがないんで、建設課長に伺います。青柳１０号線を延伸する

ということで、当初私たちが聞いていた保育園から国道の道は代替地だと、現在は。でも、私

ばかなんで、記憶をなくすのですけれども、最近。当時あそこの蚕室のところを買い取って駐

車場にすると。国道までの一軒か何かそこを取得すれば更地になると。そこを向こうに抜ける

道路として使いましょうというお話だったと思うんです。それはどういうことなんですか。道

路として使うという話を私は聞いていますけれども。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

あくまでも狭隘道路ということで調査が終わっていまして、道路の代替取得のための土地と

いうことで、一部は駐車場もございますけど。もともと税務署への協議も延伸と言う形の中で、

協議書を出させていただいております。 

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） 

実は、これは建設課から以前、手に入れたものなんですけれども、ここには３つの路線、要

するに保育園周辺、確かに狭い。私も必要だと思います。国道まで抜ける道というのは。少な

くとも２６年の夏以前は、ここにある３つのルートが示されているわけです。その１つが保育

園から直進した、買ってある土地と。私正直、今買ってあるのに、整地すれば済むのに、あえ

てそこを代替地にして、今から直線で結ぼうという話のようですけれども、用地を、建物を何

軒かかかると思います。取得して、お金をかけて造らなければいけないのか。この区域は生活

区域です。幹線道路を造るような話ではなくて、通り抜けの幹線道路を造るのではなくて、住

居地域の安全、防災面で造る道路だと思います。なんでそこまでしなくてはいけないのかお願

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） 

先ほど、稚蚕飼育所の買い取りの話もありましたが、登記はみんな一緒にしてあります。た

だ話の過程では、稚蚕飼育所の買い取りが一番先であります。稚蚕飼育所も潰していただいて、

潰した後の土地を町が買いましょうという話。そんな話をしている間に、国道５２号沿いの民

家も買い取り希望が出てきました。そこも、民家は潰していただいた後の土地だけを町が取得

をしましょうと。また、その後に、今これは進行中ですが、稚蚕飼育所の北側も、これまで住

んでおられた方が亡くなってしまって、そこも土地をという話がありますから、建物を潰して

いただいた後に、町がやはり代替地として取得しましょうという話は進んでおります。そして

稚蚕飼育所を買わせていただき、そして、それからまっすぐの道路形状のような用地につきま

しては、先ほど建設課長が答弁したように、国道の方でクランクの道路を造っても、非常に危

ないわけでありますから、今、オギノさんからまっすぐ国道まで来ている道路を延長して、第

４保育所の北側に接続しようというのが、もともとの計画であります。そうした中、土地が取

得できましたから、先ほど、会計管理者が申し上げましたように、その道路を一部整地するこ

とによって、国道を切り下げることによって、仮道と言いますか、第４保育所の駐車場まで車

が持ってこれるということから、国土交通省と協議をしてきたんですが、縁石だけではだめだ

と。その奥側が砂利道になりますから、その砂利が国道に飛んできても困るから、もっと奥ま

で舗装しろという協議をしてきたんですが、それに不測の日数を要している間に、オギノさん

から第４保育所北側への地権者の皆さんから了解をいただきましたから、同じような所に道路

を何本も造っても仕方がないことでありますので。保育所の用地も正式に区画は決まっており

ません。当然、その移設する人たちが、どの辺の用地を希望するなのか、それによって、保育

所の駐車場の大きさも決まってくるものと思っております。ただ、会計管理者がお詫びをした

というのは、そうしたこれまでの経緯を議会の皆さんに、保育所とすれば、早く仮道を造って

駐車場を利用できるようにしていきたい、それが、新たな１０号線の延長をすることにより、

全部できますから、その経過を議会に一反説明した内容と変わってきておりますところを、説

明しなかったことへのお詫びを申し上げたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 

私が言いたいことは、この１０号線の予算がのるというときに、何人かの議員に１０号線は

どこか知っているかと聞いたんですよね。そしたら、３人ぐらいの議員に聞いたら３人とも保

育園の前、今の更地になっているところのことだと。まさかあそこを直線するという理解はさ

れていなかったわけです。それは当時の説明がそう説明だったからです。なにもそこにあれだ

けの道路を造るだけの用地幅があるのに、お金をかけてまで、取得するにはかなりのお金がか

かります。今この苦しい財政の中で、あえてする必要があるのか。実は、この間、交通安全協

会の関係者の方と２０号線の話や、この話も含めて、ちょっと話をする機会があったんですけ

れども、交通安全上、国道を横切るということは非常に危険な面がある。住宅街からの出入り

というのは、基本的に大きな交差点でないほうがいいという考え方。私もそのように思います。

回ってクランクで行けば、すっと左へ出る。ところが直線だと、両サイドをちゃんと確認して

出ていかないと、あそこを通り抜けられない。信号をつけるのかどうか知りませんけども、非

常に危険な形になるだろうと。もちろんあそこには絶対必要だということは理解しています。

あえてそういう形で、お金までかけてやる必要性は全然わからないし、おそらく多くの町民は

理解できないだろうと思います。いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今は土地開発基金で代替地として取得をしております。その取得した用地も、先ほど言いま

したように国補事業として今後やっていくということから、国庫補助をいただきながら、この

代替地の買い替えもやっていくということでありますから、今のままで、ただ道路だけを入れ

ると、代替地の部分に補助金が入らない。全部町のお金で処理をしていかなければならないと

いうところもあります。私どもも、なるべく少ないお金でできるようにやっていきたい。ただ、

今の代替地として取得した所に道路が入れますと、国道側が本当にクランクになってしまう。

これは非常に危ないと思います。町道、県道も交通量の少ない道路であれば、かえってそういっ

たスピードを出せないということはいいと思いますけども、あれは南北につながる国道５２号

でありますので、そこでのろのろしている車があると追突事故も発生するでしょうし、そして

また交差点にすることによって、そこには横断歩道とかそういうものは整備できると思います

から、安全性も考えた上で、十字路の交差をさせていきたい、こんなふうに思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ちなみに、この事業の総予算は幾らぐらいでお考えなのかをお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

手元に金額的なものはありませんので、後刻報告させていただきますけれど。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

概算で結構です。 

○議長（齊藤正行君） 
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建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

２７年度の社会資本の国補事業に持っていきますので、そういったところで、まだ調査もし

ていませんので、建物調査なんかも。事業費がいくらということはちょっとこの場ではわから

ないということで。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

あそこに道を造るとなれば、今言った町長の考えている道を造るとなれば、当然周辺住民、

単に地権者だけでなく、隣接する人たちにも事前に了解を得るなりなんなりしないといけない

と思うんですが、すでにそういった説明会は行われたんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青柳区長また、その地域の組長は天神中條２０号線と同じ日に、役場で説明をして、了解を

いただいております。その後の隣接者に対する説明は、事業ということで建設課のほうでして

おりますから、それは建設課のほうで説明します。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

２名の物件所有者につきましては、前もって話をさせていただきました。これから、いろい

ろの話を受ける中で、物件補償の内容につきまして、また相談をさせてもらうという話はして

おります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

お昼にかかるので、テキパキしたいんですが、実は私、これがありましたから、この近辺、

実際車で行ったり、見たりしながら、少しお話伺ったらば、周辺の人は知らなかったですね。

今、区長あるいは組長ですか、青柳は確か組長さん、大きな単位だったと思うんですけれども、

話があったということのようですけれども、これでは２０号線の話に非常に近いような、経緯

を得ているのかなと思うんですけれども、その点についていかがですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

これから周囲の皆さんについては、説明会等を開いていきたいということで、まだ予算計上

していないようなときから、あまり簡単な資料の中での説明会はできないということで、予算

計上になった折には、地元へ降ろそうと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
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予算計上して調査してからみたいな、それから地元へという話なんですけれども、道路一本

造るということは、周辺の住環境に大きな影響を及ぼすわけです。それは予算も含めてですけ

れども。事前に、まず周辺住民にこういった道路を造ろうと、皆さんどうでしょうかと、こう

いう面で必要です、という話があってしかるべきなんだろうと思うんです。特に買い取りされ

た部分の左側には何軒も生活している家もあるわけです。そいったことがなされていないとい

うのが、私、非常に当局のやり方として、傲慢なやり方ではないかなと思うんですがどうでしょ

うか。その点については。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

傲慢なやり方ということもないと思うんですけど、区長、組長さん、建物の所有者の方とも

相談もさせていただいて、そういった中で今後可能という道路になってきましたので、地元説

明会という話になっていくと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

３つ目の質問はここで打ち切っておきたいと思います。ありがとうございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

質問の途中ですがここで暫時休憩します。 

再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時０２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。 

ここで建設課長から、先ほどの質問に対して、補足して答弁を行いたい旨の申し出がありま

したのでこれを許します。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

先ほどお答えできませんでした、１０号線の概算事業費ですけれど、国庫補助申請に上げて

おります概算の総事業費は１億５千万円です。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） 

先ほどからの道路行政に関することで、最後になりますけれども、これまで３つのところを

やりながら、順次、私の考えを述べてまいりました。そこで最後に４つ目としまして、整備計

画やあるいは優先順位。特に進め方など、町の基本的な道路整備についての考え方をお伺いし

たいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 
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建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

お答えします。本町の道路整備については、総合計画や都市計画マスタープランに基づいて、

道路網の整備を進めているところであります。こうした中、町道路線の整備の進め方について、

次の４つを基本としています。１つ目は旧町時代からの継続事業路線、２つ目は都市計画マス

タープランに位置付けられている幹線道路網の整備・機能強化及び主要な生活道路の改善・整

備、３つ目は新たな開発計画に伴う新規路線、４つ目は地域からの要望路線などを基本として、

整備路線を決定し、事業費及び事業期間、国庫補助事業の採択要件の有無、地域性を考慮し、

優先順位を付けて、順次整備を進めております。次に事業の進め方について、主要幹線道路の

整備事業と生活道路等の改善事業の２つの分類に分けて進めております。主要幹線道路の場合

は、現在、整備中の路線は都市計画決定されている路線が主でありますので、基本的には、事

業説明会の前に、区及び組関係者に計画内容等を説明し、その後、地権者を含めた事業説明会

を開催し、合意形成を得て、測量や調査などのため、現地に立ち入りして詳細図面を作成しま

す。詳細図面が完成後に、再度説明会を開催し、詳細設計の合意を得て、その後、不動産鑑定

や建物調査などを実施し、個別に地権者と交渉に入ってく流れで進めております。また、生活

道路等の場合は、事業内容等により進め方に違いがありますが、基本的には、主要幹線道路の

場合と同様でありますが、直接、関係者に説明し、事業に着手している場合もあります。 

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） 

改めてお伺いしたいんですけども、重なるところもあると思います。ご容赦願いたいと思い

ます。生活道路と主要道路ということで質問してまいりました。特に、生活道路につきまして

は、今回の２０号線あるいは青柳１０号線についても、区・組長さんから要望書が提出されて

いるということのようですけども、問題は地域からの要望を、地域の人たちが知らなかったと

いうことが、一番のこういう混乱のもとになってるんだろうと思います。そのへんを、やっぱ

り行政当局としては充分チェックしなくてならないし、また、他方、１０号線については確か

町長は公約にも入っているというようなことをおっしゃっておりましたけれども、とはいえ今

日の経済情勢も鑑みてやっていかなくてはならないだろうと思っています。その点について改

めて、ご意見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） 

青柳１０号線について組から要望書が来ているというのは、私は承知しておりませんが、こ

れまでの話の中で第４保育所の東側が狭隘地域だということから、１０号線の延長は、私の公

約に入れております。２０号線の延長も公約に入れてあります。その中でいろいろ事業を進め

てきておりますけども、それにあたって、今言いましたような手順を踏むのが通常であります

けれども、一部地権者の皆さんに説明が遅れたということはあります。ただ区からの要望につ

きましては、区は区議会を持っておりまして、住民全員の総合的な判断を求めているわけであ

りません。組長、区会議員。組長は執行部に入りますけども、区会議員さんのいる中で、やは
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り区議会議員ということですから、議会制民主主義の中で区の中も進めてあります。ここにも

区長さん経験者がおられると思いますけれども、区長さんだけの判断ではなくて、それぞれの

地域からの要望を区会という中でを判断をされて、そして町に要望がくるわけでありますので、

私は以前から言っているように、組長さんからの要望は区の総意だと思っておりますから、そ

れをもとに進めているところであります。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） 

主要道路については、地元説明を開催し、そして地権者と。非常に私も大椚大久保線の時に

はそういう手順を踏まれているので、いろいろな意見があったにしても、スムーズに事業が始

まれば特段の問題というのは起こらない。先ほど言われた、区長から出されるのは当然、総意

だというのが大前提なわけです。区長から出され、町が事業を計画し、そして事業を進めると

いう立場で説明をしていると。議会はそういう流れの中で、形式上は審議し決定していくとい

うことです。ところが一番問題なのが、その区からの要望、あるいは町が決定し、町が説明し

ていくという、ここが実は形骸化している。形式は整っていても中身が伴わないということだ

ろうと思います。説明にしても、町が事前に区からの要望について、周辺住民が知っているの

か、あるいは知っていなければどうするのか、そういうことまで丹念にやっていかないと、こ

うした混乱というのは、今後また続いていくのではないかと私は思います。そして、１０号線

について、今後は新しい課題になってきますけども、先ほど言いましたように保育園の東側を

すでに購入してあると。町の今後を考えたときに、この間の峡南医療センターの予算なんかの

報告もありましたけれども、非常に多くのお金を投入していかなくてはならないかもしれない

し、また合併算定替えによって、年々１億円近くの交付税の減額もあるという。そういう状況

の中で、果たして今言われた、直線にするために、新たに用地を買収し、やることがいいのか。

既存のすでに整備可能な形でやっていくのか。そこは今回問われるだろうと思います。そして

また進め方として、地域周辺の住民は今知らないという状況のようです。これから誰が説明す

るのか、私はちょっとわかりませんけれども、そういう状況の中で、大きな居住環境の変化を

もたらす。住宅街における住環境の変化。そういったことを考えた時に、今一度、この問題は

再度検証し直す必要があるんじゃないかと思いますけれども、当局いかがお思いでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青柳１０号線の延長は、今回、第４保育所の北側の交差点までであります。それ以降の絵は

全然書いてありません。ここは保育所に通う皆さんが交通に支障がある。また、地域の皆さん

からも、火事とか救急車を呼ぶような時に、今のままでは入ってこれないからということで、

国道から第４保育所の北側までを抜こうというところであります。そこの周辺の皆さんからは、

私もいろいろ話はしておりますけれど、皆さんぜひそれは抜いてほしいという要望であります

から、これからの手順とすれば測量をさせていただいて、道路の形がどうなる。歩道の形がど

うなる。そういうものが出た段階で、再度住民の皆さんには説明をしていく予定となっており

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） 

町民はやっぱり住環境の変化の問題と町の行政、財政のことを心配しています。ありがたい

話です。そしてすべての人々の了解を得る努力っていうのを望んでいるんだろうと思う。仮に、

この１０号線においても２０号線のようなことが起こった場合、私は今回予算組まれてはおり

ますけれども、万が一、そういったことが起こった場合、やはり当局としても、そこについて

は配慮を示し、あるいは一時棚上げする、そのようなこともあるのかどうか、お答え願いたい

と思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の１０号線につきましても、今、先行取得をしたところは、あくまでも代替地でありま

す。あそこに路線を引いた場合には、国庫補助の採択にならないと考えています。と言うのも、

先ほど申し上げましたように国道５２号はクランクになってしまう。こういうことはなるべく

避けるべきだと思いますので、国へ採択で出したのはオギノショッピングモールから既存の道

路をまっすぐ西側に延長し、第４保育所の北側交差点までの計画であります。これは、国庫補

助採択を受けましたので、今後事業をする時には当然社会資本整備交付金を活用しながらやっ

ていくわけでありますが、今のところはあくまでもくどいようですが、民家にかかりますので、

その方々の代替地ということで取得をさせていただいています。今後いろんな道路事業でてき

ます。これまでも反対者はありました。今、青柳長沢線もスムースに行ったわけでもなくて、

長澤の地権者からは何でこんなところへ道路を造るんだという意見もありましたけども、それ

は、いろんなお話をしながら、ご了解をいただきながら、地権者が最後まで了解していただか

なければ、道路はできないわけです。先ほど大椚大久保線の話みたいに、途中までやればいい

ではないか。そこをちょっとを削ってで道路を造っておけば、将来的にはそういうわけにはい

きませんから、まちの計画、そして今後の道路が出ることによっての利便性等を説明しながら、

末永く交渉に時間を要する事業もあるかもしれませんけども、町は町として、今後、町民の皆

さんが生活しやすいような道路計画を作っていき、そしてまた住民の皆さんにもご理解をいた

だけるよう、丁寧な説明をしていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

いずれにしても、町の行政は和を持って貴しということだろうと思います。町民の中には今

回の件については非常に当局のやり方が強引ではないかと言うイメージを持っている方が多い

ように伺っております。そういったことに対して、配慮をし、あるいはそういうことが決して

ないような形で進めていくということが、この小さな町の行政のあり方だろうと私は思います。 

時間もありませんので、大きな２番目の質問に移らせていただきます。 

町主催の検討委員会等々の位置づけについてということですけども、最近、町の事業を進め

るための各種検討委員会などが形式的になっているのではないかとの批判があります。そこで

以下、質問したいと思います。まず１つ目。町民交流広場検討委員会が２月２７日に開催され

ると聞いています。これは、私がメンバーの方から聞いた話です。まだ検討委員会で議論がさ
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れている最中なのに、すでに関連予算が当初予算に計上されました。その件についてなぜその

ような形をとられているのか、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） 

お答えします。富士川町民交流広場 整備検討委員会では、これまでに４回開催し、平成２５年

３月策定の「富士川右岸 まちづくり基本方針整備構想」を踏襲することや、現地にて町民交流

広場の計画イメージを確認し、さらに要望する施設の構造や規格また競技種目などの意見集約

を行い、２月２７日の第４回検討委員会において、提言書を取りまとめていただいたところで

あります。こうした中、「かわまちづくり」計画に基づき、町民交流広場の整備については、国

と町が一体となって進める事業であることから、国土交通省では、昨年１２月から河川護岸工

事に着手し、平成２７年度も引き続き、河川護岸工事等を計画しているところであります。こ

うしたことから、国土交通省からの工事の進捗に合わせ、関連性がある基盤整備工事やアクセ

ス道路に関する測量設計などが必要となったため、平成２７年度の当初予算に所要の経費を計

上したところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

この交流広場につきましては、確か昨年の３月に産業建設常任委員会で、慎重に進めるよう

にという、附帯文みたいなものを付けて、当局にお送りしているかと思いますけれども、この

事業について、検討委員会が開催されましたけども、議会には、この検討内容、結果、報告あ

りません。今議会で予算を通してほしいと、上程されているわけですけれども、このような状

況の中で、即返事をするというのは議会としては無責任なことになります。そうすると、日程

的にどうなのか、例えば、６月議会に予算を組むことも可能ではないか、あえてこんなに急ぐ

必要がどこにあ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） 

まだ町のほうには、今週中、提言書を提出するということになっておりまして、提言書のほ

うが提出されましたら、その旨、また議会のほうにも報告と考えていました。 

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） 

要は順序が逆じゃないかと、私は言いたいんですがいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

順序が逆かと言ったら、そうとも考えておりません。 

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） 

そうともではなくて、そうなんでしょう。明言してください。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

提言書が上がってきて、また庁舎内検討委員会をさせていただいた中で、議会に説明をさせ

ていただければと考えておりました。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

今の課長の答弁、町長どのように感じますか。 

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」につきましては、国交省の認可を得て進めている事業であります。

平成２５年３月にかわまちづくりの基本方針整備構想を策定しております。それに基づいて

やっているわけでありますけども、その上物になりますサッカー場あるいは陸上競技場にどう

いう機能を持たせるかということを、この整備検討委員会で議論をしていただいているとこで

あります。今回は、先ほど言いましたように、国交省の工事の進捗に併せ、造成工事、それと

そこに入るアクセス道路の経費を計上されていただいておりますので、まだ上物の分について

は、今課長が言いましたように、提言書を議会にご提示し、そして議会のご意見も伺いながら、

最終的に町として決定していくつもりでありますので、順序が間違っているとは考えておりま

せん。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

議会としては、私はとしてはとてもじゃないですけども、ありきで先に、やることは別にし

ても、手順というものは大事なんで、これを守ってもらわないと、審議も何もできないという

ふうに思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この整備検討委員会には、町内のいろんな方々に入っていただいております。当然その周辺

の皆さんにも入っていただいておりますので、周辺の皆さまからはクレー、土のグラウンドで

あれば、風が吹いた日にはホコリがきて困るから、何とかそこは芝生にする、あるいは人工芝

にする、そういった提言をいただいておりますので、それらを盛り込んだ提言書がこれから出

てきますので、そのとおり町もするわけではなく、その提言を重視する中で、再度町の方針を

決定していくということです。今回の経費は先ほど言いましたように、国交省の工事に併せて

基盤整備、あそこを平らにしなければ、斜めのサッカー場というわけにはいきませんので、平
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らにする工事とか、そこに伴うアクセス道のそんな経費を計上させていただいておりますので、

今後もそういった提言書が出てきた段階で、また、議会のほうにはご相談をするということで

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） 

２つ目の質問に移りたいと思います。 

公共施設再配置計画案が示されましたが、これからタウンミーティングを行なって、広く住

民の声を聞いていくと、これは必要なことだと思いますけども、それに先立って、まだそれも

行われていない段階で、予算を再び計上されています。これも手順について非常に疑問があり

ます。どのようにお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

公共施設再配置計画は、少子高齢化の進展や厳しい財政状況をはじめ、旧町からの施設を継

承しているため、行政機能の分散化による利便性の低下などの課題を解決するために策定した

ところであります。こうしたことから、公共施設再配置計画に基づいて、早期に取り組むこと

とした統合庁舎、これもすぐ建てるわけではありませんけれども、いろんな形をお示ししなけ

れば皆さんがどういう形かわからないと思います。その庁舎、新庁舎や新町民会館の整備に関

する予算について、今回、２７年度予算に計上させていただいたところであります。また、タ

ウンミーティングにつきましては、この公共施設再配置計画による施設統合に関係する地区で

は、この再配置計画の内容を中心に実施をしていきますけども、その他の地域にもおきまして

も、それぞれ地域の課題がありますので、再配置計画のみということではなく、地域全般に新

たな課題を提示をしながら、そういった課題についてタウンミーティングを実施していきたい

ということです。当然、最勝寺とか 米とかは、再配置計画は全然ありませんので、ゼロとは

言いませんけれども、そういったこの再配置計画に絡む地域については、その施設を中心にテー

マにしていきますが、それ以外の地域は、地域の課題をテーマにしたタウンミーティングをし

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） 

３つ目の質問に移ります。１番２番いずれもそうなんですけども、検討委員会等々を行って

多様な意見を聞き、そしてやっていくと。公共施設再配置計画についても、私は内容的にどう

こうということではありません。要は物事には順番があり、手順があるということ。これを誤

ると先ほどの２０号線の道路の話ではないですけれども、住民から非難の声があがり、それが

町政なり、あるいは区の融和なり、そういったものを破壊しているという傾向があるので、言っ

ているわけです。その点どうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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２０号線につきましても、先ほど来申し上げておりますように、民間事業者の開発事業以前

から、地区から要望があった。そしてその後も、私は３回記憶しておりますが、計５回の要望

書が来ております。そういったように、地域からの要望に基づいて、町も周辺の土地取得をし、

さあできるかなということで、先ほど言ったように、昨年５月に区の役員さん、組の人も呼ん

でを説明をし、その後がちょっと地域に話が行くのに半年、時間が過ぎてしまったということ

がありますけども、これからも、各種の事業策定には、行政運営における公平の確保を初め、

広く公に意見や情報を取り入れて計画に反映させていくというのは、必要性は感じております。

こうしたことから、公共施設再配置計画策定にあたりましても、各界各層からの幅広い意見を

聴取するため、公共施設再配置計画策定検討委員会というのを設けさせていただきまして、こ

こで審議をしていただき、その情報は、広く、計画書が出る前でも、議会にもお話をしたと思

いますけども、広く公開する中で計画を策定してきたところであります。こうした計画策定に

おいての、パブリックコメントというのは、私は必要がないと思います。パブリックコメント

自体は規制をされる部分であると思います。今後具体的な事業計画を策定する段階では必要に

応じて、当該事業の影響が及ぶ周辺住民との意思形成を図るためにも、パブリックインボルメ

ントを実施してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

温かみと、温もりのある行政、細心の注意を払ってやっていただきたいと思います。 

以上を持って、私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、通告５番、１２番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

続いて、通告６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） 

 皆さんこんにちは。長澤芳文です。議長に少しお願いがございまして、プロローグとしまし

て、質問の前に１５秒ほどいただきたいと思います。ごあいさつさせていただきます。「Boys 

be ambitious」は、私が増穂小学校を卒業して、甲府の中学校に入ったときに初めて聞いた英

語でした。ところが、それ以来７０年ぐらい経ちまして、現在の私は「Old boy be ambitious」

と呼ばせていただきます。 

これから数点について、年寄りではありますが、待望を抱きながら質問をしていきたいと思い

ます。今年の１月３日、私は平林のみさき耕舎に登ってきました。その理由は、いったい日の

出は、あそこから見えるすばらしい富士山のどちら側に、太陽が出るのかという、私に疑問が

ありましたので、日の出の前に上ってみました。７時ちょっと過ぎたこのでしょうか。太陽が

上がってきました。すばらしい太陽でした。そのことにつきまして感動したお話を１月５日、

翌々日、町長室を訪問いたしまして、その話を、感動を話しましたら、町長からそれは黄金の

富士と言うんだよというお言葉いただきました。私はダイヤモンド富士は当たり前のことと

思っていましたけど、平林から眺める富士山が、黄金の富士だということに大変自信を得まし

て、思わず、辺りかまわず一人でバンザイと叫んだような次第であります。その日はすごくよ
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く晴れておりまして、「よしこれだと」自分で自信を持ってお話しいたしました。それは山中湖

に輝いた、富士の光が、反射して、富士山の左側の裾に輝くというような光景だということを

お聞きしまして、私は本当に満足いたしました。それで平林に上ったその理由は、もう１つご

ざいまして、以前から富士山の横にすばらしい太陽が出るだろうということは聞いておりまし

たけれども、ここに温泉を掘ったらどうだろうと。その近辺に。そういうことを自分で発想い

たしまして、その周辺を１月３日に歩いてみました。そして、そのことも町長にお話ししまし

た。私のたまたまクラスメートが、異名を温泉博士という田中大月短大の教授がございまして、

彼に７、８年前に一緒に上っていただきまして、ここに温泉が湧くかという質問をいたしまし

たらば、いい答えが返ってきました。温泉は湧くと。それは千メートルなのか８００メートル

なのか、１，２００メートルなのか知らないですが、必ず地域の内面は金の渦が黙々と湧き出

でているところだから、必ず温泉は湧くと、答えをいただきました。そのことにつきまして、

甲州市笛吹市ですか、ほったらかしの湯というのがありまして、そこは富士山を眺める絶景の

日本１の異名をとしました。これに負けずに、日本一の素晴らしい眺望ができる平林に、その

いう温泉を掘ったらどうかというのが、自分の一つの登った理由でありました。 

前置きはそのくらいにいたしまして、平林の活性化事業につきまして、１番として、雄大な富

士山を眺められる地域の特性を活かし、観光客の誘致を図るため、平林地区へ民間活力を利用

した温泉施設の設備を計画すべきだと考えますが、町のご意見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） 

それでは長澤議員の温泉施設のことについてのご質問にお答えいたします。 

棚田から富士山を望む平林の眺望は、県内に誇れる絶景であり、これを活用して観光客の誘

致を図ることは地域の活性化に大きく貢献するものと考えております。このことから平林地区

に民間事業者による温泉掘削の事業計画が示された際には、地域の意見を踏まえた上で協力し

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） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

わかりました。１の２に移りますけれども、温泉施設には高齢者や子どもが集う場所として、

カジノと言いますとちょっと驚かれると思いますが、遊技場でございます。これを併設したら

どうかと思いますが。とりあえず３月閉校になります平林の西小学校に、カジノを作ったらど

うかと思います。その理由は、１月の末に福祉保健課長の笠井さんとこんなことについてお話

まして、新聞記事も出ていたんですけれども、カジノ、いわゆるばくち的なものをやれば、痴

呆症が回復したり、先ほど秋山議員は回復しないとおっしゃいましたが、回復したり、予防で

きるというようなことを申し上げましたら、福祉保健課長は、「そうですね。私もそう思います。」

と同意を得ました。それで、痴呆回復に大変よい遊びだと意見が一致しましたので、痴呆症が

増える一方の現状で、医療機関に患者として送ることよりかも、パチンコ、トランプ、花札、

マージャンに至るまで、あるいは、かるた。いろんなギャンブルを持ち込んで、子供たちと一

緒に楽しむことができるのではないかと考えました。この状況を県内に発信すれば、にぎやか
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な山村が、名実ともに復活すると思います。町のお考えをお尋ねいたします。 

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）  

カジノについてのご質問にお答えいたします。平林地区に民間による温泉施設が計画され、

それに遊戯場が併設された場合には、地域はもとより、県や警察など関係機関や町議会とも協

議する中で対応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） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

財物を持ってばくちをすると、刑法２２３条、１８５条、１８６条、１７０条に違反するん

ですけども、楽しみのために、そういうことをやるのは別に罪にならないと私は思っておりま

す。ぜひご計画をお願いしたいなと思っております。 

３番に移ります。こんにゃくについて伺います。ザ山梨という雑誌の１月号に宮川さんとい

う旧芦川村のこんにゃく屋さんの記事が出ておりました。彼とは私、酒のつまみに、よくこん

にゃくの刺身を買いに行くので、あなたが出ていたけれども、一体どこからそのこんにゃくを

仕入れてのかと聞きましたら、地元が２００表ぐらい。１表は３０キロ。それから河口湖町か

ら３，０００表。じゃ富士川町って書いてあるけど、どれくらい入っているのかと。それは作っ

ている方が、あまりいなくて、余った分を買ってくれと、いうご返事をいただきましたから、

いろいろ私なりに調べましたところ、全国の収穫量が６万７千トン。一位が当然、群馬県の下

仁田です。当時の平林はこんにゃくを下仁田に出荷していたんですね。だんだん高齢化もあり

ます。健康食品として、すきやきやジビエにこんにゃくを使ったらどうかということも考えま

して、欠かすことのできない白滝が、平林地区、あるいは町内の耕作放棄地に復活させること

ができないかということを考えました。群馬ではこんにゃく海外戦略研究会などを作りました。

そういうものを設立したそうです。そしてニューヨークには、こんにゃくアンテナカフェを設

置して、こんにゃく輸出の有力なターゲットとして期待されているようであります。このこと

につきまして平林のこんにゃくの生産、販売等につきまして、町に計画、お考えがありました

らお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長、細野幸男君。 

〇農林振興課長（細野幸男君）  

長澤議員さんの平林にこんにゃくの振興の計画が、町ではどんなものがあるかということで

すが、かつて平林地区では、こんにゃくの生産が盛んで昭和４７年には、約１３００万円の収

益を挙げたと聞いております。しかし、現在では、数件の農家しか栽培を行っておりません。

栽培農家の減少は、こんにゃく玉が、じゃがいもなどと違って、適正な大きさで出荷するのに

３年程かかることや、春に種芋を植えて、新芋を次の春に植付けるわけですが、春までの保管

が難しくて、病気になりやすいなど、栽培に手間や費用がかかること。さらに、国外からの輸

入により価格が下落したことなどから生産量が減少したところであります。そんなところで、

町のほうとしては、現在は、トマトを平林の特産品として位置づけて、ＪＡふじかわや生産者
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とともに作付面積の拡大に努めているところであります。しかしながら、少人数で平林でもこ

んにゃくを作っていますので、それはそれなりに細々とは続けさせ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） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

たまたま今日の新聞広告に、里山農園畑のオーナー募集という平林の活性化組合のチラシが

入っていました。先ほど課長の言われましたように、だんだん高齢化して少なくなっているん

でなくて、じゃがいもを作る人たちを集める、棚田のオーナーもただいま募集中。そういうよ

うな傾向がこの町として、他県から若い方が、こちらにそのために移り住んで来られる方がお

られるでしょうか。質問いたします。 

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） 

     今のご質問にありました、その目的を持ってくるという方はございません。空き家バンク等

で、こちらに見えられた方はおりますけれども、今のところはそういうことを目的に来ていな

いと思います。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

     何らかのＰＲ方法をお考えいただきまして、そういう方たちを、東京１極集中で人口が減ら

ないような東京でなくて、こういう地方創生を兼ねた、ある意味でのご検討をお願いしておき

たいと思います。 

それでは、２番にはいります。中部横断自動車道に、今度増穂橋の近辺にパーキングエリア

が造られるということをお聞きしました。その現状とか、いきさつとか、方法とかをお伺いい

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） 

中部横断自動車道のパーキングエリアについてのご質問にお答えをいたします。現在、道の

駅の部分も中部横断自動車道のパーキングエリアであります。ただ、これは下り線のパーキン

グエリアでありまして、今後、上り線については大椚地内、坪川の橋を渡って、すぐ左折をし

て、今、盛土はしてあります。広いところがあります。そして、そこに、パーキングエリアと

いいますか、休憩所、最後の静岡に向かう人たちのトイレの最後の休憩所としてのパーキング

エリア。当然、ジュース等は販売できると思いますけども、それをそこに造る計画はあります。

そしてそのパーキングエリアから、もう一度、今、トンネルが出ておりますけど、あの上を通っ

て本線入っていく計画になっておりますから、まだパーキングエリアは整備されておりません

けども、いずれはそこにパーキングエリアが整備され、そしてそこから、今、料金所に向かっ
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ていく道路の上を走る形で本線に入っていく、こんな計画があることは事実であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君 

つまり中日本高速道路株式会社、ネクスコ中日本がやる工事だと思いますけれども、私はそ

こにトイレを造るのであれば、日本一立派な、すばらしいトイレをそこに造っていただくよう

に、町長から中日本のほうにお願いしていただきたいと思います。ロンドンには世界一立派な

トイレがありますけども、使用料は１，２００円だそうです。日本には、公衆トイレはだいぶ

普及しておりますけども、東京にも和式の立派なトイレもありますし、青山にも立派なトイレ

があるようでございます。そのへんについて、町長は中日本に要望書かなんか提出していただ

きまして、すばらしいトイレのためにだけでもいいですから、大勢のお客様に寄っていただき

まして、そこで音楽を聞いたり、本を読んだり、お化粧をなさっていただくような、そういう

場所で、そこにゆずの香りのするトイレを造っていただきたいんです。 

〇１０番議員 

     申し訳ないんですけれども、通告に従って質問していただいて、後に再質問で聞いていただ

きたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ２番の中部横断自動車道にトイレ、パーキングということで、ゆずをイメージした建物、ゆ

ずの香りのトイレをということでよろしいですか。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

     はい。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） 

中部横断自動車道の上り線につきましては、先ほど言いましたように、中日本高速道路株式

会社が大椚の辺にトイレ計画をしております。この上り線のパーキングエリアにトイレという

お話であります。トイレの設置、また本町をイメージしたものを取り上げるようにと言われま

したが、先般もミズベリングの時には、水辺、人の集まるところにはトイレが必要だというお

話が、一般の聴収者からありました。山梨県でもかつてトイレペア構想というのを作りながら

県内各地にトイレを造ってきました。ある程度のいいトイレにしていくと、１軒家が建ても余

るようなお金がかかります。当時は、安くても３千万ぐらいの、１つのトイレがありましたけ

れども、せっかく造るトイレですから、本町をイメージしたものを取り入れていただけるよう

に、そしてまた観光ＰＲにもつながるように、中日本には働きかけていきたいと思っておりま

す。今、日本全国にもいろんな形のトイレが出てきております。中が図書館みたいなトイレも

あれば畳を敷いたトイレもあれば、いろんなトイレが出てきています。ただ効果がある分と、

本を長く読んでいて、なかなか出てこないというような苦情も聞いておりますが、高速道路の

上で忙しい方たちが行き来をするとこです。そうは言いましても、この町にできるトイレです

から、この町のイメージが、少しでもあそこを通過する人たちに伝わるようなトイレができれ

ばいいと思っておりますので、ネクスコ中日本にはしっかり要望していきたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

 それでは３番に移ります。青柳東部地区を商業の拠点にして、県内外からの富士川町に人を

呼び込む施策として、生鮮市場を誘致する考えがこの町にはあるでしょう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） 

青柳東部地域につきましては、交流施設や商業施設の立地を既存商業地の活性化に活かすた

めに、開発と既存商業地を結ぶ都市宿の形成を図り、一体的な発展を図るため、平成２１年

１０月末に用途地域の見直しを行ってきたところであります。こうしたことから平成２６年

３月にフォレストモール富士川がオープンし、その関連施設には、連日町内外から多くの買い

物客でにぎわっているところあります。しかし、甲西バイパス周辺だけがにぎわえばいいうこ

とではありませんので、国道５２号沿いの中心市街地の活性化を図るため、現在、青柳宿を中

心としたにぎわいのまちづくりの中で、生鮮市場のような機能についても検討を行っていると

ころであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

１０数年前に私は、青柳東部地区に甲府の魚市場を誘致したらどうかと考えまして、当時の

増穂町の議員２人を連れて上越市まで見学に行きました。そこで、市長にお会いし、漁業組合

の組合長にもお会いしたんですけども、それはすばらしい考えがけれども実現しそうであれば、

資金的にも、魚の方もそこで売っていただく努力をいたしますという、大変ありがたいお答え

をいただいたんですが、そのあとすぐに、前の静岡県知事の石川知事にこのことを申し上げて、

そのときは町民７、８名を連れて知事室でいろいろとお話をさせていただいたんですが、うち

のほうも、そういう計画が実現するのであれば、清水の市長、焼津の市長にご紹介しますと言

われまして、これはいけるなと思いましたところ、たまたまその後、カインズの問題で町との

交渉がうまくいかず、あの辺にと私はもともと思っていたんですけど、今度はフォレストモー

ルが出来まして、お客さんも大勢来るようになりました。私はその近辺に卸売市場ということ

で、小売店ではありません。そこにそういうものを作るような計画が、観光課か総務課かわか

りませんけれども、その考えがもしありましたら、お答え願いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

中部横断自動車道を推進するために、新潟の皆さん、長野の皆さん、山梨静岡の皆さんが、

「君は太平洋を見たか、僕は日本海が見みたい」、こういうキャッチフレーズで道路の推進を

図ってきました。その中で、長坂以北がまだ今しばらく時間がかかりますけども、おおむね見

通しがついてきた。ここの道の駅にも、規模は小さいですが、このご当地の物産だけでなくて、

今、伊東から入れていますけども、太平洋の物がちょっとでも買えるようにということで、冷

凍食品ですが、海産物を置かせていただいております。先ほど言いましたように、卸売市場と
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いうのはちょっと規模は大き過ぎるかなと思いますが、中部横断自動車道の一番のもとに日本

海、太平洋をつなぐ道路でありますので、そんな中に生鮮市場、一般向けの売店ということに

なると思いますけども、そういった鮮魚を扱うような機能についても検討しているとこであり

ます。私も長岡市の市長さんとも会いまして、中部横断自動車道が開通したあかつきには、ぜ

ひ日本海の物も置きたいということで、日本海の長岡市の物であれば、もうすでにこの山梨に

も、各条市場ということで入っておりますので、ああいったところにも、海なし県の富士川町

に進出してきてもらえばいいかなということで、先ほど言った、青柳宿を中心としたにぎわい

のまちづくりの中に、海なし県に新鮮な魚介が食べられる、買える、そういったものは、今検

討を行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） 

私は最低５，０００坪ぐらいの用地を町で確保していただきまして、もしそれができるとい

うようなことになりますと、増穂インターチェンジを利用して、大勢の観光客や仕入れ人が他

県から押し寄せてくることを予想しております。私の計算では、１日千人、１人５千円の買い

上げをいただきますと、１年に１７億から１８億のお金がわが町にこぼれる計算になります。

それは６次産業で今年オープンする、南アルプスプロデュースが、とりあえず来場者初年度

３０万人を予定しているということから、計算したものでありますので、そういう売り上げを

私は確信しております。なお、平成２３年から卸売市場の法律が変わりまして、農林水産省の

認可事業が今度県知事の許可制度になりましたので、甲府の魚市場を移さなくても、単独で、

しかも民間資本を投入させて、町長にはぜひこれを造っていただきたいと希望するものであり

ます。もしお考えがおありでしたらお答え願いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     卸売市場というのは、非常にこの地域、静岡にも近いものですから、ちょっと難しいかなと

思っておりますけども、旬のものが、この地域にいても、例えば駿河湾の桜えびが水揚げされ

た時には、すぐここでも売れる。あるいは日本海でホタルイカが揚がった時にはすぐ売れる、

氷見のぶりが解禁になった時にも売れる。そんなイメージをしながらここに生鮮市場と先ほど

言いましたけれども、そういったものをやっていけばいいかなと。また、インターを活用して

というと、業者の皆さんばかりだと数が少なくなると思いますが、一般の皆さんを対象にする

には、そういった家庭で使用できるようなものにしたほうがいいのかなと。今、道の駅でも一

般客は１人１，１００円程度の消費であります。年間３０万人ぐらいは人が来るはずだと思い

ます。１日千人にしても、１カ月３万人。そして１年間３０万人は超えていくということであ

りまけれども、そうやって人に大勢来ていただいて、何とかこの地域も賑わいをもたらしたい

と思いますが、生鮮市場というのは民間でやる分については私どもは開発許可をするだけであ

りますから、そんなにブレーキをかけるつもりはありませんが、町が主体となってやるには、

やはりほかにもまだまだやらない課題が山積しておりますので、町が中心になってということ

は今の段階ではできないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

おっしゃるように資金的には民間の資金を使うということで、もしやれば本当にいい市場が

できるんではないかと思っております。 

再び議長にお断りいたしますけれども、これで私の質問は終わりですけれども、エピローグ

で、私は最近「富士マナビクス」という言葉を発見したんです。一昨年１０月２０日山梨に日

新聞には「アベノミクス、遠い国の話」書いてありました。昨日も安倍総理は自民党６０周年

記念で、地方創生といっても、まだまだ裕福な懐を実感するところもたくさんあると言ってお

られましたけれども、地方創生という言葉に惑わされずに、そういう言葉を使いながら、わが

町はわが町なりに再生を、創生を図っていったらいかがと思います。その「富士マナビクス」

の意味でありますけれども、「アベノミクス」に対抗いたしまして、富士川町の「富士」、学の

「マナブ」、Ｂｉｇは大きくて広いんです。Ｓはスマイル、サービス、スピード、そういう町を

つくっていただくように、協力していく、それが町民が望んでることだと思います。これから

も私は「富士マナビクス」ということを言い続けていきたいと思いますので、町民が要求して

いることに対して、富士が仰げる町、生活のすべてを学べる町、そして職員皆さんの笑顔、貢

献、迅速な対応を求められてる町民のために、全力を尽くしていただきたいと思います。今日

の質問全て、「富士マナビクス」で締めくくりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ただいまは「アベノミクス」をちょっともじった「富士マナビックス」という言葉をいただ

きました。また、今回の地方創生も地方が自ら考え、責任をもって地方創生に取り組んでいけ

という、国からの指示であります。ただ、地方がよければいいというものでもありません。食

料もエネルギーも東京にはありませんから、地方がよくなって、日本全体がよくなって、これ

は日本創生という言葉でも、置き換えられると思いますので、私も地方に居ながら一生懸命頑

張っていきたいと思います。この町も医療、福祉、そして教育、これらについてはしっかりと

した底辺をつくりながら、今「マナビクス」というお言葉をいただきましたから、図書館につ

いても一生懸命町民の皆さんが期待される図書館を造っていきたいと思っております。ありが

とうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 

     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６番、７番、長澤芳文君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後１時５８分 

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

再開 午後２時０７分 

〇議長（齊藤正行君） 
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 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） 

 皆さんお疲れとは思いますけれども、しばらくお伺いを聞いていただきたいと思います。私

のほうは、先日、富士川町観光振興計画が発表されました。当町にも観光振興の資源として、

公園や観光施設、それから自然、景観、歴史文化の資源、数多くあります。また土産品となる

ような商品を扱う商店とか、宿泊施設など、受け入れ体制もあると思います。観光振興計画は

大変よくまとめられておりますが、今後計画をどう生かすかが大事だと思っております。 

そこで質問の１番目としまして、観光交流拠点の１つである青柳宿活性館が３月末をもって、

使用貸借期間が満了し、商工会より返還されると伺っておりますけれども、まずこの施設の運

営について、今後の町の計画を伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの青栁議員のご質問にお答えいたします。青柳宿活性館につきましては、平成１７年

から富士川町商工会が施設の維持管理及び運営を行い、町内の物産販売や情報発信、町民ギャ

ラリーの運営を通して、商店街の活性化や地域コミュニティの醸成を図る施設として活用して

まいりました。こうした中、富士川町商工会からの、使用貸借期間満了に伴い事業を終了した

いとの意向もあり、青柳宿一帯の活性化策及び活性館等の施設の利活用について検討していた

だくために、昨年６月に青柳食活性化策検討委員会を設置し、検討をいただく中で、本年２月

に青柳宿活性化策に対する提言をいただいたところであります。こうしたことから、今後、こ

の提言書を踏まえる中で、青柳宿の活性化策を検討してまいりますが、活性館につきましては

耐震度、０．０７と非常に危険な施設でありますことから、当面は閉鎖することといたしまし

て、にぎわいのまちづくりと一体的に検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今、私がお伺いしようとした先の方まで、お答えいただいておりますので、途中省くとこと

もあるかと思いますけれども、現在、活性館というのは商工会の運営になっておりますけれど

も、本来、増穂町時代から「まちの駅増穂」ということで、情報発信の役割を担ってまいりま

した。ところが、いろんなイベントの案内などが、外側の壁に画びょう止めで掲示板に張られ

ておりますけれども、商工観光に関するパンフレットは建物の中にあります。ちょっと場所も

暗くて、場所も悪いと。それから管理は当然商工会でしょうけれども、管理も悪くて、まだ山

梨国文祭のパンフレットがあったり、関連して言えば、青柳宿追分館のパンフレットもありま

すけれども、住所が増穂町青柳になっておりますし、もう、町制施行５周年も終わっておりま

すので、このへんも考えてご指導をお願いしたいと思っているとこであります。それに関連し

て情報発信として期待される道の駅富士川ですけれども、パンフレットが、１、２月ごろに行

きましたら、町の広報が１冊と物産協会の富士川散歩というパンフレットが何部かある。いわ
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ゆる２種類しかなくて、あとは石和町とか河口湖町とか、県の関係のパンフレットとか、そう

いったものしか置いてありませんでした。担当課に問い合わせたら、時々補充に行っていると

いうお話ですから、担当課でも補充していただいていると思うんですけど、私が見に行って、

そういう状況ということは、町のパンフレットが評判がよくて、大勢の方が抜いていくからす

ぐなくなっちゃうんじゃないかと思いますね。ぜひ、道の駅富士川にもご指導をお願いしたい

ということと、まず、この富士川町のパンフレットが、揃って見えるような対策を考えていた

だきたい。塩の華は２本パンフレット立てがありましたけれども、片方は富士川町関連である

程度統一されていました。片方が他町や県のパンフレットというふうになっていましたけれど

も、道の駅の富士川は残念ながらパンフレット類の少ないし、県内のよそのものが多かったと

いうことであります。当町の情報発信拠点としては、ちょっと配慮が足りないのかなと思いま

すけれども、このことについても、今後の計画やお考えがありましたら、伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

青栁議員さんの道の駅の情報発信についてというところでよろしいでしょうか。 

担当といたしましても、先ほど議員さんおっしゃられましたように、時々とおっしゃられま

したが、週に何回か行っておりまして、最初のときは、多分そのパンフレットがないとおっしゃ

いましたけれども、あそこのブースは町のものですので、町の観光パンフレットを優先的に置

かせていただくようにしております。たまたまない場合もあったかと思いますが、評判もよく、

持ち帰っていただいた部分もあったかと思います。町の情報発信につきましても、道の駅にも

お願いしておりまして、その部分は活用させていただいていると思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私が見に行ったときが少なかったのかもしれませんけれども、ぜひ管理の方、できればもう

１本スタンドを増やしていただいて、我が町の名店と、あるいは我が町のマップでもいいです

から、そういった専用スタンドも作っていただければありがたいなと思っております。まちの

駅活性館の今後の対応についてもお答えいただきました。耐震化が、とてもクリアできないと

いうことは、私も承知しておりますけれども、あの建物は舟運時代の青柳河岸の米蔵だと思う

んですけれども、それを移築したものだと聞いております。歴史と文化を大事にする富士川町

ですから、今後、取り壊すということでなくて、ぜひ耐震補強で原型を最大限生かす方策、こ

れも検討してほしいと思います。建物を潰すのは簡単ですけれども、そういう昔のままの姿を、

文化財の指定もしてありませんけれども、そういった形で残していくということが、大事なの

かなと思っておりますので、ぜひ、それも検討の中へ、耐震化ですね、最大限残すということ

ですから、中身はともかく外観、梁、瓦、そういったことを当時の姿を思い浮かべられるよう

に検討していただければと思っております。 

それでは次の質問に移ります。観光振興の課題の２番目としまして、平林、穂積、五開地区

の活性化、観光客を呼び込むために情報発信や公共交通を整備する必要があると思います。そ

の観光計画の施策について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

青栁議員の観光振興についてのご質問にお答えいたします。平林、穂積、中部・五開の三筋

の活性化には、物産や観光の振興策が重要であると考えており、今年度、観光振興計画を策定

し、観光振興を図っていくこととしております。このため、道の駅富士川にコンシェルジュを

配置し、三筋への誘客を図っていくほか、観光物産協会や町のホームページにおいて観光情報

の配信を行なっております。さらに、ＪＲ静岡駅や高速道路パーキング等へのパンフレット等

の配置、観光関連会社への営業活動、フリーペーパーへの情報掲載などを行うことでＰＲに努

めているところであります。また土曜、祝祭日における自家用車を利用しない観光客の移動手

段のために、身延線から三筋へつなげる公共交通の整備を検定検討しているところであります。

今後も観光施策および活性化策を一層進めるため、関係課が連携を図ってまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

観光客というのは、当町へお金を落としていただけるという方をねらっているわけですけど

も、先ほど最初に述べましたように、計画ができたけれどもいかに実施していくのか大切かと

いうことは、今お答えいただきましたので、だんだん広がっていくと思います。それから午前

中、深澤公雄議員の質問に対する答弁にもありましたけれども、駅から三筋への公共交通を考

えると答弁いただきましたので、私は今現在は、町外から来る観光客が足がないわけですよね、

自家用車かタクシーでいらっしゃいという状況なので、ぜひ、公共交通、町外の方に対しての

足を早急に検討していただきたいと思います。 

それでは、課題の３番目に移りますけれども、もう１つは観光資源の１つとして、お祭りが

あります。当町では、大法師さくら祭り、ルート５２、甲州富士川まつり、の３つを町の祭り

として位置づけ、ほかは地域の祭りとして位置づけおります。そこで、あじさい祭り、大柳川

もみじ祭り、ゆずの里まつり、氷室の郷ふれあいまつり、甲州鰍沢夏まつりなど、地区のにぎ

やかなお祭りが幾つかありますけれども、こういった各地域のお祭りについて、今後の支援策

を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問でございますけれども、議員さんがおっしゃいましたとおり、町では春の

大法師さくら祭り、夏のふじかわ夏祭りルート５２、秋の甲州富士川まつりを３大祭りとして

おります。あじさい祭り、ゆずの里まつり、氷室の郷ふれあいまつり、大柳川やすらぎの里も

みじ祭りなどは、地域のイベントとして位置づけております。こうしたことから、今後も、地

域の主体的な取り組みをお願いする中で、町も地域支援員とともにＰＲなど、できる限りの支

援を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） 
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     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

３大祭りについては、資金的、人的にも、かなりの職員の方も出られてご苦労いただいてる

ことは承知しておりますけれども、今お答えいただいたように、その地域の祭りについても、

できるだけ情報発信をして、大勢のお客さんに来ていただくように今後もよろしくお願いしま

す。ただ、身延線の鰍沢口から、例えばかじかの湯の辺りまで行くとタクシーで２，４００円

ぐらいかかるんだそうです。ところがデマンドバスへ町外の方は乗れないという形になってい

ますから、先ほどにも関連しますけれども、ぜひ観光客に対する公共交通を早く構築してほし

いと思います。 

観光振興計画についてはここまでにしまして、リニア関連事業についてお伺いしたいと思い

ます。リニア線路予定地の緩衝地を利用する町道の新設について、１２月議会に町長からもお

話があって、戸川からニスカまで１．３キロで計画をしているというお話がありました。それ

で１２月議会に補正予算が提出されまして、予備設計業務ということで６００万の補正が計上

されました。そのときに私は反対討論をいたしましたけれども、決してその６００万に反対と

か、道路に反対とかじゃなくて、補正に対して、補正をもっと大事に考えてもらいたいと。も

う少しよく考えて、まだＪＲが中心線も測ってないのに、予備設計をするということに対して

いる反対したわけですけれども、結果は議会で承認されました。その６００万の補正予算事業、

今どのように進んでいるか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 

青栁議員の質問にお答えいたします。リニア中央新幹線建設工事に伴う工事用道路は、ＪＲ

側の優先使用の条件があるものの、町が道路として使用することについては了承を頂いている

ところであります。こうしたことから、町ではリニア建設により既存道水路が分断されるなど

の影響が出るため、現在の道路利用状況が大きく変化することが想定されますので、現在実施

している予備設計業務では、側道建設計画周辺道路の利用状況や交通量等を考慮し、既存道路

を取り込んだ道路網の検討を行い、道路利用者が使い易い道路構造の選定、側道建設に伴う問

題点の洗い出し等を行っているところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私が伺ったのは、１２月議会で補正額６００万円が承認されてけれど、その事業がどうなっ

ているかを伺ったわけで、交通量調査や問題点の洗い出しということ、もちろん交通量調査も

委託すればお金が絡んでくるわけですけども、予備設計業務そのものが、この予算がどういう

ふうに動いているかと。例えば入札が終わって、３０％着手金が出てるとか、残りは繰越にな

るとか。そういうことを伺いたいと思います。 

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） 
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予算は１２月議会において６００万の補正をさせていただきました。業者は町内の株式会社

ケイコンサルタントが５２３万８千円で請け負いました。前払い金の条項にはありますが、前

払いの支払いはしておりません。進ちょく率ですけれども、今は町の担当と業者によりまして

道路網計画について、国庫事業に向けて事業認可の資料を作成する等の業務等を行っていると

ころであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

補正承認されて、前払いもしていないということであると、一銭も使っていないということ

ですね。 

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） 

これでわかったと言いますか、１２月時点では、そのへんも読めていたと思うので、今後、

補正については、よく検討していただきたいと思いますけれども…。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今のことを修正させていただきます。１２月補正で議決をいただきまして１月９日に入札執

行を行っております。入札額は先ほど言ったとおりですが、１円も使ってないのではなくて、

入札をしていますから、払っていないだけであって、使わさせていただいております。 

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） 

わかりましたので、この質問は、予算についてはこのぐらいにしますけども、町長にもう１点

質問したいのは、１２月議会の町長あいさつの中で１．３キロの側道計画があることを述べら

れていますけれども、町長の頭の中には、これから予備設計によって動いてくると思いますけ

ども、私もＪＲに対して、もし町道、側道を造るとしたらどのくらい提供できるかという質問

を投げかけました。そしたら２．３メートルから最大３．８メートル、２２メートル買う中で、

１４メートル使って、なおかつは雪が起こったりするのを、きっと５０センチとか１メートル

とるんでしょうね。２メートル半から３．８メートルぐらいまでは提供できるという回答が１点。

それから、その道路を舗装すると、いわゆる道路工事をするような時には、ＪＲさんがしてく

れるんですかという質問を投げましたらば、ＪＲの事業と並行して道路を整備していく場合に

は折半だというお答えがありました。リニア工事が完成してからだと、余裕地については提供
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できるかもしれんけども、それは町道として町の負担というような回答がありましたので、一

応お伝えすると同時に、町長のイメージの中で結構です、１．３キロ両側へ造るのか、片側に

造るのか、町民のためにどんなイメージお持ちか、お答えいただければと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ＪＲ東海の用地取得は、幅２２メートルです。若干それより狭くなるようですが、これまで

の公表されているのは２２メートル、実際には２１．７とか８とかという数字になると思いま

すが、おおむね２２メートル。そのうちの中心部分を１４メートル、ガードウエイをのせる施

設を作っていかなければいけない。そういたしますと横側が４メートルずつ空くわけでありま

す。ただこの４メートルでしますと、人が歩くにはとても危険な道路になりますので、町が今

考えていますのは、その４メートルにあと１．５メートルほどの歩道を付けていく。この広さ

ならないと国庫補助の対象にもならないということですので、全部が町のお金というわけにも

まいりませんので、国庫補助を対象とした道路ができるように、車道４メートル、歩道を１．

５メートル。まだＪＲ東海が中心部を使う１４メートルの上にフードをかけると、昨年の大雪

の時みたいに、一気に雪が崩れて道路に落ちますので、雪止めを１．２メートル出したいとい

う話はあります。その雪止めの下も貸してほしいというお話もしておりますが、その場合に、

ＪＲは難色を示している。であれば、そこの雪止めが付いた部分については、両側さらに１．

２メートルづつ買っていかなければ、順調な交通、スムースに行く道路にはならないだろうと。

ただ当然、この中には右折レーンも出てきます。またそこはＪＲが交渉に入りますというお話

は聞いております。そんなところで、これまでもいろいろ地区の説明会をした時に、緩衝地帯

はできるだけ多くとってほしいということ、残地が死地にならないようにしてほしいという、

地権者の要望がありましたから、そういうことも配慮する中で、建設の後にその地域が道路か

して使えるように、戸川からニスカまでの約１．３キロ、町道を建設していきたいと思ってお

ります。当初から町道ではなく、これは県道として整備をしてくださいという要望がありまし

たが、県道を借地でした例は今までないということから、県は見送ったと。ただ、これからの

いろんな道路とのすり合わせもしていかなければいけませんので、町道として整備をしていか

なければならないと思いますけども、施工についてはまだ県が代行でやるということも残って

おりますので、細かい部分についてはＪＲ東海、また、県と協議をしていきたい。先ほど、舗

装の部分が折半だという話がありましたが、これは私どもまだ全然聞いておりません。いずれ

にしても工事用道路でありますので、工事用道路は舗装しなくてもいいかもしれませんけども、

できるだけＪＲ東海が主体的に工事に入っていただけるように。当然、道路が広くなれば、側

溝の壁にしても、小さくても付けなければならないものですから、それが外側に付いてもこれ

はＪＲ負担というような交渉はこれからやっていくつもりであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

イメージがはよく伝わってまいりました。いずれにしてもこの事業を予備設計が出てこない

と、私どももいいか悪いかは検討できないので、この質問はここまでにしておきます。 
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このリニア関連の２番目に移りますけれども、リニアが南北に走るわけですね。ですから、

町が東西に分断されるばかりでなく、組とか班とか長年一緒に生活してきて、先ほど来、いろ

んな話の中にあります、防災、防犯、そういった協働体制ですね。これも分断されると。環境

も分断される。近所がリニア線建設予定地に当たっているその地区のコミュニティの分断につ

いて、恐らく住民はどんなに反対しても、国策でありますから土地収用法で立ち退かなければ

ならないと。止む無く立ち退きをされる方にどんな支援策を検討しているか、伺いたいと思い

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） 

リニア関連事業についてのご質問にお答えいたします。リニア中央新幹線のルート上にある

家屋所有者に対する町の支援につきましては、住民の不安解消を図ることが重要と考えており

ます。特にＪＲ東海は県が進める用地交渉の過程において、代替地登録制度等を活用した土地

のあっせんを行い、この住み慣れた富士川町に定住いただけるよう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） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

その住民の不安解消ですね、町のほうでも代替地を提供していただける方という募集をして

いるようですけれども、私が言っているのは、長年、その班とか組とかで生活してきた人たち

がばらばらになる。場合によっては南アルプスへ行き、田富に行く方も出てくるかもしれない。

それも引き止めなければならないわけですから、できるだけまとまって転居できるように考え

ていかなければならないと思います。例えば利根川のグラウンドは６千平米あるようです。そ

れで、利根川グラウンドが今後使えないと、体育館もかかる、児童館もかかるということで、

使えないという場合、リニアがどのくらい日陰になるか、どのくらいグラウンドにかかるかわ

かりませんけれども、例えば５千平米６千平米のうち、５千平米、真ん中に４メートル道路を

入れても、７０坪分譲であれば１５棟、１００坪分譲であれば１０棟ぐらいができると。それ

から西や小林地区になるわけですから、そういった集落単位、コミュニティ単位で近へ引越せ

るような策も、ぜひ検討していただきたいと思うんですけれども、町長のお考えをお伺いさせ

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） 

リニアルート上に利根川公園もかかっております。ただ、あそこは都市公園でありますので、

都市公園の中に住宅を造るというのはいかがなものかと思います。また、都市公園が分断され

るのも、これは都市計画決定をしたり相当の時間を要するものですから、多分ＪＲ東海からは、

橋脚を打つところだけの借地でくるんじゃないかと想定はしております。そこを斜めに全部取

られると、利根川都市公園は 米から長澤までか公園ですから、分断をされるということはな

いと思っておりますので、多分まだ話もありませんけれども、借地ということがあるのではな
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いか。ただ残った用地については、中心杭を打って、うちも道路をひかせていただいて、その

後がどのくらい残るかを見極めた上で検討したいと思っておりますが、先ほど議員さんがおっ

しゃられるように、地域のコミュニティが分断されては困ると思います。都留を見ても、リニ

アか結構高いところを通るものですから、下が行き来さえできれば、コミュニティはある程度

あるかなと。そうは言いましても、土地家屋もとられる人もおりますので、これに間に合うよ

うにで、今議会も提出させていただいておりますけれども、自分の土地でも新たに家を造ると

きは５年間の固定資産税都市計画税を、いったんは納めていただきますけども、申請により、

また奨励補助金として返せる制度も全地域に入れました。そんなところで、できるだけ他町村

へ永住することのないよう、町としても、農振の除外、あるいは転用の許可、そしてまたその

あとの負担がかからないような部分も含めて、できるだけこの地域に住んでいただきたい。ま

た集団移転するほどの、線で入ってきますから、面で取られると集団移転、これはダムとかそ

ういうときだと集団移転が当然出てきますけれども、音を気にする人はもっと遠くへ行くだろ

うし、慣れればという人はその近くのところへ住める。そんなようなことを想定をしながら、

代替地の登録制度もつくってありますから、いくつかを提示する中で、希望のところがあれば、

また、ここをというところがあれば、そこは町も努力をしていきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

午前中の質問者に対する町長の答も、できるだけ住民の心に寄り添ってというお話がありま

した。議会としても、当然、今さら国策に反対するわけにいきませんので、これからは富士川

町町民、迷惑を受けるリニア関連の皆さんに、いかに被害を少なくするか。町と議会で協力し

て、町民の目線に立って、支えていければと思っております。まだ、何年かといいますか２、

３年、時間的な余裕があると思いますので、ぜひ町長には、今年度のタウンミーティングなど

を利用して、住民の意見や気持ちを確認して、事業に反映することを希望いたしまして、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、１１番、市川淳子さんの一般質問を行います。 

 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

 一般質問をさせていただきます。今回、私の質問は、防災体制の充実ということでお伺いし

ていきたいと思います。第一次富士川町総合計画では、安全安心で生活の質が高いまちづくり

を基本目標の一つとし、防災防犯体制の充実を政策の方向に掲げております。今回は具体的な

政策について町の考えを伺っていきたいと思います。 

まず第１に、防災ラジオの申し込みをしていますけれども、今のところの防災ラジオの申し

込み件数が４１７件くらいで、今も少しずつ増えているというお話を聞きました。こういう結

果に対して、どのような分析行なっているか。分析といってもいろいろあると思いますけれど

も、区ごと、あるいはどんな世帯が防災ラジオの申し込みをしてきたのか、そこらへんが分か

りますか。教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 
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防災課長 田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。防災ラジオの第１次申し込みにつきましては、

広報ふじかわ、および町ホームページに掲載するとともに、組回覧や区長会での防災ラジオの

デモなどを通じて販売促進を図ってまいりました。約１カ月の申し込み期間におきまして、防

災ラジオ、本体につきまして４１７台、付属の文字表示機については２２台の申し込みがあり

ました。申し込み台数につきましては、第１次募集の段階とすれば、ある程度の申込み台数が

あったと考えております。申込者の細かい内容につきましてですが、申し込みの期間から集計

までに余り時間がなかったということがございまして、細かな詳細については調査をしており

ませんけれども、今後、申し込んでいただいた方の内容等を詳細に見まして、もし参考になる

傾向、データがでれば２次３次の募集に生かしていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

ある程度の数ではなかったかというご感想ですけれども、ある程度の数というその根拠。町

は、大体この１年間にどのくらいの申込みを期待しているのか。そこらへんで第１回目はこの

ぐらいかなという、何となくの目標値があるのではないかと勝手に思っているんですが、いか

がですか。 

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）  

申し込みの、今後どのくらいの台数になるかということにつきましては、はっきり言ってま

だ予想はつかない状況です。ただ、まだこの防災ラジオそのものがどういうものかということ

が、まだわかっていただいていないというところもあるかと思います。まだ様子見の方もいる

のではないかということも考えております。アンケート調査結果では、回答者の７４％の方が

聞き取りづらいという回答をしていただいておりますので、潜在的な需要というのは、まだか

なりあると私は思っていますので、今後、できるだけ町民の皆さんに、もっと身近なところで

防災ラジオをＰＲしていったらどうかということも考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

５番のほうでしっかりそこを質問させていただきたいと思いますので、（２）に移ります。 

平成２７年度の災害対策費の予算に１２０万ですけれども、防災ラジオ文字表示機補助が計

上されていますけれども、その具体的な内容を伺っていきたいと思いました。というのは、補

助内容ということで事前にお伺いしている内容は、障害者手帳をお持ちになっている方に２分

の１と、それから難聴者の方に３分の２の補助ということで、今、１番目の質問の中で４１７台

の中に２２台、この文字表示機が付いているものをほしいという申し込みがあったとことです

よね。それで、１２０万計上されていますけれども、これはどう１２０万の予想を立てたのか、

そこらへんをお伺いしたいと思います。 
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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） 

ご質問の回答に入ります前に、先ほど市川議員さんがおっしゃられた聴覚障害者につきまし

ては３分の２の補助、そうでない方につきましては２分の１の補助ということでございます。 

ご質問の１２０万円につきましては、町内で、障害をお持ちの方のある程度の人数というも

のを把握できておりますので、その人数で、ある程度率をかけまして、予算を計上させていた

だきました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

聴覚障害者という、このくくりの中ですけれども、専門的なことがわからなくて申しわけな

いんですが、この聴覚障害者という方たちというのは、障害者の手帳をお持ちになっていると

いうことではなくて、例えば高齢による耳が遠くなったとか、そういうことでよろしいですか。 

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） 

聴覚障害者につきましては、障害者手帳お持ちの方、または障害者相当の方で、これには診

断書の提出をお願いしたいと思っています。あとそうでない通常の高齢者で、耳の遠い方とか、

そういう方については、２分の１の相当額の補助ということで考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

３分の２と、２分の１というところが理解に苦しんでいると。聴覚障害者は手帳があるなし

にしても耳の悪い人は聴覚障害者です。ただ、聴覚障害者として身体障害者手帳を持っている

人には３分の２、手帳はないけれども聴覚に障害のある、高齢で耳が聞こえないとか、一時的

に聞こえない、それで欲しいという人は、手帳がない人については２分の１。こういう補助制

度を作っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

 その場合は、先ほど診断書みたいなことをおっしゃったんですが、例えば、それはいらない

んでしょうか。高齢によって耳が遠くなったという方も、診断書とかそういうものは必要なん

ですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

手帳を持っている方は手帳がありますので確認ができます。あとは個人の聞き方です。これ

は、本人は負担をしていますので、特に診断書とかそういうものはいりません。本人の申し出
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により買っていただくと。買っていただいた場合に２分の１、補助を町がしていくということ

です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

わかりました。それでは３番に移ります。山梨日日新聞に「自治体費用７割支援」という記

事が掲載されました。この内容についてということで、ここに新聞がありますけれども、すご

く大きく、今年の２月１９日に「各戸に受信機を普及、総務省、自治体費用７割支援」と、こ

ういう大きな記事が載りました。これを見ると、いよいよ国も支援してくるんだな。じゃあ富

士川町に適用できるんじゃないかと、勝手に私は思ったんですが、お話を聞くと、そのへんの

ものが、ちょっと違う話になっているようなので、お話をちょっと伺いたいんですか。説明を

お願いします。 

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） 

 それでは市川議員の自治体費用７割支援という国の制度に関するご質問にお答えいたします。

先般新聞報道で、自治体が防災行政無線の戸別受信機を整備する場合の費用７割を地方交付税

で手当てするという内容の記事が掲載されておりました。この詳細につきましては、過日であ

りますが２月２７日、県下の市町村財政担当課長会議において、県の担当から説明を受けたと

ころであります。これによりますと、町が整備する戸別受信機の費用の７割を特別交付税で処

置するというようなものでありまして、この対象世帯が３つの区分がございます。１つは、土

砂災害警戒区域内の世帯。２つ目が高齢者や障害者など、音が聞こえにくい方。さらに３つ目

としまして避難に時間のかかる世帯、というようなことで、さらに町が無償貸与する戸別受信

機に限るというような内容となっております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

今の内容はわかりました。これが、富士川町には適応できにくいというようなお話をちょっ

と聞いたんですが、その理由がわかりましたら教えていただきたいんですが。 

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） 

２月１９日の新聞報道を受けまして、防災課を中心に県に照会し、情報収集し、さらに町長

それから防災課、財政課で協議をいたしました。先ほど申し上げましたとおり、この内容は国

が示す基準として、町が購入してそれを無償で貸与するというものであります。当町が整備し

ようとしている防災ラジオにつきましては、当初の計画の中では、ラジオも聞こえるというこ

とと、それからポケベル波を使用するということで、ポケベルの使用料もかかるというもので

ございましたけれども、業者との話し合いの中で、１０年間分先払いというようなことでお話

が成立しております。ただし、この国が制度を設けたこの事業を活用するとなれば、購入費用
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のみ対象となるということで、未来永劫の受信料につきましては町民の方に負担していただか

なければならないというようなこともございます。このことを総合的に勘案いたしますと、本

町の防災ラジオでは、この部分は適用できないのではないかというようなことを判断したとこ

ろでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

新聞で、こういうことが出ると町民の方たちは、もうそれがすぐ直結してしまいますよね。

そのへんの説明をしっかりしていかないと、何で富士川町は有料になるの、みたいな話になる

ので、そのへんはどういう広報の仕方かわかりませんけれども、しっかりと町民の方がわかる

ような形で、説明なりしていただきたいなと思います。それから、国のこういうことが、ぽん

と出ると、私たちはすぐ飛びつきますけれども、実は今、課長おっしゃったように、いろいろ

紐付きというか、裏というか、条件がいっぱいありまして、いつも思いますけれども、ほんと

に補助金をうまく利用するということは、なかなか条件が合致しないとできないものだなとい

うことで、私はこのことに関しては、国に歯がゆさを感じています。 

次に行きます。４番いきます。防災ラジオの補助金のことですけれども、今回この防災ラジ

オの申し込みに対して、こういうものこそ、町が補助金を出して普及するべきだという声が一

部の区から上がっておりました。それは私が住んでいる大椚区からも出ました。この間、区会

がありましたときに、区長がおっしゃったんですかと聞いたら、別の区で区長さんが町長に、

町の補助金に対してはどうかという質問が出たというお話を聞きました。これは昨年９月に秋

山貢議員さんの一般質問の中に、戸別受信機の補助金の質問がありました。でもその時は、ま

だ町の人たちにそういうものが示してなくて、計画でこんなことをやりますよ、ということだっ

たんで、まだこういう声は上がってきていませんでした。けれども、今回、いよいよ防災ラジ

オの申し込みをしたり、いろんなところで話があったときに、改めてこういうことこそ、町が

補助金を出すべきじゃないかというような声が上がってきたんだろうなと私は思います。やっ

ぱり、そういう声が上がってきたときに、町がもう一回、この補助金を検討するべきだと私は

思っていますけれども、検討してもやっぱりでませんということは、区長会では町長がお話し

になったと言っていましたけれども、もう一度、どういうところが、その補助金が出せない理

由になるのかということを、私は一般質問で聞いてくるということを、区会の中で明言しまし

たので、もう一度、改めて補助金を出さない理由を、町としての見解を伺いたいと思います。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。防災ラジオの導入にあたりましては、町が送信局、

それから配信局等の主要インフラ整備を実施をいたしますが、既存の防災行政無線の聞き取り

にくい状況というのは、地域あるいは世帯で一様でないことから、各家庭に設置する防災ラジ

オにつきましては、希望者の方に購入していただきまして、個人の所有物として設置をお願い

したいと考えております。町が防災ラジオを無償貸与や購入に際し補助金を交付した場合、使

用する側に何らかの制約を設けなければならないことや、維持管理等に新たな負担を生ずるこ

とが想定されます。また、将来にわたって各世帯が設置しております防災ラジオについて、そ
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の現状をつぶさに把握していくことは、非常に困難であります。個人や町が、後々の負担や手

間がかからない方法で防災ラジオにつきましては普及促進を図ってまいりたいと考えておりま

すので、今後も防災ラジオ本体への補助金を交付することは考えておりません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん）  

その理由はとてもわかります。補助金を出せばいいというようには私も思っていないです。

今度、この５番が私のメインになりますけれども、５番に今のことも全部含めまして、ここか

らがさあ問題ですというところですが、質問をします。防災ラジオの普及は、難聴地域には本

当に欠かせない。これがなければ防災をいくら口で言っても、呼びかけても、これはもうどう

にもならないというぐらい、「危ないですよ」ということが聞こえない限り、人は動かないんで

す。新聞にも出ていましたけれども、何でこのことが、国を持って総務省がやるかというと、

広島のときに、その余りにも大きな雨の音で聞こえなかったということが大きな被害になった

ということだったんですね。それで、防災ラジオはこれから町として普及に取り組まなければ

いけません。それは補助金が出る出ないは関係なく、普及をしていかなければいけない。その

普及する取り組みを考えていかなければいけないと思うんですが、この点について町の見解を

お伺いします。 

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） 

ただいまの普及に対する今後の取り組みについてお答えをさしていただきます。防災ラジオ

につきましては、今後も引き続き第２次、第３次の購入希望の募集を行ってまいりたいと考え

ております。その際、普及に向けて、防災ラジオがどういうものかということをもっとＰＲし

ていく必要があると思いますので、各区のご協力をいただくなかで、地域に出向きまして、防

災ラジオのデモ等を実施していきたいと考えております。また、明年度から、このシステムの

運用を開始する予定でありますが、防災ラジオを必要な世帯に設置していただくことにより、

宅内にいても外部の状況にかかわらず、これまでより確実に情報が伝わることがご理解いただ

ければ、新たに購入を希望する世帯もあると思いますので、その利便性もＰＲしていきたいと

思っております。なお、今回の第１次募集において、一部の区や組では一括購入し、各世帯に

貸与するところもあると伺っております。防災に関しては自助、近助、共助の取り組みが非常

に重要でありますので、地域力創造交付金などを有効に活用していただくことで、行政と地域

が一体となって、防災ラジオの普及促進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） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん）  

そのとおりだと思います。それを、具体的にどうするかということに、これからなってくる

と思うんですね。地域に出向いて、デモをしていきたいということでおっしゃっていただいた

んですが、やたら言ってもだめだなと私は思っています。先ほどから、すごく感じていること
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がありますけれども、例えば、最初にどのくらい申し込みがあったんですかというお話をしま

した。そのときに、まず最初に飛びつく人は、どういう人たちが飛びついてくるんだろうかな

という、そういう分析なんですよね。やはり、この防災に対して、災害に対して、この町の人

たちはどの程度の認識があるのか、どの程度の恐れを持ちながら、日々それを暮らしてるのか

なというようなことというのは、これは分析したり、アンケートをとったり調査研究するとい

うことが非常に大事になっていくと思います。そういうことを、私はこれから防災課がしていっ

てほしい。なぜかというと、防災というのはだれもが同じように、この小さな地域ですから、

同じような、もちろん山と平ら地、多少は違っても、いろんなことがほとんど同じような感覚

で受け入れられるんです。それに対して、さあどうするんだということ。共通はそこにあるん

です。うちの地区だけは違いますというのは、ほとんど災害に対してはない。そういうことを

考えたときに、これは防災課が各課をリードするぐらいの勢いで、町民の防災意識がどの程度

のところに留まってしまっているのか。それを伸ばすには何を決め手としてやればいいのか。

今回、防災ラジオが１つのいいきっかけになるのではないかなと思います。今、課長がおっしゃ

いましたけれども、地域力創造交付金を使って無償貸与していた地区もありますよと。その話

を聞いたときに、うちの区ではどうするという話が当然出てくるんです。そこで、そういうも

のこそ町だよねという話が、さっき言った話です。でも、町が出さないならば、このお金は一

体どう使うつもりで、区はとっておくのかとか、そこでまた話し合いが起こります。その話し

合いに、それは区が決めることですからとか、これはこうですからとかではけなくて、そこに、

防災課に入っていっていただきたい。そしてそこで、どんどん防災の認識を高めていくような

働き方をしてもらいたいんですが、課長いかがでしょうか。 

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） 

先ほど、市川議員さんがおっしゃっていますように、まさに、私どもがやることは公助の部

分だと思っています。やっぱり防災の基本は、自らの命は自らが守ると。自助がまず原点だと

思います。それに先ほど申しました、地域力創造交付金を有効に活用していただきたいという

のは、これは共助の部分に当たるのではないかと思います。それで、３つがセットで運用して

いくということが、行政、地域が一体となって普及を進めていくということだと考えておりま

す。今回の防災ラジオにつきましては、最初に申し込んでくれた方は、単純に言えば聞き取り

づらいか、聞こえなかった方というようにしかとらえられないと思いますけれども、防災ラジ

オにつきましては、既設防災行政無線の戸別受信機のように町か放送を受信する機能のみでは

ないです。平時にとか、緊急時にはラジオとしても使用できる機能も持っていますので、そう

いうものにつきましては、やはり個人の自助の部分のところとして、個人の所有物として設置

をしていただきたい。それにプラス、先ほど市川議員さんおっしゃったように、町はそれに対

してバックアップしていくというようなシステムを構築できればと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん）  

自助の部分というのはとても大事です。自助の部分を、それは自分で考えてくださいって、

それは各戸の問題ですよっていうようには、思っていらっしゃらないと思いますけれども、そ
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こに刺激していかないと意識は生まれない。危険じゃないんですと思っている人たちに、いや

危険なんですよということを意識づけするのが防災課なんです。そのことを含めて、もちろん

教育委員会とかいろんなところで、そういうものがあると思いますが、まずは防災課です。よ

く、インプット、アウトプットとか、いろいろな用語がありますけれども、まず７，３００万

かけてインフラの整備をしました。これはインプット。資源をどれだけ使うかです。それで、

ここからです。ここはもう行政でなければできないことです。それだけのインプットをして、

そして今これはアウトカムと言うらしいですが、成果として何が実現できたか。アウトプット

は結果らしいですけれども、成果として何が実現できたかっていうところまで、行政がしっか

りとチェックしないと、成果は生まれないということです。私は、今回のこの防災ラジオはと

てもいい１つのきっかけになるんじゃないかなと思います。７３００万円かけて防災基地を作

りました。それを作ったから、あとは自分たちでやってください、これじゃだめなんです。そ

うではなくて、防災ラジオの活用方法、あるいは防災ガイドの、ものすごい利便性をどうやっ

てうっていくか。先ほど１番のときに、どのくらいのパーセントを、町民の所有率を目標にし

てますかと聞いたじゃないですか。それはしっかり最初からやらなければいけないことだと思

います。目標を立てなければ、とりあえずこれだけ集まりました。年度末にはちょっとこれだ

け増えました。これたったらば、やっぱり防災ラジオは普及になりません。しっかりとした計

画を立てて、しっかりと打ち合わせをして、そしていつも町長が言います、行政が考えること、

地域と行政が一緒になって考えること、そして地域が考えること。今これは、地域と行政が一

緒になって考えることの１つなんです。すごくいいこの防災ラジオは、いいきっかけになると

私は思っているので、そこらへんを、ぜひしっかりと調査していただいて、分析していただい

て、そして次につなげていく。これは、どの課も同じことじゃないかなと思います。それはぜ

ひやっていただきたいと思うんですが、今私が言った言葉を受けて、もう一度回答していただ

けますか。 

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） 

町でも、事業を推進する上ではＰＤＣＡサイクルと言いまして、実施した後の町の検証が必

要だと思います。それなりの設備投資をして事業をするわけですので、それに伴う結果を出し

ていかなければならないと思います。それにつきましては、１番冒頭で申し上げさせていただ

きましたけれども、普及促進についての取り組みというのは、真剣に取り組んでいくというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

最後に町長にお聞きしたいです。町長は防災ラジオをきっかけに、私は今そういうお話をさ

せていただきましたけれども、その防災課長さんとも打ち合わせをしながらお話を聞かせてい

ただきました。町長はよく「飛び出せ公務員」、これをよくおっしゃっています。１番目の質問

で深澤公雄議員さんが、デマンド交通のアンケートの分析がどうだったですか、みたいな話を

しました。それから３番目の長澤健さんの質問の時も、人事評価、スペシャリストみたいなお
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話ししました。そういうのは、今私ここに何を持っているかというと、これは行政というとこ

ろから出ている「ガバナンス」という本ですけれど、２月号に住民の幸福度の向上というのが

出てるんです。自治体からのアプローチというのが書いてあります。いろんなところで、住民

の幸福度をどういうように把握して、それをどんな形で実践してるのか。それの中にいろんな

ことが書いてあっておもしろいなと思いながら、読んでいるのですが、これは防災のことでも

関係して言っているので聞いてもらいたいんですけど、今、行政に、こういう仕事に就いた方

たちというのは、人のために何かしたい。地域を少しでもよくしたいという思いで多分行政マ

ンになっている方たちが多いと思います。けれども、この思いが希薄化してしまうんです。な

ぜ希薄化してしまうかということが書いてあったんですが、それっていうのは、いつも、形式

的にな手続に従って、目の前の与えられた仕事をこなすだけで終始終わってしまうような働き

方をしている。あるいはできない理由を一生懸命探しているような働き方をしてしまったとい

うことをよく言うんですが、そんな中で、今、私は町長に聞きたいことは、このせっかくの防

災ラジオのことがあれば、これをほんとうに町民に補助金なしで、意識を持って買うというと

ころには、やっぱり「飛び出せ公務員」なんです。これは全町一致して、このラジオをどうい

うように皆さんにわかってもらうかということは、これは富士川町役場の大きな目標というか、

やりがいのある、成果として見えることだと思うんです。それは各課を超えないことです。そ

れはなぜかというと、防災は町民のためになるからです。それで、町長にもう一度お伺いしま

す。この防災ラジオをきっかけに、そういうことはどうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この防災ラジオは、国の制度よりも先にこの町がいろいろ考えてきて、その過程は町で放送

局を持って、そしてそれを発信するか。それとも今ある防災行政無線を傍受してもらってする

か。私の家も聞こえない家庭の１人でありますので、ぜひ必要だなということは痛感したとこ

ろであります。また、大島の災害、そして先般の広島の災害、これも情報が本当に住民に伝わっ

ていたのかどうか、これは報道機関も含めて伝わっていたのかどうか。それよりも一番この地

域の危険性がわかるのは役場でありますから、その情報をいち早く住民に伝え、そして、避難

勧告なり、避難命令をする。この避難勧告、避難命令が出てもうちは大丈夫だから、２階へ逃

げれば大丈夫、垂直避難と水平避難があります。それは本人の勝手になるかもしれませんけど

も、まず自分を守るためにどうゆう行動をしたらいいか。それには十分判断できる情報を、町

が与えていかなければならないと思います。いざ災害のときには、当然、防災行政無線でも言

いますし、消防団も各地区を回ります。そして避難勧告あるいは避難命令を出したときには、

区と消防が一緒に各家をみんな回ってもらっています。平林地区では、黄色いハンカチを出し

たところもあります。これも全町村に、全世帯に同じような、だれが見ても黄色いハンカチが

出ていれば避難したなというようなこともやってもらいたいなと思っております。この防災ラ

ジオを通じて、住民に防災に対する意識高揚を図っていただければありがたいなと思うのと、

先ほど地域力創造交付金の話が出ましたが、この地域力創造交付金も、例えが悪いですが、こ

の区は住民ががたがたしているから、飲み食いに使ってもいいですよ。それで直るのであれば。

その使い道は区にお任せしますので、第１回の補助金が少なければ、それを貯めておいてもらっ

て、何に使うか、そのために地域力と創造という言葉を付けさせてもらった地域力創造交付金
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ですから、これも活用していただければありがたいなと思っております。それで、この災害だ

けは他人ごとでありません。この地域は急峻な山も抱えていますし、河川もあります。また富

士川も天井川ですから、いつ内水対策をしなければならないか。いろいろありますので、うち

の職員も、本当に意識の高揚が必要かなと。そしてまたそういった意味で、これからも、先ほ

どお話がありましたように、公務員に志願してきたのは、この町を良くしよう、住民のために

何とか働こうという。それを、長年給料をもらっていると、給料をとるのが主体みたいになっ

てしまって、忘れることが多いんですけども、私も長い間公務員をしていました。一生懸命やっ

たつもりですが、町長になってみて、これが本当の公僕かなと思った思いもありますので、職

員のそのへんの意識高揚を図りながら、町のこういった防災ラジオを普及させているんだとい

うことも、全職員に情報の共有を図りながら、職員が住民のために働く。そういった意識は常

に持たせるような職員育成を図っていければと思っています。そのために人事評価というのも、

今回入れてありますので、そういうのも活用する中で住民のための職員だ。働いて給料をもらっ

ているんだという意識を高めていきたいと考えています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

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８番、１１番、市川淳子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３時１８分 

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

再開 午後３時２６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、５番、堀内春美さんの一般質問を行います。 

５番、堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

 ５番堀内でございます。それでは質問をさせていただきます。今年の１月に、消防団の出初

式を見せていただきまして、消防団員の皆さんの大変なご苦労と重責を痛感し、私たち町民が

消防団に守られていることを再認識いたしました。また消防団の人たちの抱えている悩みとい

うのでしょうか。年々団員不足が生じているようで、また仕事を持ちながら、消防活動をして

いる大変さも、改めてわかったところです。 

そこで、一番の質問ですが、火災発生時の一番重要なことは初期消火であり、それには家庭

人いる女性の役割が非常に大きいと考えます。自分の命、財産は、まず自分から守るという自

助という観点から、女性消防班みたいなものを作ったらどうか。また今までで、そういったも

のを作った地域があったのか、そして今現在、そういうものがどういうふうになっているの 

○議長（齊藤正行君） 

防災課長 田辺明弘君。 
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○防災課長（田辺明弘君） 

ただいまの女性消防団についてのご質問にお答えをいたします。女性消防班につきましては、

かつて合併前の旧増穂町の高下・最勝寺の２地区と旧鰍沢町の鹿島・十谷・長知沢の３地区に

計５隊の婦人消防隊がありましたが、現在では、最勝寺区の西之入婦人消防隊が存続している

のみで、他の４隊は隊員の高齢化や社会情勢の変化に伴い、すでに解散しております。西之入

婦人消防隊は毎年、定期的に可搬式消防ポンプの点検を行うとともに、隊員による消火訓練を

実施しておりますが、やはり隊員の高齢化が進んでおり、新たな隊員の確保も難しい状況にあ

ります。こうしたことから、現状では新たに女性消防班を組織することは考えておりません。 

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） 

高齢化というのはどうしようもない事実なんですが、現在は女性の方が男性より、ずっと長

生きしますし、それから女性の５０代６０代はまだ本当に元気ですので、このパワーを生かし

て、まず町民も先ほど言ったように自分の命と財産をまず自分が守る、自助というのが必要で、

その次に共助、そうなるかと思います。こういう考えから、高齢化していき、そういう団員を

募るのが大変だというお考えですが、そこでちょっと提案があるんですけれども、各組に防災

委員というのがあります。大体組によっては、１名から２名。当番制で毎年交代で選出されて

いますけれども、その中に女性の防災委員１人入れていただいて、それでそういった人たちが

防災員並びに消防班みたいな組織を作ってやったら作れないこともないのではないかと思いま

す。これからは防災組織に、女性登用というのは非常に大事なことだと思っています。女性な

らではのきめ細かい提案もできるし、少子高齢化社会が進む中、女性も防災に積極的に関わる

ことが求められている時代だと思います。そうした場合に、防災委員に女性を加えるというの

はどうでしょうか。 

そしてその女性消防班の育成のために、２番に移ります。消火方法の講座とか、あるいは研

修等に取り組む、そういったことを町のほうがタイアップしていくというような、そういった

お考えはどうでしょうか。 

○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） 

ご質問にお答えします。女性消防班を組織することは現状では考えておりませんが、毎年、

各地区で行われている防災訓練においては、区民を対象に自主防災会、消防団により消火訓練

等が行われており、その際、天ぷら火災の対処法などにつきましては、初期消火や消火器およ

び消火栓などの使い方については、女性を中心に訓練を行っております。火災発生時の初期消

火については、日々の訓練の積み重ねが大切ですので、今後も女性を対象とした消火訓練を継

続して行ってまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それから、女性消防班という防災組織に女性を入れるということなんですけれども、女性消
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防班というような人たちが、自分の組、各区の人たちが集まって、月に１回でも２カ月に１回

でもいいですから、消火訓練の時に出てこられない家庭もいっぱいあるわけなんですね。です

からそういった家庭を回って、そして消火器の使い方とか、あるいは消火器の使用期限とかっ

ていうのがありますので、そういったものを点検するとか、そういったことをすることによっ

て、ひとり暮らしの高齢者のお宅も訪問することができますし、そこから発展して、各戸を訪

問することによって、孤独死みたいなものも防げる。そういったこともできたらどうかと思っ

ております。そして、また災害時にはその人たちが率先して、ボランティア活動ができるよう

な体制づくりが必要だと思っております。先ほど市川議員からも防災ラジオの質問がありまし

て、やはり何か新しいことを始めようとすると、労力とか勇気とか非常に必要になりまして、

そういったときに消極的な考え方ではなくて、高齢化でもみんなで取り組めばできるんだよと

いう、そういった意欲のある取り組み方を町もしていただきたい。高齢化だからだめなんだよ

ではなくて、みんなで年に関係なく、自分の命財産は自分で守る、そして、今度はそれが共助

になっていく。そういう活動が、これからは年齢に関係なくてやっていかなければならない時

代になっていくのではないかと思うんですけど、どうでしょうか。 

○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） 

先ほどお話のございました高齢世帯とかそういう訪問の関係なんですが、現在、定期的に消

防本部が音頭をとりまして、警察署、民生委員、それから福祉の担当職員や町内のガス店、電

気屋等が合同で、高齢者のひとり暮らしの世帯を訪問いたしまして、火の取り扱いの際の注意

事項や、ガス・電気器具の適正な使用方法、それから消火器の使用方法につきましても指導を

行っておりますので、これにつきまして、新たに女性消防団班的なものを作って、これに対応

するということは考えておりませんけれども、先ほど来、議員さんがおっしゃっておりますよ

うに、男女雇用機会均等法ですか、こういうものの制定にも見られますように、男性だから女

性だからという限りは、なくなっているということの中で、５０歳６０歳で、もちろん元気な

方もおられます。だだ、年数が経てばまた高齢化していくわけでございますので、女性の消防

への関わり方というのは、今の社会情勢に合った中での関わり方ということを、町では探って

いければいいかなと考えています。従来の婦人消防隊とか、そういうものとは違った形での関

わり方を探っていけたらいいかなと思っております。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

女性の消防団、非常に歓迎をしたいと思います。新たに女性の隊をつくる。これは県下全体

にあったんですが、今、山梨県の中でも西之入婦人消防隊が１つ残っているだけだと思います。

装備も機械化をされておりますし、そしてそういう中で、かつてのバケツリレーというような

形ではなくて、これから消火活動をしていかなければなないと思いますので、ぜひ消防団に女

性に入っていただきたい。それは、町も各区長さんにもお願いをしていますけれども、議員さ

んのほうから、１人でも２人でも、まず第４分団から、女性の消防団が入っていただければあ

りがたいなと思っています。 
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以上です。委員長。 

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） 

私がなぜこの質問をしたかと言いますと、私もこの青柳に長いこと住んでおりますけれども、 

家に消防団員が回ってきて、消火器の使い方とか、そういったものをしていただいたことは一

度もありません。家に消火器が設置してありますけれども、使っては困るんですけれど、私は

使い方を知りません。うちの消火器の使用期限がありますよね。そういうのもないです。そう

いうことから、うちだけじゃなくて、そういったお宅がいっぱいあるんじゃないかなと思って

質問しましたので、以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告９番、５番、堀内春美さんの一般質問を終わります。 

 続いて通告１０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。まずは東京１極集中を是正し、地域を元気に、日本を元気

にする地方創生の具体化に向け、本町の取り組みについての質問をいたします。現在日本は、

世界に先駆けて、人口減少・超高齢化社会を迎えています。政府は人口減少に歯止めをかけ、

地方活性化を目指す「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、日本全体の人口減少の展望を示

した長期ビジョンと、地方創生のための今後５年間の総合戦略を策定し、これに基づき１５年

度予算案と１４年度補正予算を合わせて約１兆円の予算が計上されました。 

１番目の質問として、日本の歴史上において、時代を動かしてきたのは、いつも地方からで

あります。今、地方が自ら考え、責任と危機感を持って、地方創生に立ち上がらなければ、負

のスパイラルを断ち切ることはできません。活力ある地域社会を創生するため、富士川町の地

方創生に対する町長の見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

小林議員の地方創生についての取り組みについてのご質問にお答えをいたします。今、国の

ほうで、２６年度補正予算から動き出しておりますけども、これは地方創生、地方が自ら考え、

責任を持って地方創生に取り組むんだということであります。市町村と都道府県の間で適切な

役割分担と連携をしながら、またそういう中で都道府県は広域にわたる分野、基盤的な施策を

分担。そして、市町村は各地域の特性や地域資源を生かした取り組みをしていくということで

ありますが、町では「富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部」を設置するなかで、

これまで取り組んできた医療環境や子育て環境、教育環境の整備、定住促進や起業支援などの

一層の充実を図り、更に活力ある地域社会の実現に向けたアイデアの集結やその実現に向け、

全庁一丸となって取り組んで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） 

    小林有紀子さん。 
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〇１番議員（小林有紀子さん） 

町長の全庁一丸となって地方創生に取り組むとの、力強いお考えをお伺いし、私も富士川町

の未来のために全力で取り組んでいく活力とさせていただきました。 

２番目の質問としまして、各自治体が人口減少対策に速やかに取り組めるよう、地方創生先

行型の交付金が盛り込まれ、これは自治体の裁量で自由に使える交付金ですが、交付金を受け

とる自治体には、本年度中に独自の政策と数値目標を盛り込んだ、地方版総合戦略を策定し、

実行に移すことが求められています。この地方版総合戦略の作成は、本町の未来を大きく左右

する重大な柱となるため、地域の特色を生かした新しい戦略が求められます。各自治体の力量

が問われるため、専門家や多くの町民の皆さんの声を伺い、新しい視点での戦略を立てていく

ことが重要ではないでしょうか。そのための人材の確保について、どのようなお考えがあるか

お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

地方版総合戦略の策定につきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金の中でも、

地方創生先行型の一事業として予算措置されており、国においても、地方創生戦略会議、そし

てまた今後の日本創生においても大変重要な計画として位置付けております。町では、富士川

町総合戦略を平成２７年度に策定しますが、策定にあたっては、産・学・官・金・労・言といっ

た、当然行政、住民はもとよりですが、商工会あるいはＪＡ、産は産業界、官は官、学は大学

とか高校、そして金は金融機関、地方銀行とか信用組合、信用金庫とかそういった方々にも入っ

ていただいて、そういったものがビジネスとして成り立つのかどうか。また今後、お金が途切

れてしまうことがないかとか。そういった金融機関の人、また労は労働関係の方々であります。

また「言」というのは、地方紙とかテレビとか、そういった情報をたくさん持っているメディ

アの方にも入っていただく。こんな皆さんで構成する有識者会議を設置しながら富士川町総合

戦略を立てていきたいと、こんなふうに考えております。 

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） 

ぜひ、有識者会議は何度でも開催していただきたいと思います。関連して質問をいたします。

地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、民間

人材を派遣し、人材面に不安が残る小さい自治体を支援する地方創生人材支援制度に、山梨県

では北杜市と丹波山村が応募し、既に人材派遣が決まっています。また。地方版総合戦略の策

定にあたり、国の職員等による相談窓口を設け、積極的に支援する地方創生コンシェルジュ制

度も、人材確保に積極的に活用できると考えますが、本町ではこの制度の活用に関しては、ど

のようにお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今回の地方総合戦略の地方創生につきましては、国は人材の派遣、そして情報の提供、財政

支援という３つの大きな柱を掲げております。そのうちの人材支援でありますけども、第１次
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募集のときに１４４名の国家公務員あるいは大学の教授等を、それぞれ必要とする市町村に派

遣をします。その派遣先の職種とすれば、副市長、副町長、副村長という役職が限定されてお

ります。これには応募はいたしませんでしたけれども、今後、地方創生コンシェルジュの名簿

も出てまいりましたので、うちの町で活用できる人材があれば、活用していきたい。また、国

のほうも、これから富士川判の総合戦略を立てる場合に、いろいろなデータを使わなければな

りません。また情報についても国である程度は支援をしていただけるという話になっておりま

す。財政の方はこれから交付金、できたものに対する交付金ということになりますが、富士川

町は先駆けてこれまでも子育て支援とか、医療の確保とか、教育の充実、そんなことやってお

ります。今度の地方創生の資金の使い道は、設備あるいは建設はだめというようなことになっ

ておりますので、これまでうちの町でもやってきたことが相当、先進的なことがありますので、

それらは、今回のこの交付金の中にも入っていくものがあるのではないか。ですから基本やっ

てきた町単独事業は洗い出しをし、これからやりたいことを洗い出しをし、将来的にまたやり

たいことを書きあげながら、富士川町にあった戦略を作っていきたいと考えております。 

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） 

ぜひ、積極的な活用をお願いいたします。もちろんこのような制度を活用するにしても、地

域の実情を最もよく知るのは、そこに住む、暮らす人々であります。地域住民の知恵と発想を

柔軟に展開できるよう、公明党は、人が生きる地方創生を目指しています。また、認知症や介

護されている家族、生活困窮者や母子家庭など、いわゆる生活弱者の方々のもとに足を運び、

幅広い住民の要望や悩みを聞き、現場の声を集約して政策に具体化していくことが最も大事で

あると思います。町民一人一人が希望を持ち、生き生きと暮らせるまちづくりを目指して、真

剣に応えていかなくてはいけないと思います。そして、現場で生きる人々の力を発揮していけ

るよう、なにより地方創生を担う人づくりを進めなければなりません。 

そこで３つ目の質問として、都会から若い世代の地方移住を支援し、地域の活性化を進める

地域協力活動に取り組む、地域おこし協力隊についてお伺いいたします。公明党の推進で

２００９年度から始まった制度で、任期は１年から最高３年で、移住した地域で生活道の草刈

りや農作業の手伝い、住民の生活支援、空き家管理、イベント企画、地域の高齢者の見守りを

はじめ、さまざまな地域協力活動を行います。総務省所管事業です。これまで本町では、受け

入れを検討したことがあるのか、地域おこし協力隊の受入れに対する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。 

○企画課長（川手貞良君） 

小林議員の地域おこし協力隊についてのご質問にお答えいたします。受け入れについてです

けども本町では平成２２年度に小室地区でラベンダー栽培による受け入れを検討しておりまし

たが、３年という隊員期間をはじめ、受け取る賃金が低く、移住を条件とするなどの制約があっ

たことから、受け入れの実現には至っておりませんでした。今後は、地方創生による富士川町

総合戦略の事業も実施していくことから、「地域おこし協力隊」の受け入れについても検討して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、積極的な受け入れをお願いいたします。国の財政支援として協力隊員１人当たり報酬

２００万円と、活動に必要な経費２００万円、年間上限４００万円が最高３年間、自治体に支

給されます。さらに自治体が隊員募集に要する経費として、上限２００万円が特別交付金とし

て支給されます。毎年、実施する自治体と隊員が増え、全国１，８００近い自治体のうち、昨

年度は３１８自治体、隊員９７８人にのぼっています。財政支援は３年間ですが、３年がたっ

ても半分以上の元隊員が移住地やその周辺に住み続けています。全国的に限界集落の活性化に

成功した、岡山県美作市の地域おこし協力隊は有名ですが、農業の担い手としての意気込みに

地元の人たちとの信頼関係が生まれ、新たな目線で地方の魅力をアピールし、現在１０人の隊

員が活動しております。山梨県では、これまでの隊員は２６２人となり、昨年度は富士吉田市、

南アルプス市、北杜市、甲州市、市川三郷町、道志村、小菅村、丹波山村で隊員を受け入れて

います。政府は３年で３倍の３千人に拡大する方針です。新たな人材に期待し、本町への早期

の受け入れを強く求めるものであります。 

次に４番目の質問として、地域住民生活等緊急支援のための交付金として、政府は一定割合

を上乗せした金額が使える、プレミアム付き商品券の発行などを促進しています。本町では、

商工会からの要望で２６年度に既に実施していますが、その経済効果がどうだったのかお伺い

いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。本年度、富士川町商工会が実施しました町制施行 5

周年記念商品券発行事業につきましては、１０００セットを完売し様々な業種から８９店舗が

参加するなか、９９．５％の利用があったところでございます。こうした中、本事業の町内に

おける経済効果については、商品券発行により、町内消費に回った額として、従来、町外の大

型店などで購入していたものを町内で購入し、また、商品券発行により新たに町内で消費喚起

されたことが考えられます。しかし、個々の動向を実際に把握しなければならないため、数字

での経済効果を測ることは困難であります。 

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） 

終了したばかりで、検証はこれからのようですが、しっかりと経済効果の検証をまとめてい

ただき、今回の事業に生かしていただきたいと思っています。 

５番目の質問として、今回の補正予算に計画されているプレミアム付き商品券の内容、また、

予測される経済効果についてどのように考えられるか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 
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ただいまのご質問にお答えいたします。地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した

プレミアム商品券発行事業の内容については、販売価格１万円に２５％のプレミアムを付けた

１２，５００円の商品券を１万セット商工会から販売することを考えております。また、本年

の実施状況から、少額商品でも使える５００円券綴りとし、２５枚で１セットと予定しており

ます。使用期間は、平成２７年７月１日から１２月末までの６ケ月間を計画し、町内の飲食店、

温泉施設など、これまで以上に多くの商店に参加していただいて、使い勝手の良い商品券とな

るよう考えております。なお、今回のプレミアム商品券は、地域経済の活性化が目的であるた

め、町内の商店ばかりでなく、大型店でも一部使用できるようにしていく予定であります。予

測される経済効果につきましては、事業期間終了後、アンケート調査を実施し、効果の検証作

業を行うことといたしております。 

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） 

経済効果が大きく期待されるわけですけれども、関連して質問いたします。 

本当にプレミアム分の恩恵を受けていただきたい方、さらに多くの町民の皆さんが、少しで

も購入しやすい価格として、今回５００円券というこで、２５枚セットということで今お話を

聞きましたけれども、前回は１万円ということだったので、今回の場合は２５％ということで、

５千円ということはとても厳しいかと思いますけれども、今後、もし継続していくお考え、こ

れから経済効果を考えていく上で、これを継続して考えていく場合に１万円ではなく、発行単

価を５千円にしていけば、もっと年金生活の方も購入しやすい価格として、活用していけるの

ではないかと考えます。ぜひこの点も、これからの継続として考える場合に、検討していただ

けるかどうかを、この点についてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの小林議員さんの５千円券の発行を考えるかということでございますけれども、今

後、こういう事業を考える上で５千円券も検討は考えていくことは必要と考えております。 

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） 

この政策は本当に高い経済効果を生み出せると私も思っておりますので、ぜひ検討していた

だきたいと思います。さらに、この商品券を使用できるの商店ということで、今、大型店もと

いうことでお話がありましたけれども、前回は商工会に加盟している商店に限られておりまし

た。今回は大型店でもということでありますけれども、まだ商工会に加盟していない、そうい

うところに関しては、どのような働きかけをしていくのか。また、検討しているのか。教えて

いただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 
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○商工観光課長（永井たかねさん） 

今回の商品券の発行も、あくまでも商工会に加入していただくということを前提といたして

おります。商工会にお願いしまして、この事業をすることですので、今年度は大型店は町内に

事業所の本部を置いてある事業所だけだったんですけれども、来年度、このプレミアム商品券

は商工会にもお願いいたしまして、まだ検討していただいておりますけれども、商工会に加入

をお願いするのを前提として行っていきたい事ということを思っております。 

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） 

大型店の利用は、子どもから大人まで幅広く活用が期待できますし、またもちろん消費喚起

ということで商工会の小売店の方に関しても、しっかりと町を挙げて目玉商品とか、各商店が

独自で自分たちのお店にぜひ来てもいいたい。そういう取り組みをぜひこの機会に、町を挙げ

て商工観光課でしっかりと一緒になって取り組んでいただきたいと思います。 

６番目の質問として、平成２５年度に過疎集落等自立再生緊急対策事業として、国から

９００万円の交付金を受けて、鬼島・鹿島・箱原地区の有志で中部区活性化プロジェクトが立

ち上がりました。暮らしづくり部門、交流促進部門、特産品開発部門の３つに分かれて、４６名

のメンバーが中部区をなんとか活性化したいと、何度も協議しあい、婚活イベントや花いっぱ

い運動や新たな特産品開発に取り組み、始めて３地区が一丸となって、楽しく交流ができ、参

加者の方々から喜びの声と継続を望む声がありました。１年でこの交付金が終了したため、こ

の中部区活性化プロジェクトは解散はしていませんけれども、農産物の特産品部門だけ現在、

活動を継続し、ニンニクやショウガ、こんにゃくの生産販売に取り組んでくださっています。

私も、深澤議員も地元の役場職員もお手伝いをしていますけれども、ほとんどの方が高齢者の

方々で、補助金もない中、中部区の活性化のためにご苦労してくださっています。現在、平林

地区、穂積地区には活性化組合があり、地元の皆さんの生きがいづくり交流拠点として、本町

の観光振興にも大きく貢献されています。三筋の中で中部・五開地域の活性化が取り残されて

いる状況です。今後、町の後押しがあれば、地元の皆さんの熱い思いから、この活性化組合と

して組織し、発展する希望が見えてきます。その場合、町として支援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） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 

町の支援についてのご質問にお答えいたします。町といたしましては、三筋と連携した観光

振興や農産物振興による活性化に取り組むことが必要であると考えており、その中心として活

性化組合は大きな役割を担っているものと考えております。平林地域には、平林活性化組合、

小室・高下には日出ずる里活性化組合などがあることから、中部・五開地域において、活性化

組合を設立する機運があれば、町として支援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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
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ぜひ、地方創生の補助金が国から出るときですし、しっかりと町を挙げてということで町長

の一丸となってという取り組の中で、中部・五開地域の活性化のために、ぜひ後押しをよろし

くお願いいたします。 

それでは最後に、昨年６月議会でブックスタート事業の取り組みについて質問をいたしまし

た。子育て支援課からは、絵本の読み聞かせをいろいろな機会に行っているので、今のところ

は考えていないという内容の答弁でした。日頃健診や育児教室で積極的に読み聞かせ行ってい

ただいていることは、とてもすばらしいと思います。昨年１２月１４日に文化ホールで、映画

「じんじん」の上映を行い、４５６人の方が鑑賞してくださいました。絵本を通しての親が子

を思う愛情の深さ、心の交流、町の人々の助け合い、そこから地域社会への貢献が町の活性化

につながることを教えてくれました、と感動の声をいただきました。チケットが６７４枚購入

があったので、販売金額の５％の３万３６１０円が町に還元され、それで絵本を２５冊購入で

きました。小学校３校、児童センター３カ所、保育園５か所、町民図書館、峡南幼稚園、たん

ぽぽこども園等に配付していただくことになりました。実行委員会の皆さま、生涯学習課の担

当してくださった方々がご苦労してくださったおかげです。子どもたちや子育て中の皆さんに、

絵本の持つ心の豊かさを伝えたいと、熱い思いで推進してくださいました。ブックスタート事

業は、赤ちゃんが生まれて初めての絵本のプレゼントとして、幼児教育の観点からも全国的に

実施されています。本町の年間の赤ちゃんの出生数が１００人を下回っているとお聞きしまし

た。千円から１５００円ぐらいの絵本を購入しても、年間２０万円の予算で十分です。お一人

お一人にお渡しするのは、例えば愛育会の活動と連携するなど、工夫していただければ、健診

時の職員の負担が少ないと考えます。ぜひ、実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。町

の見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

ただいまのブックスタート事業の導入にについて、ご質問にお答えいたします。 

ブックスタート事業の果たす役割を十分踏まえ、訪問指導や各種健診、育児教室等多くの場

面で、同様の事業効果が果たせておりますので、絵本の配布は実施しておりませんが、育児や

子どもたちの健全な成長に、非常に有益であることを啓蒙しております。町としては、限られ

た財源のなかで、喫緊の課題であります少子化対策として、子育て支援の充実を図っていかな

ければなりません。こうした中、平成２７年度の子育て支援の主要事業としましては、子ども

医療費の年齢拡大や児童保育の更なる充実を図っていく予定であります。全国的に普及してき

ているブックスタート事業の有益性は十分理解しておりますが、今後、子育て支援事業はもと

より図書館事業と連携を図る中で、同様の効果が担えるように努めていきたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

子どもは貴重な富士川町の宝です。そしてお父さんお母さんに絵本を読んでもらったぬくも

りは、その子の一生の宝物になります。本の中身よりも、自分が大事にされている時間は、子
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どもの安心感につながります。市川三郷町では、この３月議会でブックスタート事業の次の段

階のセカンドブック事業を当初の予算に盛り込み、中央市や甲斐市ではすでにサードブック事

業に進んでいます。先ごろの中学生の悲惨な事件を考えても、将来的に富士川町の青少年の健

全な育成のため、ぜひ実施すべきと考えますので、検討をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１０番、１番、小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

 続いて通告１１番、１０番、秋山貢君の一般質問を行います。 

 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

それでは通告に従いまして質問させていただきます。今回は公共施設に関して質問いたしま

す。先月には、町の公共施設再配置計画が策定されました。計画全体にわたりまして４つの基

本方針を貫ぬき、富士川町の将来を見据えた羅針盤として、最大限尊重すべき計画ができ上がっ

たと考えています。また、検討委員会の委員として２４名の方に携わっていただきました。委

員の皆さまのご尽力に改めて感謝をいたしまして、私の一般質問に入ります。 

まず、大きい１つ目のますほ文化ホールの指定管理者制度導入についてということで、（１）

平成２２年度の決算において、監査委員の審査意見書の中にますほ文化ホールの指定管理者制

度導入の検討について指摘がございました。今後、指定管理者制度を導入する考えがあるか、

まずお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育委員長 中込文江さん。 

〇教育委員長（中込文江さん） 

ただいまの質問についてお答えをいたします。現在の文化ホールの管理運営につきましては、

限られた財源の中で、適切な方法で進めていく必要性を十分認識しているところであります。

こうした中、このほど策定した公共施設再配置計画において文化ホールの整備方針として、当

面は継続して使用するが、最も効果的な管理運営方法を、ＰＦＩや指定管理者制度を含め検討

することとしております。このことから、今後は、文化ホール運営委員会や有識者との協議を

重ねながら、最も効果的な管理運営方法について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） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そのとき監査委員さんが同時に指摘したのが、塩の華と、現在は営業している道の駅の指定

管理者導入の検討でした。両施設については、既に株式会社富士川が指定管理者として、運営

していることは皆さんご存知のとおりでございます。ますほ文化ホールの指定管理者を、富士

川町が誕生する前の旧増穂町時代、平成１８年に再公募だったんですけれども、応募のあった

４団体から１団体を指定管理者候補者として選定したことがありました。その年の９月議会に

提案されてはいたんですけれども否決されました。その理由といたしましては、選定に至る過

程や手続が不透明で公平性に疑問があるというものでありました。その当時の会議録を見ても、
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指定管理者制度を導入すること自体を否定する意見というものは見当たりませんでした。当時

は増穂町文化会館と呼んでおりまして、決算状況を参考に見てみますと、平成１７年度が

９２７４万９千円。１８年度が７５６９万９千円。１９年度は６９２１万円。２０度は

７０１９万４千円と推移しておりました。富士川町になってからの文化ホール費、決算ベース

で約６千万円を割り込んでおります。町は、使えるお金が減少する中で、街角音楽会、映画制

作ワークショップやフリーマーケットなどの住民参加型の美術文化活動を積極的に行なってお

ります。文化ホールは、自主事業と施設開放事業を通じて、町民が芸術文化に親しみ、理解を

深め、豊かな人間性の涵養する拠点として機能していると考えます。しかしながら、先ほど委

員長がおっしゃいましたけれども、当面は利用するということでございますけれども、やはり

化ホールを末永く存続させていくためにも、民間事業者が持つ経営ノウハウを活用し、より効

果的で効率的な運営を図ることが必要であると考えます。経費の節減と質の高いサービスが提

供できる可能性のある指定管理者制度導入に向けて、当面はということではなくて、私は早急

に検討すべきだと思いますけれども町の見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育委員長（堀口広秋君） 

ただいまの件につきまして答弁をさせていただきます。ご指摘のように、限られた予算の中

で文化ホールの運営を行っているわけでありますけども、現時点におきましては、既に選抜し

ております各文化ホールの指定管理者制度、これらを１２分に、プラス面、マイナス面を把握

する中で富士川町文化ホールにとりまして、何が一番、管理運営にとりまして効果的なのかを

この１年間かけて判断してまいりたいと考えています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

今の教育長おっしゃいました１年間をかけてということであれば、今の時期には、結論は大

体出るという解釈でよろしいんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

〇教育委員長（堀口広秋君） 

そのとおりやってい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） 

ぜひ、お願いしたいと思います。私も先日、谷村新司、それからチェコのウィーンフィルの

カルテット。また今度を野村萬斎も来ますので、非常にああいった本物に触れ合うというのは、

子どもがいるときには一緒に連れて行ったんですけども、やはり直に、ああいったものを経験

するというのは本当にいくつになっても、人間性を育んだり、貴重な経験を詰めると思うんで

す。ですから、やはりいつまでも存続してほしいということを願って、事業をお願いたいと思

います。 
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それでは２に合同庁舎整備と図書館整備についてということで、（１）の今までなかなか進ま

なかった合同庁舎整備事業が図書館の合築という形で、なぜ動き出したの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） 

 

秋山貢議員の合同庁舎と図書館の合築整備のご質問にお答えをいたします。シビックコア地

区計画について、旧鰍沢町時代の平成１２年から検討を始め、平成１８年１月にシビックコア

地区整備計画を策定し、国土交通省関東地方整備局から同意をいただき、周辺の都市整備事業

を進めてきたところであります。これまでも、旧鰍沢町時代から国に再三の要望をしてまいり

ましたが、進展はしませんでした。こうした中、町もこれまで図書館については公共施設の耐

震化された公共施設、あるいは耐震化された民間施設ということで検討してきたわけでありま

すが、こうした適当な施設がないことから、１月末に関東地方整備局にお伺いし、町側からこ

の計画に対する新たな整備手法として、国の合同庁舎と町の図書館機能を合築する構想につい

て提案をさせていただきましたところ、その方向で検討したいという旨の回答をいただいたと

ころであります。町の公共施設再配置計画も、策定が今年度中ということがありました。今ま

でこの公共施設再配置計画は、先ほど言いましたように、町内の公共施設、耐震化された公共

施設、あるいは民間施設ことで適当な施設を検討してまいりましたけども、やはり見当たらな

いということから、国との合築という構想を私のほうから提案をさせていただいたところ、早

速、国のほうから、まだまだ具体化はこれからでありますけども、その方向で国も検討したい

という回答をいただいたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

意外で、意標を突かれたようです。本当に町長ならではの発想かなと思って非常に感心して

いるんですけれども、再質問でお願いしたいんですけれども、昨年の１２月の定例会で、あの

鰍沢病院の跡地約４千平米には、国の５機関以外の建物立地、その時私は裁判所と言ったんで

すけれども、そのときの課長の答弁で、建物の立地は建築規模駐車スペース等の面積確保やそ

れに伴う建ぺい率などの建築基準法の建築基準により厳しいと考えていると答弁をいただきま

した。今回、図書館と合築した場合に、現状の敷地で間に合うのか、駐車場が地下という奥の

手もあるかもしれないんですが、それでできるのか、お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

１２月の質問のときには、裁判所をという話でありました。裁判所は国のこの５機関の建物

は入りませんので、同じ敷地の中で、別棟で考えなければならい。その場合には駐車場の問題

とか建ぺい率の問題がでてきます。今回の図書館については、１つ、先進事例は世田谷区にあ

るわけでありますけども、国の機関の中の、ワンフロアになるかツーフロアになるか、その部

分をすればいいわけですから、今まで３階建てでもし国が計画しているのであれば、それを５階

にする。あるいは４階にする。それで十分できると思います。この１月に、こんなことを言っ
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て来たのは、土地を有効的に活用するのには、半地下で造る方法もあると思います。国道から

入ってですね。でもその場合もやはり駐車場は国道側には取れないと思いますので、また国と

これから協議をしていきますけれども、中田１号線から西側に、今度、大法師線の改良をしな

がらいかなきゃならない場合も出てくるかもしれません。その場合には、やはり南側に若干ま

た残地が出ますので、そこのへんも駐車場になっていく。そして国の合同庁舎と一緒にするの

は、日常も当然図書館ですか開館はしているんですが、主に使うのは、土日が子どもたちは多

いと思います。その間は、国の行政機関ですから皆さんはお休みになる。確定申告の時とかそ

ういうときは別でしょうが、ふだんは土日が、十分に駐車場が活用できると思いますので、そ

んなに広い駐車場を前もって確保しなくても、お互いの機能の分担を図りながら、有効に敷地

が活用できるんではないかなと。詳細はこれから国と詰めながらやっていきますので、まだま

だ雲をつかんだような話ですが、国のほうが今度は主体になりながら、そこのところは町と相

談をしながらやっていくことになると思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

町長、ふれていただいたんですけれども、（２）で、国の合同庁舎とセットで進めていく難し

さがあると思うが、どの程度協議が進んでいるかお伺いしますということで、今から協議とい

うことなんで、通告出してあるので、答えられる範囲でお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

ただいまの質問にお答えします。本年１月末に関東地方整備局へ提案した以降、具体的な協

議は行なっておりませんが、関東地方整備局の担当者が近々現地を確認したいとの意向がある

ことから、現在日程調整を行なっているところであります。 

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） 

再質問ですけれども、先ほど関東地方整備局が現地を見に来るということで、参考に２７年

度の国の各省庁の営繕計画に関する意見書というがホームページで公開されているんですけれ

ども、その中に鰍沢税務署の受変電設備更新費として１１７２万６千円。それからエレベーター

設置費として５０３５万３千円が載っているんですね。ここはどんな緊急度かというと、高い

判定のAと確か出ていたんです。その備考欄に富士川地方合同計画から合同庁舎の計画を踏ま

えて実施については要検討という意見が付いていたんです。施設の老朽化が進んで、国として

もそう悠長なことは言っていられない状況であるということがわかったんですけれども、その

中で、国とすれば合同庁舎建設に伴って、逆に今使っている既存施設の処分に係る収入という

ものを、やはり充てにしているのかなと思うんですけれども、富士川町とすれば、そういった

今度不要になる土地を有効に利活用できるように、早めに国に働きかけて、庁舎建設と並行し

て、できれば協議を進めていただければ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） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の合同庁舎には、国の既存の５施設が入ってきます。当然、そういった施設は今後不要

になってくると思います。そういう中で、町でも使えるものがあるかどうかも検討しますけれ

ども、峡南広域行政組合としても、計算センターも耐震化がしていなくて、いざ地震のときに

危ない状況でありますから、そちらのほうでも活用ができるかどうか、今いろいろ検討させて

いただいております。また、どうしても使えない分は、これは国が持ち続けるよりほかはない

かなと、こんなことも一つ視野に入れながら、同じ町にある施設ですから、まだまだ新しい、

いい施設があります。ただ、入り口が狭い施設とか、建物が今後のそういった業務に十分生か

せられるのか、国のほうからの見取り図も、設計図もいただきながら、今検討しております。

一番新しい施設は、法務局でありますけども、今言いましたように入り口が狭すぎて、一般住

民に利用していただくこれからの公共施設とすれば不向きかなと。道路が広がれば別でありま

すけれども。それであれば、その次に新しいのが税務署でありますから、税務署のほうが活用

できないか。そんなことも含め、今検討しているとことであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ぜひ、早目早目に検討を進めていただいて、議会にもわかる範囲で結構ですから、丁寧な説

明をまたお願いしたいと思います。 

それから（３）に移ります。甲府地方合同庁舎は、ＰＦＩ事業として整備されました。今回

は、今からということなので、聞いてもどうかと自分でも思ったんですけども、そうは言って

も通告いたしましたので、今回はどのような方向で整備され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。 

○建設課長（堀口進君） 

お答えします。合同庁舎整備事業は、国が事業主体となって進めることとなっておりますの

で、町が提案した図書館機能との合築となった場合でも、事業主体は変わらず国であると考え

ております。こうしたことから、今後の事業の概要が確定した段階で設計、建設、維持管理、

運営という各業務について、国が発注方法を検討するものと考えておりますが、現段階では具

体的な協議を行っておりませんので、発注方法について決まっておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

次の４番に移らせていただきますけれども、先ほど町長がおっしゃったとおり、ホームペー

ジを調べたら、世田谷地方合同庁舎が世田谷図書館と合築を計画しているんですね。ここは国

と東京都と世田谷区の３者で、都の税務署、それから世田谷税務署、そして法務局、図書館。

区の健康福祉センター、これを一体的に整備しているということで。国土交通省の関東地方整

備局が確か事業主体です。ほかにもＰＦＩという事業があるんですけども、これはなかなか、

民間の資金を導入して、民間の事業者のノウハウを利用してということなんですけれども（４）

に移りますけれども、図書館整備には住民参加が必要であると。住民の意見を聞くためには、
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図書館を造る人たちの思想や提案が最初になければならないと考えます。その上で住民参加は

成り立つと考えております。町の方針をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 堀口広秋君。 

○教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの件につきましてお答えをいたします。図書館につきましては、国の合同庁舎への

合築構想となっているため、国との協議を注視する中で、町といたしましてもその状況に合わ

せて、整備計画の策定を進めていかなきゃならないと考えております。計画の策定にあたりま

しては、町民の意見や要望を収集し、富士川町の特色と住民ニーズを生かし、魅力的な機能を

有する図書館になるように図書館利用者、司書、社会教育、学校教育関係者などに図書館に詳

しい有識者を交えて構成する図書館整備検討委員会を設置し、地域に合った特色ある図書館機

能を備えた整備計画と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） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ぜひ、そういった方向で取り組んでいただきたいと思います。１点再質問さしていただきた

いんですけれども、建物を計画し設計する際には、地域住民からの意見を聞く、これは教育長

がおっしゃったとおり当然ですけれども、住民参加でさまざまの意見を聞けば聞くほどよい建

築ができるという反面もあるんですけれども、必ずしも、そうでもないというときがあると思

うんです。やはり、先ほど町長おっしゃっていました専門職ということで、１級建築士を嘱託

ということで雇用していただけると。まさにこういった専門的な知見が必要な時には、やはり

ベースというのは、確かに住民の皆さんに聞くことは必要ですけれど、機能的とか、構造的と

か安全面のときに、その専門的な知識に基づいて住民の声を聞くというようにやっていかない

と、あまりにも住民の意見を聞きすぎて本末転倒のようなことになるケースがあるんです。で

すから、町長が１級建築士を雇用していただけるということなので、ぜひ、こういったところ

にも、中にも入っていただいて、当然図書館の専門家にも入っていただくんですけれども、国

との共同作業になるわけですから、町の主体性を失うことなく、特色を生かした図書館づくり

という体制をぜひ整えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回、図書館ばかりでなく、この町でリニアに関係して移設をしなくてはならない建物が出

ていきます。今までは土木工事が中心でありましたけれども、ここ数年間は、リニアの要望も

ありますので、施設関係が多くなってくると思います。そういう中で、今回の予算に、庁舎の

整備費も検討費をのせていただいておりますが、庁舎も建物だけではなく、周辺の整備もあり

ますので、数年かかると思いますから、これも計画的にやっていかなければならない。そうい

う中で、これまで、先ほど甲府市役所の例を出させていただきましたけれども、うちの職員だ

けですと、いくら設計会社に出してきても、こういう工法でいいのか、こういう部材でいいの

か、そういう目がありませんので、今回の１級建築士を嘱託職員として雇用をしたいなと考え
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ております。また、国のほうも、国の国交省営繕部につきましては、全国各地でいろんな建物

を建設しておりますから、これから持つ建物の機能とすれば、当然環境に配慮したり、防災に

配慮したり、景観に配慮したり、そういうものは出てくると思います。そういった部分はいい

わけでありますが、外側ですね。ただ図書館の中で、最初から専門家のみで構成をして検討す

ると、ただ単に図書館の機能重視になってくると思います。この地域もそういう図書館の建設

ですから、他にないような、この富士川町ならではの魅力がある図書館づくりをやっていきた

い。その中に先ほど教育長から言わせていただきました、この地域で図書館を利用する方々、

それとまた図書館に精通している有識者。これらの人たちに一緒になって検討してもらいなが

ら、例えば、図書館といった図書だけでなく、これからのスペースとすれば、子育て世代が、

核家族化の中で、どういった本を読みたいのか、そういったコーナーを設けたほうがいいのか。

いろんな意見があると思いますから、早急に、国の進捗状況に合わせるは合わせるんですが、

図書館建設という大きなテーマが見えてきましたので、そういった整備検討委員会を作りなが

ら、時間を早く立ち上げればいろんな意見がでてくると思いますから、早急に取りかかってい

きたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

新しい嘱託の方も、有能は方かと思うんです。町長が選んでくれたんですから。ぜひ、その

能力が２００％ぐらい発揮できるぐらい、町長、時にはやさしくいたわって、育てていただき

たいなと思います。 

では３番のますほ児童センターの機能移転についてお伺いいたします。まず（１）の１２月

の一般質問の答弁では、条件が整えば小学校の余裕教室を利用して、放課後児童クラブおよび

放課後子ども教室を一体的に運営することが可能となると答弁していただきました。教育委員

会で、これまで検討とした結果について、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育委員長 中込文江さん。 

〇教育委員長（中込文江さん） 

ただいまの質問にお答えをいたします。放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を図り、

学校の余裕教室を利用した、一体的な運営を行うことは、放課後の子どもたちが安全安心に過

ごし、多様な学習や体験を行える機会であると考えます。しかし、学校の余裕教室を利用した

事業実施に当たっては、施設の責任体制の明確化、子どもの送迎の安全確保。プログラムに応

じた指導者の確保など課題も山積しております。このことから、事業推進に当たりましては、

移転予定のますほ児童センターの機能検討とあわせて、関係課による庁内検討会を立ち上げ、

学校の実情を把握するとともに、十分協議しながら、これらの課題の解決や事業の組み立てを

検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

前に深澤公雄議員が一般質問したときに、現地の視察をしてきましたということで、私も行っ
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たんですけれども、確かに、物理的な境を明確にして責任体制も明確にしていかなくてはいけ

ないということはあるんですけども、やはり物理的な境ではなくて、子どもの面倒を見るスタッ

フ、それから先生方、職員の意識の中に、責任を明確にするラインというものを引けば、決し

て建物にその境界を作って、子どもたちの責任体制が物理的に分けるということではなくて意

識を変えていけば、僕はできると思っています。それは笛吹市のほうで、建物はある程度改修

していますけれども、そんなに明確な区分というのはなかったような気がします。何よりも子

どものことが一番ですから、よく練っていただきたいと思います。 

それでは次の４番の鰍沢プールの廃止後の団体利用者の受け入れ体制についてということで

（１）、これも１２月の一般質問の答弁で、鰍沢プールが廃止されたときには、利根川プールの

利用時間を延長することで対応していくと答えておりました。教育委員会で、これについても

検討した結果をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

○生涯学習課長（依田正一君） 

それでは、秋山議員の質問にお答えいたします。鰍沢プールにつきましては、今回、策定し

ました公共施設再配置計画におきまして、この夏の利用を持って廃止とする計画であることか

ら、今後、利根川プールにおいて、これまでの団体利用者をスムーズに受けられるよう、関係

者を交え検討してまいりました。これまでの検討内容としては、団体利用申請受け付けにつき

ましては、年度にこだわらず、早い時点での申し込みを受け付けることで、利用時間、コース

数や日程など、細部について調整することで、団体利用がスムーズに行えるようにしてまいり

たいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

これについても、やはり利用する町民が、利便性が一番です。安全が一番です。そうは言っ

ても、それを利用して経済活動をしている方もいらっしゃるので、ぜひ、そんなところも踏ま

えて検討していただきたいと思います。 

続きまして、５の生活困窮者自立支援法についてお伺いいたします。まず１つ目で、４月１日

施行となっていますけれども、町の対応をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

ただいまの障害者生活困窮者自立支援法についてお答えいたします。生活困窮者自立支援法

は、生活保護に至る前に生活困窮者の自立を総合的に支援するために制定された法律でありま

す。主な支援内容につきましては、自立相談支援事業をはじめ就労支援事業、一時生活千事業

等となっており、福祉事務所設置自治体が実施するものであります。このため、福祉事務所を

持たない本町においては、峡南保健福祉事務所がこの法律に基づく事業を行うこととなります。

町の対応につきましては、これまで自立に向けた生活相談、ケース会議をはじめ、社会福祉協

議会、ハローワークと連携した就労支援、食料支援等を行ってきました。また、福祉相談所、
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法律事務所など、各種専門相談窓口へのあっせんも行い、生活困窮者の自立に向けた支援に努

めてまいりました。今後も多様な課題を抱える生活困窮者に対し、身近な一時窓口として機能

するよう、福祉事務所や関係機関との連携を強化し、庁内各課における支援体制、連絡体制の

充実を図るなど、長期的な支援、包括的な支援に結び付け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） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

再質問させていただきます。先ほど課長さんおっしゃったとおり、生活保護に至る前の生活

困窮者の方を支援していくんだということで、参考に生活保護世帯というものを平成２２年か

ら調べたので、ちょっと数字を説明させていただきます。平成２２年、これは当然、増穂町と

鰍沢町に分かれているんですけれど、被保護世帯は２２世帯で、被保護人員３０人、保護率２．

３％。鰍沢町が被保護世帯１７世帯、被保護人員１９人、保護率４．７％、合計すると平成２２年

が３９世帯４９人。平成２３年になりますと、合併して富士川町になったわけですね。被保護

世帯４４世帯、被保護人員５７人、保護率３．３％。２２年に比べて８人増えているんですね。

２４年、これは３月末ですけれども、被保護世帯５０世帯、被保護人員６３人、保護率３．９％。

前年に比べて６人増えている。２５年３月末、被保護世帯５７世帯、被保護人員７８人。保護

率０．４９％。１５人、２４年からまた増えているんです。２６年３月富士川町の人口は１万

５，５０２人って書いてあるんですけど、被保護世帯６１世帯、被保護人員９３人、またこの

時１５人増えているんですね。保護率０．６％。確かにその生活困窮者自立支援では、法の対

象となる生活困窮者、これは定義が「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが

できなくなるおそれがあるもの。」こういったことを言っているんですけれども、ボーダーライ

ンにいる、先ほど課長さんおっしゃっていましたけども、町でも生活支援とかいろんなことし

ながら、そのボーダーラインの方に手を差し伸べているということなんですけれども、じゃ実

際、その人たちが、ますます困窮して生活保護を受けるというふうに転じている方が、毎年増

えてきているのが現状なんです。こういった、町でも一生懸命手を差し伸べているんだけれど

も、生活保護に転じてしまうというこの原因というのは、町はどういう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） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

こちらのほうで、行政で考えておりますのが、制度の狭間に入ってしまわないような生活支

援をしていくということを日ごろから考えております。生活保護世帯が増えるのはひとり親家

庭、それから就労に結び付かない世帯が、今も多くなってきております。それから、老老介護

をしながら就労に結びついていない。親の介護をしながら就労に結び付いていない。身体的な、

健康的なものがあって就労に結び付いていないというような方が増えてきております。これは、

社会現象かなとも思いますので、そういった方たちの心のよりどころになるような支援を行っ

ております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 



 １１９

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

こういった方々は声が出しづらい環境だと思うんです。そういった方を手厚く見ていただき

たいと思いますけども、２つ目の再質問に移りますけれども、山梨県は、峡南保健福祉事務所

管内の５町、富士川町、市川三郷町、身延町、南部町、早川町で、４月から実施する生活困窮

者自立支援事業業務を委託する予定であるらしいですね。現時点で必須事業を行うようなんで

すけれども、任意事業、先ほど課長さんおっしゃいましたけれども、必須事業、例えば自立相

談支援事業とか住居確保給付金、こういったものは必須で必ずやらなきゃいけない。任意事業

というのは、就労準備支援事業とか一時生活支援事業、家庭相談支援事業、学習支援事業、こ

ういったものは各自治体で決めていいよということになっているんですけれども、町は県がど

の事業を行うのか、今現在で把握しているのか、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。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

ただいま、峡南福祉事務所と連携する中で、まだ県のほうから、委託業務になるのか、県で

業者に委託するのかどうかというところの中で、はっきりした内容については、まだ精査され

ていないという情報でございます。 

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） 

私はホームページで見たんですけれども、県でこの事業を委託するところを今募集している

わけです。それはご存知なんですよね。わかりました。 

再質問の３つ目をさせていただきます。厚労省の生活困窮者自立支援室というところで、Ｑ

＆Ａを出しているんです。その中に、こういった文言があったので、読ませていただきます。

「一時生活支援事業は任意事業であるため、全国的に見ると、実施する自治体と実施しない自

治体が存在する。このため住居を喪失した生活困窮者がその居住している市町村において、当

該事業を実施していない場合には、当該市町村において、生活保護を適用することや、当該生

活困窮者が一時生活支援事業を実施している他の自治体、主に大都市自治体に流れてしまうこ

とが想定される。一時生活支援事業を実施すべき自治体が実施しないことにより、その負担責

任が他の自治体に転嫁されることになり、不公平が生じることにつながると考えられる。この

ような弊害が生じないように、厚生労働省から各自治体に対して、地域の生活困窮者の実情を

十分かんがみた上で、任意事業にも取り組むように指導を徹底できないか」という問いに対し

て、回答が「生活困窮者自立支援法による包括的な支援が、より効果的に効果を発揮するため

には、一時生活支援事業に限らず、他の任意事業についても地域の生活困窮者の実情に応じ、

積極的にご検討いただくことが必要であると考えており、この旨、全国の各自治体に対して依

頼しているところである。」、ということであれば、後藤知事も９０万、人口を１００万にして

いくということであれば、こういった任意事業を、全国を見れば、やっているところとやって

いないところが出てくるわけです。だから町は、県がやるべき福祉事務所のやることだから、

単なるといったら申し訳ないですが、一時窓口になってつなげる役目であるということではな



 １２０

くて、県に対して積極的に、そうでない全国で考えれば、やるところとやないとこの格差が出

るんだから、「知事やってくださいよ。」と言うべきではないかなと思うんですけれど、いかが

ですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

秋山議員さんのおっしゃることはよく理解できます。私もその気持ちはあります。峡南福祉

保健所管内で、広域的な会議もこれからされると思いますので、今言ったようなことを、富士

川町だけでなく、生活困窮者の実情を踏まえて、複数の自治体が連携して広域的に行っていく。

それに富士川町も率先して関わっていく。今現在も率先して事業を展開しているわけですが、

より一層、生活困窮者、生活保護になる前の人たちの生活支援にかかわっていきたいと考えて

おります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

再質問で４回目ですけれども、現在、町の就学援助費を受けている小学生３５人、中学生は

２１人。平成２５年度の母子福祉資金の貸し付けは６件で２１９万円。それから一人親家庭入

進学支度金は１８件で１８万円が支給されております。生活保護受給者は、原則、今回のこの

自立支援法の対象外ではあるんですけれども、生活保護世帯を含む子どもの学習支援事業、こ

れは法の対象とされているんですね。任意事業ですけれども、生活困窮家庭の子どもへの学習

支援事業、これは国庫補助率２分の１なんです。であれば、その新法における子どもの学習支

援事業は、貧困の連鎖を防止する観点から生活困窮家庭の子どもへの学習支援や居場所づくり、

家庭の重要性についての保護者の理解の促進等の支援を行うものであると。これも厚労省の生

活困窮者自立支援室が言っているんです。うちの町でも、昨年から県の補助いただいて学力フォ

ローアップ事業、こういったものを一生懸命取り組んでいます。前、深澤公雄議員が質問した

時に、改善する点もあるから、またスタッフと相談しながら、よりよい事業にしていくという

ことは聞いているんですけれども、こういった貧困の連鎖はどこかで断ち切っていく必要が、

本当にあると思っています。教育委員会や学校との連携体制の構築というのは、同じような事

業をやっているんだけれども所管が違うし、補助金も違うということで、もっとより効果的に

実施していくことが、この富士川町の実情に合った、必要に応じて、調整をそれぞれ横断的に

やっていくべきだと思うんです。これについても笠井課長には、県に対して学習支援事業も、

教育委員会でもいいんですけれども、積極的に働きかけて任意事業でもやってくださいよと、

うちの町も一生懸命やっている、だから県も補助事業を２分の１使えるんだから、ぜひやって

くださいと強く言っていただきたいんですが、いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

今おっしゃられました子どもの学習支援事業の実施にあたっては、今後、教育委員会や学校、

それから体制の構築、それからより効果的な支援につながるということの中で、各地域の実情
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に合わせ必要性を県の方にも訴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） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ぜひ、そうやってこの富士川町は子育てに真剣に、町長は特に子ども医療費、それから給食

費。こういったことをやって、ぜひこの町に大勢の子どもに来ていただいて、夢と希望のある、

さっき芳文議員が言っていましたけれども「フジマナビクス」、そういったこと、一言で言える

まちづくりをしていきたいと思います。 

これで終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１１番、１０番、秋山貢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、これにて散会とします。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後４時４８分 
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平成２７年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成２７年３月１０日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 ３号 富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につ

いて 

日程第 ４ 議案第 ５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例の制定について 

日程第 ５  議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６  議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ７ 議案第 ８号 富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

日程第 ９ 議案第１０号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例

について 

日程第１０ 議案第１１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    

日程第１１ 議案第１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて    

日程第１２ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい 

          て 

日程第１３ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する

条例について 

日程第１４ 議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１５ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡

易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１８号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第１２号） 

日程第１８ 議案第１９号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算
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（第５号） 

日程第１９ 議案第２０号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２０ 議案第２１号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

４号） 

日程第２１ 議案第２２号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予 

             算（第１号） 

日程第２２ 議案第２３号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第２４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６号） 

日程第２４ 議案第２５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

４号） 

日程第２５ 議案第２６号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算 

日程第２７ 議案第２８号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２８ 議案第２９号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２９ 議案第３０号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第３１号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３２号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３２ 議案第３３号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３４号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３５号 平成２７年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３６号 平成２７年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算  

日程第３６ 議案第３７号 平成２７年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３７ 議案第３８号 平成２７年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 

日程第３８ 議案第３９号 平成２７年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算  

日程第３９ 議案第４０号 平成２７年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４０ 議案第４１号 平成２７年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４１ 議案第４２号 新町まちづくり計画の変更について 

日程第４２ 議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更について 

日程第４３ 議案第４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に

伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第４４ 議案第４５号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について  

日程第４５ 議案第４６号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う

財産処分について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  長 澤 芳 文        ８番  鮫 田 洋 平 

 ９番  長 澤   健       １０番  秋 山   貢 

１１番  市 川 淳 子       １２番  齊 藤 欽 也 

１３番  井 上 光 三       １４番  小 林   進 

１５番  神 田   智       １６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 

会 計 管 理 者 秋 山 千 秋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 川 手 貞 良  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 田 辺 明 弘 

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

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね 

農 林 振 興 課 長 細 野 幸 男  建 設 課 長 堀 口  進 

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

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

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１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２７年第１回富士川町議会定例会３日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元へ配布しておきましたとおりです。 

 本日は質疑の日程になっておりますが、議案第１８号から第２６号までの補正予算案９件に

ついては、質疑終了後、討論採決を行いますのでよろしくお願いします。 

また、議案第３号から第５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。議会運営にご協力くださいます

ようお願いいたします。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、財政課長から提案説明の際行われた補足説明について、一部訂正したい旨の申し出

がありました。これを許します。 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

初日に提案いたしました議案第１８号 平成２６年度一般会計補正予算（第１２号）の地方

債の現在高の見込みに関する調書に関しまして、訂正をお願いしたく発言をさせていただきま

す。提案した内容と今回お手元に訂正したものを配布させていただきました。と申しますのも、

区分の中の普通債の中の民生債でございますが、１２月補正をいたしました衛生債の部

２００万円が積算不足というようなことで、ここが加味されておりませんでした。従いまして、

本日訂正させていただきたいのは、普通債の中の民生費、当該年度中起債見込額でございます。

２４１０万円と訂正をお願いしたく思います。また、それによりまして、普通債の合計、一番

上でございますが、３億４８０万円。従いまして、その欄の一番下の合計でございますが。６億

８６４０万円になります。これによりますと、当該年度末の現在高の見込み額になりますが、

普通債の欄の右側の合計になりますが４３億４３５０万４千円。それから民生費の見込額であ

りますが、２億８４２８万３千円。従いまして、当該年度末の現在高見込額、右側の一番下の

欄になりますが７８億７１９万２千円でございます。 

積算ミスがありましたことをおわび申し上げるとともに、訂正させていただきます。 

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

〇議長（齊藤正行君）  
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日程第 ２ 議案第 ３号 富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定 

             について 

日程第 ３ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第 ５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

             担額等に関する条例の制定について 

以上の３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。 

本案は、常任委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから議案第３号から第５号まで、一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第３号から第５号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第 ５  議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６  議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ８号 富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例の一部を 

                改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

                の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 

日程第 ９ 議案第１０号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１１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    

日程第１１ 議案第１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について    

日程第１２ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につ 

                いて 

日程第１４ 議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する 

                条例について 

日程第１５ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事 

                業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について 

     以上の１２議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

     これから、議案第６号か第１７号までの質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

議案第１２号、富士川町国民健康保険税条例の改正につきまして質問させていただきます。

３年に１度の改正ということで、特別会計の財政運営を健全化するための条例改正ということ

ですが、私個人としても改正、値上げは止むを得ないと思うんですが、これを各町民にどのよ
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うに知らせていくのか。３年前の改正と比べて、より丁寧に説明する方針があるかどうか伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えします。２４年度の税率改正につきましては、２度ほど広報、チ

ラシ等を通じて、国保運営の状況、実態と、税率改定についての広報をいたしました。今回に

つきましても同じような形で、国保の運営の現状についての広報と、税率改正についての広報

をやっていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

財政運営の健全化は町の責任であり、当然ですけれども、住民の目線に立って、丁寧に説明

して、さらに病気予防をどのように、さらに本腰を入れて強化するか。福祉保健課とも連携し

てやられる方針があるかどうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 

医療予防、健康増進につきましては、今後福祉保健課、社会体育担当など関係部署とプラン

を作りまして、それぞれ総合的な医療予防の運動をしていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     １点だけお伺いいたします。子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例についてで

すが、子を持つ親としてはとてもありがたい制度と思いますが、１８歳までになる部分という

のは、窓口無料化なのか償還払いなのか、その方法を教えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

だたいまの質問にお答えします。年齢拡大部分につきましては子ども医療費と同様、窓口無

料化を実施してまいります。窓口無料化を導入していれば、償還払い分を含めて、医療費助成

全体の費用額に適用されることから、年齢によって償還払い方式を導入しても、それに要する

費用が軽減されるということはありませんので、一緒に窓口無料化を導入したいと思っており

ます。 
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以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

コンビニ受診にならないように、しっかりと気を付けながらやっていただきたいと思います。

それと、施行期日なんですけれども、１０月１日からと決めた理由を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

導入するにあたりまして、事務等準備期間が最低そのくらい、最短で１０月までかかるとい

うことで、１０月１日と設定をしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

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） 

ほか質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

先ほどの鮫田議員の質問に関連してお聞きしたいと思います。窓口の助成について。昨年で

したか、１年ぐらい前に、重度心身障害者の助成を、県単独でやっていったものを、県が負担

の大きいということで、当時、全町村横並びで廃止にしたわけですけども、そういったことを

考えたときに、今回１８歳までと、町単独でやるわけですけれども、そのへんについて、私か

らすると、重度心身障害者の窓口無料化、特にここは障害児童も入っているわけですけれども、

この子たちは、子どもの無料化からは除外されているんだと思いますね。そういうことを考え

たときに、その整合性、あるいはバランスというものについてどのように検討されたのか、お

伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○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。平成２０年度以降、山梨県の重度医療費の窓

口無料化によるペナルティの補てんに要する費用が増大したということについては、これまで

新聞等でも報道されてきましたが、県は、医療の重要度が高い障害のある方のために、重度医

療費助成制度を将来にわたって、安定した持続可能な制度にするため、償還払いの方法を選択

することで経費節減を図ることを、県では決めました。障害をお持ちの方は、医療の必要性が

高いために、子ども医療費や一人親家庭医療費のような年齢制限は設けられておりません。適

切な制度の運用をすることにより、重度医療費のみならず、そのほかの医療制度も継続できる

と思われますので、重度医療費の対象児童に対しましては、これまで通り、重度医療費を助成

することが適切かと思っております。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

１８歳まで今度引き上げるということですけれども、ほかの町でやっていないということで

あります。ただ一方で、窓口無料化というのは医療費の増大にもつながるのではないかという

懸念があると思いますけれども、先ほどの鮫田議員への回答では、償還払いではないというこ

とだったと思いますけれども、無料化という形で進めるということだったと思うんですけれど

も、その場合、先ほどの発言であった、長期にわたって安定した財源を確保しながら、そのシ

ステムを稼働させていくということからすると、どうなのかという疑問がありますけれども、

それについて、何かご意見、お考えがあればお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

障害のことでしょうか。そのつもりで…。 

もう一度お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今回の条例改正をすれば、実施していくわけですけれども、それにあたって先ほどの、将来

にわたってという部分で、どのようにお考えなのかということを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     将来にわたりまして、子育てしやすい環境を作るということで考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

これで質疑を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私も今の質問をしようかと思っていたところだったんです。今の答弁から考えると、年齢制

限をしてないし、それにかかるなんらかのサービスを長くやるためには、そういうことも仕方

がないという感じだったんですけど、そもそも窓口無料化の意味はサービスですよね。要する

に二度手間が掛らないように、窓口でできるというためのサービスですよね。先ほど齊藤議員

がおっしゃったように、障害者の方たちは、行ったり来たりすること自体が大変だというとこ

ろで考えてみますと、私はこの前のは非常に疑問だったんですね。富士川町としては、その部

分、県も国もそういうふうにやれというのだから、仕方がないというところがあるかもしれま

せんけれども、そこの部分はなんらかの形を、気持ちをするのか行動されるのかわかりません
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けれど、その部分というのは非常に大事なところだと思うんです。考え方として、サービスで

すから、大変なことをしている人の方がサービスを受けられなくて、子どもが１８歳になれば、

手は掛からないという人たちに対して、本当はサービスは、そこでいいと思うんですが、償還

払いでも構わないと思うんですが、あえて窓口のサービスをしたということで考えれば、私は

非常に、ちょっと不公平感を感じざるを得ないんですが、そこらへんの考え方はいかがですか。 

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） 

ただいまのご意見に対してお答えいたします。議員さんのおっしゃられることはとてもよく

わかります。償還払いについては、障害をお持ちの方たちからの苦情とか聞いておりませんが、

病院のところで会計をするときに、１時間とか待たされるというのは苦痛、普通でも大変なの

に、そういうことは耳にしますので、そういうことに関しましては、病院にもお願いをするよ

うにして、なるべくそういうサービスを提供していけたらと思っています。障害児に対しての

窓口の無料化についてですが、やはり将来的に、１８歳までではなくて、生涯通じての支援と

いうことですので、窓口無料化は今のところ考えはありません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

補足をさせていただきます。障害者医療費の窓口無料化は、昨年１２月だと思いますが、償

還払いになりました。これは県の事業に参画する市町村に対して、同じ制度でやった場合には、

県がお金を出しながら、また市町村もその半分を出しながらということの制度です。制度の実

施自体が、障害者医療費は県。今度の子ども医療費は町の単独事業です。不公平感は当然ある

と思います。しかし、町独自で障害者の医療費無料化、窓口無料化をもしやった場合には、町

にも相当のペナルティが行きますので、これはやはり県と一緒に他の市町村と同様な制度にい

かざるを得ない。今、事業実施、当然、県も今やっているのは上乗せ分でありますけれども、

これまでもやってきましたから、償還払いに制度は変わりましたけども、永続的に続けていき

たいということで、全市町村がそれに乗ったわけです。事業主体が違うということをご理解い

ただきながら、当然、不公平感は私どもも持っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

これは質問にならなかったら言ってください。みんなが不公平感を持っていて、町もそれは

すごくわかります。だったらば、町独自のサービス。お金じゃなくて。例えば一緒に行って、

子どもを見てあげて、待たせている間にというような、具体的なそういうサービスをするとこ

ろに、例えば、ボランティアさんでも、多少の有償的なものをやりながら、そういう手助けを

する。逆のところでそういう発想していかないと、制度がこうだから、もうこうしかできない。

それはわかります。確かにそうだったと思います。だから私たちも賛成しました。だけどそれ

を補う、別の制度を町独自でつくるべきだと私は思いますけども、以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

ちょっとわからない部分があって、確認だけなんですが、まず議案第６号の行政手続き条例

の一部を改正する法律ですね。今回の改正では、行政指導の中止を求める部分と処分等を求め

る部分が付け加えられたと理解しているんですが、その申し入れがあった時に、必要な調査を

行うとあるんですが、この調査というのは、両方とも、処分を求める場合と中止を求める場合

が同じなのか別なのか分かりませんけれども、調査を行うというのは誰がどういうふうに行う

のかお願いしたいんですが。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。行政指導を発した側でございますので、

この場合については、自治体ということになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

今のはちょっとわからなかったんですが…。 

自分でも読んでいてわからなくなったんですが、この条例自体はこれでいいと思うんですけ

れども、実際に調査をする、例えば処分を求める場合の申し出があって、それを調査して、こ

れは処分が適当だと行政指導なりをしたとします。された側が、次にこれはおかしいよと。ま

た時間をおかずに中止を求めてきた時に、また同じ人が調査をした時に、どういう判断をする

のかな。そこを思ったので、その質問したんですけれども。ですから、その調査は誰がどうい

うふうにするのかということをお伺いしたかったんです。 

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） 

これまで、自治体が行政処分をする場合には、適用除外なるものがいくつかありまして、そ

れ以外について、行政指導をした場合は、その行政指導をした処分庁の自治体で、再度調査を

するということを始めるということが決まってきたわけでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

自治体でやるのはわかるんですが、私は例えば、そういう組織を作ってやるのかなと、それ

とも町長の判断でやるのかな、担当課長の判断でやるのかな、というそのへんの細かいところ

を知りたかったのですが、でもこれはいいです。 

案件ごとに３回ですよね。では別のところでお伺いします。やっぱり法律とか読んでいてわ

からなくなるところがあるんです。もう１点、議案第１５号 ひとり親家庭医療費助成の関係

です。その中で、今回、追加があったところ、新旧対照表のところが分かりやすいと思います
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が、新旧対照表２ページで、追加になったところ、（６）の「父または母が、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する法律」とあります。それを受けた児童というのは、この法律

でいくと、いわゆる裁判所が暴力をする一方の、例えば父親であれば父親が暴力をするので、

あなたは母親または家族に近よるなという命令だと思うんですが、この命令では２カ月とか

６カ月とかという短期の基準になっていると思うんですけれども、そうしますと、ここで言う

のは、対象となるのはその期間だけなのかどうかということを確認したいんですけど。医療費

の助成が２カ月間だけなのか、あるいは６カ月間だけなのか、もともとの法律の命令があった

期間だけなのかということをちょっと確認したいんです。 

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） 

すみません、ただいま資料がありませんので、後ほどお答えするということでよろしいでしょ

うか。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

確認だけですから、後で結構ですからまた教えてください。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか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６号から第１７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１８号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第１２号） 

日程第１８ 議案第１９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５号） 

日程第１９ 議案第２０号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第２１号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２１ 議案第２２号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第２３号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第２４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６号） 

日程第２４ 議案第２５号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議案第２６号 平成２６年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

以上の９議案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１８号から第２６号まで、一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１５番 小林進君。 

〇１５番議員（小林進君） 

１点だけ、建設課長さんにお尋ねしますけれども、補正予算の中の土木費で、北新町１号線
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の工事、私が聞き及ばなかったかもしれまでんけれども、内容をもう少し詳しく説明をしても

らいますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

小林議員の質問にお答えいたします。北新町１号線、病院の横になるわけですけれども、こ

ちらの北新町１号線につきましては、当初は工事のほうは予算に計上してございませんでした。

今回１５００万、工事の計上をさせてもらって、調査設計は今現在しておりますけど、繰越事

業として執行する予定です。内容につきましては、県内では初めてとなると思いますけれども、

ラウンドアバウト方式といいまして、信号機を本来でしたら設置したいような場所であったわ

けなんですけれど、甲西道路のほうと近接していて信号機が設置できない。そういった場所に、

円形状の交差点がございまして、そういったものを計画してございます。当然、初めてのこと

ですので、近隣の人たちにつきましては、チラシなり説明会なりはしていきたいと考えていま

すので、区長さん等々とはちょっと事前の協議はさせていただいております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

小林進君。 

     中身はわかりました。いつも町長が言うロータリー形式のうんぬんというものですか。そう

いう理解でいいですか。ロータリーというか、信号でなくて廻るもの。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

     そのとおおりです。先に入った車が優先ということで、右周りで回って行くような状態にな

ります。左回りで回って行く状態です。 

〇１５番議員（小林進君） 

     わかりました。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

     訂正させていただきます。右回り、時計周りになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

よろしいですか。今のは右回りということでいいですね。 

ほかに質疑ありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

議案第１８号富士川町一般会計補正予算の中で、土地開発基金土地取得費２６５０万。全体

的なことをお聞きします。土地に係る問題で２０号線、１０号線、町民の関心が極めて大きい

んですか、土地開発基金で購入する目的はどのようなものを持ってやられていますか。例えば

狭隘道路の…。 
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〇１０番議員（秋山貢君） 

川口議員、何ページの補正予算ですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

１１ページくらいになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３６分 

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

再開 午前１０時４０分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今回は補正予算ということなので、却下させていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

一般会計補正予算２５ページの１０款教育費１９節の負担金ですけれども、学校給食費助成

事業、これは給食費を第２子から半額にするという部分だと思いますけども、非常にこれは少

子化対策や子育て支援に対して、すばらしい事業と思います。ただこれは、今年度は地方創生

の交付金で賄いますけれど、来年度以降もずっとやっていってもらいたい事業ですけれど、年

度以降の財源確保はどのように考えているのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

○教育総務課長（野中正人君） 

質問にお答えいたします。２７年度より実施する事業でございますけれども、本年度補正予

算に盛り込みまして、地方創生の交付金事業として行っていくということで決めてございます

けれども、来年度以降につきましても、財源がある限り、地方創生交付金でやっていくという

ことになるわけであります。地方創生交付金が適用にならなかった場合につきましても、単独

事業としてやっていく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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

はい、わかりました。ぜひ、この交付金をうまく活用して継続していただきたいと思います。

もし適用されなくても、この部分は少子化対策として、また子育て支援としてやっていただき

たい事業ですので、ぜひ継続をお願いします。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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ほかに質疑ありませんか。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

予算書の中、１０２ページ。 

○議長（齊藤正行君） 

今、２６年の補正予算ですが。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

またあとで質問します。すみません。 

○議長（齊藤正行君） 

１０番 秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

事項別明細の２ページ。歳入ですけれども、土木費国庫補助金ということで予算更正をこう

いうように多くなされております。先ほど小林議員もおっしゃっていましたけれども、北新町

１号線、これなんかも当初１８０万が今回９７１万５千円と。天神中條２０号線は１２００万

が、昨日の一般質問でも課長が説明されていましたけれども１１７２万の減額と。それから青

柳１号、１１号。そして歳出のほう２３ページ土木費、これについても道路改良舗装費、それ

から道整備交付金事業ということで、大幅にこうやって更正が今回出されたんですけども、悪

いことを言うつもりはないんですけれども、３月の定例会にこういうふうに出てくるという、

予算更正するということが適切なのかどうかということについて、お伺いしたいんですけれど

も。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

秋山議員の質問にお答えします。２３ページの中での工事金の話になると思います。今回、

道整備交付金事業の中の１例をとってみますと、青柳１１号線道路改良工事マイナス

１５００万とあります。当初予算につきましては１８００万で、現年分としたら、差し引きの

３００万という工事費になります。例えばこういう事業につきましても、平成２５年度からの

繰越事業で、工事請負６７００万円を今回充当しています。道路改良、それから道路舗装とい

うことで、今年の３月末までの供用開始ということで、１号線それから青柳長澤線ということ

で、３路線を供用開始に向けて重点的にやってきたいということで、現時点では７千万円を執

行しています。こういう流用関係につきましては、補助金の中でも交付金事業の中で箇所間流

用ということで認められておりますので、これは適正ではないかということで考えております。

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

昨日も課長さん説明されて、国庫補助を受ける時には、この事業に対して、たとえば２千万

というものを概算で要求して、それやって当初事業を組み立てるという説明を聞いたものです

から、確かに流用はいいんだと思うんですけれども、やはり当初の計画があるわけじゃないで

すか。それを、こうやって、例えば予算もついていないかった北新町１号線、これはなかった
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わけですよね、測量設計だけの事業だったわけです。それがこうやって工事費をつけて、繰越

でやっていくということなんですけれども、やはりそれであれば、繰り越しのお金もあること

だから、こうやって減額してもできるということであってもですね、当初の計画というものを

付けているわけじゃないですか。そのために国庫補助のも、役場の職員が計画を練って、この

事業に対してはこれだけの国庫補助をする、一般会計も使った中で、この事業を組み立てる計

画を立てるわけじゃないですか。そういったことを立てていることが、じゃあ何だったのとい

うこともあると思うんです。当然、いろんな情勢とか社会環境、いろんな要因はあるにしても、

やはり当初の計画を立てたら、それを粛々と実行していくというのが、一番、その計画を立て

た当初の目的って、それもを遂行するために当然計画を立てるわけですから、こういうふうに

変わっていくっていくということも、臨機応変に対応することも必要だという考えもあると思

うんですけれども、やはりそこは本当に適切のかと考えるんですけれども、課長さんいかがで

すか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

秋山議員のご質問にお答えいたします。歳入の方のページを見ていただければわかると思い

ますけども、道整備交付金は、先ほど課長が言ったような箇所間流用をしています。うちへ来

るお金は決定額できますから、その中でやっていけば。たとえば青柳長澤線、工事が終わりま

すので、そこで余った分は他の路線に回して進捗を図ると。事業の進捗に伴う、あるいは交付

決定に伴う事業間流用だとご理解いただきたいと思います。社会資本整備交付金のほうも、全

体の事業の、道路事業等は５カ年計画でやっておりますから、５年間の中で交付金をもらいな

がら、補助金をもらいながらやっていくということなんですが、今回、北新町１号線は、当初

設計しかなかったものを、今回、そっちに振り分けて、繰越事業にもしておりますけれども、

これは天神中條２０号線が、事業執行が困難でありますから、そちらのほうに事業費を向けて、

せっかく付いた国庫補助金を無駄に捨てないということでやっております。全体とすれば社会

資本整備交付金のほうは１５００万ほど、当初の予定よりも交付決定が落ちておりますから、

交付決定額にあわせて、国庫補助金を有効活用するために、道路の事業の確定、あるいは進捗

状況に合わせて箇所間流用をする。それで、同じ路線が２つないとうちの町でも流用できない

です。その部分は補助金を返さなければならない。たまたま同じ事業の中で、流用ができます

から、今回、こういう計上をさせていただいたということです。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

こうやって、予算を有効に活用するということは大事なことだと思うんですけれども、事業

を執行する上において、先ほど、小林議員がおっしゃっていましたけれども、やはり丁寧に説

明するべきだと思うんです。予算がついたから、これを当然進めていかないといけないといっ

て、無理して、やはり、地域の皆さんに説明していくという、やはり、まず最初に、概要を説

明して同意が得られたら、次の順序というふうにしていかないと、このところ道の整備につい

て問題が噴出していると思うんです。ですから、予算をつけるのはいいんだけれども、丁寧に

事業を進めて、やはり住民の理解を得た中で、ぜひ進めていただきたいと思います。 
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以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは歳入について、歳入の１３款、使用料及び手数料のところの、土木使用料、住宅使

用料が４００万円の減と、駐車場使用料が２０万円の減と。これは、駐車場は多分青柳の団地

かと思いますけども、非常に減額幅が大きいので、結論から言えば、件数が見込みよりも入っ

てないということだと思うんですけども、現状について説明をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

齊藤議員の質問にお答えします。今回、住宅使用料で４００万円、それから駐車場につきま

しては青柳、鰍沢の町有団地なりますけど２０万ということで、当初の見積もりに対しまして、

３月ということで、その実績も見えてくるという中では、当初予算の歳入見込みまでは到達し

ないということで、減額をさせていただいたということで、実績を勘案する中での予算の減に

なります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

住宅の入居率は当初見込みに比べて、どれくらい低くなったんですか。率というか、件数で

もいいですけれども。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 堀口進君。 

○建設課長（堀口進君） 

今ちょっと手元に資料がないということで、後刻ご報告させていただいてよろしいでしょう

か。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは資料と、今後の対策についてまた検討してください。 

続きまして、歳出に移りたいと思います。まず１点目は、これは観光費ですけれども、 

〇議長（齊藤正行君） 

ページを言ってください。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     すみません。２２ページ。観光費の観光施設等サイン多言語化事業ということなんですけれ

ども、これは国際化の流れの中で、あるいは東南アジア系から多くの方が見えるので、必要な

事業だと思いますけれども、まず具体的にどんなものをどんな場所へ、あるいは言語数として

どのような形でやっていくのか。その内容を具体的にお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。２２ページ１９の負担金、補助金及び交付金のとこ

ろの観光費。観光施設等サイン多言語化事業に３４６万４千円の計上させていただいておりま

す。それにつきましては、今回、国からの交付金の事業になりますけれども、観光パンフレッ

トの多言語表記が…、失礼いたしました。道の駅等にあります施設の看板の多言語かというこ

とで、中国語、英語、韓国語を予定しておりまして、特に具体的な細かいところはまだ打ち合

わせをしていないんですけれども、今回の交付金を利用させていただきまして、その部分と、

あともう一点、印刷製本費の３００万も一緒の事業ですけれども、パンフレットの多言語化を

予定しております。まだ細かいところは決めておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

私は国際交流の関係で係わりをもっていますので、今からということで、ぜひ、そういった

方々たちとも協議しながら、良いものにしていただたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

観光施設、また集客施設がたくさんありますので、すべてに今回の予算で多言語化できるわ

けでありません。当然道の駅とか、まほらの湯、かじかの湯とか、外国人も見える施設は、今

言った日本語を含めた４カ国語ぐらいの表示をしながら、日本のマナーを守っていただきなが

らできるようにしたい、それと同時に、この夏に韓国の人が来町する計画があります。そうい

うのも含めて、今いいました韓国語、中国語、英語、日本語の４か国の表示を今のところ考え

ておりますけども、これから外国人のお客さんも多いと思いますから、そういう人たちが道に

迷ったり、困らないようなものを、今後、これも順次増やしていく予定でおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

次に１８ページ、民生費の中の１２目、子育て世帯応援券給付事業ということなんですけど

も、昨日プレミアム商品券の話をしましたけれども、応援券というのはそういったたぐいのも

のなのか、あるいは何か別の形のものなのかお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

○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。この事業の財源であります地域消費喚起等支援交付

金ですが、地域の経済の活性化ということを目的とするものでありますので、今後、商工会と

協議していくなかで…。すみません。子育て支援応援券というのは、交付金の中でのものです。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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今回の子育て世帯への応援券というのは、地方創生の中の交付金を活用してありますが、プ

レミアム商品券は地域の活性化、そしてまたもう一方でこれは県単独の交付金事業になってい

ます。１００％補助であります。山梨県も人口減少でありますから、子育て世代を応援する。

そういったものには使えるということで、うちの町は商工会がこれから発行いたしますプレミ

アム商品券、内容は昨日言ったとおりですが、それと同じ券を子育ての世帯、１８歳未満の子

ども一人に対して３千円の券を贈るつもりであります。こういうのも活用していただければ、

その家庭で絵本を買ってやることになれば、これもブックスタートの一つになってくると思い

ますで、子ども１人に３千円の、町内で買える商品券でありますから、町内の消費喚起と、子

育て世代の応援ということになります。１８歳未満の子どもさん、約２６００人弱いると思い

ますけども、１人につき３千円の商品券をお配りする予定でおります。 

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） 

以上で質問を終わります。 

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） 

今の子育て世帯応援券ですが。今の町長の説明で、もう一つ聞きたいところがあるんですが、

これは、使用期間はプレミアム商品券と同じですか。 

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）  

時期は同じです。プレミアム商品券と同じで７月１日から１２月いっぱいとなります。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

この地域住民生活等緊急支援のための交付金事業というのが、本当に結構急にというか、突

然ということはないんでしょうけれども、こういう事業があって、それを検討なさって補正予

算で追加事業ということで、いろんな事業に充てているのはすごくわかります。それで、この

子育て応援券ということにした理由ですね、いろんなものに使えるものの中で、先ほど町長が

これは県のものだとおっしゃったんですが、ちょっと調べて、これは消費喚起型における、多

子世帯支援については個人給付事業を想定しているので、地方創生先行型における少子化対策

事業では、同事業を省くみたいなことが書いてあったんです。これが、これに当たらないのか

なと思ったんですが、そういう縛りみたいなものというのはない中で、これが決定されたと理

解していいんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 
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ただいまの子育て支援券の関係ですけども、これは県のほうから、県にきた交付金を各市町

村に配布するということで、その目的が子育て等に使用して良いということでありましたので、

今回はこの子育てのほうに使用するということで、予算を計上させていただいております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

支援するので、これはかなり喜ばれると思います。他の市町村がどんなふうにこれをするの

か、同じような形でやるのかわかりませんけれども、富士川町ではこういう形でやったという

ことでわかりました。 

それからもう一つ。２２ページの観光費の中で、やっぱり同じことで使われる追加事業です

けども、ふるさと名物商品ＰＲ事業で１６３万１千円という金額が出ていますけれども、これ

はどんな内容でなされる事業でしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

○商工観光課長（永井たかねさん） 

今のご質問にお答えいたします。道の駅で販売します、本町のゆずの製品とかありますけれ

ども、そのようなものの３割引を予定していまして計上させていただいております。まだ、詳

しいところも今から詰めてまいりたいと思いますが、一応そういうものを予定しております。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

補足をさせていただきます。地域住民の生活支援の緊急支援ということで、大きくお金がき

ているんですが、プレミアム商品券につきましては地域の消費喚起、経済活性化。そしてこの

ふるさと名物商品のＰＲ事業というのは、地域外の人に自分のところの名物をＰＲするために

割引してもいいよと。割引した場合、そこの割引部分にこの交付金を使ってもいいですよとい

う事業であります。今、ゆずの話が出ましたけども、ゆずも含めた、ここにはいろいろ地元の

お酒もありますし、どれにどういうふうに今後、充てていくかは、また関係者と相談をしなが

らやっていきたいと思います。ただ、全体のお金が決まっていますから１６３万１千円という

小さなお金ですけれども、何とかこの町独自の商品が、多地域にＰＲできればいいかなと。全

体でもう少しここにお金をかけられればいいわけでありますけども、やはり町とすれば地域に

お金が落ちるほうに重点を置いたものですから、こちらのほうが若干小さくなっているという

ことです。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

内容に括りがあるということで、これ観光費なので、国とか県からの補助金なので、いろん

な縛りがあることがわかりましたけれども、例えば、プレミアム商品券は２５００円プラスア

ルファをやった。それはそれでとてもいいと思うんですが、じゃあさらにもう１つ考えたとき

に、例えばプレミアム商品券を買ってきたお客様、申し込んできたお客様の中に、今みたいな
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ふるさとの特産品のパンフレットをやって、この中から一つ商品が選べるとか、そういう合体

したようなことをすれば、もっとおもしろいのかなと思って、これは質問ではないので帰りま

すけれども、そういうふうに思いました。終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１０分 

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

再開 午前１１時１９分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

ここで、子育て支援課長より、先ほどの井上議員に対する答弁について、答弁したい旨の申

し出がありましたので、これを許します。 

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） 

それでは先ほどお答えできなかった期限のことについてお答えいたします。これにつきまし

ては、裁判所の保護命令のもとに制定されておりますので、それを基本といたしまして、保護

命令が解除になるまでの間はということでございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番、青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

川口議員と質問したいところが一緒になったものですから、私のほうで質問させていただき

ます。先ほどの観光費ページが２２ページ。３番の観光費のプレミアム商品券事業についてで

ありますけれども、まず１点は、１万円プラス２５００円で１万部ということを聞いておりま

すけれども、１人当たり何部まで買えるのか教えていただきたいと思います。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。本年も実施しましたプレミアム付き商品券も１人

１０セットまでということだったということですが、今回出させていただいていますこのプレ

ミアム商品券は、５セットから１０セットを予定しているということです。また決定ではない

ということです。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

     そうすると、１０セットということでありますと、１人１０万円までですね、最大。わかり

ました。できるだけ多くの町民に、そういった買い物ができる、メリットのある買い物ができ

るように商工会との打ち合わせを進めていただきたいと思います。 

もう１点は、これを買える商店、こちらのほうはどういうことを想定しているか、教えてく
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ださい。 

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） 

ただいまのご質問ですけれども、昨日の一般質問でもお答えさせていただきましたけども、

一部、大型店でもとお答えさせていただいております。原則、商工会に加入していただいてい

る商店をということですけれども、既に加入していただいています大型店もありますが、商工

会にも要請しておりまして、大型店の加入も要請しております。まだ決定ではありませんけれ

ども、一部、大型店でも使用できるようにしていく予定であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

大型商店でも加入しているということですけれども、例えばオギノさん、くろがねやさん、

固定資産税はいただけるかもしれませんけれども、営業利益に対する税金は本社の所在地へ支

払われます。私ども買い物客にとっては確かにフォレストモールとか道の駅、大型店は便利な

んです。いろいろなんでも買えるから。ただ、個人商店が不利益をこうむらないように、でき

れば外していただきたい。個人商店、商工会加入という原則であれば、それでやむを得ません

けれども、そういうことをお願いして質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今年度やりました商品券につきましては、１千万円の１割のプレミアムでありました。これ

は規模も小さいものですから、商工会加入店のみということで実施をさせていただきましたが、

今回、地方創生で出てきたのは、地域の活性化ということでありますから、今回販売いたしま

す１万２５００円の使える商品券につきましては、そのうちの一部を大型店で使える商品券を

今商工会で考えている。全額が大型店に使えるのではなくて、そのうちの何割かが、一部を大

型店でも使える。当然その券は個人商店でも使えますけれども、今、そんなプレミアム商品券

を検討していただいています。 

○４番議員（青栁光仁君） 

     わかりました。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。 

１３番 井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

それでは、今まで議員から質問のあった事項の確認をしたいんですが、一般会計の先ほどの

２２ページ。プレミアム商品券については、先ほど課長の上限について５セットから１０セッ

トという意味でよろしいんですね。それは上限ということでよろしいんですね。 

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） 
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厳密に商工会でも個人をチェックしているわけではないということですけれども、１回に購

入する一人ひとり５セットから１０セットを予定していると。また決定ではないです。お一人

です。ですので、１世帯ではないです。今年もそういうことでした。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

ちょっと勘違いしやすいんですが、購入するのは１セットでもよろしいんですよね。上を決

めるのは、５セットにするのかあるいは商工会で上限を１０セットにするのか、そのへんがま

だ決まっていないということなんですね。 

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） 

その通りです。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

それでは同じ２２ページ下のところ、先ほど市川議員の質問のあった、ふるさと名物商品Ｐ

Ｒ事業ですね。これも私は非常にいいことだなと思いますが、ちょっと予算が少ないなと私自

身思っているんですが、これは先ほどの説明ですと、これから関係者と話し合ってどうしてい

くか決めるということで、今わかっている範囲でいいですが、いつごろどういうふうに、どう

いう方たちとこのところを詰めていくのか。３割引きにする商品をどんなものにするのかとい

うことが、わかっている範囲でよろしいですけども、お願いします。 

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） 

はい、わかっている範囲ということでございますので、これすべて繰越事業になっておりま

す。新年度になれば早々に、いろいろあるかと思いますけれども、関係者、特に道の駅の方と

話をしまして、生産者の方とも話をいたしまして決めていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。またお願いいたします。 

もう１点特別会計ですが、議案２１号介護保険の３ページのところに、繰越明許費で２２９万。

これは前に説明いただいたときに、この介護保険システムの整備の遅れてというような説明を

いただいたんですが、これがどういうふうに整備が遅れて、支障がないのかどうかというふう

なことも含めて、お願いをいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

お答えいたします。介護保険法が改正になりまして、国のほうの通達が来るのが予定よりも
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遅れたため、このシステム改修につきましては峡南広域計算センターが一括して行っておりま

す。峡南広域計算センターがもちろん他の業者に委託をしているところも一部ありますけれど

も、そんなところで、国の指示によるものが遅れたため、今回は、繰越明許費という形をとっ

ております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

この遅れたことによって、特に支障がないということでよろしいんですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 笠井千尋さん。 

○福祉保健課長（笠井千尋さん） 

支障はございません。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

○１３番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

異議なしと認めます。 

以上をもって議案第１８号から第２６号までの質疑を終わります。 

これから、議案第１８号から議案第２６号まで一括して討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 以上をもって、議案第１８号から議案第２６号までの討論を終わります。 

これから日程第１７ 議案第１８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１８号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１８ 議案第１９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１９号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１９ 議案第２０号を採決します。 

 お諮りします。 
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 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２０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２１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２１号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第２１ 議案第２２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２２号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第２２ 議案第２３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２３号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第２３ 議案第２４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２４号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第２４ 議案第２５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２５号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第２５ 議案第２６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２６号は原案のとおり可決されました。 
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〇議長（齊藤正行君） 

日程第２６ 議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算 

日程第２７ 議案第２８号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２８ 議案第２９号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２９ 議案第３０号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第３１号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３２号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３２ 議案第３３号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３４号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３５号 平成２７年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３６号 平成２７年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３７号 平成２７年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３７ 議案第３８号 平成２７年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第３８ 議案第３９号 平成２７年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第３９ 議案第４０号 平成２７年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４０ 議案第４１号 平成２７年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は平成２７年度の当初補正予算でありますので、一括して議題とします。 

本案は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。 

これから議案第２７号から第４１号まで一括して質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

１０番 秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

それでは大綱ということなので、当初予算に計上されている峡南医療センター企業団運営費

について、町の姿勢をお伺いしたいと思うんですけれども、今回、９５７万４千円が計上され

ております。これは協定を当初、市川三郷と結んだ時の普通交付税、それから特別交付税分を、

特別交付税分は２分の１ということで、お互い出し合うということで、２７年度は普通交付税

が１１万２千円、それから特別交付税が９４６万２千円ということで、トータル９５７万４千

円ということは理解しております。市川三郷がどうなのかというと、市川の普通交付税が１億

１７５２万３千円。それから特別交付税が３９５６万８千円、トータル１億５０７９万５千円

ですか。これだけのものをお互いに運営費として出すということは理解していますけれども、

協定を結んだ当時はで、２６年度が７千万の黒字、２８年度は８千万くらいの黒字という見込

みを前提にして、こういったものを出してきたわけですけれども、現実問題で、この間、全員

協議会で説明を受けたものが、平成２６年度の決算見込み、経常利益で６億１７００万ぐらい

の赤字。それから、２７年度が当初予算で３億９千万の赤字が見込まれているわけです。今年

度、２６年度の一時借り入れ、これをお聞きしたところ、いろんなボーナスとかが非常に要り

様があったということで、一時借り入れ８億というものが現在高であるということなんですね。
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であれば、当初の見込みとずいぶん厳しい、当然、一生懸命スタッフもも努力していただいて

るという中なんですけれども、やはりこれだけの当初の見込みと経営環境が違ってきていると

いう中で、町とすれば当初の協定のとおり、交付税のみの運営費ということを順守するのか。

それとも、やはり経営基盤が安定、それから、経営基盤が安定していなければ人材確保という

ものはなかなか難しいと。せっかく来てくれた人も人材の流出が懸念される中で、やはりそう

は言っても協定に基づいて、町とすれば特別交付税普通交付税のみについて出していくという

考えなのか、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） 

     峡南医療センターの経営状況についての今後の考え方ということでありますけども、今のと

ころ、当初の基本計画とは、取らえる時点を変えて中長期計画を立てました。その中長期計画

の収支予想よりも、今悪い方向で推移をしているわけです。私どもも経営に参画しているわけ

でもありません。関与しているわけでもありませんが、状況を聞いたところ、昨年の４月ごろ

に、患者の数が、以前のものをまだ引き継いでいたということで、若干予想より落ちた。それ

と、医師が皆さんから苦情がきた医師がいたので、お帰りをいただいたというふうなことがあ

ります。夏以降は、ある程度回復傾向にあるわけでありますけれども、１年間全体を通して、

６億１千数百万の赤字。当然３億９千万ほど赤字は想定をしていたんですが、それを大きく上

回る状況であります。それを引きずりながら２７年度の予算も、当初よりも若干多い赤字になっ

ております。峡南医療センターには今までの計画と、そして今現在の状況をグラフで表せない

かと、それが追いついていくようであれば、多少ゼロベースになるのが遅れても、そういう傾

向であればいいということは言えます。ただ、この２７年からは５階病棟を全部オープンきる

という予想もたてておりますから、最初からそれぞれの町が支援をしますというと、やはり独

自経営というところが揺らぐところがあるんじゃないかなと思います。今のところは、普通交

付税特別交付税の部分で、何とか頑張れというはっぱをかけておりますけども、今しばらく推

移を見ながら、もし、最後にドカンときても、これは大変なことでありますから、峡南医療セ

ンターの経営状況を見ながら、また市川三郷とも相談をしながら対処していきたいとは思って

おりますが、今のところは当初の予定どおり普通交付税、特別交付税のルール分は交付をして

いこうと、こういう考えでいます。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

     今のところ、企業団の中で一時借り入れもできる状態だということは理解しているんです。

でも、来年度は普通交付税が、当町においても、市川三郷町と同じように予定されているわけ

です、特別交付税も。しかしながら、一生懸命頑張っていただいても、なかなか、今現在市川

三郷病院が３０％のベッドの稼働率、富士川病院は４５％ですか、これを目標どおりの８０％

まで引き上げるというのは、並大抵の努力じゃないと思うんです。であれば先ほど町長がおっ

しゃいましたけれども、やはり当初の条件、お互いが考えていた条件とはだんだん乖離してき

た部分があるということであれば、その状況に応じて、例えば当初、いろんな協議した中であ

るわけですけども、そういった条件を、ハードルを下げて、お互いが歩み寄って、やはり出す
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べきものは、私はもうどうにもならない状態になる前に、当然、両町で協議した中で、議会も

企業団の議会の議員さん、それから議長、議員さんも理解した中で、やはり買ったわけですか

ら、これを放り投げるわけにはとてもいかないわけですから、やはりある程度の年間上限額を

決めて、町としても支援するよということを、町長はある程度の時期を見て判断するというこ

となので、ぜひ、そういった判断もあると思うんです。そうでないと、せっかくいるスタッフ

も流出する。いいお医者さんも経営基盤が安定してなければ来てくれない。こういったことも

十分考えられるので、ぜひ、町長の判断がいつになるかわかりませんけれども、議会にもに理

解する議員は多くいると思うんです。ですから、もしそういうことになるであれば、早めに説

明をお願いしたいと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

５番 堀内春美さん。 

○５番議員（堀内春美さん） 

それでは、質問させていただきます。２７年度の予算編成の概要の中に青柳１０号線という

のがございますが、この青柳１０号線ですが、私たち議員になりまして、教育厚生常任委員で

町の施設を見学させていただきました。これ教育委員会の方も一緒だったんですが、富士川町

の小中学校、それから保育所、それから児童センター、そういったところ全部見学をしました。

第４保育所にも伺いました。そのとき町からの説明では、砂利道がちょうど保育所のところに

まっすぐ国道から出来ていたんです。そのときの説明では、そこが送迎の道路になるという説

明を受けました。ですが、昨日の議会で齊藤議員が質問をしました時に、その道路でなくて、

それ一軒北側へまた道路を造るという話、その総工費が１億５千万という答弁もありました。

それでお伺いします。この１億５千万かけて造る道路は、国道からどこまでなんでしょうか。。 

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） 

堀内議員の質問にお答えします。国道から第４保育所の付近ということで、約１００メート

ルから１１０メートルの間になります。北側の交差点までの約１００メートルから１１０メー

トルの間。ちょうど第４保育所にぶつかるところ、それから青柳寺からということで、国道か

ら青柳寺までの間になります。１００メートルから１１０メートル間ということで計画はされ

ております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内春美さん。 

○５番議員（堀内春美さん） 

１１０メートル、ここであまり金額を言ってもいけないんですけれども、１億５千万、

１１０メートルですか。 

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） 

１億５千万円につきましては、まだ調査も測量もしてしていませんので、あくまでも、補助
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事業として申請をあげた概算の事業費が１億５千万ということで、これについては今後、協力

をいただいた中で、測量を調査をしていった段階でどのくらいになるかは、まだ詳細はわから

ないということになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内春美さん。 

○５番議員（堀内春美さん） 

一本道ができているのに、もう一本道を造るというのは、非常にもったいないような気がし

ますけれども、そうすると、じゃあ、そこまでの道路ということですね。それ以上ということ

はないですね。 

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） 

そういうことであります。今計画されている道路につきましては、国道から、町立第４保育

所ということで、１００メートルから１１０メートルを計画されています。それ以上の計画は

ございません。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内春美さん。 

○５番議員（堀内春美さん） 

それは間違いないですね、確認しておきます。そこから上にいくことはないですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

３回目です。 

○５番議員（堀内春美さん） 

わかりました。結構です。終わります。 

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。 

○３番議員（川口正満君） 

     ２７年度予算、議案２７号につきまし、概要のところでも述べられていますけども、町税が

前年比２．６％おちたということですが、端的に伺います。自主財源の予算の目標は何パーセ

ントでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。予算編成をする上で、特に目標等を定めておりませ

んけれども、現在、総予算の中の町税の占める割合は約２０％となっております。 

以上です。 

川〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

○３番議員（川口正満君）口正満君。 

初期の段階で、やはり、基本的な自主財源のレベルを、水準を決めた上で入りを量りて出ず
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るを制すとも言われますんで。今後、国からの交付金が増える見込みはある。しかし、町税等

を、町内からの歳入は厳しいものがあるということなんで、引き締めてお願いをしていきたい

と思います。 

以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

予算編成で、いつも私は気にしているんですけれども、財政がだんだん逼迫していくという

こともありまして、今年も説明の中で、今後経済情勢が厳しくなるということで、力を入れる

ところ、メリハリを付けていくということとか、事務事業の見直し、あるいは行財政改革とい

うことで念頭に置いてやってまいりましたと。あるいはそういう形で編成しています、という

お話なんですけども、具体的に今年度は特にどんなことを、念頭に置き、編成されたのか、お

願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

質問にお答えいたします。当初予算の編成にあたりましては１１月に全職員を集めまして、

予算編成会議行いました。その中で私が申し上げたことは、「入るを量りて出ずるを為す」とい

うことであります。やはり「歳入を確保する上で歳出を確保してほしい。」ということを、全職

員に伝えまして、それに基づいて予算編成をしたというところでございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

本町の財政規模、大体４８から４９億、基準財政規模がですね。年間通して、今回も補正で

大体７６億ぐらいですか、現段階で。当初予算に７２億５千万ほどということなんですけれど

も、できるだけ減らしていかなければいけないと思うんですけれども、今回は当初予算を組ま

れているわけですけれども、当然、年間のおおよその見込みというものがあって、その何パー

セントか下回る形で予算編成されていると思いますけれども、その割合というのは何パーセン

トなのかお願いしたいと思います。あくまでも予想ですから。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 

収入に対する見込みでございますが、９２．５％を見込んでおります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございました。昨年は確か９５％という話がありました。今後もその点を踏まえ
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て、しっかりお願いしたいと思います。以上で私の質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか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２７号から第４１号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４１ 議案第４２号 新町まちづくり計画の変更についてを議題とします。 

これから、議案第４２号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

新町まちづくり計画で人口目標を、この先１万６千人と下方修正しております。この１万６千

人。どうして、現状維持ということですが、この根拠、もう一度聞かせていただきたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 川手貞良君。 

○企画課長（川手貞良君） 

新町まちづくり計画の人口目標についてでございますが、人口増加につきましては、これま

でも定住促進に向けて諸施策を実施してきているところでありますけども、現状の人口が現在、

１万６０６９という人口でございます。これを推計しますと平成２７年度につきましては、１万

６千人を割るということになってきております。これを現状維持で、目標として、掲げさせて

いただきました。それにつきましては、また今後も人口増加の施策を、地方創生などの事業を

含めて、人口増加の事業を進めて、魅力あるまちづくりは進めていくわけでありますけども、

最低限の数字として１万６千人で、今回、数値を挙げさせていただいております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

上位の計画である、総合計画では１万７千人を設けていて、４年の中で頑張ろうよというよ

うに、町長もいろんな場で申しておられます。これをちょっと安易に、１万６千人に設けたこ

とに残念に思うわけですけど、一方県は、地方創生の動きの中でダイナミック山梨、とりあえ

ず９０万人を目指しています。約８４万人に対して８％くらい増。この町もやはり同様に、８か

ら１０％ぐらい、山梨県全体とともに、この町内にも来てもらえるように、８％相当であれば、

１万７千人を目標にできないでしょうかと、この点伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

総合計画は町の羅針盤でありますから、１万７千人は、今そのままにしてあります。この新
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町まちづくり計画は、これから合併の際の積み残しといいますか、そういうことをやっていく

中で、まちづくり計画は必要となってくるわけでありますが、これは、実態に合わせていくと

いう形になると思います。これから総合戦略の地域版、富士川町版も作っていくわけですが、

その中でも人口は目標値を立てなければなりません。そして、このその目標値に対する検証を

していかなければいけない。実際にあまり高い目標を掲げても、実際には到達できない部分も

あると思います。やはり今の状況であれば、新聞見ていただいてもわかるようにお誕生、結婚

欄はなく、お悔やみ欄は毎日載ってという状況でありますから、そういう中であっても今の人

口を何とか維持しようということで、今回１万６千、３月１日現在１万６０７７人であります

けども、その数字をなんとか維持できるように。今後はさらに増えることは、これにこしたこ

とはないんですが、ですから今回の予算にも、子育て支援、そしてまた、お子さんを持ってい

る家庭の負担軽減とか、いろいろなことをやっていくわけですが、どれがどうやってほんとの

即効性の効果があるかは私どももわかりません。人口を増やすと言っても、プライベートのこ

とですから、産め産めというわけにもいきませんし、何とかしてこの町が住みやすい町に、こ

れは執行部一丸となってやっております。ぜひそのへんはご理解をいただきながら、議会のほ

うも応援していただければ最高だと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

ぜひ、２７年度次期事業、あるいは中長期の計画においても、ダイナミック富士川町という

ことで、人口増、あるいは元気で明るい町を目指していただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

以上、終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか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４２の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４２ 議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更について 

日程第４３ 議案第４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨 

             県市町村総合事務組合規約の変更について 

以上の２議案については、規約変更案件でありますので一括して議題とします。 

これから議案第４３号および第４４号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

異議なしと認めます。 

以上をもって議案第４３号および第４４号の質疑を終わります。 

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

日程第４４ 議案第４５号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について 

日程第４５ 議案第４６号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分 

             について 

以上の２議案については、組合解散に伴う関連案件でありますので一括して議題とします。 

これから議案第４５号および第４６号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

異議なしと認めます。 

以上をもって議案第４５号および第４６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 午後１２時 １分 
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平成２７年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２７年３月２３日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 １号 増穂商業高等学校の存続を求める意見書の提出に関する

請願書について 

日程第 ３ 請願第 ２号 地方自治の堅持を日本政府に求める意見書提出に関する

請願書について 

日程第 ４ 議案第 ３号 富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につ

いて 

日程第 ６ 議案第 ５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例の制定について 

日程第 ７  議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８  議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例

について 

日程第１２ 議案第１１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    

日程第１３ 議案第１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて    

日程第１４ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい 

          て 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する

条例について 

日程第１６ 議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１７ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡
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易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算 

日程第２０ 議案第２８号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２１ 議案第２９号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２２ 議案第３０号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２３ 議案第３１号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３２号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２５ 議案第３３号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３４号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第３５号 平成２７年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３６号 平成２７年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予 

             算 

日程第２９ 議案第３７号 平成２７年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３０ 議案第３８号 平成２７年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 

日程第３１ 議案第３９号 平成２７年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予 

       算 

日程第３２ 議案第４０号 平成２７年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３３ 議案第４１号 平成２７年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３４ 議案第４２号 新町まちづくり計画の変更について 

日程第３５ 議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更について 

日程第３６ 議案第４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に

伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第３７ 議案第４５号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散につい 

             て 

日程第３８ 議案第４６号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う

財産処分について 

日程第３９ 富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第４０ 議案第４７号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を

求めることについて 

日程第４１ 同意第 １号 富士川町教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求

めることについて 

日程第４２ 意見書案第１号 増穂商業高等学校の存続を求める意見書提出について 

日程第４３ 産業建設常任委員会の閉会中の継続審査申出書について 

日程第４４ 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４５ 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４６ 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４７ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 



 １５８

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 

 

 

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 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 

会 計 管 理 者 秋 山 千 秋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 川 手 貞 良  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 田 辺 明 弘 

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

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね 

農 林 振 興 課 長 細 野 幸 男  建 設 課 長 堀 口  進 

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

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 １５９

開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２７年第１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、委員会にと慎重にご審議をいただきました、第１回定例会も本日が最終日と

なりますが、ご審議の程、よろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は１６名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第１回富士川町議会定例会４日目の会議

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。 

なお、本日追加案案として、富士川町選挙管理委員委員及び補充員の選挙、人事案件２件、

意見書案１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件が提出されていま

す。 

よろしくご審議くださいますようお願いします。 

なお、生涯学習課長 依田正一君については、都合により欠席との連絡を受けておりますの

で、ご了承をお願いします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 請願第１号 増穂商業高等学校の存続を求める意見書の提出に関する請願書について 

   日程第３ 請願第２号 地方自治の堅持を日本政府に求める意見書提出に関する請願書について 

    を議題とします。 

去る３月６日に、教育厚生常任委員会に付託しました請願第１号および、総務常任委員会へ

付託した請願第２号について、委員長の報告を求めます。 

まず、請願第１号について報告を求めます。 

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、請願第１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。 



 １６０

以上をもって請願第１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。 

次に、請願第２号について報告を求めます。 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

      ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 

長澤委員長、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。 

以上をもって請願第２号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

長澤委員長、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１号および第２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１号および第２号の討論を終わります。 

これから日程第２ 請願第１号を採決します。 

請願第１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１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２号を採決します。 

請願第２号に対する委員長の報告は、不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不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 議案第３号 富士川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に 

               ついて 

日程第 ５ 議案第４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第５号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担 

               額等に関する条例の制定について 

以上の３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。 



 １６１

 去る、３月１０日の本会議で各常任委員会へ付託しました、議案第３号から第５号について、

委員長の報告を求めます。 

まず、議案第３号および第５号の報告を求めます。 

１３番 井上光三君 

〇１３番（井上光三君） 

    ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

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３号および第５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３号および第５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。 

次に、議案第４号の報告を求めます。 

９番 長澤健君 

〇９番（長澤健君） 

    ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

長澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 

これから、議案第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。 

以上をもって議案第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

長澤委員長、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３号から第５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３号から第５号まで討論を終わります。 

これから日程第４ 議案第３号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３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３号は委員長の報告のとおり可決されました。 



 １６２

これから日程第５ 議案第４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第４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４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５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第５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５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 ７  議案第 ６号 富士川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８  議案第 ７号 富士川町監査委員に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例の一部を 

                改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

                の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１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    

日程第１３ 議案第１２号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について    

日程第１４ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につ 

                いて 

日程第１６ 議案第１５号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する 

                条例について 

日程第１７ 議案第１６号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１７号 富士川町水道事業の設置等に関する条例及び富士川町簡易水道事 

                業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について 

     以上の１２議案については、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

     これから、議案第６号から議案第１７号まで、一括して討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     まず、原案に反対の発言を許します。 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 



 １６３

     議案第１４号富士川町子ども医療費助成支給条例の一部を改正する条例について反対討論を

行いたいと思います。私は、今回のこの条例の一部改正の内容は医療費窓口無料化の１８歳以

下までの拡大という内容でありますが、これに反対します。１８歳以下まで無料化を実施する

ということを報道で知った親からは、歓迎する声が多く出ておりますが、ここには幾つかの問

題があると思っております。これまで少子化が進行する中で、子供の命を守る、あるいはお金

がなく医療を受けられないことがないように、そして、子育て世代の負担を軽減する。あるい

は定住化人口対策の一環のような形で、これまで窓口無料化の年齢拡大を順次行ってきました。

しかし、他方、医療費が年々拡大する中、国においては、医療費抑制のための諸方策を展開し

ております。昨年県においては、医療費の増大に耐えかね、これまで県独自で行ってきた重度

心身障害者の窓口無料化を廃止し、自動償還払い方式へ移行しました。そして同様に、県内全

市町村もこれを実施しました。このことにより、医療を最も必要とする障害児童が窓口無料化

制度から排除されることとなりました。医療制度は、あくまでも、公平公正でなければなりま

せん。窓口無料化の年齢拡大の前に、障害児童の置かれた状況を改善することが、最も考えら

れていかなければならないだろうと思います。そして、そういうところにこそ、行政は手を差

し伸べる。これが必要だと考えています。そうしたことを抜きにした条例案は問題があり、今

回、この条例を制定するのであれば、同時に重度心身障害者の窓口無料化、特に障害児童の窓

口無料化を実施すべきであると考えます。よって窓口無料化の趣旨、公平公正の観点からして、

障害児童を置き去りにするようなこの条例案には反対します。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に原案に賛成の発言を許します 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     私は、富士川町子ども医療費助成金支給条例の一部を改正する条例に賛成の立場で意見をし

たいと思います。今、齊藤欽也議員の反対討論でありましたけれども、それに対してというこ

とではなく、私も、この条例が出た時には質問をさせていただきました。障害者の方たちに、

窓口の無料化がない中、そういうところを、まさに行政はするべきではないかというところで

は質問させていただきましたが、それの問題とこの富士川町が１８歳まで医療費の窓口を引き

上げるということの問題とは、全く別の問題というふうに私はとらえております。まず、不公

平ということの観点から考えますと、不公平ということではなくて、１８歳の窓口無料化は、

すべての家庭において、子どもをお持ちになっている方たちに対しては、非常に歓迎されてい

ることです。ましてや、今、子育てに対して経済的負担を軽減しようという町の動きに対して

は、それはまったく逆行しているものではなく、それが政策的に挙げられることは、この町に

対して子育てしやすい町ということであれば、この条例は非常に有効な政策の一つだと考えて

おります。障害者に対して窓口無料化がなくなってしまっている、この現実は、それはそれと

して別の形で、私たちは県にあるいは町にやっていくべきことであって、今回の、私はこの条

例に賛成いたします。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに討論ありませんか。 

（ な し ） 

 討論なしと認めます。 
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 以上をもって、議案第６号から議案第１７号までの討論を終わります。 

これから日程第７ 議案第６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６号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第８ 議案第７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７号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第９ 議案第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１０ 議案第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、議案第９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１０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１０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１１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１１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１２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。 
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 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２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１３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１３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１４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。 

 （異議あり。の声） 

 異議がありますので、起立によって採決します。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

  （ 起 立 １４人 ） 

 起立多数です。着席ください。 

 したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１６ 議案第１５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１５号は原案のとおり可決されました。 

 これから日程第１７ 議案第１６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１６号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第１８ 議案第１７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１７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１９ 議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算 

日程第２０ 議案第２８号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計予算 



 １６６

日程第２１ 議案第２９号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２２ 議案第３０号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２３ 議案第３１号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３２号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２５ 議案第３３号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３４号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第３５号 平成２７年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３６号 平成２７年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第３７号 平成２７年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３０ 議案第３８号 平成２７年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第３１ 議案第３９号 平成２７年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第３２ 議案第４０号 平成２７年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３３ 議案第４１号 平成２７年度富士川町水道事業会計予算 

     以上の１５議案は、平成２７年度予算案でありますので一括して議題とします。 

なお、本予算案につきましては、去る６日の本会議で予算特別委員会に付託しました、議案

第２７号から第４１号について、予算特別委員長の報告を求めます。 

１４番 神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

――――   委員会報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

     神田委員長、しばらくお待ちください。 

以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 

お諮りします。 

予算特別委員長の報告に対する質疑は省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって予算特別委員長の報告に対する質疑は省略します。 

神田委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 

これから、議案第２７号から第４１号まで一括して討論を行います。 

討論ありませんか。 

  まず原案に反対の発言を許します。 

  １２番、齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、議案第２７号 平成２７年度富士川町一般会計予算に対して、反対の意見を述べ

たいと思います。先ほど予算特別委員会の委員長さんからも報告がありましたが、町民交流広

場については、事業に要する期間や概ねの事業費など、事業全体に対する内容の説明がされて

いないので、現段階における概略計画の開示を要請するという報告がありました。その報告の

ように、町民交流広場の河川敷造成整備、あるいは管理棟建設設計業務費など、約７千万円が
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計上されましたが、いまだ当局からは全体計画についての具体的説明がありません。議会とし

て全体計画の是非、施設維持管理のあり方、予算確保、事業計画など検討すべきことがなされ

ていません。議会として今予算を判断することはできないだろうと私は考えております。また、

青柳１０号線、第４保育所から国道にかけて、生活道路を新たに造る予算が計上されましたが、

既にこの道路については町が取得した用地があり、整備するばかりとなっております。議会は、

今予算が計上されて初めてルートが変わったことを知りました。３月９日、会計管理者が本会

議場において、ルート変更について議会に対する事前説明をしなかったことについての謝罪が

ありました。新たに、おおよそ総額１億５千万円をかける必要はないものと私は思います。さ

らには青柳３２号線についても同様です。予算計上後、現地視察で、ここにこのように造りま

すという説明がされましたが、議会では、これまでこの話は一度も議論もしておりませんし、

聞いてもおりません。３２号線は、完全な新設道路であります。今まであったものを拡幅する、

延長する、そういう話ではないだろうと思います。その必要性、目的について検討もしており

ません。本定例会にいきなり提案し、認めろ、というこの当局の姿勢は余りにも乱暴なもので

はないかと思っております。以上３点を一例として挙げましたが、これらの予算は、拙速に計

上すべきではないだろうと思います。議会軽視も甚だしいことではないだろうか、このように

感じます。このような形で提案されたものを当然認めるのであれば、議会はその役割を果たし

ていないということになろうかと思います。本町の財政は、今後ますます厳しさを増していき

ます。しかし他方、今後、新庁舎の建設など取り組むべき課題が山積みしております。公共施

設の再配置についても多くの予算が必要となると思います。中長期的な予算計画のないまま、

場当たり的な予算編成は組むべきではないと思います。今予算においては、もっと将来を見据

え、議論すべきものが多い、このように感じております。今回は、これら政策予算については、

再度当局において検討し、新たに提出されるべきものだと考えます。 

よって、本予算案に反対します。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に賛成の発言を許します。 

９番 秋山貢君。 

○９番議員（秋山貢君） 

委員長報告に賛成の立場で討論させていただきます。まず、平成２６年６月議会では、町民

交流広場の設計業務１２４０万円が補正予算に計上されました。建設課では町民交流広場とし

て、陸上競技場４００メートルのトラック。それから、進入路、駐車場等の設計を行うと説明

いたしました。委員会付託されました産業建設常任委員会で審査し、町に要望いたしました。

その内容は「町民交流広場の設計業務に関しては、慎重に利用度、災害対策を含めたランニン

グコストを考えて、多くの町民が利用できるよう設計することを求める。」という内容でありま

した。平成２６年７月号の議会だよりに載っております。町民交流広場を造ることは認めてお

り、大まかな設計内容についても理解していたものと思います。今回計上されている予算は、 

国土交通省の工事の進捗に合わせ、関連性がある基盤整備工事や、アクセス道路に関する測量

設計が必要になったためと聞いております。国という相手があることですから、工事の進み具

合に応じて、時期を見ながら町としてやるべき事業が出てくることは理解できます。また、国

の補助金も活用した中で、有効な財源を確保しながら事業も進めていると理解しております。

青柳１０号線に関しましては、保育所東側の旧稚蚕飼育所を駐車場用地として取得した、当時
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の子育て支援課長であり、現会計管理者が３月９日の一般質問に答えておりました。平成２５年

１１月２２日に開催された議会の全員協議会で、公共用地の代替地として取得した土地を、国

道からの仮進入路として利用していきたいと説明いたしました。しかし、町道青柳１０号線の

計画があったにもかかわらず、不十分な説明をしなかったので、議会に対して誤解を招く説明

であったという反省を含んだ内容であったと思います。私は一連の計画を聞くと同時に、現地

視察したことにより、代替地を仮道として利用しようと考えたことや、地権者の方々が了解し

計画が進む目途がたった、青柳１０号線を事業化することを理解いたしました。交通事故の危

険性を心配する国道５２号線と交差する部分については、安全性に十分配慮した設定をするこ

とにことにより、危険性を軽減することは可能であると考えます。第４保育所に通う子どもた

ちや保護者の方が待ち望んでいる、送迎時の支障解消に向けて、早期に事業を着工すべきと考

えます。ここにおいても、仮道路でなく、１０号線を事業化することにより、国の補助を採択

できるということは、当局から、皆さまお聞きのとおりでございます。町の財源を、仮道を造

ることにおいては、すべて投入しなければいけませんが、１０号線を事業化することにより、

国の補助も受けられます。青柳３２号線に関しては、予備設計業務費は昨年の６月定例会に、

２６年度補正予算のまちづくり事業費の委託料２５０万円に含まれておりました。このときは

３路線の道路予備設計業務と説明を受けました。それは、青柳町区および大椚区の東部には、

市街地と甲西道路を結ぶ東西方向の道路がなく、利便性が悪い状況であること。このため市街

地と甲西道路を結ぶ新たな道路として、道路計画の策定に向けて考えているうちの１路線が青

柳３２号線であること。また、現在、検討されている出店計画の実現性を高めるためにも、道

路環境の整備が必要であると考えます。以上の理由により、平成２７年度に計画されている事

業を実行することが、町民の福祉増進と町の発展につながると考え、原案に賛成いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第２７号から第４１号までの討論を終わります。 

これから日程第１９ 議案第２７号を採決します。 

本案は、討論がありましたので、起立によって採決します。 

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 １２人 ） 

起立多数です。着席ください。 

したがって議案第２７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２０議案第２８号から日程第３３議案第４１号までの１４件を一括して採

決します。 

議案第２８号から議案第４１号に対する委員長の報告は可決です。 

お諮りします。 

議案第２８号から議案第４１号まで、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。 
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したがって議案第２８号から議案第４１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３４ 議案第４２号 新町まちづくり計画の変更についてを議題とします。 

これから、議案第４２の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第４２号の討論を終わります。 

これから日程第３４ 議案第４２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４２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３５ 議案第４３号 峡南地区市町村指導主事共同設置規約の変更について 

日程第３６ 議案第４４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨 

                県市町村総合事務組合規約の変更について 

     以上の２議案については、規約変更案件でありますので一括して議題とします。 

これから議案第４３号および第４４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４３号および第４４号の討論を終わります。 

これから日程第３５ 議案第４３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４３号は、原案のとおり可決されました。 

これから日程第３６ 議案第４４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４４号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
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日程第３７ 議案第４５号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について 

日程第３８ 議案第４６号 山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分 

                について 

以上の２議案については、組合解散に伴う関連案件でありますので、一括して議題とします。

これから議案第４５号および第４６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４５号および第４６号の討論を終わります。 

これから日程第３７ 議案第４５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４５号のとおり可決されました。 

これから日程第３８ 議案第４６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４６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３９ 富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてを議題とします。 

富士川町選挙管理委員会委員長 佐々木照美さんから、富士川町選挙管理委員及び補充員の

選挙を行うべき事由が発生し、地方自治法第１８２条第８項の規定により通知がありましたの

で、同条第１８２条第１項及び第２項の規定により、これより富士川町選挙管理委員及び補充

員の選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

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、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名すること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。 
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したがって議長の指名することに決定しました。 

推薦者名簿配付のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４７分 

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

再開 午前１０時４８分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

選挙管理委員に、渡邊正志君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま指名した方を、選挙管理委員の当選人と定め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、ただいま指名した渡邊正志君が選挙管理委員に当選されました。 

次に富士川町選挙管理委員補充員には、第４順位 杉田和孝君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定め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、ただいま指名した杉田和孝君が、選挙管理委員補充員に当選されました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

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

再開 午前１０時５８分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開いたします。 

日程第４０ 議案第４７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４７号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第４０ 議案第４７号を採決します。 

お諮りします。 
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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４７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４１ 同意第１号 富士川町教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることにつ

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。 

したがって同意第１号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第４１ 同意第１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。 

したがって同意第１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

ただいま、同意のありました川手貞良君が議場におられますので、あいさつを演壇でお願い

します。 

企画課長 川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 

貴重なお時間をいただき、一言ごあいさつをさせていただきます。ただいまの人事案件につ

きまして、同意をいただき、ありがとうございました。新たな教育委員会制度のもと、責任の

重さを痛感するとともに、身に染みる思いでございます。微力ながら、富士川町教育発展のた

めに、責務の全うに全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

議員各位におかれましても、どうかご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、ごあいさ

つとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上であいさつを終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４２ 意見書第１号 増穂商業高等学校の存続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１号の提出者の説明を求めます。 

１３番 井上光三君。 
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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。 

 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

したがって意見書案第１号については質疑と討論を省略します。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

 これから日程第４２ 意見書案第１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１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４３ 産業建設常任委員会の閉会中の継続審査申出書について 

日程第４４ 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４５ 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４６ 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４７ 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。 

 １８日間という長い会期ではありましたが、議員各位には、慎重かつ熱心にご審議をいただ

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、答弁、委員会の出席にご協力を

いただき、ありがとうございました。 

 ３月３１日をもって退任されます、堀口教育長および退職されます課長には、長い間地方自

治に携わり、住民の福祉向上にご尽力されましたことに敬意を表するものであります。 
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今後は健康には充分に留意され、多方面でのますますのご活躍をお祈りいたします。 

平成２７年第１回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

閉会 午前１１時 ９分 

 

 

 


