
 １

 

    

平 成 ２７ 年 
    

    

    

    

富士川町議会６月定例会会議録富士川町議会６月定例会会議録富士川町議会６月定例会会議録富士川町議会６月定例会会議録    

    
    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ６月６月６月６月        ５日５日５日５日    開会開会開会開会    

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年    ６月６月６月６月    １１日１１日１１日１１日    閉会閉会閉会閉会    

 

 

 

 

 

 

  

 

山梨県富士川町議会山梨県富士川町議会山梨県富士川町議会山梨県富士川町議会    
 

 

 



 ２

平成２７年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２７年６月５日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

        日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 １号 平成２６年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

日程第 ５ 報告第 ２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計繰越明許費繰越

計算書について 

日程第 ６ 報告第 ３号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰

越計算書について 

日程第 ７ 報告第 ４号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第 ８ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地 

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例）    

日程第 ９ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例） 

日程第１０ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町一般会計補正予算(第１４号)) 

日程第１２ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町介護保険特別会計補正予算(第５号)） 

日程第１３ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第７号)） 

日程第１４ 議案第４９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５０号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第1号） 

日程第１６ 議案第５１号 町の境界変更について 

日程第１７ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５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 

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 

 

９番  長 澤  健       １０番  秋 山  貢 

 

 

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 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 笠 井 千 尋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史 

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利 

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 内 田 一 志  建 設 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 志 村 正 史  教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 
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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 小 林 恵 

書    記 樋 口 一 也 
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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２８号をもって招集されました、平成２７年第２回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第２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２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。 

 今年は、４月から５月にかけて気温が上昇し、県内では５月半ばに、すでに真夏日を観測し、

甲府や勝沼で３０度以上を記録した日もありました。本格的な夏を前にして、すでに熱中症対

策を講じることとなり、地球温暖化が着実に進行していることが懸念されます。ここ数年、節

電対策が定着してまいりましたが、体調にも十分気を付けて、引き続き節電を心がけたいもの

です。 

国外に目を移しますと、４月にはネパールにおいて、大地震が発生し、全壊家屋４９万戸、

死者は８千人余りと報道されました。ネパールでも梅雨入りが近づき、土砂災害などの二次災

害の懸念が高まってきています。 

また、国内でも、５月２９日に鹿児島県口永良部島の新岳が噴火し、全島に避難命令がださ

れました。島民は、慣れない避難生活を余儀なくされ、今も不安な日々を送っています。 

自然災害を考えますと、これから梅雨や台風シーズンを迎えるにあたり、中山間地域を抱え

る本町にとっても、大雨による土砂災害など自然災害に対する警戒をしていかなければなりま

せん。 

 国内の情勢においては昨日、選挙権年齢を「二十歳以上」から「十八歳以上」に引き下げる

公職選挙法改正案が、衆院本会議で可決されました。参院での審議を経て、成立すれば来年夏

の参院選から、新たに全国で二百四十万人の十八歳、十九歳の投票が可能となります。若い世

代の政治への参加意識が高まることを期待したいと思います。 

 また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、いわゆる『地方創生』に向けた取り組みが本格

化し、本町では、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、プレミアム商品券や子育

て応援券が発行されることとなり、商工会と連携して取り組まれております。町民の生活支援

と消費喚起につながるものと思われます。 

 さらに、町が策定する「地方版総合戦略」では、町民の皆さんをはじめ、行政と議会が英知

を結集して、本町の特性を活かした施策を展開することにより、地方の活性化、人口減少の歯

止めを期待するところであります。 

 さて、今定例会においては、多くの町民の皆さまに議会を知っていただく機会としまして、

７日の日曜日に一般質問を行い、休日議会を実施することとしました。 

 多くの方に議会の様子をご覧いただけるよう、議場内にカメラを据え付け、会議室にテレビ

モニターを設置いたします。議員及び執行部各位のご理解をお願い申し上げます。 

 なお、今年度は５月２０日に開催した区長との座談会をかわきりに、町内全地区で地区懇談

会を開催し町民の皆さんと膝を交えて地域の課題等を話し合うこととしています。議員各位の

ご協力をお願いします。 
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 今定例会は、平成２７年度補正予算や条例制定などについて、審議をお願いすることとなり

ます。 議員各位におかれましては、健康に対しまして十分に留意し、慎重かつ活発な議論を

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、 

  ９番 長澤健君 および 

 １０番 秋山貢君 

を指名します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１１日までの７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１１日までの７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。 

 本日は午前に提案を行い、質疑をにつきましては午後審議をお願いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２７年６月 富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

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

す。 

また、日ごろから町政推進のため、格段の御理解と御尽力を賜っておりますことに、厚く御

礼を申し上げます。 

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

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 
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    はじめに、先月、内閣府の発表による我が国の経済状況を見ますと、１月から３月期の実質Ｇ

ＤＰは、前期比で０．６％増、年率２．４％増となり、２四半期連続のプラスとなっており、「景

気は、緩やかな回復基調が続いている。」としています。 

    一方、先行きにつきましても、「雇用、所得環境の改善傾向が続くなかで、原油価格下落の影響

や各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される」としております。しかし、

地方経済をみますと、こういった実感はほど遠く、一日も早く、実感できる景気回復を期待する

ところであります。 

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

げます。 

まず、タウンミーティングの開催についてであります。 

町民の皆様と直接語り合う機会を持つことで、町政への理解を深めていただくとともに、町民の

皆様の幅広い意見を町政に反映することを目的に、６月から９月にかけて町内各地区で、タウン

ミーティングを開催して参ります。今回のタウンミーティングにつきましては、本年２月に策 

定いたしました、公共施設再配置計画において、地区に影響を及ぼすと思われる統廃合施設や、

地域における今後の課題等をテーマとして実施することとしております。 

    次に、プレミアム商品券及び子育て応援券についてであります。 

地域住民生活緊急支援のための交付金による、消費喚起・生活支援のためのプレミアム商品券事

業については、商品券販売額、１万円として、この商品券に２５パーセント、２，５００円分の

プレミアムを付加し、１万セット販売する計画であります。この１２，５００円の商品券のうち、

５千円分については、大型店でも使える共通券として利用できることとしております。また、販

売は、商工会が行い、販売期間及び利用可能期間は、平成２７年７月１３日から平成２８年１月

１２日までの６か月間で、商工会加盟のプレミアム商品券取扱店で利用できることとしておりま

す。 

    また、子育て応援券についても、消費喚起・生活支援を目的に、山梨県に交付された交付金に

より、県と連携して実施するもので、本町では、子育て世帯応援の商品券を発行するものであり

ます。この応援商品券の交付対象者は、平成２７年３月３１日おいて１８歳以下で、本町の住民

基本台帳に記録されている者とし、対象者１人につき、額面３千円分を交付するものであります。 

交付の方法としては、保護者又は対象者に引換券を送付し、７月１３日から８月３日の期間に役

場において、子育て応援券と引き換えることとしております。なお、利用期間、利用可能な取扱

店はプレミアム商品券と同様であります。 

町の皆様には、ぜひご利用いただき、生活支援はもとより、消費喚起を図り、地域経済の活性

化に繋げたいと考えております。 

次に、定住促進事業についてであります。 

本町への移住、定住を促進させるための施策として、これまで、固定資産税等の５年間分を補

助する定住奨励金、空き家改修補助金及び、中山間地域等における住宅用地 取得費補助金のほ

か、保育料の軽減や保健事業への助成、小中学校給食費の補助、１８歳までの医療費窓口無料化

による子育て支援策など、５００人アップ作戦として、多くの先進的な施策展開を図って参りま

した。今回、こうした先進的な有効な施策を広くＰＲするため、「移住、定住促進パンフレット」

を作成するとともに、県内の自治体では初の試みとして、町の魅力を全国に発信するため、
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１８０秒のプロモーション動画を、町のホームページ及びインターネットサイト「全国移住ナビ」

に搭載し、本町への移住、定住の促進に繋げて参りたいと考えており、今定例会に所要の経費を

計上しております。 

 次に、観光振興についてであります。 

まず、観光まちづくりコンテストに協賛して参りたいと考えております。 

 この事業は、山梨県や国土交通省 甲府河川国道事務所などが協力団体となって、観光まちづく

りを通じた地域活性化プランを競う、大学生による観光まちづくりコンテストであります。本年

度は、青森ステージ、大阪ステージ、大分ステージ、そして山梨ステージの全国４か所に分けて

行われます。山梨ステージは、笛吹市及び富士川水系流域が対象地域であり、「ミズベリングと連

動した富士川水系流域の観光まちづくりプラン」をテーマとして開催されます。本町では、この

コンテストに協賛することにより、全国の大学生に新しい観光まちづくりのアイデアを創造して

もらい、大学で学んでいる知識・スキルを実践に活用して、町に埋もれた資源を掘り起こし、地

域経済が活性化するような観光まちづくりプランを提案していただき、今後の観光まちづくりに

活用していきたいと考えております。 

また、昨年「町の誇れるもの」、「他の地域では考えられない何これ的なもの」を募集した結果、

２３０名の方から応募があったところであります。こうした中、同じ内容なものを整理すると、

誇れるものが８８点、何これ的なものが１２点あり、選定委員会では誇れるものを８点、何これ

的なものを１点、選考したところであります。しかし、本町には、まだまだ多くの地域資源があ

りますので、本年度も引き続き、新たな観光資源の掘り起こしに取り組んで参りたいと考えてお

ります。今後、ある程度の資源が揃ったところで、富士川町の「誇れるもの・何これ散策マップ」

を作成し、観光客の誘致を図っていきたいと考えており、今定例会に所要の経費を計上しており

ます。 

 次に、子ども子育て新制度の取り組み状況についてであります。 

本年４月１日からの「子ども・子育て支援新制度」により、地域の子育て支援の拡充や、質の

向上が求められております。こうしたことから、本町においても、これまで行ってきた子育て支

援を、さらに充実させるため、平日の保育時間と土曜日の保育時間を延長し、保護者が子育てし

やすい、働きやすい環境の整備を図ったところであります。また、町立保育所においは、特色あ

る保育として、保育所ごとに、体力づくりやリトミック、食育や読書のすすめなどの目標を定め、

それを実践するなど、保育内容の向上に取り組んでいるところであります。 

次に、環境のまち富士川についてであります。 

本町では、環境保全対策として、資源の有効利用やごみの減量化、資源のリサイクル推進に取

り組み、資源ごみの再資源化による循環型社会の構築を目指しておりますが、更なる推進のため、

「環境のまち富士川」推進チームを立ち上げ、取り組んで参りたいと考えております。このチーム

は、町、町内の環境団体、協賛事業所、住民の皆様で構成され、まず第１弾として、「焼却ごみ減量

化プロジェクト」を実施し、町内のごみ減量化のため、イベント時のリユース食器利用や、生ごみ

の水切り及び堆肥化の推進、環境学習などを行うこととしております。 

また、町の玄関口である「道の駅富士川」を拠点とした環境交流イベントを開催し、ソーラークッ

カーによる調理や手回し発電、ソーラー噴水などで太陽光発電の仕組みを楽しく学んでもらい、環

境意識・行動の向上に繋げ、本町を訪れた方々にも「環境のまち富士川」を積極的に伝えるととも

に、全国に発信して参りたいと考えております。 
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次に、ふるさと納税についてであります。 

ふるさと納税推進への取り組みとして、これまで５万円以上の寄付者を対象に、返礼品として「ふ

るさと小包」を、発送しておりましたが、この対象者を５千円以上の寄付者とし、寄付金額に応じ

た返礼品をカタログから選択できるよう、返礼品の充実を図って参ります。こうした中、本年度の

税制改正により、給与所得者に関しては、ふるさと納税先が５か所までの場合に限り、各ふるさと

納税先に、「特例適用申請書」を提出することにより、確定申告が不要となったことや、ふるさと納

税を行った時に適用されます、住民税の特例控除額が１割から２割に引上げられるなど、手続きの

簡素化や控除額の倍増により、ふるさと納税をより行いやすい環境が整いました。今後、町では、

更なるふるさと納税推進のため、インターネットを利用した寄付申し込み受付や、クレジット決済

での納税を可能にするため、今定例会に所要の経費を計上しております。 

   次に、国民健康保険税 課税方式の変更についてであります。 

  本町においては、これまで所得割、資産割、均等割、平等割の合算額による４方式課税を行って参

りましたが、均等割、平等割については、所得に応じた軽減措置がある一方、資産割については、

所得の有無に関係なく課税されることから、所得の少ない方に配慮するという現在の課税方式にそ

ぐわないものとなっております。このようなことから、資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割

の合算額による３方式課税に変更をしたところであります。なお、県内の状況を見ますと、甲府、

甲斐、南アルプス、都留の４市が既に３方式課税を行っておりますが、その他の市町村は全て４方

式課税を行っておりますので、３方式課税の導入は、町村においては、本町が初めて実施するもの

であります。 

次に、リニア中央新幹線についてであります。 

本町では、本年４月１日よりＪＲ東海から用地取得業務を受託している山梨県と、線路、保守基地・

変電所、これに付属し、附帯する施設、付替道水路などの用地取得事務の一部を受託することにつ

いて、協定を締結したところであります。これにより、町は山梨県に対して、地元との調整や情報

提供などに関し、協力して対応していくこととなります。一方、事業主体であるＪＲ東海は、現在、

町内において中心線測量作業を行っており、今後、用地説明や用地測量、物件調査等を行い、個別

の用地説明、補償説明などの段階になって行くと思われますが、ルート上には町有施設もあります

ので、ルート上及び周辺の住民の皆様とともに、対応して参りたいと考えております。 

次に、鰍沢プールの廃止についてであります。 

鰍沢プールにつきましては、本年２月に策定しました公共施設再配置計画に基づき、この夏の利用

を持って廃止することとし、９月からは、プール施設を解体し、防災機能を備えた新町民会館の駐

車場として整備することとしております。また、鰍沢プール廃止後も利根川公園プールにおいて、

団体利用者もこれまでと同様にご利用いただけるよう、関係者と調整を進めているところでありま

す。こうしたことから、今定例会に社会体育施設条例の一部を改正する条例を提出するとともに、

所要の経費を計上しております。 

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

した。なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件４件、専決処分承認案件６件、条例改

正案件１件、補正予算案件１件、境界変更案件１件、道路認定案件１件の、合わせて１４件の議案

を提出しております。提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よ

ろしくご審議のうえ御決議あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４ 報告第１号 平成２６年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

   日程第５ 報告第２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第６ 報告第３号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

  日程第７ 報告第４号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

    

 以上の４議案については、報告案でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について報告を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ４議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 まず、報告第１号の補足説明を求めます。 

 財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

 それでは、報告第１号の補足説明をさせていただきます。説明に関しましては、科目事業名、

翌年度繰越額とさしていただきます。なお財源内訳は記載のとおりであります。 

（以下、平成２６年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

以上、報告第１号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、報告第２号について補足説明を求めます。 

福祉保健課 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

 それでは、報告第２号 平成２６年度富士川町介護保険事業特別会計繰越明許費、繰越計算

書について補足説明をさせていただきます。科目事業額、翌年度繰越額について報告をさせて

いただきます。 

（以下、平成２６年度富士川町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

以上、報告させていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、報告第３号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 志村正史君。 

〇上下水道課長 （志村正史君） 

     それでは報告第３号の補足説明をさせていただきます。 

（以下、平成２６年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明）（公共下

水道事業について）これは県道の舗装復旧工事負担金であり、工事発注のおくれにより、繰り
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越したものでございます。 

浸水対策下水道事業につきましては、東川の拡幅工事とそれに伴う補償及び国道の舗装復旧

工事であり、関係機関との調整の不測の日数を要したことから、繰り越したものでございます。 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、報告第４号について補足説明を求めます。 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     それでは、報告第４号の補足説明をさせていただきます。１ページをお開きください。第２期

平成２６年度の決算報告書となります。次に、２ページをお開きください。平成２６年度、事

業報告ということで、１、業務の現況でございますが、概要をご報告させていただきます。塩

の華、つくたべかん、道の駅富士川の観光関連３施設では、お招きとおもてなしの心でお客様

をお迎えし、富士川町をはじめ関係団体等との連携強化を図り、また訪れたいと感じていただ

だける、施設の運営に取り組んでいきたということでございます。平成２６年度の最大の課題

であった、道の駅富士川の魅力的な運営につきましては、ぷらっと立ち寄れるいこいの場をコ

ンセプトに、お客様を第一に考え、オリジナリティーの高い商品を中心に、商品を選ぶ売り場

としての付加価値を高めることに取り組み、また、従業員５名をコンシェルジュとして配置し、

館内及び商品のご案内、道路案内、観光案内ときめ細かく対応していきたいということでござ

います。そして、下の段は、施設別の損益状況の表になっております。 

次に、３ページから５ページまで平成２６年度の主な施策ということでございますが、３ペー

ジです。１、バスツアー会社への集客活動、２、道の駅富士川大感謝祭、３、軽トラ朝市、４、

コンサートの実施、５、協賛事業。次、４ページでございますが、６、イベントへの出店、７、

芝生広場の活用、８、視察見学者の受け入れ、最後に５ページですか、９、パブリシティーの

活用等を行ったということでございます。次に６ページの貸借対照表を説明させていただきま

す。貸借対照表の左側、資産の部でございますが、流動資産１億７０９万３５８円。及び、固

定資産、３５万９８２０円の資産の部の合計が、１億７４５万１７８円でございます。次に、

表の右側、負債の部でございますが、負債の部の合計４６０５万１７９８円でございます。続

きまして、純資産の部でございますけれども資本金５０００万円、利益譲与金１１３９万

３８０円となっておりまして、純資産の部合計が６１３９万８３８０円となり、負債及び純資

産合計１億７４５万１７８円となっております。次に、７ページ、損益計算書を説明させてい

ただきます。科目の売上高３億３３２６万６４３８円、売上原価。２億８９８万６０５５円で、

売上総利益金額が、１億２４２８万３８３円となります。そして、販売費及び一般管理費が、

１億１８８６万１４６６円で、営業利益金額が５４１万８９１７円となりまして、営業外収益

が。１４１４万６９６６円.、営業外費用が９３３万４３９２円で、計上利益金額及び税引前当

期純利益金額が、１０２３万１４９１円、そして当期純利益金額が７８３万６５９円となって

おります。続きまして、８ページでございますが損益計算書の販売費及び一般管理費の内訳書

でございます。次の９ページです。これは貸借対照表の純資産の状況をあらわす、株主資本等

変動計算書となっております。そして、次のページ、１０ページと１１ページには、個別注記

表の添付となっておりまして、今回の消費税の会計処理でございますが、第１期平成２５年度

は、税込み方式でした。第２期平成２６年度からは、税抜方式となります。続きまして、１２ペー
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ジをお願いいたします。１２ページですが、第３期平成２７年度経営方針と今後の見通しとい

うことでございます。１３ページをお開きください。経営方針ということでございます。１、

今後の課題と対応、道の駅富士川はオープン２年目を迎え、にぎわいを一過性のものに終わら

せないよう、販促イベント、地域の観光案内、インバウンド対策を継続的に実施することによ

り、町内外からの集客を図り、商品の入れかえやポップ等、店内販促の見直し、陳列場所の変

更、接客サービスの向上を図り、売り場の鮮度を維持し、売り場の付加価値を高めます。とい

うことでございます。続きまして平成２７年度の集客策として、１、交流促進の機会の提供、

２、地域資源の紹介、パッケージ化、３、地域への還元事業、４、催事への出店ということで、

これらを行っていくということでございます。続きまして、１４ページ、最後のページになり

ます。第３期、平成２７年度株式会社富士川予算の見通しということでございますが、１、予

算方針、平成２７年度予算は、損益ベースで作成しており、運営コストを積算し前者において、

黒字化することを目標にしているということでございます。２、全社予算を説明させていただ

きます。レジ通過客数の見込み人数、４０万５５１人。次に予算でございますが、売上高３億

８２６８万４０００円、売上原価２億４２６３万８０００円、売上総利益１億４万６０００円。

人件費、７４３９万３０００円。経費５１３４万７０００円。営業利益は１４３０万６０００円。

営業外収益、１０５３万円。営業外費用ゼロ。税前利益２４８３万６０００円と見込んでいる

ということでございます。３、施設別予算ということで下の段ですが、道の駅、塩の華、つく

たべかん３施設の内訳の記載となっております。 

以上で報告第４号の補足説明とさせておきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ８ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域 

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例） 

日程第 ９ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域 

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例） 

日程第１０ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定介護 

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町一般会計補正予算(第１４号)) 

日程第１２ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町介護保険特別会計補正予算(第５号)） 

日程第１３ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 
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川町簡易水道事業特別会計補正予算(第７号)） 

 

以上の６議案は、専決処分の承認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） 

―――― ６議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に承認第７号から第１２号の補足説明を求めます。 

 まず、議案第７号から第９号、および第１１号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは、承認第７号から第９号、及び第１１号についての補足説明をさせていただきます。   

まずは専決処分書をお願いいたします。 

（以下、承認第７号 専決処分書朗読） 

内容につきましては、地域における、医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係 

法律等の整備に関する法律における介護保険法の一部改正に伴い、関係省令が改正になったこ

とに伴う改正でございます。主な改正内容につきましては、全体としまして、複合型サービス

という名称が、介護小規模多機能型居宅介護に変更されました。また、８２条８３条の中で、

人員基準を緩和した円滑な、実施ができるように変更されました。また、８５条、１９４条で、

利用人員の基準緩和を定めました。６３条７８条でいわゆる「お泊りデイ」を届け出制にとい

うことで改正をされております。６５条、１１３条では、認知症、対応型介護サービスにおけ

る、効率化について、規定されているものでございます。施行は、平成２７年４月１日となり

ます。 

  引き続きまして、承認第８号の説明をさせていただきます。専決書をお願いいたします。 

（以下、承認第８号 専決処分書朗読） 

この条例につきましても、専決７号と同じ理由による体制になるものです。主な改正内容に

つきましては、複合型サービスの名称が、看護小規模多機能型居宅介護に変更をされておりま

す。また、４４条、４５条で人員基準の緩和を行って円滑な運営の実施を定めてございます。

４７条につきましては、利用人員の基準緩和行っております。７条、３７条では、いわゆる「お

泊りデイ」を届け出制に、変更しております。９条、７４条につきましては、介護予防、認知

症、対応型サービスにおけるという法律化についてに規定をされております。施行につきまし

ては、平成２７年４月１日になります。 

続きまして、承認第９号についての補足説明をさせていただきます。専決処分書をごらんい

ただきたいと思います。 

（以下、承認第９号 専決処分書朗読） 

この条例の改正につきましても、承認第７号と同じ理由によるものです。主な改正点につき

ましては、３１条の中で、指定介護予防支援事業所、いわゆる包括支援センターは、介護サー

ビスの計画に位置づけた、指定介護予防サービス事業所に対して、介護予防訪問看護計画書の

提出を、求めることができるものとされます。また、地域ケア会議から検討を行うための資料、
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または、情報の提供と必要な協力の求めがあった場合には、これに協力をするという改正が規

定されました。こちらにつきましても、施行は平成２７年４月１日となります。 

引き続きまして、承認第１１号の補足説明をいたします。専決処分書をお願いいたします。

（以下、承認第１１号 専決処分書朗読） 

予算書の表紙をめくって、裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２６年度富士川町介護保健特別会計補正予算の朗読） 

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

ますので、事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２６年度富士川町介護保健特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、承認第７号から９号および１１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、承認第１０号の補足説明を求めます。 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

それでは承認第１０号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いいたします。 

（以下、専決第１０号 専決処分書朗読） 

引き続きまして補正予算書の裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書により説明させていただきます。事

項別明細書の１ページをお願いいたします。 

（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上で承認第１０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご承認くださいますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、承認第１２号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 志村正史君。 

〇上下水道課長（志村正史君） 

それでは承認第１２号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いします。 

（専決第１２号 専決処分書朗読） 

補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成２６年度富士川町の簡易水道事業特別会計予算書朗読） 

詳細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、事項別明細書１ページを

お開きください。 

（以下、平成２６年度富士川町の簡易水道事業特別会計予算書事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長ならびに担当課長の承認第７号から第１２号までの提案理由および補足説明が

終わりました。ここで、暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時０９分 

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

再開 午前１１時１８分 

 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

日程第１４ 議案第４９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、町

長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、議案第４９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４９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の補足説

明をさせていただきます。お手元の資料の富士川町社会体育施設条例の新旧対照で説明させて

いただきます。２ページ３ページをお開きください。改正の内容につきまして説明いたします。

初めに、第２条の改正であります。第２条の表のプール施設の部の中にあります、鰍沢プール

の項を削るものであります。次に、８条の次に１条を加えます。使用時間のところであります。

社会体育施設の使用時間について、「特に必要と認めるとき使用時間を変更することができる」

を加えます。この条例の施行日につきましては、鰍沢プールを８月２３日、日曜日まであけて

営業いたしますので、翌日の２４日にいたします。以上です。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ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

日程第１５ 議案第５０号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算第１号を議題としま

す。町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

          ―――――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、議案第５０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） 

議案第５０号の補足説明をさせていただきます。平成２７年度富士川町一般会計補正予算、

第１号の予算書の裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算書朗読説明） 

第１表歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書で説明をさせていただきます。事項別

明細書の１ページをお願いいたします。 
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（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第５０号の補足説明をさせていただきます。ご審議いただきまして、ご議決賜り

ますようお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で町長の提案理由の説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

日程第１６議案第５１号 町の境界変更についてを議題とします。町長から本案について提

案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

議案第５１号の町の境界変更についてであります。これにつきましては、山王地区の土地区

画整理事業に基づくものであります。主なものでありますが土地区画整理法に基づきまして、

市川三郷町、富士川町の山王地区区画整理事業についてですね、町の行政区域を変更すること

にかかる、地方自治法第７条第１項の規定に基づく山梨県知事への申請については、同条第六

項の規定により議会の議決を得る必要があるため提案するものであります。編入する区域は市

川三郷町、富士川町で、共同でやっております山王地区土地企画整理事業でありますけども、

変更する面積は市川三郷町富士川町ともに２，０１３．５㎡の入りくりを解消するものであり

ます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、議案第５１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５１号、町の境界変更につきまして補足説明をさせていただきます。 

当該地区は、区画整理事業の実施以前には、山林原野等でありまして、町境が不整形であり

ましたが、このたび街区の道路をもって、両町の行政区域の境を面積の増減を生じることなく

変更するというものでございます。南巨摩郡富士川町に編入する区域としましては、西八代郡

市川三郷町黒沢字山王から３筆の一部を、先ほども説明がありましたが、２，０１３．５㎡。

それから、西八代郡市川三郷町に編入する区域として、南巨摩郡富士川町駅前２丁目字沢ノ戸

の７筆の一部、２，０１３．５㎡につきまして同面積で交換します。なお、本議会で議決をい

ただきますと、県に変更申請を行い、９月の県議会の議決を経まして総務省に届け出されまし

て、明年２月官報で告示されて発効いたします。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） 

以上で町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

日程第１７認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。町長から本案につ

いて提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

認定第１号 富士川町道路線の認定についてでありますが、これは天神中条２２号線であり

ますが民間事業者の開発に伴いまして、路線認定を行うに当たり、道路法第８条第２項の規定

により、議会の議決を経るものであります。以上であります。 
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〇議長（齊藤正行君） 

次に認定第１号の補足説明を求めます。 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君。） 

それでは認定第１号の補足説明をさせていただきます。今回の認定をさせていただきます路

線でありますが、開発区域内の道路であります。路線名は天神中条２２号線延長が７４．５メー

トル、幅員は６メートルでございます。起点につきましては天神中条の６６２番地２地先、終

点が天神中条６６２番１７地先でございます。場所につきましては一枚めくっていただきます

と地図があります。町立第１保育所の南東約１５０メートル先の開発区域内の道路でございま

す。なお、この道路に接続している道路は、町道天神中条１号線となっています。 

以上です。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の説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。ここで暫時休憩

します。再開は、再開時刻は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時３３分 

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

再開 午後１時００分 

 

〇議長（齊藤正行君） 

     〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 

午後は質疑の日程になっています。質疑の回数は富士川町議会、申し合わせのとおりとしま

す。議会運営にご協力くださいますようお願いします。 

日程第４ 報告第１号 平成２６年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について  

日程第５ 報告第２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書について  

日程第６ 報告第３号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

日程第７ 報告第４号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出ついて 

以上の４議案は、報告案でありますので一括して議題とします。これから 

報告第１号から第４号までの質疑を行います。質疑ありせんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

報告第４号、株式会社富士川の２６年度決算について、３点質問します。町民が株主として 

７０％、３５００万円出資して、家賃負担もない経営において大いに利益を稼いで町には還元

するということで期待されております。今年度、利益が出て何よりですけれども２６年度決算

について報告がありました。まず１点目。農産物の出荷者２７０名の市町村別に関しまして、

町内の出荷者の割合は昨年夏よりも、昨年夏は３０％相当だったですけども、増えていけばよ
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いと思いますが、富士川町出荷者を増やすためにどのような努力や、関係先に協力を要請して

いるか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。ただいまの川口議員さんのご質問、富士川町の出荷

者を増やすための努力や関係先への協力要請はどのようなことをしているかというご質問でご

ざいますけれども、町内の出荷者に、御近所で農作物を作付けている生産者の紹介をしていた

だいております。ほかにゆずが出荷される前に、小室地区の生産者と会合をもちまして、道の

駅農産物コーナーにゆずの売り場スペースを確保し、売り入れ体制を整えてることを申し出て

おります。次に平林地区につきましては生産者に平林のトマトの売り場スペースを確保してい

ることを申し出ております。小室地区の生産者にゆずを使用したセット商品の開発、ゆず狩り

ツアーを提案しております。その他、特産品のゆずを原料とする加工品や食用、土産品の売り

場面積を拡充し、販売促進を図っております。町内の出荷者に対しましては、自信のあるもの

を出荷するよう指導を行っておりますが、町内から町外へ出荷している生産者に、道の駅への

出荷の声かけを行なっております。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） 

今の答えに関しては、町内の出荷者を増やし、増産するということで、ますます期待が求め

られていますんで、その方向でですね、太い線をつくっていただくようにお願いします。それ

では２番目の質問ですけど、全体の売り上げ総利益率がですね、３６％相当となります。売り

上げに関わってですね、販売手数料は野菜では１５％、町外の場合は２０％、あるいは食品の

場合は、２０％、２５％で手数料収入がそういうことですから、全体の売り上げ総利益３６％

というのがですね、製造部門あるいはレストラン部門で、あがりが相当大きいのかな、あるい

は条例で決められてます貸室収入は株式会社富士川の収入になっていいよということなんで、

その辺の割合が多いのかどうかですね。その部門別の売り上げ総利益率、いわゆる収益構造に

ついてお伺いします。 

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） 

部門別の総利益でよろしいですか。貸室は別として。 

〇３番議員（川口正満君） 

     はい。総利益でお願いします。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

部門別の総利益についてお答えいたします。 

部門別といたしまして、物販を委託販売分と買い取り販売分、それから飲食部門、加工部門

とをわけまして、一応出させていただいておりますが、物販計委託販売部門ですけれども、

売上総利益が、道の駅が２８８０万６０００円、塩の華１６１６万７０００円、つくたべか

ん１６６万円で合計４６６３万３０００円と思います。次に物販の買い取り部門ですけれど
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も、道の駅２７４万８０００円、塩の華３９万２０００円つくたべかん２０万５０００円、

合計３３４万５０００円です。続きまして、飲食部門ですございますが、道の駅２０９８万

円、塩の華８５０万６０００円、つくたべかん４７８万１０００円、合計３４２６万

７０００円でございます。最後に加工部門でございますが、加工部門は塩の華のほうで見て

おりまして、２０３１万５０００円となっております。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） 

先ほど貸室利用をですね、言わなかったんですけど、また、今でなくていいです。三つ目の

質問に入ります。多分。そんなに大きい金額じゃないでしょう。 それでは次の質問に移りま

す。じゃあ貸室の利用料をですね、これは条例の中でですね、二つの施設について収入、利用

料は株式会社富士川の収入になれるよと、条例にあります。では、貸室ごとの利用日数、利用

者数、あるいは収入についてお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの貸室の状況ということでお答えいたします。貸室は道の駅の方に２階の水防対策

室がございますけれども、そちらは昨年のオープン以来、利用していただいておりますが、し

かしオープン記念の催しもあります。無料のものも多くしておりますけれども、では端から申

し上げてよろしいでしょうか。日韓交流の陶展もいたしました。増穂登り窯のほうで利用して

いただいております。会議室のほうは山梨サイクルプロジェクトの方にお貸ししましたり、県

の市町村課にもお貸ししております。峡南女性道の会、富士川病院、美容組合ほかにもお貸し

しております。クラシックギターの公開練習会にもお貸ししておりまして、公民館講座のギター

コンサート等もしております。あと展示会で、衣料メーカーにもお貸ししております。ギャラ

リーがありますが、展望学習室でございますけれど、オープン記念キルト展を開催いたしまし

たり、国交省のパネル展示をしてございます。金額でございますけれども、やはり無料が多く

ございまして、合計でよろしいですか。貸館の利用料は合計でよろしいでしょうか。 

１万９０００円いただいております。以上でございます。 

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） 

質問をこれでとじるわけですけども、貸室は立派なものが併設されておって決算報告で各種

のイベントがですね、企画されて営業努力をされてるようですけども貸室の利用についてもで

すね、さらなる努力の中で、すばらしい施設を上手に使っていただきたい。収入高が一けた違

うのかなと思うんですけども、ぜひその点、今後とも株式会社富士川に対するですね、指導を

よろしくお願いします。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 
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２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

 私も、株式会社富士川について一点のみ質問させていただきます。２７年度の予算の見通し

というのが出てるんですけども、全体的に見ると売上高が前年対比１１４％以上増えてるんで

すけども、個々に見ますと、道の駅は１２４％塩の華は９６％なんですね。つくたべかんに関

しては昨年対比の売上に対して７３％と非常に消極的な数字が出てるんですけども、この辺は

どういった形でこういう数字になっているのかお聞きいたします。 

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。つくたべかんの予算の見通しが少し少ないのではな

いかという御質問でございますが、ベテラン従業員２名が相次いで退職しまして、新規採用者

や再雇用などを補充してはいるのですが、戦力ダウンは否めません。体験教室なども、予約す

れば受け付けをしておりますが大口の受け入れが難しいこと、それから、イベント等の出店も

制限され、増収が望めないということから決算額よりも低い予算額を見込んでいます。増収対

策として、今、それにつきまして、予定してるものが大柳川渓谷のガイド付きツアーを観光バ

スに働きかけたり、４月に大法師さくら祭りに出展をいたしまして、出店オペレーションのノ

ウハウを身につけましたので、各種イベントで「みみ」を販売しまして、十谷地区を広くＰＲ

し集客ににつなげ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） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

わかりました。今従業員の戦力が落ちたということなんですけども、１日も早くまた戦力を

上げていただきて、売り上げ増加につなげていただきたいと思います。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

僕も同じく、報告第４号の株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についてですけど、

１３ページの経営方針の中で、今後の課題と対応の中でインバウンド対策を継続的に実施する、

これ非常に僕もこれから外国人観光客に力を入れることは非常にいいことだと思うんですが、

今のところ観光施設のサイン多言語化でしたっけ。というのもあるんですけれどもこの継続的

に実施をするというところで、具体的にどのようなことを考えているのかちょっと聞かせてく

ださい。 

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。先ほど、議員さんおっしゃられましたとおり、多言

語化の方を看板とか、表示板、今もですね、手づくりのも含めましてトイレの表示とかをして
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おります。コンシェルジュのほうも置いておりまして、案内の方もできるだけの対応をしてま

すがそれは外国の言葉とかそういうことは、難しいものもありますけれども、そういう対応も

できるだけしておりますし、今年度は、地方創生の交付金もつきまして多言語化の方も、町の

補助金も道の駅の方へ、出させていただいておりますので、その面からも、継続的に実施して

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） 

主に案内板の部分というところにつなげるようですけれど、やはりですね、これからはつく

たべかんとかも体験事業とかあるんで、そういうところに対応できるようなね、力を入れてい

ただきたいですし、本当に外国人観光客は、言い方は悪いですけどお金をよく落としてくれる

と思いますんで、そういった部分で力を入れていってもらいたいなというふうに思います。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。 

〇議長（齊藤正行君） 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

続いて、やっぱり今の株式会社富士川のほうでお願いしたいと思いますが２２ページで

２６年度の事業の中で一番下のほうにですねそれぞれの実績だと思いますがこれら出ておりま

して、１４ページの方に、２７年度の見通しということで、それぞれのところが具体的に出て

おります。その中でちょっとわからないころがありますので教えていただきたいんですが、営

業外収益と営業外費用というところなんですけれども、この２ページにでている営業外収益と

営業外費用の主な内訳と、それから１４ページには、営業外費用がゼロになっているんですね。

営業外収益が載っていますけれどもなんか少ないというか、道の駅にしてみればちょっと少な

いなっていう、多分なんかの根拠ががあって、この数字を出してると思うんですが、そこを教

えていただきたいです。 

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。２ページの営業外収益でございますがこれは町から

の指定管理料とか、緊急雇用の補助金と委託費というのが含まれます。そして、営業外費用で

ございますが、これは町への納入金が入っております。次に、１４ページでございますけれど

も、こちらのほうも、営業外収益は、やはり町からの指定管理料、それから自販機の手数料で

すね。それから、営業外費用が載せてないのはですね、これは利益の半分、５０％納入を検討

していただきますので平成２７年度は、もう２年目、昨年は初年度でしたのが今年は第３期で

すのでまた載せてございません。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 
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〇１１番議員（市川淳子さん） 

そうすると１４ページの営業外費用の方は、これは、わからないからゼロということの解釈

でよろしいんですか。利益の納入金というのがまだ見通しがつかないということでゼロ、あり

ませんということではなくて、ということでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

そのとおりでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

３つ目ですけど、２ページの先ほどの営業外収益の道の駅の７５３万３０００円というのと、

こちらの１４ページの４１５万２０００円のこの差額っていうのは、雇用の補助金の関係で今

年は、この部分がないというふうになっているから４１５万ぐらいの数字ということで、見通

しをつけたってことでいいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

そのとおりでございます。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

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。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。以上をもって報告第１号から第４号に対する質疑を終わります。 

日程第８ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例）        

日程第９ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例） 

日程第１０承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例）  

日程第１１承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町一般会計

補正予算(第１４号))  

日程第１２承認第１１号、専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町介護保険

特別会計補正予算(第５号)）  
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日程第１３ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算(第７号)） 

以上の６議案は専決処分の承認案件でありますので一括して議題とします。 

これから承認第７号から第１２号までの質疑を行います。 

質疑ありませんか。    

〇議長（齊藤正行君） 

１２番 齊藤欽也君 

〇１１番議員（齊藤欽也君） 

簡単なことで、内容がわからないのでお聞きしたいんですけども、一般会計補正予算１４号

について、歳入の部分ですけども、事項別の９ページ。財産収入のところですけども、土地の

貸し付けということで旧富士川町環境衛生組合跡地、土地貸付ということ８１万円のが載って

いるんですけれども、私の認識ではこれまで、毎年契約をしてやってるんで、今回補正に載っ

ているんで、この土地って言うのは、別に新しく貸したのかどうか、そこだけちょっとお願い

したいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

ただいまの質問にお答えいたします。今回ここに予算計上したものにつきましては、年度途

中に、旧この土地をを中日本高速道路株式会社に、高速道路の発生土の一時仮置き場として貸

し付けたものでありまして、そこを計上さしていただいたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君 

〇１１番議員（齊藤欽也君） 

 また後で見に行きたいと思うんですけど、具体的に場所をちょっとイメージ的に教えていた

だければありがたいんですけども。どの部分なのか。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） 

場所は、旧焼却炉のありましたところで、今富士川協業組合が、作業所を建て粗大ごみを収

集しています。そして北側にダスラップさんの土地と町の土地がある訳ですが、それはダスラッ

プさんに一部貸してある部分もあります。その中間があいておりますので、そこに、今、中部

横断自動車道から発生する残土の一時仮置きということで、中日本高速道路株式会社に貸して

いるということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君 

〇１１番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 
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「質疑なし」と認めます。 

以上をもって承認第７号から第１２号に対する質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１４ 議案第４９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を議

題とします。これから議案第４９号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって議案第４９号に対する質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１５議案第５０号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第１号）を議題としま

す。これから議案第５０号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     それでは２件、質問をさせていただきます。 

事項別明細書歳出の２ページ、移住奨励促進動画作成業務の部分で、１８０秒の動画を作っ

てホームページにアップするというお話だったと思いますけれども、今後の計画は、いつから

作成にあたって、いつホームページにアップするのか、お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

 ただいまの鮫田議員の質問にお答えさせていただきます。本予算につきましてはですね、御

議決をいただきしだいにですね、速やかに業者との契約をしたいというふうに考えております。

アップは７月前後になるんじゃないかと。今年度中にはできるようになろうかと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

皆さんが気になって見るような、すばらしい動画をつくっていただきたい。あとはホームペー

ジだけではなく、ＹｏｕＴｕｂｅとかそういうのにも、アップした方がいいかなと思いますの

で、その辺も検討お願いします。次に３ページ。教育費の保健体育費。フットサル用ゴール等

の購入費の部分で、西小へフットサルのゴール等購入するというお話ですが、これの供用開始

を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

 ただいまの質問にお答えします。西小は、３月で閉校になりました。その後それは社会体育

施設なりましたので、その利用ということも考えまして、今回の補正でフットサルの用品を計

上しました。補正後ですね、すぐにでも対応しまして、中部小学校にもフットサルの練習場も
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ございます。一緒にＰＲをして利活用をしてもらいたいと思っております。補正後、議決をい

ただきましたらば、すぐに入札をいたしまして、７月半ばごろなると思いますけども、その頃

にはしたいと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

１０番 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

債務負担行為の予算ですけれどもね、１０年の契約をしたいということみたいですけど、具

体的にですね。音響設備のリースってどんなものなのか、教えていただけますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長 依田正一君 

秋山議員の質問にお答えします。文化ホールの舞台音響設備の改修工事につきまして、リー

ス内容につきましては、スピーカーおよびアンプ等一式の更新でございます。それから調整室、

移動用の音響機器一式、これはミキサー等周辺機器の更新でございます。マイクロフォン一式、

これは、ワイヤレスシステムを含む一式の更新でございます。そのほかに、スピーカー等ケー

ブルの配線一式。それからインターネット回線のシステムの一式の新設でございます。 

以上工事内容でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

１０年というスパンでやるわけですけども前回も、こういう格好で、これらの音響設備等は、

こういった形で債務負担行為という形で予算をたてて、事業としてやってきたわけですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長 依田正一君 

     以前は違います。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

今回、こういう形にしたっていうのは、どんな理由でしたのかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 
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これまでは、一度に機器整備をいたしまして、毎年補修料を払いながら点検をしてます。悪

いところがあればの買い取りでやっておりましたから、そこをまた更新をしていくというよう

な状況で、これまできたわけですが、今後も、音響は施設の命でありますから、常に良い音が

でき、そしてまた、皆さんに楽しんでいただけるようにということで、保守料が年々上がって

いきますんで、１０年間の機器整備と保守料を兼ねて、どちらが安いかということを検討しま

したら、１０年リースでやったほうが、安いということから今回、リースでお願いしようと、

リースでするには、やはりこう、全体の予算が計上されないと１０年間の契約できませんので、

債務負担行為をさせていただいたということです。これが初めてです。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

いろんなことを検討した上でですね、こういったシステムを導入した方がいいということだ

と思うんですけれど、やはり適正な競争ができるようにですね、ぜひ、その点にはご留意をい

ただきたいと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

歳出の２ページのところで、コミュニティー助成事業ですけれども、これは。恐らく各地区

に何か要望ありませんかというふうに出したと思うんですが、出して、この２件だけだったの

かあるいはほかにもあって、この２件を町として採択したのか。そこの点をお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 （田辺明弘君） 

井上議員のご質問にお答えします。今ちょっと手元に資料ございませんけれども、たしかこ

れ以外にも希望はあったと、認識しています。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

あとでまた、あったんであれば資料をお願いします。もう一点、同じページですけれども、

民生費で遊具購入費、これらの前の説明ですと地方創生交付金で一回申請したけどこれがだめ

になったんで、今度補正でこれを付けることにしたというな説明を受けたんですが、地方創生

のときに、これ以外に、だめになったものがあるのかどうかということをちょっと確認したい

んですけど、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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。地方創生の事業に関しましては、いろいろ精査をし

た結果、国にあげたわけですけれども、国においてこの遊具だけが対象外になったという状況

でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

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） 

 事項別歳出について、３ページですね。教育費の図書館建設基本構想助言者謝礼と、５万円

なんですけれども、どんな方に助言をいただくのか。お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長 依田正一君。 

質問にお答えします。５月の２６日に図書館の基本構想の検討委員会を設置しました。その

中でここにあります５万円の図書館建設構想の助言の謝礼といいますのは、そこで、基本構想

も検討委員会を行なってるわけですけどもその中で、各委員さんいろいろな意見が出てくると

思います。そこで、また新たな意見をもらいたいと思いまして図書館に精通している学識経験

者、大学の教授とかということで、年間員何回か検討会を行いますので、そのときに来て、助

言をしてもらうという考えでおります。その５万円であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

これに関して、あと１点、この構想は公共施設再配置の中でシビックコアとの関係だという

お話伺ったわけですけれども、基本的にこの構想の練っている土台っていうのは今言ったよう

な形での建設計画に沿ってということでやっているということでよろしいのかどうか、お願い

します。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長 依田正一君。 

齊藤議員のご質問にお答えします。この検討委員会は、役場の富士川町図書館の構想としま

して、どういうふうな富士川町独自の図書館ということで、構築の中で皆さんから意見をもら

いまして、どういう図書を、書籍を揃えたらいいか、どういう中身にするかソフトの面の検討

委員会でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町立図書館につきましては以前からな議会のほうでも、町の空き店舗があればそこにどうだ

とか、こちらの金融機関があいたからどうだとかいろいろありました。せっかく造るには、しっ

かりした図書館を造りたいということで、延び延びになってきたわけですが、諸般の事情から、

シビックコアのほうも、そういうことであれば動くというふうな状況ですから、今回図書館整
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備検討委員会を立ち上げたのは、シビックコアの中に合築を考えておりますけれども、どのく

らいの規模の要求を、国土交通省にすればいいか、それにはどういった図書館を、これから考

えていけばいいかという、元になるものをするわけでありますからそれが今後、国土交通省と

規模の調整もしていかなきゃなりません。何フロアが必要になるなのかをやってかなきゃなら

ん、その根っこになる図書館の形づくりをするための構想づくりであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

図書館は非常に大事なものですから、しっかりと規模内容も含めてやっていただきたいと思

います。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって議案第５０号の質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１６議案第５１号 町の境界変更についてを議題とします。 

これから議案第５１号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって議案第５１号の質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１７認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。これから認定第

１号の質疑を行います。質疑ありませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

天神中條２２号線が午前中の説明では、天神中條１号線からのアクセスということで、今回

新たに造成された、区画内の道路ということはわかりましたけれども、以前から住んでいる手

前の６軒の家が使っている共有道路、そこの部分の扱いはこれから先、町道にしていくのか、

ちょっとその辺の地域の人からも多く聞かれたので、その辺の扱いをどのように考えてるのか

ちょっと聞かせてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

ただいまの長澤議員の質問にお答えします。町道認定手前の以前に、分譲された土地の中の

道っていうのは位置指定道路ということで、町道にはなっておりません。家を建てるためには、

市指定道路をとるか、それか道路法の道路ということで、高速道路や国道・県道・町道になっ

てるということの中で、家が建つことになっています。そして、すでに現在、分譲してあると
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ころは位置指定道路でありますので、いつでも、家が建ったり、改築ができるので、そのまま

今のところは町道として受け取るとは思っておりません。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） 

そこの住民がもし町道にして欲しいという要望があった場合はどうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

町道等として引き取る場合は、町道の方で、要件がございます。もしその要件に合うようで

あれば、そこのところは、今後、検討していきたいと思います。それには、用排水路がついて

るとかいろいろな条件がありますから、それにあてはまらなければ町道として引き取ることは

できません。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） 

要件をもう少し詳しく、どのような形になればいいのか、教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

手元に詳しい資料がないわけですけども、基本的に６メーター以上、ということが第一の基

本にございます。それから、基本的には通り抜けができこと。それから、３５メートル以上あ

る、または行き止まりの場合は、車が、そこでＵターンできる転回場も設けなければならない。

それから簡易水道、その排水路とかを設けなきゃならない。そういう要綱が謳ってあります。

そのほかにももうちょっと詳しいものがありますけども、そのすべての内容を把握してなくて

申し訳ないんですけども、そのようなところが基本のところでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

また後でその要件を教えてください。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって認定第１号に対する質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で本日の日程は全部を終了しました。本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４５分 
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開会 午前 ９時００分 

 

〇議長（齊藤正行君） 

 第２回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員ならびに町長をはじめ執行部各位には大

変お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第２回富士川町議会定例会２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。 

  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、簡潔にお願いし

ます。 

 なお、本日は議会改革の一環として、議場内にビデオカメラを設置し会議室に中継しますの

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１３名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、８番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 

 ８番、鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

 おはようございます。同僚の長澤芳文議員が亡くなって、ちょうど４９日目となると思いま

す。心よりご冥福をお祈りいたします。 

私ごとではありますが、５月２２日午後８時２２分に２７６６グラムの元気な女の子が誕生

しました。富士川町の人口アップに少し協力できたかなと思います。子育てのしやすい富士川

町で子育てができることを誇りに思い、富士川町の宝として育てていきたいと思います。改め

て身を引き締めて、１０年後２０年後を考え、議員活動に努めていこうと思います。 

それでは通告に従いまして一般質問をはじめます。今回は２点質問させていただきます。 

１つ目の質問に入ります。志村町長におかれましては、町が目指すスローガンである「暮ら

しと自然が輝く交流のまち」の実現、実行に向け、精力的にとりくんでいただいていることに

感謝いたします。こうした中、この富士川町の１０年後２０年後を考えたとき、未来を担う人

材を育成することの重要性を考え、本町の教育行政と、その主役である子どもたちが、この富
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士川町に郷土愛を持てるよう質問をいたします。１９８０年ごろから始まり、約３０年間続い

たゆとり教育からの転換で、授業数や指導内容が増えたことに加え、いじめや不登校など、学

校は多くの教育上の課題を抱えています。また、教育委員会制度の改正など、学校を取り巻く

教育行政にも変化があります。全国的に人口減が進む中、社会や経済を支える人づくりについ

ても、その重要性は強まっております。３月の定例会で、川手教育長は「新たな教育委員会制

度のもと、責任の重さを痛感し、微力ながら富士川町教育発展のために、責務を全力で尽くす」

と力強く就任のあいさつをしていただきました。これまで、堀口教育長を中心に富士川町の教

育行政を執行してきましたが、新しく教育長に就任された、川手教育長の教育行政に対する所

信を具体的に伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

 我が国の教育基本法においては、「教育」すなわち、学校教育・家庭教育・社会教育において

は、人格の形成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の形成者として資質を備えた心身共に

健康な国民の育成を期して行うことをその目的とすることが定められております。 その目的

達成のためには、富士川町においても、教育は、人材育成であり、次代を担う子どもたちの育

成やあらゆる世代の人たちがいきいきと学ぶことができることを基本とした教育の推進が必要

であると考えております。 こうしたことから、国・県の教育振興方針と整合性を保ちつつ、

富士川町総合計画にあります「豊かな人材と文化をはぐくむまちづくり」を基本に策定されま

した「富士川町教育振興計画」の基本理念であります「今を未来を力強く生きる「ふるさと富

士川」ひとづくり」を達成するために、５つの施策を実行する中で富士川町の教育推進に取り

組んでまいります。 

 まず、家庭・地域・学校の連携であります。 

 子供の生活習慣や規範意識の形成など、子どもの人格形成の根底をつくる家庭教育の充実を

図るとともに、地域や学校が連携し、子どもや青少年の健全育成に努めてまいります。 主な

取り組みといたしましては、青少年の健全育成のため地域と学校との連携を図り、区民会議の

開催や小中学校でのあいさつ運動を実施してまいります。 また、児童生徒の地域との関係が

希薄になるなか、地域行事への参加を促してまいります。 

 次に、学校教育の充実であります。 

 学習指導要領に対応した「生きる力」の育成に向け、基礎学力・体力の定着に努めるととも

に、子どもたち一人ひとりの状況に合わせたきめ細かい教育の推進とともに、各学校による特

色ある教育の推進に努めてまいります。 主な取り組みといたしましては、県の教育指導重点

との整合性を図り、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を図って参ります。 

また、昨年度から実施しております学力向上フォローアップ事業としての「そよ風学級」の実

施や、きめ細かな教育の推進のため、少人数指導やティームティーチング並びに複式学級の解

消のための町単独講師や学習支援員の配置を行うとともに、特別支援学級での学習・生活の支

援として、特別支援員の配置も行ってまいります。 

 なお、時代の要請に応える教育の推進として、情報教育の推進により ICTを活用した教育の

導入に向け、ICT活用方策の検討を行うとともに、国際理解教育を推進するために、小学生の

外国語活動の充実を図るため 3年・4年生が外国語にふれ合うことができるよう検討してまい
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ります。 

 なお、教育環境・施設整備につきましては、校舎等の耐震化が終了したことから、今後は、

校舎の老朽化等に伴う改修や非構造部材の耐震化を順次行っていくこととして、鰍沢中学校体

育館の天井の撤去、増穂中学校の建具のアルミサッシ化や増穂小学校の窓ガラス等の飛散防止

フィルム貼付工事などを実施するほか、現在 4 か所ある給食施設が老朽化していることから、

給食センター化を含めた施設改修計画を検討するなど、児童生徒の安全で安心な教育環境の整

備に努めてまいります。 

 次に、社会教育の充実であります。 

 誰もが興味と関心に応じて、生涯に渡って学ぶことができるよう、生涯学習の機会や学習環

境の整備に努めて参ります。主な取り組みといたしましては、中央公民館講座を中心に、生涯

学習の機会の提供を行って参ります。なお、公共施設再配置計画の念願でありました、図書館

の建築について、国の合同庁舎との合築の構想ができたことから、図書館機能について検討す

るための、検討会を立ち上げ、基本構想をとりまとめることとしております。 

 次に、スポーツの振興であります。 

 町民の誰もが体力や年齢に応じてスポーツを楽しめるよう、地域総合型スポーツクラブ活動

を充実するとともに、競技スポーツはもとより、健康増進のためのスポーツの普及に努めてま

いります。主な取り組みといたしましては、体育協会と連携の下、各種スポーツ教室や体育祭

などによるスポーツの普及と社会体育施設の安全で快適なスポーツ環境の整備に努めてまいり

ます。 

 最後に、芸術・学術の振興であります。 

 心のゆとりと豊かさを育み実感できるよう、優れた文化や芸術にふれ合える機会づくりに努

めるとともに、郷土への愛着と魅力あるふるさとづくりをすすめるため、文化財の保存や伝統

芸能、祭事の保存と継承について検討してまいります。 主な取り組みといたしましては、文

化協会との連携による文化展や太鼓フェスティバル、芸能フェスティバルなどの開催による文

化を育むまちづくりに努めてまいります。 特に、文化ホールにつきましては、建築後 23 年

が経過していることから、計画的に施設改修を行うとともに、町民の皆様に親しまれ、楽しん

でもらえる、公演を計画してまいりたいと思っております。また、今年度、新たな教育委員会

制度のもと、町長と教育委員会による教育総合会議の開催や町の教育大綱を策定することと

なっておりますので、町と教育委員会のさらなる連携により、富士川教育の推進に努めてまい

る所存であります。 

 以上、施策等の一端を申し上げさせていただきましたが、これら施策の実施に向けては、こ

れまでと同様に、鋭意取り組んでまいりますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

 豊かな心、豊かな体、豊かな学力を身につけ、これからの国際社会に生きる日本人としての

自覚を持った子どもたちを育成するために、教育行政の執行責任者である教育長として、しっ

かりした教育理念を持って頑張ってほしいです。 

それでは２つ目の質問に入ります。かわまちづくり計画についてお伺いします。町では第１次
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総合計画の目標の１つである、「活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり」の方針として、

新たな交流と賑わいを創出する「魅力を高める地域整備の推進」を掲げ、水辺空間の有効利用

を位置付けています。この水辺空間として位置付けられる富士川については、近年、自然とよ

りふれあいたいという要望や、人々が川とふれあい親しめる施設の整備が望まれ、町ではこれ

までに富士川河川沿いに親水公園・水辺プラザ・道の駅および河川防災ステーションの整備を

進めてきましたが、町民の交流の場やレクレーションの場とした、今後の水辺空間の整備につ

いて伺いたいと思います。富士川町のかわまちづくり計画について、国土交通省から計画変更

が認定されました。これまでの計画と変更内容について詳細を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

 富士川町かわまちづくり計画は、国土交通省が本町で計画している町民交流広場の基盤整備

となる親水護岸と管理用道路の整備を支援する事業として平成２５年３月２９日に登録となり

ました。一方、今回、変更となりました内容は、新たに階段護岸と腹付け盛土が追加されたと

ころであります。まず、追加されました階段護岸は、富士川の堤防法面に設置され、今後、競

技場などを観覧する場所や休憩する場所となるスタンドとして、利用する事ができます。 

次に、腹付け盛土は、富士川の堤防を甲西道路側まで盛土することにより、堤防が補強され、

さらに堤防上に有効スペースが確保できることから町民交流広場等の利用者が休憩できるス

ペースや、駐車場としても利用できるようになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     今ある堤防が、階段になって、さらに上が、今車１台分ぐらいしか通れないと思うんですけ

れども、そこがかなり厚くなって、防災上、安全になるというか、水害に強い堤防になるとい

うことなんですかね。 

〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

今のご質問にお答えします。階段護岸というのは、今ある堤防側に市川でやる花火大会です

るああいうスタンド的なものを、３４０メートルほど整備いたします。それから、腹付け盛土

というのは富士川病院の前側の今ある甲西道路からちょっと平らがあって、堤防があります。

その堤防を甲西道路側まで、堤防幅を厚くして、堤防を強くしてくるというのを、約３５０メー

トルほど、富士川病院の手前から、北側へしていく、そういう事業でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

しっかり国土交通省と連携をとりながら、交流広場自体も、中途半端なものではなく、みん

なが、あそこのグラウンドでプレーしたい、あのトラックを走りたいと思えるようにしっかり

とした施設にしてもらえるように期待し、私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
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 以上で通告２番、８番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 通告２番、９番、長澤健君の一般質問を行います。 

 ９番、長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     ９番長澤健です。 今回は１３名の議員が登壇ということで、非常に長丁場になりそうですの

で、テンポよくいきたいと思いますので、ぜひ答弁の方も端的な、そして前向きな答えを期待

しています。 

それでは質問に移ります。 

今回は大きく分けて２点質問しますが、そのうちの１点目です。 

若者の定住促進について、富士川町の出生数が、平成２４年度以降とうとう１００人を切っ

てしまいました。人口の自然減少は否めませんが、若者の住みやすいまちづくり、子育て環境

の向上など、若者の定住促進に特化した取り組みが、人口増加、町の活性化につながると考え

ます。    

国では、「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、地方版総合戦略の策定を地方自治体が取り

組むことになりました。この部分はこの後、井上光三議員の質問にありますので触れませんが、

定住人口を増やす、特に若い世代の、家族の増加が地方創生の大きな鍵になると思います。 

そこで、若者定住促進に対する当局の考えを、何点か伺います。 

まず一つ目です。これまで５００人アップ作戦など、人口減少対策の取り組みをしてきたと

思いますが、その中でも特に、若者の定住に対しては、どのような取り組みをしてきたか伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長（田辺明弘君） 

〇企画課長（田辺明弘君） 

長澤議員のご質問にお答えいたします。 

町では現在、人口減少対策として定住促進や、子育て支援施策への取り組みを実施しておりま

す。 

このうち、定住促進に関しては平成２５年９月から空き家を活用するため、建物を売買また

は賃借するための空き家バンク登録制度を実施し、これを利用して町に定住した方を対象に、

当該物件の改修費を補助しております。 

また、平成２６年１０月から山間地域における住宅用地取得費補助金制度を創設し、指定し

た中山間地域等に土地を購入して定住した方を対象に、用地取得費費用の一部を補助しており

ます。  

  平成２７年４月からは、町内全域で新たに土地、建物を取得した方を対象に、その固定資産

税及び都市計画税の相当額を定住するための奨励金として、５年間補助する定住奨励金制度を

開始したところであります。 

さらに、西の入団地跡地につきましては、用途廃止後、分譲事業を計画しており、平成２７年

度から、整備を予定しております。 

次に、子育て支援に関することとしましては、保育料の第２子半額、第３子以降の無料化や、

小中学校給食費を第２子半額、第３子以降を無料化する制度を設けております。 
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また、平成２７年７月には、１８歳以下の児童を扶養している家庭に、児童一人当たり３千

円の子育て世帯応援券の支給や、平成２７年の１０月から、子ども医療費の窓口無料化を、現行

の１５歳から、１８歳まで拡大を予定しており、子育て家庭の経済的負担の軽減を図っていきた

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） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

よくわかりましたが、富士川町は割とそういう人口をアップ作戦で早くから取り組んでます

し、特に子育ての部分でも、窓口無料化というのは、早く取り組んだ自治体だと思っています。

ただ、その部分も、他の自治体も真似したという言い方は変ですけど、これから始めてくる自

体も多いので、これからは、さらに特化した若者の定住対策というものを、考えていくべきだ

と思いますので、それを踏まえて次からの質問に移りたいと思います。 

２番目に入ります。やはり一番は、働く場の確保だと思います。生活水準の維持ができれば、

若者の定住もできると思います。そこで以前、一般質問にも出ましたサテライトオフィスを含

め、企業誘致についての対策と今後の可能性について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

産業商工課長 永井たかねさん。 

〇産業商工課長 （永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

 富士川町の工業団地構想で定めた、企業誘致候補である９地点は、農振農用地であり、工場

用地の造成には所要の期間と、多額の造成費が発生するため、新たに工業団地を造成するには、

厳しい状況にあります。 

このようなことから、新たな企業誘致に向け、「空き工場・空き店舗」バンク制度を創設する

ため、情報収集を行なっていきたいと考えております。 

一方、平林・穂積地区には光ケーブルが敷設されており、サテライトオフィス誘致には適し

た地域であり、空き家を誘致できれば、Ｉターンを促進させ、移住・定住・そしてＵターンへ

も繋げていきたいと考えております。 

こうしたことから、今後の企業誘致対策として「空き工場・空き店舗バンク制度」の創設及

びサテライトオフィスの開設には、コミュニティービジネスモデル事業企業支援補助金も活用

できることをホームページや、企業立地フェアなどで周知することによって、企業誘致につな

げ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） 

     空き工場・空き店舗を活用しての、これからは企業誘致をしてくということと、またサテラ

イトオフィスの方も前向きに考えるということで、ぜひですね、やはり若者の働く場所の確保

というのが一番大事だよ思いますので、しっかりと取り組んでいってもらいたいというふうに

思います。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。 

３番目です。家を建てたいが農振が外れず町外で生活する若夫婦がいます。せめて小学校前に
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は、その方々には、富士川町に定住させないと、その友達がいる学校の方へいってしまうとい

う可能性もあります。ですので、町内に戻りた家族の対応は、早期にすべきと考えます。定住

促進のために農振を外すことに対しての町の考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長 （内田一志君） 

お答えします。 

農振農用地は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業を優先的に振興すべき区域と

指定していることから、農地以外の用途にする場合には、周辺農地への営農環境に支障を及ぼ

さないことや、土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、８年が経過している

ことなどの農振除外の５要件をを満たしているかを審査し、県と協議を行い同意が必要になる

ことから大変困難な手続となります。 

この除外につきましても、農業振興地域の整備に関する法律に基づき対応するしかなく申請

場所によっては、農振除外ができないところもあります。 

しかし町でも定住人口の増加に取り組んでいることから、個々の案件ごとに除外が行えるよ

うな努力をしていき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） 

農振法というのは農地を守る法律ですので、担当の農林振興課が率先しての農地を外すとい

うのは確かに理にかなってはいないとは思います。人口アップ、若者定住のために、ぜひ規制

緩和というか、富士川町に住みたい、戻りたい若者にはなるべく優先して、対応していただき

たいというふうに思います。ぜひ人口の増加の一助になっていただきたいなというふうに思い

ます。 

それでは、次の質問に移ります。富士川町独自の特化した定住促進について提案を含めて、

質問させていただきます。４番目です。 

核家族化が進み、結婚をすると親と離れて町外に家をを建てる若者もいます。古き良き時代を

見直し、３世代同居を優遇することも、若者の定住につながると思いますし、さらには空き家

対策の一助にもなると思います。３世代同居の支援、これは、県内の自治体でもまだどこも取

り組んでいない事業ですが、その辺の考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

現在、町では定住促進のため、子育て世帯や住まいを求めている世帯に対し、さまざまな負担

軽減策を実施しているところでありますが、同居世帯の有無に関係なく支援を行なっておりま

す。 

今後もできるだけ幅広い世帯へ支援をする中で、３世代同居世帯が求める、支援ニーズにつ

いても調査をし、可能な施策展開を進め、若者定住に繋げていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

   ぜひ、前向きにお願いいたします。それでは、次の質問に移ります。５番目です。 

若者定住は、まちの活力、経済効果が望めると考えます。他の自治体の定住促進事業と差をつ

ける切り札として、出産祝い金１００万円を提案します。ただしの祝金目当てで移転されても

困りますので、義務教育を受けるまで定住してもらうとか、または、毎年１０万円を１０年や

るとか、そのような条件をつけるべきだと思います。当局の考えを伺います 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 （田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。現在町では妊娠中の健康診査について。妊婦、一般健康診査公

費負担制度として、一回の受診につき、６千円の受診費用を１４回分助成する制度を実施し、

安心して出産できる環境づくりに取り組んでおります。 

また、出産の際には、各保険者から、出産育児一時金が支給されております。 

こうしたことから、町としましては、出産祝い金の支給は考えておりませんが、子育て世帯や

本町へ住まいを求める世帯への負担軽減策などを行いながら、住環境整備に努め、定住促進を

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） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

確かにこの出産祝い金というと、もし１００人生まれたら、１億円ということで、まず財源 

確保も非常に厳しいと思いますので、そうはいっても、先ほどからも僕も行っているとおり、

若者の定住に向けての事業の促進をぜひお願いしたいと思います。それでは次の質問に移りま

す。６番目です。 

以前も、質問しましたが、相変わらず町営住宅の空室が目立っています。僕も何軒か紹介を

したんですが、若い夫婦が住むには非常に造りも古いし、現状では住みたくないという入居希

望者がいます。そこでリフォームなど、入居させる対策を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

リフォームなど、入居させる対策についてお答えいたします。 

町営住宅の入居対策については、平成２５年度と平成２６年度に合計１１室の室内改修工事

を実施し、和室のフローリング化、廊下・キッチン・脱衣所のフローリングの張り替え行なっ

たところであります。 

この結果、１１室中６室に入居し、１室が入居予定、２室については入居見込みとなってお

り、入居見込みの２室が入居になりますと、改修分については、入居率８２%になります。 

また、町有の青柳団地においては、キッチン・浴室・洗面所の給湯を１台のガス給湯器でま

かなうシステムを室内改修工事と同時に、２室施行し浴槽の取りかえも実施しております。 

さらに、平成２７年度においても、町有青柳団地２室、町有鰍沢団地２室について、平成２６年

度と同様の室内改修工事を予定しております。今後も町有住宅の長寿命化を図る観点からも、
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間取りや、設備を更新するリフォームを実施し、入居者に繋げ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） 

   確かに、間取りが悪いという意見が特にありますんで、ぜひまたこれからは入居希望者の要

望に答えながら、町有住宅は自由にリフォームができると思いますので、その辺は柔軟に対応

していただきたいなというふうに思います。 

それでは、今度は大きく二つ目の質問のほうに移りたいと思います。 

リニア沿線の移転計画についてです。そのうちの一つ目です。 

リニア中央新幹線の建設に伴い、現在中心線測量が行われていますが、移転対象となる町の施

設及び移転計画の考えについて伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 （田辺明弘君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

リニア中央新幹線の建設に伴い、移転対象となる町の施設は利根川公園内のスポーツ広場、

町民体育館及びトレーニング室、ますほ児童センター、駐車場と、殿原住宅のＨ棟とＫ棟であ

ります。 

 このうち、スポーツ広場につきましては、富士川河川敷に建設する町民交流広場の運動場を

代替施設として考えております。 

また、町民体育館及びトレーニング室と、ますほ児童センターにおいては、関係課による公

共施設整備庁内検討委員会を立ち上げ、鉄道施設建設着手までに新たな場所へ移転する検討を

行っております。 

なお、殿原住宅については、現在移転対象となる棟の新たな入居を制限しており、今後取り

壊しを行う予定であります。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）   

スポーツ広場が、先ほど鮫田議員から質問が出た河川敷のほうで対応するという話なんです

が、河川敷というのは、ナイター施設っていうかそういう建築物が設置できないと思うんです

が、そのへんでナイター設備の対応についてお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

  先ほどのスポーツ広場とか河川敷には、ナイター施設が建設できないということですけれど

も、基本的には、国土交通省と協議する中で、可倒式とかそういう流れに対して妨げがないよ

うな設備であれば、建てることも可能だと考えております。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） 
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今のところ、可倒式のナイター設備を設置するという考えでよろしいですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

     設置する考えというか、スポーツ交流広場は今検討していますので、設置するとか設置しな

いとかはまだ今後のことですけれども、設置するとしたら、河川敷に設置するのは流れに対し

て逆方向へ水が出たとき倒れるような設備的なものを作らなければならない、そういうものだ

と照明も設置はできますよということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

町内もナイター設備があるのは、増穂小学校、中学校、鰍沢小中学校、殿原スポーツ公園と

利根川ということで、いくつもあるにはあるんですが、その中で利根川がなくなっちゃうと割

と消防団、夜間訓練とかもしたりですね、特にあそこは水を打ったりするんで、あまり小学校

のグランドとかを活用するのもよくないということなので、ぜひナイター施設の部分は、検討

していただきたいと思いますので、ぜひ設置したいという答えはいただけませんか。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長 （細野幸男君） 

今、スポーツ交流広場については、中で全体的な検討してますので、この場で私が設置しま

すとは答えられませんけども、検討の内容について、その中で検討された結果でそういうこと

になれば、その辺をまた提言していきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

では、お願いします。 

次が２番目のリニアの路線にかかり、やむなく移転しなければならない住民が町外に転出し

ないよう対応すべきと考えます。そのために移転者に、町内で納得する土地を提供しなくては

ならないと思いますが対策を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 （田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。 

現在、町では公共事業用地提供者の代替地の要望に対応するため、代替地登録制度を設けて

おります。 

この制度は、個人が所有する土地において、現在使用等の予定がなく、遊休地となっている

譲渡可能な土地を登録していただく制度でございます。 

現在、１２３筆の登録がありますが、これらを有効活用していくとともに、宅地建物取引業

者が把握している町内の土地情報を収集し、移転対象者に提供してまいりたいと考えておりま

す。 
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また、公共用地で提供可能な土地があれば、代替地として活用して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） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

１２３筆の代替地があるということですけども、その中で農振地というのはどのくらいある

んですか 。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 （田辺明弘君） 

１２３筆うちのですね農振地域の筆数というのが確実な数字は、ちょっと手元にございませ

んが、１２３筆のうちもですね、農業地域にあるもの、それからそうでないものもございます。

替地を要求される方は宅地の方もおられるでしょうし、農地の方もおられると思います。今後

はその１２３筆のですね、内容をそれぞれ精査をいたしまして、またそれぞれ情報提供を行っ

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） 

     長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

お願いします。それでは、最後の質問ですが、移転後も同じ地区に住みたいという声を聞き 

ます。リニア沿線はほとんどが農振農用地でありますので、リニアの代替地の農振を緩和する、

先ほどもありましたけれども、その対策を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長 （内田一志君） 

     答えします。リニア起業地に係る民地の代替地の場合は、農振除外の手続きが必要となりま

すが、現在のところリニアの代替地だからといった特別な緩和策はありません。 

しかし、リニアの起業地となる対象地は、移転を余儀なくされる訳でありますので、町とし

ましても個々の案件ごとに山梨県と協議を行い、可能な限り除外が行われるよう努力して参り

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） 

ぜひ町外のほうに、移転してしまわないような措置をよろしくお願いします。先ほども、若

者定住の質問でお願いしましたけれども、少しでもこれからで定住人口が減らない政策を、お

願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告２番９番長澤健君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告３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。 
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〇３番議員（川口正満君） 

      次の世代の子どもたちも、生涯快適に暮らせる町を目指してと願いながら。本日大きい５点

について質問をさせていただきます。皆さんとともに理解を深めて、共にまちづくりに歩み

たいと願っております。１点目です。健全な財政計画について伺います。初めに２７年度予

算に関して、山日によりますと２７年度予算、基金残高が１２億３７００万円の見込みと掲

載されました。身延町では５６億円、市川三郷町では３３億円とありまして、この町の基金

が少ないことと、他町との大きな差異について驚き、町の財政計画について懸念しています。

この見込額は特別会計を除いた基金と担当課長から聞きましたが、全体の基金見込み額につ

いて伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

通告の１番ですよね。健全な計画についての質問ですよね。 

〇３番議員（川口正満君） 

そうです。２７年度の健全な財政計画の中に２７年度の予算があるわけですよね。 

〇１０番議員（秋山貢議員） 

個別ではなく、全体的な財政計画を聞いているわけだから、まずそれを聞いてください。 

〇３番議員（川口正満君） 

健全な財政計画は、この短期的な計画の…。 

〇１０番議員（秋山貢議員） 

     通告してあることを聞いてください。 

〇３番議員（川口正満君） 

     その中身です。 

〇１０番議員（秋山貢議員） 

     通告してあることを聞かなければ、できない。 

〇議長（齊藤正行君） 

     まず、通告したことを聞いていただいて、その答え次第でその中身をという形だと思います。 

〇３番議員（川口正満君） 

     では先に健全な財政計画について伺います。２７年度の予算、概要の説明で、町税などの自

主財源は増える見込みが厳しい。一方では福祉、医療関係の扶助費がますます増加の一方の中

で、２７年度の基金に関しては１４億円が繰り出し。町債６億円が、全体歳出計画の７２億円

を賄うということでした。さて、町長は健全な財政計画を目指すとしていますが、今後どのよ

うに財政運営の健全化を努めていきますか、伺います。 

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） 

川口議員の健全な財政計画についての質問に対してお答えいたします。現在の社会情勢は、

少子高齢化が著しく進行し、今後さらに社会保障関係費用の増加が見込まれているところであ

ります。こうした厳しい財政状況のなか、本町では第一次富士川町総合計画に基づき、「暮らし

と自然が輝く交流のまち」を目標に掲げ、「地域でできること」「地域と行政がいっしょにする

こと」「行政がすること」の３区分により、町民との協働によるまちづくりを進めているところ

であります。また、併せて行財政改革を行い、歳入の確保としましては税等の滞納額の縮小、
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町有地の有効活用など、歳出の削減では事務事業の見直し、業務の効率化、定員適正化の取組

みなどを行っております。さらに、本年２月には公共施設再配置計画を策定し、公共施設の統

合・廃止についても着手したところであります。今後も、魅力的なまちづくりにより定住を促

進し、歳入では税収増加のための収納対策の強化に努め、国・県支出金、基金や町債を効果的

に活用して財源を確保するとともに、歳出では、総合計画に基づく各種事業の展開や公共施設

再配置計画による施設の統合・廃止など、事業の必要性と効果を精査し、緊急度や優先度を定

めながら、引き続き、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

基本的な方向として、あるべき取り組みだと思います。これまで基金は約３０億円ありまし

たが、先ほどの中身について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

休憩 午前 ９時５０分 

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

再開 午前１０時０３分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

     ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それでは、先ほどちょっと聞きました、新聞に広告されました基金の内訳だけ伺ってもよろ

しいですか。 

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） 

ただいまの質問にお答えいたします。先日、新聞に掲載されました新年度の町の予算を見る

という記事における、平成２７年度末の見込額、これは１２億３７００万円でありました。こ

の試算方法でありますが、特別会計を除きました基金の平成２６年度末の、あくまでも見込額

でありますが、それが２５億９４００万円であります。それを平成２７年度当初予算の中で積

み立てる額が、１５００万ございます。さらに当初予算の中で、基金を取り崩す予定の額が、

１３億７２００万円であります。それを、基準の数字をもとに、たす、ひくの機械的な試算を

した結果が１２億３７００万ということになります。 

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） 

それで納得しました。町民も新聞を見て驚いた方も、そういう質問があれば納得できると思

いますし、また山日には、今後その基金の当年度見込額については、他町とも統一してするよ
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うにということを要望しております。また、町のほうも確認をお願いします。来年度以降です

ね。 

では、次の質問に移らせていただきます。行財政改革の進捗状況についてです。総合計画で

は、町民が施策の重要度の中で、行財政改革の推進を挙げています。行財政改革プランを策定

し、５年ほどたち、町長はどのように評価しておられるか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

川口議員のご質問にお答えいたします。行財政改革プランは、第１次富士川町総合計画の中

で行財政改革の推進に位置付けられている計画であり、計画期間は平成２５年度から２９年度

までの５か年となっております。このプランでは、各種の推進目標があり、取り組みの年次計

画や数値目標が設定されております。その数値目標については、毎年当該年度の所見・反省等

及び進捗率を取りまとめ、プランの達成状況を確認しながら進捗状況の管理を行っているとこ

ろであります。また事業の成果につきましては、本プランは平成２９年度までの計画でありま

すので、毎年の進捗管理を踏まえて平成３０年度に数値目標の達成状況などの検証を行ってい

きますが、現在のところ、達成及び計画通りが全体の５９．６％となり、概ね計画通り進んで

いると考えております。 

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） 

関連する質問ですが、行財政改革を推進するために、この２年間で行政改革推進委員会を何

回行い、どのような成果を得られたと評価をしているか、伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。行政改革推進委員会につきましては２回開催しております。成果につい

ては先ほど申し上げたとおりでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

南アルプス市のホームページ見ますと、数年前から行政改革委員会に市長も出席して、活発

な討議、検討なり、議事録をきっちりホームページに公表していました。その対応の差を感じ

ましたが、この町もぜひよい例にならい、行政改革を着実に行ってください。 

次に、町民が期待する行政サービスについて質問します。前年度は、建設課の道路行政や東

川拡幅工事では、地域と議会に対しても、説明の不備が問われました。後手、後手の対応が多

くて、ごたごたが多くて、町民には心配かけたと感じております。近年、町政運営の環境が厳

しくなり、一方、町民からの期待は大きく、住民ニーズも多様化しています。総合計画の基本

構想において、施策の方向と基本目標の一つに、みんなで考え、いっしょに築くまちづくりを

挙げています。町民が期待する行政サービスを、どのように満足度を高めていくのか、考え方
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と取り組み方について、町長の見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。行財政改革プランでは、改革の基本方針を「効率化とスリム化及び協働

による町の総合力の向上」と定めており、改革の理念で掲げる「業務運営と行政サービスの見

直しと最適化」、「住民との協働による町づくり」、「人材育成と組織機構の整備と見直し」、「持

続可能な財政基盤の確立と住民負担の公平性」の４つの柱と、それを基に各担当で掲げている

推進目標を着実に達成していくことで、町民の期待に応える行政となるよう改革に取り組むこ

ととしております。こうした取り組みをしていきながら、町民の視点に立ってサービス全般の

見直しや行政手続きの簡素化を進め、町民満足度の高い行政を築いていきたいというふうに考

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） 

住民参加の促進の項で、主な施策としまして、地域間サミットの開催、住民間ふれあいの場

づくりの支援を挙げていました。どのような内容で具体化してきたのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

もう一度お願いします。 

〇３番議員（川口正満君） 

住民参加の促進では、総合計画にありますけれども、主な施策事業として地域間サミットの

開催、住民間ふれあいの場づくりの支援を挙げていましたが、どのように具体化しましたか。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

地域間どうしの交流につきましてはですね、観光振興等で三筋、穂積、五開、十谷地区です

か、それから平林地区が交流を実施しております。 

〇３番議員（川口正満君） 

４８ページを見ていただいて、地域間サミットについてはお答えがなかったんですけれども、

また、後日教えてください。 

次に移ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

地域間サミットの関係につきましては、今、ご説明をさせていただいたとおりです。交流に

つきましては、今、説明させていただいたとおりです。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
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３番の総合計画における農林業、工業の振興について伺います。まちの活力を高めるために

は力強い産業と魅力に溢れたまちづくりの取り組みを上げています。まちの活力とか地域力と

か言われますが、町を挙げて、稼ぐための方策をどのように展開するか、そして、生涯快適に

暮らせる町をどのように具体化していくのか求められています。稼げる産業を骨格とする町の

創生戦略としても求められています。まず農業の振興について、どのように実施してきたか伺

います。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     農業ではなく、農林業でしょう。一緒では。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ２番目で林業を伺いますけれども。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     通告のとおりやってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

     では農林業の振興について伺います。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     議長、休憩をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

休憩 午前１０時１４分 

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

再開 午前１０時１５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） 

     それでは、通告に従い農林業および工業振興のために、それぞれわけてお答えをお願いしま

す。担当が違うでしょう。 

〇議長（齊藤正行君） 

     一緒に質問しているんですから、一緒に答えます。 

     企画課長 田辺明弘君。 

○企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えします。農林業の振興のための取り組みにつきましては、遊休農地解消のた

めの施策及び町民のための行政サービスを目的に市民農園を開設しております。この農園は、

現在、町内３か所に全５４区画があり、この内４７区画が契約済みとなっております。また、

市民農園のほかに、平林活性化組合の体験農園、棚田オーナー、日出づる里活性化組合の柚子

の木オーナー制度があり各地区の特性を活かした取り組みがなされています。このほか、荒廃

森林や里山の再生事業・森林環境税を活用した補助事業の導入や担い手育成のため、「認定農業

者」や「認定新規就農者」制度を活用しております。一方、工業の振興のための取り組みにつ

きましては、新たに工業団地を造成するには厳しい状況にあるため、空き工場・空き店舗バン

クの創設に向け情報収集を行ってまいります。こうしたことから、空き店舗等を活用したサテ
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ライトオフィスを誘致し、雇用の確保に繋げていきたいと考えております。他にも、ホームペー

ジ等を活用しながら、町の伝統工芸品の販路拡大に努めて参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） 

 ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この中で工業の振興では、総合計画の８４ページにあげられていますが、企業誘致の推進、

中小企業への支援、雇用対策の推進、伝統工芸品等の販路拡大があげられていました。しかし、

もっとも取り組みが遅れているようです。町長、改めて稼ぐ力としての工業の振興策をどのよ

うに具体化していくか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

    ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど来、申し上げていますとおり、新たに工業団地

を造成するには厳しい状況にあります。そのために、空き工場、空き店舗バンクの創設に向けて、

情報収集をいたします。今後要綱を制定し、ホームページへ空き工場、空き店舗バンクの開設予

定をしております。そして、先ほど申し上げました、サテライトオフィスのほうも誘致を検討し

ております。中小企業の支援といたしまして、富士川町商工業事業者設備資金利子補給制度もあ

ります。融資制度といたしまして、セーフティネット補償制度等の案内もホームページに掲載し

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） 

ぜひ、アクションプランの実行表を作られまして、着実な実行をお願いしたと思います。 

それでは、４番目の図書館の建設計画について伺います。シビックコア地区の整備で図書館を

合築するという案について、町長から提案されたところです。旧増穂町時代から、わずか約２０坪

の図書室で我慢していた。他市町の図書館を利用して、その帰りに他市町で買い物するなど、消

費の活力が流出していました。公共図書館は、長年にわたる生涯学習の場として優先課題であり

ましたが、先送りされてきました。昨年、町長の就任あいさつでも図書館の整備をあげていたの

で、大いに期待していました。が、今回示された案では、国の計画がどのように迅速に進展する

かは、先が見通せず、国の財政に属する進め方は、心もとないと思うわけです。国の財源が厳し

い中で、峡南地方の国の施設が甲府方面に統合される可能性も否定できません。まず、町長の国

との交渉状況について説明をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員の図書館の建設に対する、国との交渉状況についての質問にお答えします。この町

における図書館建設の要望というのは、相当以前からあったわけです。しかし、今、質問にあ

りました「国とのなんとか…」というのは、やはり、財源確保が一つの課題だったわけであり
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ます。昨日も言わせていただきましたが、今までも、どこかの店舗が空いたからそこへどうか

とか、こちらの金融機関が空いたからここへどうだという意見はいただきましたが、しっかり

した図書館ができなかったものですから、そういうところは検討から外しながら、今後、造る

であれば、しっかりした図書館を造っていきたいと、これまでいろんなところを考えながらやっ

てきましたが、なかなかそういうところがありませんので、本年１月に、国土交通省関東地方

整備局にお伺いし、国の合同庁舎も動かなかったものですから、合同庁舎と町の図書館機能の

合築について、提案をしたところであります。 

こうしたことから、国では国土交通省関東地方整備局営繕部より、計画課長ほか４名が来町

しました。シビックコア計画の中で核と位置づけている、国の合同庁舎計画地である旧鰍沢病

院跡地及び町内にある各省庁の出先機関の視察を行なったところであります。この視察の折に

も再度私のほうから、図書館との合築をはじめとした、町からの要望を関東地方整備局へ伝え

たところであります。現在、まだ国の予算化が行われていない時点でありますので、具体的な

回答をいただいたわけでありませんが、国もそういう方向でいきたいということでありますの

で、今後も国と連携を、連絡を密にしながら、シビックコア計画を推進するともに、図書館の

合築についても、国と連携を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） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町民の一部の方も、この鰍沢のシビックコア計画について、「えっ」とビックリしている方も

います。旧増穂の町民からの強い要望や、町民の３分の２の中高年齢者も生涯学習として利用

できるよう、多くの親子も待ち望んでいて、近隣市町からの高校生も帰りに利用することも考

えられます。公共図書館は、公平性の観点、地域性を十分配慮し、町民のニーズや要望を踏ま

えて、天神中條や小林の文化ゾーンである、文化ホール内の敷地に設けることも一案と考えま

す。特に西北部には、他町からの若年層の住宅も増え、図書館を利用したい住民も期待してい

る。立地についでは、十分に町民の声を広聴して、十分慎重に考慮する意思があるかどうか見

解を改めてお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

図書館は学びの場、文化の継承の場として欠くことの出来ない施設であると考えております。

こうしたことから、公共施設再配置計画検討委員会の中でも検討していただいたところであり

ますが、その中で、耐震性のある公共施設、また民間施設の利活用ということを検討されてき

たところでありますが、現存の公共施設や民間施設については、図書館機能が確保できる適当

な民間施設、公共施設が既存の中にはありません。そうしたことから、鰍沢地区に計画してい

るシビックコア計画の中核施設である国の合同庁舎建設を進めるためにも図書館との合築を、

国土交通省に提案させていただいたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君） 

今後、検討会やあるいはタウンミーティングと、町民の声を聞いていかれると思いますが、

大多数の町民が近くで利用できること。夏冬の休暇中に中高生の実習室も町民ニーズにあり、

また高齢者も自転車でいけるような利便性も考慮すべきと思います。林野庁の交付金を利用し

て若草図書館のような木造の図書館の検討もできないかと願っております。 

では５点目に移らせていただきます。リニアが町内に及ぼす土砂災害の危険性と環境影響評

価、調査について伺います。わが町と国の将来にわたり自然環境が守られて、安全安心の社会

であるよう願いながら、リニア問題を５点伺います。 

まず、仙洞田地区の土砂埋め立て。トンネル掘削による約４２０万立米埋め立てて、６ヘク

タール、車両基地、変電所を建設すると。また現在の隧道を通らないために、ダンプ用の作業

道が整備されます。渓谷や沢を埋め立てるには、山にコンクリート壁を打ちこむ、水の流れに

影響し、川と森の連続性を遮断して、自然生態系が破壊される大きな原因となります。長い年

月には水量や水力により洗掘がおきて、岸が削られる災害も懸念します。将来にわたり、豪雨

や地震に対する天災に対する対策と、一方では、大量の土砂を埋め立てる工事を起因とする災

害を防止し、自然環境に対して影響を及ぼさないことが１００％保障されなければなりません。

環境影響評価書において、高下地区において、土砂埋め立て、作業道などの地上部の大きな改

変が計画されています。しかし、この地区における環境影響評価項目と、評価書の反映では、

環境２１の２というページで、水環境、すなわち水底への影響、地下水、水資源、及び土壌の

地形、地質、地盤沈下の環境要素について、また人と自然とのふれあいの活動の場に関して、

評価書での反映状況に記載がなかったわけです。町は、地域や住民の安全を守るために、ＪＲ

東海に対して、改めて環境評価のやり直しを要求していきませんか。工事前に実施すべき規制

や遵守事項をどのように要求し、監督指導していくのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

休憩 午前１０時２８分 

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

再開 午前１０時２９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） 

今のですね、前段はもちろん、状況としてご理解いただいたところですけど、地域や住民の

安全安心を守るために、工事前に実施すべき規制や遵守事項をどのように要求し、監督指導し

ていくのか、伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。仙洞田地区の埋立て計画につきましては、「土壌汚染対策法」や

「山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例」等の関係法令に基づき計画されると認識してお

ります。町といたしましては、関係法令を遵守し計画策定されるよう要請してまいりたいと考
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えております。また、造成工事による土砂崩落、地滑り、落石等の災害を誘発しないよう、治

山、治水についても、十分な対策を要望してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     安全な対策が行われることを願っております。 

２点目に移ります。大柳川の谷底からの浅い土被りについてです。十谷地区は、地すべり等

防止法による、地すべり防止地区に指定されています。明治には大規模な崩壊。近年、平成元

年、平成５年にも山崩れ、山腹大崩壊がありました。県立自然公園に指定されている大柳川流

域は、桃の木断層であり、脆弱な地盤です。環境影響評価書において、ＪＲ東海も留意点とし

てトンネルの施工上、岩盤劣化に伴う地圧や大量の漏水が発生するおそれがあると記述してい

ます。しかし、土砂埋め立てによる地下水、水資源、水量や植物生態系の環境影響調査がなさ

れませんでした。大柳川流域のトンネルは、本流や支流の清水沢、あるいは屋敷沢では谷底か

らの土被りが約１００メートル以下です。大規模な湧水や取水事故が懸念され大柳川と小柳川

などの流量の減少による景観と、流量を誇る不動滝への影響など、水質の変化、土砂災害など

の水枯れや自然生態系に影響が懸念されます。これらの予想される影響について町はどのよう

に認識していますか、見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。リニア中央新幹線建設工事に伴う、水資源及び自然生態系への影響につ

いては、適切な自然環境の保全が必要であると考えております。町といたしましては、当然、

事業者の責任において、水資源及び自然生態系の現状を常に把握し、トンネル掘削による影響

について、継続的なモニタリングの実施を要請していく考えでおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

実験線における上野原付近では、谷底から土被りが１８０メートルありましたが、枯渇しま

した。枯渇です。町は、ＪＲ東海に対して環境影響評価を改めて要求してトンネル工事に起因

する大柳川流域への予想される被害と、取り返しのつかないことを絶対に起こさないように、

町は適切な対応策を提示するよう求めるべきであり、町の見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えします。環境影響評価書の中では、川口議員さんがおっしゃったことにつき

ましては、地下水への影響を回避、提言するということで、環境計画書の中にも記載がされて

おりますので、そういうことを真摯に事業者が実行してくれるものということで理解をしてお

ります。その点についても要望をしていきたいと思っております。 

以上でございます。 



 ５３

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

関連のところではですね、県知事、国土交通省の質問に対するＪＲの回答ということで、ま

た触れたいと思います。 

３点目のトンネルの高低差による湧水、下流の生活用水、農業用水への影響について伺いま

す。トンネルまたは軌道の標高の高低差は、十谷の峠から仙洞田の北との間で約３００メート

ルあるわけです。トンネル工事が長年にわたり行われると、大柳川上流でトンネル工事中に引

き込まれた水は、東の小柳川にあるトンネル坑口から湧水が流れ出ることになります。大柳川

下流に至る地下水脈の水源、生活用水、農業用水の水量、また、温泉源など水質に影響するこ

とは明らかと思いますが、町はどのように認識しているか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えをいたします。中央新幹線環境影響評価書では、トンネル掘削工事により湧水が発生

し、地下水に影響を及ぼす可能性があるとしております。町としましては、事業者の責任にお

いて、トンネル掘削により、生活に不可欠な生活用水および農業用水への影響について、工事

着手前から水量、水位、及び水質の状況を常に把握し、継続的なモニタリングの実施や、住民

の生活に支障をもたらすような状況が発生した場合には、速やかな対応と、町への報告を要請

していきたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     これまでの３点に関連しまして、赤石山脈の水がめに大穴をあけて、トンネルや土砂埋立工

事により、災害のおそれや流量の減少、水枯れ、自然環境への影響など、大きなリスクがある

としてきました。工事に起因する災害を未然に防ぎ、町民の安全安心を守り、自然環境の保護

を故障するために、ＪＲ東海とは町が協定書を交わすとの意志はありませんか、伺えます。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

現在のところの協定書を交わすということは考えておりませんけれども、県も含めまして、

そのへんの懸念事項については、十分に要望してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

よろしく対応をお願いいたします。 

それでは４点目です。山梨県知事が、大柳川の流量予測を行うことと、環境影響評価準備書

に関して意見しました。１の２の４の水資源の４において、富士川町からの意見を受けて、知
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事が、大柳川流量および支流における水資源への影響について、かなり具体的に、水量の変化

および下流の利水事業税の影響把握を行うことと意見しました。しかし、事業者は事後調査お

よびモニタリングにより状況を把握し、結果について公表していくと回答したのみで、このこ

とに関して町が把握している状況について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。中央新幹線環境影響評価準備書に対する山梨県知事の意見で、大柳川上

流及び支流における水資源への影響の把握の中に、工事の実施による大柳川の水量の変化及び

下流の利水状況への影響の把握とあります。これに対して、町が把握している状況は、主な井

戸及び大柳川を含む主な河川を対象に、山岳トンネルを計画している路線付近の水資源につい

ては、事後調査及びモニタリングにより工事着手から水量、水位及び水質の状況を把握し、結

果については公表していくという事業者の見解まででございます。 

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） 

事後調査では取り返しのつかないことになりかねないわけですね。その点ですね、これまで

の４点に関連しまして、山梨県知事は１４の新設道路による環境影響評価を把握すること。

１５番、山岳トンネルにかかわる発生土の処理について。１６番、附帯施設の環境影響の把握、

あるいは高下に設けられます非常口、１７番、非常口による影響の把握などの項に対して指摘

しました。しかし補正後の評価書にはその回答がなかったようです。そんなことで、今後とも

ですねＪＲ東海には、町は心して災害が起こらないように対応をよろしくお願いいたします。 

５点目に移ります。国土交通大臣は「戸川から早川の巨摩山地で、河川水の利用への影響に

ついて重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、精度の高い予測を行い、水系の影響の回避を

図ること」とＪＲ東海に求めました。しかし、補正版の評価事業者の回答では、早川から西の

小渋川においては、三次元水収支解析、精度の高い調査ですね、解析を実施しています、とあ

りましたが、こちらの巨摩山地については、今後、と記載があり無視されたようです。このこ

とを町はどのように認識して、直ちに精度の高い調査を求めていく所存かどうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。国土交通大臣意見では、「精度の高い予測の実施及び水系への影

響の回避」の中に、巨摩山地から伊那山地までの区間においては、本線及び非常口のトンネル

工事実施前に、三次元水収支解析を用いて、より精度の高い予測を行い、その結果に基づき、

地下水位及び河川流量への影響を最小化できるよう、水系を回避又は適切な工法及び環境保全

措置を講じることとあります。これに対して、環境影響評価書、第１３章では国土交通大臣の

意見に対する事業者の対応として、今後、トンネル工事実施までに巨摩山地及び伊那山地にお

いても三次元水収支解析を実施し、結果を県に報告するとともに、その結果に基づき、適正な

工法及び環境保全措置を講じ、地下水位及び河川流量への影響をできる限り小さくしていくこ
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ととしておりますので、回答の記載があったと認識しております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

先ほどの情報のように、今後、調査しますということであって、これまではされていない。

その中で、工事をやろうとしている。で、いざ環境全体、あるいは土砂災害、水への影響があ

るかどうかを、町は直ちに影響を未然に防ぐように求めていただきたいと思います。リニア事

業については、安全安心を完全に保証できること。または自然環境を破壊しないで、地域の恵

まれた資源が取り返しのつかないことにならないこと、などを国民が強く関心を持ち、要求し

て、皆が理解して納得できることが必要不可欠です。リニア事業はＪＲ東海の情報開示や説明

が全く不十分であり、山梨県知事がＪＲ東海に対して意見したように、今後とも公的な機会に

おいて十分、丁寧に説明することが絶対に必要です。富士川町は、巨大トンネルの出入口であ

り、高下には大規模な土地が、土砂が埋め立てられ、車両基地、変電所が建設される。また、

河川水への影響、３５メートルの高架橋による日陰や扇状地の地下水脈への影響、さらに地域

を、８メーター道路の４倍もの約３０メーターの路線が分断することなど、５０、７０の直接

に影響を被るわけです。また、日陰補償など、補償条件が３０年間のみであり、その後は自己

負担としていることなど、もってのほかです。町は、この将来にわたる重要な影響について、

住民の目線でもっと真剣に対応していかなければなりません。町は、町民にはもっと真剣に、

関心を持つように呼びかけ、ＪＲ東海と、県や国に対しても適切な対応策を求めていくように、

その覚悟と責務を要望して質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告３番 ３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     続いて通告４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） 

     だいぶ時間も経っていまして、スムーズに質問をし、またご回答いただきたいと思っていま

す。それではですね、大きい１つ目。新教育長の学校政策についての基本姿勢についてという

ことでお伺いしたいと思います。まず今回、川手教育長が新しい制度のもとでの教育長という

ことで、初代教育長となられました。これまでと違いまして、行政の教育長、教育そのものの

トップが教育委員長という形であったわけですけれども、それを一人の方が担っていくと、非

常に大きな重責を担うんだなというふうに思っています。先ほど鮫田議員が基本姿勢というこ

とでお伺いしました。私のほうではですね、むしろ学校教育というその視点に立って、川手教

育長のお考えを聞きたいと思っております。私の知る限りでは、旧増穂町時代には、原教育長

は約１０年前ですけども、「ゆとり教育」これはだめだということで、確かな学力を身につける

ということで方針を述べられ、そして、記憶では子どもたちに検定チャレンジということで、

漢字等々のチャレンジで取り組むようにということで、それも予算化されました。そして、さ

きの富士川町になっての堀口教育長に至ってはですね、国のほうで、例えば体育に武道を導入

するとか、新しい方針もあり、大変ご苦労しましたけども、なんといっても行政畑出身の教育
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長ということで、小学校の統廃合を尽力され、難関をある意味では、克服され、今日に統合と

いうことが進められ、大きな功績を残されたんだと思っております。そういうことを踏まえて、

今日、川手教育長。新教育長制度のもと、教育長として、特に学校教育という点にかかわる部

分を、念頭に置きながら、今後３年間の取り組みのお考えをお伺いしたいと思います。（１）で

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 

     齊藤議員の新教育長の基本姿勢ということで、学力向上、個性を伸ばす課題についての取り

組みでお答えをさせていただきます。学校教育の取り組みにおいて、学力の向上や子どもたち

一人ひとりの個性を伸ばすことは、学校指導要領に定められた「生きる力」を育むうえで、極

めて重要であります。学力向上の取り組みとしては、学力状況調査等の実施により、児童・生

徒の状況把握を的確に行うなかで、調査の結果を生かした指導方法や授業改善を行っていると

ころであります。また、少人数授業や習熟度授業の実施、ティームティーチングによる指導を

実施しているところであります。この他、各種検定チャレンジ補助や補修的学習としての、長

期休暇時の課外学習会などで、子どもたちの個別指導も行っております。個性を伸ばす取り組

みといたしましては、一人ひとりの興味・関心、あるいは習熟度に応じた教育を進めるため、

きめ細かな授業が行えるよう、支援員の配置も行っているところであります。このような取り

組みを進めるためには、特に教員の指導力向上が重要となってくることから、各学校では、「意

欲的な学び合い」や「充実感を味わえる授業」などをテーマにした校内研究に積極的に取り組

み、指導力向上に努めているところであります。町としましても、一人ひとりの状況に合わせ

たきめ細かな教育が実施できるよう、町単講師や支援員の配置を積極的に行っていくとともに、

昨年度から行っている学力向上フォローアップ事業「そよ風教室」の一層の充実を図るなど学

力向上に向けた取り組みを実施してまいりました。今後は、社会の変化に対応した教育の推進

を図るために、ＩＣＴ教育の導入や、外国語活動の３・４年生までの拡充を検討してまいりた

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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君）   

再質問を、若干したいと思います。わかる範囲でお答えくだされば結構です。学力の向上は、

非常に私は重要だと思っております。秋田県が最近では、学力を急激に延ばしたということで、 

全国からその教育内容等を見に行くということも行われております。そしてまた、ところによっ

ては、土曜日授業、これを復活させるといったような動きもあります。本町で先ほどおっしゃ

られたフォローアップ授業は、まさにこの学力向上を、ある意味では、言葉通りフォローして

いくということで実施しているんだと思います。その現状と今後の課題みたいなことについて、

何か考えていることがあれば、一言お願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 
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学力フォローアップ授業の関係でございますけれども、昨年は、課題、自主学習ということ

で、復習を中心に授業を重ねてまいりました。それらを踏まえまして、今年度はその反省に基

づきまして、個人によっての課題を提供するなどして、それぞれの子どもに応じた対応もでき

るようにしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございます。それでは２つ目。小中一貫教育ということについてご質問していき

たいと思います。私はかねてから、鰍沢小中学校、グラウンドを挟んで建っているという地理

的条件、施設の条件から、小中一貫教育を実施してはどうだろうかという話を、前の教育長の

時にも何回かさせていただいてきました。ある意味で、私の本町における教育の理念というか、

やり方というか、基本的なスタンスなんですけども。これまでは、それをするには、たとえば

教育特区を申請する、非常に課題も多く、申請も大変だったわけですけども。先ごろ文部科学

省が、小中一貫教育に適した学校施設案というものを発表しました。それを見ますと、そうい

う自治体において、公教育の一環ということの実施が緩やかな基準に定められたというふうに

私は理解しております。そういう意味で、この小中一貫教育ということについての取り組みの

お考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 

小中一貫教育についての取り組みについて答弁させていただきます。小中一貫教育への取り

組みにつきましては、不登校やいじめなどが増加する「中 1ギャップ」が減少し、小学校から

中学校への接続が円滑に行えるなど、多くの効果的な成果が報告されています。当町におきま

しても、鰍沢小中学校においては、校庭をはさんだ隣接する学校の特性を生かし、陸上競技や

音楽発表会の見学などで児童生徒の交流を行なっているところでございます。しかし、小中一

貫教育につきましては、９年間に亘る教育課程・教育目標の作成や教員の人事などの課題があ

ることから、町として現在は検討しておりませんが、県内の動向を注視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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

今おっしゃった、小中一貫教育は、やはり大きなメリットがあるんだろうと思っています。 

こういう環境を、もし仮に実施していけば、本町のいわゆる子どもを持つ世帯、あるいは他町

の世帯にとっても大きな魅力ある教育環境の実践という評価につながるんだろうと思っていま

す。先ほど教育長から、例えば音楽活動やあるいは体育活動、陸上活動ですね。これでは実際

に、この分野では小中の交流、人的な交流というのが行われていると話が出ました。これは具

体的な提案にもなるかと思いますけれども、例えば、中学校には教科専門、小学校はオールマ

イティ、先生たちがすべてやるということなんですけども。幸いという言い方がいいかどうか
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は別としまして、鰍沢中学校は１学年１クラス、小学校も１学年１クラスという状態ですね。

１学年１クラスの、もちろん鰍沢中学校にも、数学、英語あるいは体育、理科、社会と。それ

ぞれ専門知識を持った教師が配属されているわけで、例えばですけども、そういった先生方の

人的交流、あるいは中学校教諭の小学校への部分配置。そういったような実践活動が仮に実現

するとすれば、ある意味ではそれに近い教育環境が整えられるのではないかと思っているわけ

ですけれども、その点について、例えば可能性とか、考え方があればお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 

ただいまの教員の交流等につきましてですけども、現在、国のほうで学校教育法の改正の議

論がされておりまして、小中一貫教育の制度についての議論もされていると思います。これら

の制度内容を確認しながら、教育委員会での議論をしていかなければならないとは思います。

ただ、今後は、小中の連携につきましては、また進められようにしていきたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

これは小中それぞれの学校長や地教委、いろんなところの協力がなければ難しいいんだろう

と思いますけども、決して不可能なことではないだろうと思います。ぜひとも、その点、踏み

込んだ形で取り組みを考えていただければと思います。 

次に移りたいと思います。３つ目ですけども、平成３０年から道徳教育の教科化ということ

が言われております。これは３０年、３１年、小中ということでなっているんだと思いますけ

れども、かつて安倍第１次内閣のときに「美しい国 日本」という言葉がありましたけども、

この道徳の教科化について、教育委員会としてどのように取り組んでいるのかお伺いしたいと

思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 

道徳の教科化についてのご質問にお答えさせていただきます。教育基本法において、教育の

目的として、人格の完成を目指すことが示されております。人格の基盤となるのが道徳性であ

り、その道徳を育てることが道徳教育の使命であるとされております。また、学校における道

徳教育は、児童生徒一人ひとりが将来に対する夢や希望、自らの人生や未来を切り拓く力を育

む源でなければならないと思っております。道徳の教科化により、児童生徒の道徳性を育成す

るうえで、指導の充実が図られることは良いことではないかと考えております。今後の取り組

みといたしましては、改定される学習指導要領をもとに、各学校がスムーズに移行できるよう、

校長会等を通して取り組んで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） 

齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     道徳の教科化ということで絶えず議論されているのが、道徳というものを教科化して、どう

評価するんだということが大きな課題になっているんだと思います。そこでちょっと一言、教

育長はどのようにお考えなのかお伺いしたいんです。ここで言う教科化の道徳というものはど

んなものを指しているのか、ご認識をお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長長（川手貞良君） 

この道徳の教科化につきましては、大津市のいじめ等のことが根底にあるかと思っておりま

す。いじめ防止等の法律の中にも道徳教育ということも謳われておりますので、それらをもと

に今回の道徳の教科化ということになってきておりますし、また、これまで学校とか教員によ

りまして、道徳、授業等の格差が生じているようなこともありますので、今回このような教科

化になってきているのだということだと思っております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

道徳の内容の認識というのは人それぞれ違と思いますけども、確かに今言われたいじめとい

うことが多分根底にはあるんだろうと思います。思いやる心がなかなか育たないということで、

こういった話が出てきていると思いますけれども、ぜひとも、これは平成３０年ということで、

あとわずかしかございませんので、大変難しい課題だと思います。教育委員会が中心となって、

先生方を指導しながら備えていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

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。 

休憩 午前１１時０１分 

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

再開 午前１１時０８分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは大きな２番目、子どもの貧困対策ということについてご質問します。 

まず１番目ですけども、昨年でしたか、国のほうで、議員立法で子ども貧困対策法が法制化

され、その直後だと思いますけども、各市町村に子ども貧困、あるいは貧困率についての実態

調査を進めるようにということで指示がありました。本町ではこの調査、どのようになってい

るのか、あるいは内容がどうなのか、お答え願いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

それではただいまのご質問にお答えいたします。貧困率については、厚生労働省が国民生活
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基礎調査において調査するものであり、全国から無作為に抽出し調査しているため、各都道府

県や市町村の貧困率は特定できませんが、この国民生活基礎調査において、国の基準で定める

貧困線に満たない国全体の世帯の割合は、１６．１％となっており、子どもの貧困率は１６．

３％と報告されております。また、基準はあるものの生活状況等によりその率ばかりが貧困と

は判断でききれません。本町におきましては、経済的に困窮していると言われる生活保護世帯

のうち１８歳未満の子どもを養育している世帯が７．０２％、また、貧困に陥りやすいひとり

親世帯の中で児童扶養手当受給者は町の世帯数の８．５３％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） 

ありがとうございます。確かに、今、実態調査ということで、各市町村でもかなり、この算

出等々について難しい面があるので、まだ検討中のところも多いというふうに伺っております。

今伺った限りでは、本町のいわゆる保護世帯においては約７％で、ひとり親家庭ですか、これ

については、８．５と。このパーセントでいけば、いわゆる日本の全体の現状からすれば、だ

いぶいい数字だろうと。日本においては、先ほど課長から貧困世帯と子ども世帯の割合が１６％

という数字をだされました。私も最近になって、ＯＥＣ加盟３４カ国の中で、日本の貧困率は

極めて高いと。子どもの貧困率にいたっては２６％と、上から６位ですね。下に残っているの

はアメリカ。例えばメキシコ等々といったような、非常に格差の激しい社会がそこにあります。

ひとり親家庭に至っては、３４カ国中、統計のない韓国を除いて３３番目、ようするに最下位

と。５０．７％という数字が出されております。極めて深刻な状況に陥っているんだろうと思

いますので、今おっしゃられた、町でつかんでいる数字が、実際はそのままいかないという状

況が私はあるんだろうと私は思っています。そして、この理由がですね、やはり非正規労働者、

あるいは雇用形態、ここに大きな問題があるので、これは国のほうでしっかりやっていただか

なくてはいけないと思いますけれども、今後ですね、町として国の基準に基づいた調査という

ものをいつごろまでに実施し、報告できる状態にしようと考えているのか、そのへんをちょっ

と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。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

ただいまのご質問にお答えします。貧困率についてですが、今後は国のほうの示す基準をも

とに、まだ、いついつまでにということは、ここで発言できませんが、基準が定められた時点

で対応をしていきたいと考えます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

早期な実態調査、よろしくお願いしたいと思います。 

２つ目ですけども、この貧困ということと絡みますけれども、食のセーフティネット事業と

いう対応についてお伺いしますけれども、先ごろ山梨で唯一食糧支援を、生活保護を受けてい

ない世帯の困窮世帯の食糧支援を、フードバンク山梨というところがやっているわけですけれ
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ども、そこの事業が国から補助金が打ち切られために、約７割減になったということを伺って

おります。そこの資料によりますと、そこは全体で１０４トン、県内で食料を集めて配布して

います。で、その６割はいわゆる施設、障害者施設あるいは支援学校等々といった施設に配布

しているようなんですけども、個人への支援ということでいうと、約４４トン行っております。

富士川町はですね、実はこれにかなりごやっかいになっています。個人への支援が富士川町の

場合、６３１キログラム。社協を通して約６２キログラム、支援していただいている。そして

緊急支援、本当に困って、どうしようもないということで、福祉保健課へ駆け込んだ方たちへ

の支援の量が約４９キログラム。フードバンク山梨、これは小笠原に拠点があるもんですから、

そこを直接経由して配布されているのが８３０キロ余りで、このうち富士川町からどれだけ直

接支援を求めているのかわかりませんけれども、生活保護を受けていない世帯、要するに頑張っ

ている方たちなんですけれど、実際に非常に困っている世帯が、この富士川町にもかなりいらっ

しゃると。フードバンク山梨は、国から補助金で成り立ってきていました。補助金あるいは寄

付金等を含めて約４千万。補助金が約３３００万で成り立ってきたわけですけれども、今回、

国がその補助金を打ち切ったために、活動し、利用し、支えていこうという自治体が極度に少

なくなりました。今まで２３行政、および２０の社会福祉協議会など連携しながら、事業を行っ

てきたわけですけれども、現在は８つの市、１つの社会福祉協議会というような実情になって

おりまして、この間お聞きしましたら２千万ぐらいを市民からの募金でなんとか維持していこ

うということでやっているわけですけれども、富士川町としても、これだけの事業を行なって

いただいてきているわけですけれども、この食のセーフティネット事業への、今年度からの対

応というのがどのようにされているのか、まず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 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田 一利君） 

ただいまのご質問にお答えします。生活保護を受けていない生活困窮者に対して無料で食糧

を配付する、いわゆる「食のセーフティネット事業」につきましては、これまで、山梨県内で

は、「フードバンク山梨」が事業を展開しておりました。しかし、本年４月から、生活困窮者自

立支援法の施行により、これまで、食糧支援など個別の支援であったものが、衣食住を併せた

一体的な支援を行うこととなり、峡南地域では、峡南保健福祉事務所と委託先である県社協が、

任意事業として事業を行うこととなっております。町では、これまでも、子どもの貧困など多

様な課題を抱える生活困窮者に対し、町社協と連携する中、食糧支援を行ってきました。今後

においても、迅速な支援ができるよう、民生委員を始め、峡南保健福祉事務所など関係機関と

の連携を強化し、生活困窮者の正確な把握と支援内容の周知徹底、食糧物資収集の充実などに

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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

先ほど課長の答弁の中にあったわけですけども、食糧支援が自立支援法の中に組み込まれま

した。そういうこともあって、多くの自治体が結局、独自でやるのか、やれないのか、考えて

いる町と、それについては差し当たって行政としては、直接具体的な行動をしないというとこ
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ろに分かれたようです。先ほど言った、８つの市というのは、その自立支援法の枠を利用して

提携していこうと。実際にお話を伺ってみますと、最近新聞にも出ていますけれども、食料と

いうのは企業が余分に作るわけです。例えば印刷ミス等があれば、不良品が出るということで、

ある一定の０．１とか０．０１％とかぐらいの割合で食料を余分に作ると。その余った部分を

フードバンクへ寄付される。それを配る。日本全国で約８００万トンから、年間そういったも

のが出るという話もありますけれども、こういう事業を使えば、正直、条件契約なりしていけ

ば、町としても非常にリスクというか、楽な面があるんだろうなと思っています。社協にお伺

いしましたらば、社協でもやはりそういう中ですから個別的に来る、どうしてもという方につ

いては、予算の中でなんとかしていきたいというお話です。ですから、行政としても、せっか

くこういった組織が、今、頑張っているのであれば、それを支援して利用していくという取り

組みをなされるべきでないかと思いますけども、その点についてお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 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田 一利君） 

ただいまの件ですけれども、自立支援法の対応窓口というのが、福祉保健事務所ということ

で、市につきましては独自のものがございます。町につきましては、山梨県が代表となりまし

て峡南福祉事務所、峡南地区では代表となりまして、県社協に委託をしてございます。任意事

業ということですので、事業的には、県のほうで検討している最中でございますけれども、町

としましては緊急を要する方、若干のストックもございます。そういうことがある方につきま

しては、早急な対応ができる方法と、また、フードバンク山梨さんのほうでは、持ちに来てく

れる、あるいは誰か代行で運んでくれるということであれば対応してくるということをお伺い

しておりますので、そういう形で対応し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） 

食の支援という、それをここで議論するのは非常に切ないというのが実情です。今の私たち

のこの平和な地域社会において。ただし、現実にはそういうのが、どんどんどんどん生まれて

きていると。これは個人情報もありますので、フードバンクから町へその情報を流すというこ

ともなかなか難しいだろうというふうに思っています。ですから、滞りのない、切れ目のない

対策がとれるように町としても、もう一度しっかり検討していただきたいし、ほかの町でも、

やはり町独自でやるのは非常に経費がかかるということもありまして、再検討しているという

話も伺っています。いい方向へご検討願いたいと思います。 

それでは３つ目、町民交流広場建設計画についてお伺いしたいと思います。１つ目ですけど

も、既に検討委員会から報告があり、今町内で検討しているんだと思いますけども、時間も大

分経ってきました。１つ目ですね。４００メートルトラックをメインとする構造となっていま

すけども、その利用、先ほど代替地と、今の利根川グラウンドの代替地というようなお話も

ちょっとありましたけれども、その利用見込みについて、具体的にどのような試算をされてい

るのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

齊藤議員の４００メートルトラックの利用見込みについてというご質問にお答えいたします。

４００ｍトラックは、現在、山梨県内において７施設の陸上競技場で整備されておりますが、

この峡南地域では、未整備となっております。また、町民交流広場整備検討委員会により、全

天候型の４００ｍトラックをメインとした陸上競技場が提言されたところであります。この競

技場の利用見込みといたしましては、町内の小中学生並びに陸上競技者の練習場所としてはも

ちろん、現在、峡南地区の各種陸上競技大会などが、遠方の陸上競技場で行われている状況で

あるため、これらの陸上競技大会の会場として利用が見込まれております。また、町の体育祭

や企業のスポーツ大会や運動会など健康増進の場としての利用も見込んでおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございます。作るんであれば、やっぱり多くの方に利用してもらうということが

必要になってきます。ここで懸念されるのが、前からもありますけども、水道、トイレ、そう

いった施設が非常に問題になってくる。先ほども質問で出されましたけども、夜間照明。これ

は付ける方向で検討されているような話も伺っておりますけれども、そういったことも含めて、

今後、費用面というのはどのように概算されているのか。そこをまずお聞きしておきたいと思

いますけど。（２）です。 

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） 

齊藤議員の総費用見込と財源についての質問にお答えいたします。町民交流広場建設計画に

つきましては、今年３月に町民交流広場整備検討委員会から提出されました提言書を踏まえま

して、全体計画について、国土交通省と河川法の協議を進めるとともに、庁内検討会におきま

して施設の規模や内容、事業費を検討しているところであります。こうしたことから、総費用

につきましては、まだ算出することが出来ませんが、ナイター設備など整備検討委員会からの

要望をすべて満たした場合、概ね１２億円程度となります。整備内容が固まり次第、議会へ説

明させていただくこととしております。なお、財源につきましては、事業費の５０％は社会資

本整備総合交付金による補助金。残りの４５％は地方債として借り入れ、残りの５％を一般財

源ということで考えております。 

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） 

仮に、今言ったような形で実施したという場合には、何年計画になるのか。そのへんについ

てはお答えできるでしょうか。計画年度です。お願いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 
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実施に関しては今年度、国土交通省と町で面的整備を行いますので、その後それぞれ今年度

検討委員会を立ち上げまして検討内容を実施した中で、それぞれのものが決まりましたら、来

年度以降、その詳細に向かって、まず面的な整備に向かっていきます。計画的に、スケジュー

ルで、２９年度から施工して、施工はその事業によって内容的にはどのぐらいかかるかわかり

ませんが、それから施工しまして、補助金が付く限りで早急に施工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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

３番目の維持管理ということなんですけども、管理方法と、当然いろんな形で検討されてい

ると思います。今ある道の駅のグラウンドゴルフ場についてはですね、この間お話を伺ったら、

道の駅でいくらか管理しているような話もちょっと聞いたんですが、この町民交流広場の管理

についてはどのように、管理費用はどのぐらい出せるかどうかわかりませんけども、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

３番の維持管理と管理方法ということでよろしいですか。町民交流広場整備の維持管理費と

管理方法は、現在、施設の規模や構造など整備内容と併せて、維持管理を検討している段階で

あります。また、町民交流広場整備検討委員会からは、住民参加やボランティアなどの民間活

力を導入し、検討するよう提言を受けていますので、これらを反映した維持管理方法を検討し

ていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

このへんについては、いつごろを目途に、構想を含めて固まってくるのか。その点お願いし

たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

今、庁内検討委員会を開催していますので、その中で施設をどうするかということを踏まえ

た中で、維持管理も含めて検討していますので、今年度中には固まってくることと考えており

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） 

ある程度、出た段階で議会に随時説明をお願いしたいと思います。 

それでは４つ目。西の入団地の分譲計画についてということでお伺いします。この間、西之

入住宅、今、空き家が点々としているわけですけれども、空き地がかなりありまして、この間
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は、町の説明では分譲していこうと。３月でしたね、予算としてもあそこの分譲を視野に入れ

た道路整備というようなことも予算化しております。ただですね、説明の中に実は気になるこ

とがありました。その点も含めてちょっとお伺いしたいんですけども、計画がここには具体的

に示されています。この計画と実施していく方向を今一度、最初にお答え願いたいというふう

に思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

計画内容と実施方法ということに対しましてお答えいたします。西の入団地については、平

成２３年度に策定した「富士川町公営住宅長寿命化計画」において、整備方針を用途廃止とし

ており、廃止後の土地利用については、敷地の形状が不整形であり、敷地面積も大きいため、

分譲地とすることとし、県と協議を進める中で、西の入団地分譲事業を計画したところであり

ます。計画内容は、全体敷地に対して４メートルから６メートルの道路計画や１区画約７０坪

から８０坪の分譲地を３９区画造成するものであり、実施方法については、団地全体を３期に

分け整備することとし、平成２７年度からの１期は、唐沢川から南東を、それより北西側を

２期・３期として、平成２９年度以降整備する予定であります。また、入居者の移転につきま

しては、ほかの町営・町有住宅を斡旋し、移転に伴う費用や、移転先の町営・町有住宅の家賃

補助を行うこととしております。なお、西の入団地の入居者が分譲地を購入する場合は、割引

販売を行い、定住促進を図る計画でおります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

町営住宅の払い下げ等々というのが、かつて長澤の場合には延命住宅が、県の住宅がありま

した。そして、長澤新町は、今、立ち退いた、あるいは引かれた方たちの部分を整備し、分譲

地として、今、販売しようと。ただし、あそこは今住んでいる方たちが、現在いる間はそのま

まの状態ということだと思います。それで、今の説明の中で気になりましたのは、私、実はこ

の平成２３年ですか、この富士川町公営住宅長寿命化計画の審議に議員として参画させていた

だいております。そのときの記憶なんですけれども、これ議事録があるかどうか定かではない

ですけども、私の記憶では、あそこの西の入住宅については、まず、新しい人は入れないと。

立ち退かれた、いろんな都合でひかれた方たちの部分については、順次解体をし、年月はかか

るけれども、そういう形でやるしかないだろうというようなお話だったと記憶しております。

しかし、今回はですね、第１期分、唐沢川からということなんですけれども、立ち退くという

のが前提のように感じているわけですね。それで、新しく町営なりなんなりへ引っ越された方

については、何年度かこれだけのことをしていきますと、段階的には補助しますけども、６年

以降は補助がないというような形になっているんだと思いますけれども。これはもう、退去さ

せるということを大前提に計画されているのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 
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この西之入住宅の第１期というのは、現在、空いているところと住んでいる方がおられます。

その中で道路計画は、今住んでいる方が、そのままの状態で道路計画を入れることができます。

また分譲については、今空いているところで、西の入団地については４区画くらいの分譲がで

きる状態であります。そういった中で、西の入団地に住んでいる方々には、こういう計画があ

るという説明をしながら、今、第１期目は今の住んでいる状態の中でも工事が行われるという

ことで計画して、工事をしていきたいと思っています。それからまた２期目３期目につきまし

ても、それぞれ退去して、できた状態を見計らいながら、２９年度以降できるところはやって

いきたいと、そういうふうに考えております。 

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） 

１番聞きたいことは、町としては当然説明をし、理解を求めて、例えば買ってくれるなら安

く売ります。こういう計画でいるから、新しいこういうところに引っ越してくださいと言って、

快く引っ越してくだされば、この間こういうことで補助していきますということはよろしいん

です。問題は、年を取っていて、地域にもなじんでいると。私は死ぬまでここに居たいという

人たちについてはどうされるのか、そのままで動かなくていいのか。そのところをちょっとお

聞きしたいんですけれども。そのへんお考えです。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

今おっしゃいましたように、確かに年をとって、あそこに住んでいる方もおられます。とい

うことの中で、私たちとしましては、あそこへ行ってご説明をして、ご理解をいただけるよう

努力しながら、なるべくそういうふうに理解できることを進めていきたいと思います。またそ

ういった中で、やはりそこに長く住んでいられるということがあれば、空いた中のところを分

譲できる方向性で整備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） 

要は、立ち退かないよ、という人たちについて、あるいはお金がなくて立ち退くこともでき

なよという人たちについて、どうされるのかと。努力することはわかるんです。ここには３年

計画で出されておりますね。さしあたって第１期分については。そこはどうされるのかという

ことをお聞きしているんで、そこはどうしてもやるんですかということです。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君）  

そこに書いてあります第１期目に対しましては、今言われたように計画的にやっていく。第

２期目は２９年度以降と言っていますので、いろいろお話をした中で、そのへんの了解とか、

それぞれ地区に説明する、ここに長くずっと居るとか、その話を全部踏まえた中で、２９年度

以降、そのへんは状況に応じてやっていきたいと考えております。 
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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） 

長澤の延命住宅の話をさせていただきますと、あのときは全戸数が、住民がですね、自分の

住んでいるところを買い取るということで合意をされることが譲渡の条件だったんですね。当

時、けっこう高かったんですけれども、買い取られました。皆さん、お子さんがいる方は建て

直し、狭いところに家を建てている。ところが長屋が１軒あるんです。５、６軒住んでいる。

そこは、それぞれが買ったんですけれども、権利がどうにもならいので、しかもお年寄りはお

金もないので、そのままになっています。非常にそういう意味では、地域のために、みなさん、

そうやってやったわけです。でも今そういうことで、非常に不の部分が出てきていると。今回

は、あそこも、西の入団地も同時にその話があったわけです。ところがこちらはまとまらなかっ

た。それで今日に至ってきている。今度は立ち退けよという、そこの度合いですよ。そこのと

ころについて、町長からそのへんについて、心温まる答弁をいただきたいなと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

お答えをいたします。西の入住宅につきましては、皆さん現状もすでにご承知のとおりです。

築５０年以上経っている部分だと思っておりますが、このいつ起きてもおかしくない東海地震

等々考えますと、町内でも一番先に解体をしそうなところでありますので、できれば地域で説

明会で、その部分も話もして、安全なところに住んでいただけるようにしていきたい。そして

その後は、どうしてもという人はですね、今言いましたように、道路を入れる部分については、

補助金を確保しながらやってきますが、そこについては支障がありませんので、後の分譲の部

分はこれ補助金が出ない部分ですから、分譲をした後も、全体の計画が出ておりますけれども、

それを土地代、土地代もかつて町が取得した土地代いうことでやっていこうというつもりでい

ます。できれば全員に退去をしていただいて一気に分譲でできれば、こしたことはないですが、

それぞれの都合もあるでしょうから、そのへんは最大限配慮しながら、皆さんに納得をしても

らう形でやっていきたいなと思っています。西の入住宅につきましては、延命住宅の次にやっ

たんですが、価格の割引がなかったということでまとまらなかったという話も聞いております

ので、今回は、今お住まいの皆さんには、割引制度も設けながら、やはりそこに住んでいただ

くということが大前提でありますので、やっていきたい。ただ、今、本当にかすかすの状態に

なっています。あそこの組長さんも１人が１０何年やっているような状況でありますので、ぜ

ひですね若い人たちに入ってもらわなければ、これからのコミュニティが維持できじゃないか

なと思っていますから、今、建設課長が答弁したようなことを、懇切丁寧に説明しながらやっ

ていつもりでいます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ぜひですね、心温まるご配慮を頭の中に入れながら対応していっていただきたいということ

をお願いして、私の一般質問を終わりにします。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告４番 １２番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告５番、１４番、神田智君の一般質問を行います。 

 １４番、神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

 それでは、私の方から公共施設の再配置計画と、それからプレミアム商品券事業についての

一般質問をしたいと思います。公共施設再配置計画でございますけれども、これにつきまして

は、２４名により富士川町公共施設再配置計画策定委員会が設置され、公共施設再配置計画が

検討され、富士川町公共施設再配置計画が策定されました。この要旨でございますけれども、

合併に伴う地方交付税の上乗せ措置についても、平成２７年度から５年間、段階的に縮小され

るなど厳しい行財政が求められております。当町においてもさらなる行財政改革を実践するに

は、同種・同規模の施設や類似機能を併せ持つ施設との再配置を進め、地域住民に望まれる行

政サービスが必要となっております。この行政改革については賛成をするものでございますけ

れども、事業計画によりますと、早期２６年から２９年、中期３０年から３３年と長期の３段

階となっております。そこで１つ目の質問でございますけれども、平成２７年度から２８年度

にかけて、新町民会館の整備と鰍沢プールの廃止となっておりますが、どのような整備計画な

のか伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

神田議員の町民会館の整備計画についてのご質問にお答えします。新町民会館につきまして

は、公共施設再配置計画により以前から、鰍沢福祉センターの整備が入っていたんですが、こ

の公共施設再配置計画後、鰍沢福祉センターを新町民会館として、今後も活用できるようにと

いうことで、災害時に拠点施設の役割も含めた施設整備を進めて参りました。また、鰍沢福祉

センターには駐車スペースが無いことから、老朽化した鰍沢プールを廃止することとし、

１００トン規模の防火水槽を設置するなど、防災機能を備えた駐車場の整備を行うこととして

おります。なお、駐車場全体の造成敷地面積は約４０００㎡で、駐車台数は約１２０台を想定

しております。工事につきましては、今年８月末の鰍沢プール廃止を待って、９月には鰍沢プー

ルの解体工事に着手し、解体後、駐車場整備に取りかかり、平成２８年４月にオープンの計画

であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

     私は、富士川町に公認プールといたしましては、利根川プールで十分と考えておりまして、

賛成ではありますけれど、ただ、この公共施設再配置検討委員会というのが、２６年６月３０日

から、５回開催されまして、これを受けまして、新町民会館の整備スケジュールというのが

２６年度１０月から、こういう形で２７年８月までということで、計画されていると思います

けれども、この間におきまして、鰍沢地区住民にとっては、社会福祉施設ということで、これ

を非常に長年利用してきたということで、小学校のプールが完成したからということで、薄々
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は気付いておりますけれども、この地域の人、鰍沢地域の人たちに対して区長なり、組長なり

をちょっと集めて、こういう説明会とか、廃止されますよ、という説明会がなされているかど

うかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

公共施設再配置計画につきましては、これまでも機会あるごとに、いろんな場面で説明をし

てきております。鰍沢の皆さんにおきましても、プールの廃止ということは、もう以前から、

町が発表する以前から話題になりましたことでありますから、そうした中で公共施設再配置検

討委員会において、しっかり提言をいただき、そして町のほうもですね、原案は町が作ってい

るわけですけれども、そういった、今後も視野に入れながら、いろんな面に取り組んでまいり

ました。今後も、タウンミーティングを実施する中で、また、今後における不安については意

見をいただきながら、対処してまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

この後、タウンミーティング等含めてするということでございますけれども、これは薄々は

気付いておると思いますけれども、やはりこういうプールとか、この後質問しますけれども、

分庁舎、そういうものについても、できるだけ地域の人たちにわかるような形で、こういう形

になりますという説明等を、できるだけお願いしたいと思います。それから、この計画により

ますと、平成２９年から３０年にかけまして、今ある町民会館が廃止ということでございます

けれども、これは潰すのか、あるいは跡地利用がどういう内容なのか、もしわかればお願いし

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） 

     現町民会館につきましては、今後のいろんな計画がありますので、町民会館は先ほど申しま

したように、新町民会館に明年４月、移転はしても、この役場周辺にある、まだまだ耐震化は

してありませんけれども、いろんな地域の皆さんが利用しておりますので、それらに使ったり、

また役場機能の一部として使えたらということで、当分解体の予定はありません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

     そうすると、２９年度から３０年に町民会館廃止とありますけれども、これは計画というか、

当面はまだということですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     廃止というのは、町民会館の機能として廃止をしていくという計画であります。建物につい

てはいろんなものにまだ活用する予定でおりますから、いましばらく解体の予定はありません。 



 ７０

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

     わかりました。 

     それでは次の質問ございますけれども、整備計画によると、本庁舎新設は平成３０年ごろと

なっておりますけれども、鰍沢分庁舎廃止は平成２８年２９年、この３課とありますけれども、

建設・農林・商工観光の移転先はどのように計画しているのか、また、跡地の利用計画につい

ても伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

公共施設再配置計画の中で、新庁舎の建設により前に廃止となっている鰍沢分庁舎につきま

しては、平成２１年に実施しました耐震診断結果、耐震性なしの診断結果が出ておりまして、

施設の経年劣化によるランニングコストも年々増加していることから、早急な対応が必要に

なっております。分庁舎内の３課につきましては、明年度から鰍沢福祉センターを町民会館と

することから、その機能移転がされた後、本庁舎に近い現町民会館に移転をし、本庁舎と一体

的な行政サービスを行うこととしております。また、分庁舎の跡地につきましては、地域の皆

さんと協議しながら、有効な利用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） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

さっき言いました、鰍沢プールもそうですけども、この分庁舎廃止というのは非常に鰍沢地

域においては関心の高い事項でございますので、この後タウンミーティング等あると思います

けども、丁寧な説明をぜひお願いしたいと思います。 

次でございますけど、３番です。平成３０年頃、新庁舎建設となっておりますけれども、資

金、規模、あるいは建設場所および建設中の住民対応についてどのように考えているか伺いた

いと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今度の公共施設再配置計画の中には、やはり地域のバランスということもやっております。 

    そういう中で、先ほど図書館の話もでましたけれども、今鰍沢の分庁舎に入っている部署を現

町民会館へ移設するということもあります。鰍沢地区が何もなくなってもいけませんので、全

体の公共施設のバランスを考える中で、鰍沢地区に町民会館、そしてまた図書館というような

配置も考えたところであります。公共施設の再配置計画に中心となります役場の新庁舎の整備

につきましては、本年度、新庁舎建設基本構想を策定することとしております。構想の策定に

あたりましては、町民の皆さんにご参加をいただきながら、基本構想策定検討委員会を立ち上

げて、建設地、建設規模等施設整備の方針を決定していきたいと考えております。なお、建設

資金につきましては、公共施設整備基金と元利償還金の５０％が交付税措置をされます合併推
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進債を考えております。また、検討委員会の検討項目として、建設中の住民対応につきまして

も検討をしていただく中で、行政サービスの維持を図ってまいりたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

この本庁舎建設というのは、住民も非常に高い関心がございます。南アルプスの例もありま

すので、この地域で建てるのであれば、別に問題はないと思いますけれども、いろいろできる

だけ住民には宣伝をして、こういう形にするということでしてもらいたいと思います。 

それから次でございますけれども、２番のプレミアム商品券についての一般質問をしたいと

思います。平成２６年度補正予算で、プレミアム商品券事業として３１４８万４０００円、計

上されました。計画によると２５％補助で、総額１億２５００万円の商品券となる。この事業

は、地域経済の活性化となるので、地域内の商工会で消費されるような働きかけが必要と思い

ますが、どのような指導を行うのか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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。プレミアム商品券発行事業に内容につきましては、

販売価格１万円に２５％のプレミアムを付けた１２，５００円を、５００円券２５枚で１セッ

トとし、１万セットを商工会が販売いたします。この商品券は商工会加盟の商品券取扱店で利

用できます。販売及び使用期間は平成２７年７月１３日から平成２８年１月１２日までの６か

月間とし、地域経済の活性化及び消費喚起が目的であるため、１セット１２，５００円のうち

５千円分につきましては、大型店でも使える共通券として色分けをして販売いたします。こう

したことから、販売総額のうち、７５００万円は地元商店・事業所等で消費される商品券であ

り、残りの商品券につきましても共通券であるため、それ以上の消費が期待できるところであ

ります。このようなことから商工会へは、町の皆さまにプレミアム商品券をご利用いただくこ

とで、より多くの地元商店等での消費が生まれますので、商工会への加入促進に力を入れてい

ただくとともに、魅力ある商品等の提供や PRに努めるよう働きかけて行きたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

大型店へ半分、５０％ということですが、大型店というのは、店名を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 細野幸男君。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまの質問にお答えします。具体的な店名ということでございます。商工会へ加盟して

くださっております、オギノ富士川店様、やまと様等を予定していると思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

５０％がオギノへ持っていかれるということで、この１億２５００万という金額が大きいと

いうことで、商工会としても地元の大型店以外の商工会加盟店で消化できないから、半分ぐら

いはオギノへという形になろうかと思います。オギノでやったものは、みんな甲府へいって、

甲府の儲けになってしまうわけですけれども、できるだけ地元の商店街の人たち、商店の加入

者が４５８事業所ということで、昨年だと８９の事業所がそれを利用したということになりま

すので、本来ならば大型店以外の商工会の人たちがもっと頑張って、この１億２５００万円は、

富士川町の商店街の人たちがもらうぞと、そういうことをできれば指導してもらいたいと考え

ますが、その点について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） 

     議員がおっしゃるように、すべてこの商店街で、町内で消費していただければ一番ありがた

いことですが、２６年度に１千万をしてみました、１千万、最後に売るのにちょっと苦労した

んですね。印刷物を印刷するのに、わざとその商品券を買っていただいて、それで印刷してい

ただいたという状況もあります。今回は１億２５００万円、１億円の分なんですね。今まで１千

万円で苦労したのが、果たして同じ期間内にこの町内ではけるかという疑問があります。こそ

で、先ほどオギノ富士川店さん、あるいはやまとさんという話がでましたが、この大型店につ

きましても、商工会に加盟してくださいと、そうすれば対象にします。５０％でなくて１億

２５００万円のうちの５千万円がその大型店で使える商品券を出すつもりです。これは、５千

万円分は、大型店と地元で使える商品券となっておりますから、どちらでも使える。あと

７５００万円分は、この町内でしか買えない商品券になっています。そんなことからできるだ

け地元の商店にも、先ほど商工観光課長がいいましたように、よい商品を出していただいて地

元で消費していただく努力を、商店街、あるいは工業会にしてもやっていただいたり、なるべ

く多くの企業が、商工会に加盟していただいて、このプレミアム商品券取扱店になっていただ

ければ、例えばタクシーの料金もこれで払えます、床屋さんの料金もこれで払えますなど、そ

ういったものに活用していただければ地域経済の活性化と地元消費の喚起という当初の目的が

達成できるんではないかと思っておりますので、議員の皆さんにもいろんなところに行ったら

ぜひそのPRをお願いしたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

一般の人たちというのは、商工会に誰が加盟しているのかわからない状況でございますので、

もしできれば旗を立てるとお金がかかるということで、何かこの人たちが加盟してますよと、

見ながら利用できるなということができるので、できれば加盟店の一覧表みたいなものを発行

する考えがあるかどうか伺います。これは商工会がすればということではなくて、役場で要請

して、出してもらうというような形ができればと思います。 

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） 

当然、このプレミアム商品券を皆さんに周知するときには、利用できる商店ということで、

その中にもしますし、そして利用できるお店につきましては、店頭にポスター方式で、富士川

町プレミアム商品券取扱店というのも掲示させるつもりでおりますので、一般の人が家庭でも、

また町を歩いていても、ここで使えるんだとわかるようにしていきたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

非常によい事業ということでございますので、もうひとつ、これは来年度もこういう事業は

予測できるのかどうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

これは地方創生の先行型ということで、日本全国、地域経済の活性化及び消費の喚起という

ことでやっています。うちはたまたま、２５％のプレミアムをつけました。この事業がいつま

であるかわかりませんけれども、国の今のお話しですと５年間の地方戦略をつくるということ

になっていますから、５年間はもつのではないかと思っておりますが、いくら交付金がくるか

はまだ定かではありません。この国からの交付金がなくなっても、地方はやっぱり元気になっ

てもらわなければ困りますので、また、前の１千万に戻すか、２千万にするかは、今後の町の

財政も見ながらの話になりますけれども、今後も続けていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

 以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告５番 １４番 神田智君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。再開は午後１時からとします。 

 

休憩 午前１２時０１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。 

続いて通告６番 ６番秋山勇君の一般質問を行います。 

６番議員 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）  

昼の第１番の質問ということで、６番の秋山勇が質問させていただきます。よろしくお願い

します。 
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私の場合には認知症に対する取り組みについて、ちょっと町の見解をお聞きしたいと思いま

す。これは認知症という人の数はですね、２０１２年の数なんですが、約４６２万人、全国で

もってですけれども。それで、６５歳以上の高齢者の約７人に一人が認知症になっております

よと。最近の資料によりますと、団塊の世代、２０年以降３０年までに生まれた人がですね。

１０年後には、認知症になる数というのは、高齢者が約７００万人に達すると。それで７００万

人になると、約５人に一人なんです。で、こんなふうにですね、最近の新オレンジプランでも

計画されておりますけれど、この認知症というのは、今まではプライバシーの関係でもって、

いろいろ、封印されていたんですが、今はそうじゃないんですね。明日は我が身だと思います。

私もこんな立派なこと言ってるようですが、明日は認知症になるかもしれないですね。皆さん

方もそうだと思います。ぜひこのように認知症の患者さん、あるいは保護者ですね、そういう

人の見る目をですよね、ここで見直していただきたい。そんなふうに私は思っております。そ

れで、新オレンジプランの基本的な考え方、これは本年のですね、１月２３日ですか、厚生省

から優しい地域づくりということで、発表されましたけれど町としてのですよね、新オレンジ

プランに対する取り組みをこれから質問をさせていただきたいと、そんなふうに考えておりま

す。 

まず、一番目といたしまして、本町の認知症の現状をどのように把握をしているか、これは、

福祉保健課長にお聞きしたいと思いますけど、よろしくお答え願いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

それでは、秋山勇議員の認知症に関する取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

本年度６５歳以上を対象とした高齢者福祉基礎調査では、平成２７年４月１日現在、本町の

認知症高齢者数は６２２人となっております。 

これは町の６５歳以上の人口に対する割合では１２．５％となっております。 

なお、県の６５歳以上の人口に対する割合は、平成２６年度の数値でありますが、１０．６％

となっております。 

こうした町の認知症高齢者のうち約５５％の３３８人が在宅で過ごされているのが現状であ

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

私の資料によりますとですね、全国的に見ますと認知症の人たちが生活している場としては

ですね、町の場合には５７％なんですが、全国的には在宅が５０％を占めている。だから、い

かにですね、在宅にいる人が認知症になり易いかというのが、如実にわかると思います。１０人

いれば５人は、もう認知症になっておりますよということでございます。ちなみにですね、介  

護老人福祉施設とか、あるいは医療機関、介護老人保健施設の場合にはですね。１０％台の低

い割合になっております。だからこれからですね、この認知症のケアをしてやるには、住みな

れた環境のよいところというけれど、やはり福祉施設とか、あるいは保健施設とか等に通って、

デイサービスですよね、この辺をやっていくことによって、認知症は治る病気ではないんです

が、延命させるというんですかね、延びることはできると思います。で、特にですね、認知症
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に病気というのはどういうものかというのを、皆さんもご存じと思いますけれど、ここでちょっ

と読んでみます。脳や体の病気によって、記憶力や判断力、計画力が障害され、普段の社会生

活に支障をきたす状態。これが認知症なんですね。軽度の症状というのはどういうことかって

いうと、いつも探しものをしている、それから、同じことを何度も言う、入浴を嫌がる、いつ

も同じ服を着ている。これは私もあてはまる、いつも同じ服を着ていると。それからですね、

買い物に行ってもいつも同じものを買ってくる。最近よく鍋を焦がす、あるいは料理の味付け

が変わったとか、そういう症状を見たらですね、介護をする人あるいは第三者の人も気付いて

やるのが一つの手だと思います。私なんかもこの中に当てはまるのは、買い物を今ひとり暮ら

しですから、買い物やるのもいつも同じものを買ってきます。それからいつも同じ服を着てい

るということなんですが、ぜひですね、料理の手順がわからなくなったという奥さん、あるい

は旦那さんでもいいですが、そういうものを感じたらですね、第三者的にすぐにこれは手を打っ

てやったほうがよろしいかと、そんなふうに考えます。 

２番目の質問に入らしていただきます。 

認知症の人やその家族の立場に立った支援について、町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 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

それではお答えします。 

認認知症は脳の病気であり誰もがなる可能性があります。 

もし認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で過ごすため、認知症の早期診断・対応

が必要となります。 

こうしたことから町では、本人･家族･関係機関などからの相談をもとに必要な医療・介護サー

ビスにつなげられるように支援しております。 

また、介護保険法の改正に伴い、今後は地域の実情に応じて、より専門的に認知症の人や家

族を支援する相談業務などを行う、認知症総合支援事業の実施を、平成３０年４月までに行う

ことが義務づけられております。 

このため町では、今年度認知症地域支援推進員の研修に、職員の参加を計画しており、準備

を進めている段階であります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

今答弁がありましたけれども、３０年ごろまでに研修を行いますと言うけれども、一般の人

のですね、この認知症の研修というのは、私も以前平成２３年ごろ受けて、こういうオレンジ

リングをいただいております。それ以降、町の方は、この認知症サポーターの１００万人キャ

ラバンの状態をどんなふうにやっておるか、その辺もちょっとお聞きしたいと思いますけれど

も。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

３番目の質問ということですか。 

〇６番議員（秋山勇君） 



 ７６

３番目もやりますけれど、２番目のですね、これはね家族が多く抱えている問題というのが

ですね、認知症の基本的な基礎知識ですね、それから、病状がどう進むかわからない、そうい

う、先の見通しが分からない状態が今の介護をする人の悩みだと思うんですよね。３番にも絡

むんですが、認知症は病気なのでいかに看護する人の手助けをどんなふうにやるかというのを

やっぱり支援ですね、この辺をちょっと答えていただけるとよろしいと思います。これは３番

に絡むと思うんですが、今町としてはですね、この辺の研修なんかをどんなふうに考えておる

か。一緒に答えていただいてもよろしいかと思います。 

じゃあですね。今言ったように認知症は病気でありますよということで、２番の関係なんで

すが、本に寄りますと認知症は国の方では、講義や体験型の研修、あるいは家族の同志の対話

を重要視してるようなんですよ。で、こう言う人たちが介護する人たちを集めてですね、意見

交換をやったり、いろいろやってるようなんですが、町ではこの辺はやっぱり支援ということ

でやられるつもりがあるかどうかその辺をお伺いしたいと思います。 

これは２番です。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

家族の対応についてですけれども、峡南地区というような形での認知症を考えるつどいとい

うようなものが、年に何回か開かれております。直近のものですと２７年、６月の１１日に早

川町の総合福祉センターで行われまして、認知症についてみんなで語り合いましょうと言う様

な会がございます。ただ、場所も遠かったり、必ずしも富士川町でやるということもないとこ

ろがございますので、認知症のその家族を持っている在宅の方の家族の情報交換ですとか、息

抜きといいますか、そういう部分での対応は、今後地区の公民館とか、あまり遠くへ出ていく

というも大変だろうと思いますので、そういう形の中で、年に何回かずつかやっていくという

方向で考えていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

参加者同士のですね、やっぱり互いの状況を共有し合ってですよね。意見交換を行い、やっ

ぱりここに強い仲間意識が芽生えてくると思うんです。ぜひ町として、この辺を年何回となく

やってもらってもいいと思いますけれども、ぜひその辺の計画を立てていただきたい。そんな

ふうに考えます。 

３点目のじゃ、質問に入らせていただきます。 

認知症は地域で支えていくことが大切と考えておりますが、今後の普及活動について、町の

考えを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

     認知症の人が住みなれた地域でその人らしく暮らし続けるためには、地域の中での支援が重

要となっております。 

     そのためには、地域の方々が認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の人やその家
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族に対して、できる範囲で手助けを行う「認知症サポーター」の継続的な養成が必要となりま

す。 

     こうしたことから町では、地域や学校、事業所などに対して平成２６年度には、９回の講座

を開催し、これまでに、１２９３人の認知症サポーターを養成してまいりました。 

今後も、広報での周知や認知症サポーター養成講座などを活用し、認知症についての普及啓

発を継続して実施し、認知症の早期発見や見守り等への積極的な関わりへと繋げたいと考えて

おります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     ほんとに周囲の人の認知症に対する正しい理解が、これから重要になると思います。ぜひ家

族を含む周りの人が、普段どおりに接すると、日常だからといって、疑惑の目を向けるでなく

て、普段どおりに接していただきたい。そんなふうに思います。それから、認知症サポーター

養成講座、私が受けたときには厚労省のほうで、１００万人キャラバンてあったんですが、最

近の情報では７００万人になりますよね、認知症の方が。やはり、こういう数から見ますと、

１００万人キャラバンでなくて、これに２００万人あるいは、５００万人にも、やっぱり多く

研修を受けた方がよろしいと思いますけれども、ぜひ町のほうでもこの辺の認知症サポーター。

養成ということで、今まで９回やられたということなんですが、それをですね、年９回ぐらい

にやってももらって、非常に重要視していただきたい。こんなふうに考えておるんですが、そ

の辺をもう一度お伺いしたい。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

認知症サポーターの養成ということで、認知症の理解を得るという部分で、今年度も、近々

のうちに、２度ほど具体的に予定をされております。今後、広報ですとかいろんな団体等に働

きかけをしまして、なるべく多くの方に理解してもらえるようなことで進めていきたいと考え

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） 

この認知症サポーターの研修なんですが、各区を対象にやるんでしょうか、それとも町一本

で一カ所に集めてやるんでしょうか、その辺をちょっともう一度伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長 （依田一利君） 

認知症のサポーターの養成講座につきましては、予定しておりますのが、老壮大学の時の講

演というような形ですとか、地区の講習会とかということで区単位でもいいですし民間の、ど

んな組織でもいいんで、こちらでも、たくさん広報していきたいと思いますけれども、どんな

グループでもやりたいという声をいただければ、時間の調整をして、講座は開く予定でおりま
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すので、また、皆さんの方でも、情報があったらお知らせ願いたいと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

私も平成２３年にですね、社協の方の人が来てですね、この認証の研修を受けたんですが、

もう年数もたってますから忘れちゃうんですよね。これも一つの認知症の兆候かもしれません

が、ぜひですね、一度受けた人も対象にして、これを今後進めていっていただきたいと。そん

なふうに考えております。私の質問は以上で終わります。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 ６番秋山勇君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告７番、４番、青柳光仁君の一般質問を行います。 

 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 ４番。青柳です。私は３つの事項について、質問をさせていただきます。 

まず初めデマンド交通システムについてでありますけれども、昨年１２月議会においてデマ

ンド交通システムについて、同様の質問をいたしましたけれども、当時はまだ鰍沢地区が、７月

から実施したばかりということで、５カ月しか経っていないということで、担当課のほうから

は、１月にアンケート調査を実施するんで、その結果で検討するという回答をいただきました。   

そこで、まず第１番目として、アンケートの結果をどのように反映していくのか。またデマン

ドバスを廃止して、定時定路線運行へ移行できない、その理由を伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

それでは青柳員のデマンド交通システムについてのご質問にお答えいたします。 

デマンド交通につきましては、平成２７年１月に、利用状況の把握及び今後の運行方法の改

善のために、利用者のアンケート調査を行ない、利用登録者から２２５名を抽出し、その内

１４１名６２．７％の方に回答をいただきました。 

その結果、約７０％の方が便利と評価しており、約８０%の方は、これからも続けたほうが 

よいという評価でした。 

鰍沢地区のデマンド運行は、町営バスの老朽化、バス路線から離れた地区、特に山間集など 

へも乗り入れしてほしいという住民の意向があり開始され、利用されている方からは、「便利に

なった」という声も聞かれているところです。こうした中、利用者も徐々に増加しております

が、８人定員のデマンド交通バスでは一度に乗車できず、次の便への予約受付も増えてきてお

り、定時定路線運行のみにした場合は、この方法をとることができなくなります。 

しかし、鰍沢地区では、町営バス運行が普及していたこと、また、デマンド運行開始から１年 

足らずのため、運行方法についての周知徹底が十分でないことなどから、以前の町営バス運行

に戻して欲しいという声も聞いております。 

こうしたことから、今後早急に地区に出向き、デマンドバスの登録や乗車方法について説明 

会を行うとともに、今年度後半には、利用者ニーズや利用状況を検証していく中で、運行形態



 ７９

についても検討し、利用の促進を図って参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございました。運行形態も考えていただけるということですけれども、確かにア

ンケート結果は好意的に読める回答が多いわけですけれども、デマンドを続けてほしいとする

その８０％に値する方のご意見を裏読みしますとですね、デマンドでも、定期バスでも、要は

足がなくなっては困ると、続けてほしいと、いうことが読み取れるんじゃないかと思います。 

また、ちょっと私もアンケートを見さしていただきましたけど、ちょっと細かすぎてですね、

回答のほうがデマンド一本に絞ってますんで、答える覧の中に、便利だ、やや便利だ、便利じゃ

ないというようになっていて、例えばデマンド交通の悪い方というか、やめてもよいとか、や

めないでほしいとかということであって、定時定路線バスに変えてほしい、という項目はない

んですよね。デマンドだけに限ってるんで、もしそれを定時定路線にっていうと、意外と結構

数字が上がってくるかもしれません。そんなこともちょっと検討していただくのと同時にです

ね。一番不便といいますか、面倒とかっていうのは、一人一人が、電話をしなきゃならん、３人

で、例えば町民会館へ、老人クラブの例会があるんで行きたいという場合に、一人一人が予約

電話を入れるということもあってですね、実際に、９人以上、そういう大きい大会があるよう

なときには、８人以上乗れないんで、遅刻したとか、行けなかったとかという声も聞いていま

す。ですから、今後考えなきゃならないのは、現場の非常にいい制度だと思うんですけれども、

お年寄りから不満が出ているというのは、例えば登録者一人が、例えば、役場前から３人乗る

よという、連絡があれば、乗せていただけるとか、３人の中に、ひょっとしたら町外者がもい

るかもしれないけれども、登録者が要約すれば、乗れる制度とかですね。あるいは、教育文化

会館、前のところを、ちょうど朝７時に７時２分でしたかね。十谷行きのバスが通ります。こ

れには、一人も乗っていません。ですからこういうその１台１台の乗車率を考えていただいて、

例えば、そのバスは１時間を遅らせてみる。十谷から帰ってくるときに、今、８時に向こうへ

いって９時に帰ってきた場合、ちょうど病院へ出かけるという方が利用するかもしれない。そ

んな少しですね、実際の運行形態をもう少し詰めて、ご検討いただきたいと思います。それに

関連してですね。再質問として、公共交通について、これからはどんなふうに考えていらっしゃ

るのか、その点もお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

今後の公共交通についてですけれども、地域における人口の減少、核家族、高齢者の増加な

どにより、移動手段へのニーズは、変化していくものと考えております。定期的に調査、ある

いは乗降調査を実施しながら、地域の状況や、地域の方々の声を聞き、そのニーズに合わせた

運行形態をとってまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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ニーズに合わせたということで、先ほど私が述べましたように、フルデマンドとか、オンデ

マンドでなくても、できるだけその利用者が乗りやすい交通システムを考えていただきたいと

思います。また、引き続き関連質問になりますけれども、３月に、深澤公雄議員が、やはり同

じような観光に観光行政と交通システムについて、伺ったときに三筋への、交通を検討すると

いうお答えがありまして、商工観光課も関係すると思いますけれども、今三筋への土日の運行

を検討しているというようなお話も伺っております。ただそうなると、例えば鰍沢口から、十

谷までとか鰍沢口から平林まで、土日だけ運行するということになると、今度町民から逆に不

満が出るんじゃないかと、観光客には懇切丁寧、町民には、定時に運行してくれないという、

そういうことも考えられるので、できるだけ、町内を走って三筋へ行く、あるいは道の駅、病

院を通って、その三筋へ行くというような形態も、検討の中に含めていただければと思います。

それと同時に、一本か二本でいいんですけれども、定時路線バスを、病院や買い物に行く一番

いく時間帯みたいなところへ一本増やしてみるというなこともあわせて、お願いしてこの質問

は、終わりたいと思います。 

次に、鰍沢小中学校プールの運営についてでございますけれども、町営の鰍沢プールが、来

年度は廃止となります。増穂地区も含めてですね、町外から帰省した人、夏休みに帰ってきた、

特に子どもですね、学校プールの利用ができません。これを何とかですね、鰍沢からお嫁にいっ

た人たちが実家へ戻ってきたとか、県外へ出ている息子が、子どもを連れて帰ってきたとか、

いとこ同士で行こうといったら、鰍沢小学校の人は入れるけれども、東京から来たあなたは入

れませんじゃあ、ちょっとかわいそうじゃないかということで。何か学校プールの利用ができ

るよう、検討できないか伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 それでは青栁議員のご質問にお答えいたします。 

昨年完成した鰍沢小中学校プールは、学校用プールとして建設したところであります。 

町内の学校プールについては、児童・生徒が水に親しみ、水泳技術の向上や体力づくりに取 

り組む場として、学校が管理運営をする施設であるため、原則として学校の児童生徒以外の利

用は考えておりません。 

しかし、今後、鰍沢プールが廃止になることから、帰省中の子どもたちも、保護者などの引 

率者の責任においてプールへ入れるよう、検討してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 今お答えをいただいて、ほっといたしました。それで、この質問は終わちゃすけども、もっ

と進めてですね、旧五開小学校とか中部小学校は社会体育施設ということになっておりますけ

ども、増穂小中学校。鰍沢小中学校のプールのをですね、社会体育施設に変更できないかと。

他町から来られた方、わずか１カ月か、１カ月半のことですから、どなたでも、あるいは卒業

生でも利用できるようにできないか、その点を伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     ２番でいいですね。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     はい。２番です。失礼いたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

ご質問にお答えいたします。 

学校用プールについては、学校管理の施設であり、国の義務教育施設整備費補助金により建

設しているところでございます。社会体育施設への変更はできません。 

以上であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そういうお答えになるだろうと思っていましたけれども、そうすると、もう一つのに利用方

法として、例え利根川の児童館がリニア関連で利用できなくなった場合に、前の議会でも議員

さんから、体育館とか、学校の空き教室とか、そういうところを児童館に利用できないかとい

う質問もあったと思いますけども、それと同じようにまず運動、それから体育館、学校開放施

設として、開放施設として開放されています。極端なこと言えば、夜間ソフトボールやってる、

小中学校の施設もあります。社会体育施設にできないのであれば、学校開放施設ということに

できないことか。これに関し伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 現在、運動場体育館など、施設を学校開放して利用していると、いうようなことをしており

ますけれども、これらについての利用にあたっては、特定の大人の団体が利用し、その、施設

管理についても、その団体が行うというようなことで学校開放しているところであります。 

プールの学校開放ということでございますけれども、この場合につきましては、利用する対

象が、子どもたちになる、それから不特定の人間になるということになります。また、機械の

管理、それから監視員の設置等も必要になるというようなことでございますので、町民プール

等を利用していただいて、学校の開放によるプールの一般利用ということは、現在のところ考

えておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

監視員を置かなきゃならんということは、想定していましたけれども、監視についても文科

省の方では、救急救命講習をやりなさい、あるいはモーターを動かす電気設備とか、そういう

講習もやりなさいというような、かなり厳しい注文がついてるんで、ただシルバー人材センター

から、人を雇えばいいということとはちょっと違うように、文科省指導のほうは私も受け止め

ておりますけれども、最初の質問の中で、保護者同伴でも責任を持つならばという、回答をい
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ただきましたんで、ぜひこれは来年度がらでも実施していただくように、その幅も、おそらく、

今、課長の答弁の中には小中学生という頭があるかもしれませんけども、卒業生、何歳ぐらい

までですかね、例え１８歳くらいまで受けていただくとか、大人はやむを得ず、利根川公園プー

ルへいくとか、その辺、卒業後間際の生徒にも配慮を一つしていただければと思います。  

プールについての質問はこれで終わります。 

次に３番目の東川拡幅観工事の請負変更、仮契約の点についてであります。 

４月２２日の臨時議会におきまして、仮契約書に工事完成期日の記入がありませんでしたの

で、質問させていただきました。 

町長からは、他町の契約状況や、工期も議会の承認条件とすべきかどうかも、調査しますと

いう答弁をいただいております。似たような質問を、秋山貢議員もしましたんで、そういう回

答になった思いますけれども、４月の時の私の質問は、実はそうでなくて、完成期日とか、返

済期日とか、契約の終わる期日が入っていなければ、契約書として体をなしていないじゃない

かと、埋めておいたらどうですかというつもりで質問したわけですけども、それをさらに、上

に越すご答弁をいただきましたんで、当町の条例でもですね。５０００万以上の工事は、議会

の承認が必要になると、物品であれば７００万以上のものは議会承認が必要であると、この２行

しかなくてですね、期限については何も書いてありませんので、これは緊急課題じゃないかな

と私は思っておりましたけども、町長からは、他町もまた調査しますというご返事をいただき

ました。それで、まずですね、私の確認したいのは東川に関する仮契約書完成期日が、白紙に

なっておるわけですね。その完成期日を記入しない理由と、それから、町長の答弁にも絡めて、

他町は契約状況をどうしてるのか、まず一番目の質問としてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青栁議員の請負変更契約書についてのご質問にお答えをいたします。 

まず、４月の２２日の臨時議会にお示しした、仮契約書につきましては、工期が入っており

ませんでした。通常であれば、金額の下に工期が入ってるわけでありますけども、今回の請負

契約の金額の部分につきましては工期は別に変更契約をし、請負契約は請負金額の変更とした

もんですから、工期の欄は空欄となっていたということで、通常であれば一緒に行うものでれ

ば一緒に入る、これが普通の考え方であります。また、他町村において工事請負変更契約の、

完成期日の記載があるかどうか、通常はあるはずであります。ただ、それが議会の議決事項と

しているかどうかについて、今回調査をさせていただきました。峡南各町及び、昭和町、南ア

ルプス市の６市町、近隣の市町について調査をいたしましたので報告させていただきます。６市

町のうちの２町については本町と同様に、変更契約書といいますか、契約書にはあるわけなん

ですが、工期が議決事項となってなかった、当初からこれはなってないから変更契約において

も議決事項としておりませんでした。また１町では、完成工期は記載するが工期変更が議決事

項としておりませんでした。残る１市２町は、工期変更を議決事項としておりました。調査の

結果、議決案件の工期に係る扱いは、回答をいただいた市町村がちょうど半々が議決事項とし、

半数が議決事項としていないという状況であります。 

以上です。 

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） 

一般論としてですね、期日が空欄であれば、そこに完成期日という欄そのものが要らないじゃ

ないかという感じもします。それからもう一つ、穿った見方をすれば、もし８月に工事が終わ

らなくて、また延期になるかもしれないと、あるいは７月に工事が終わっちゃって、７月３１日

の検査日をそこにいれればいいやと、いうようなために空欄にしておくのか、印紙を３万円は

るのもあれだからというような穿った見方できるわけですね。ぜひ、一般論として高額で大事

な契約書類には何らかの期限が必ず入っておると思います。しかも３月に。延長契約、期限だ

けの変更契約を結んだということであれば、すんなりそこへは８月３１日、という期日が入る

と思いますんで、私たちが、役場へいろんな申請書類を出すときには、生年月日を埋めてくだ

さい、今日の届け出日を埋めてください、自署させられるわけですよね。ですからそんなこと

もありますんでぜひ、空欄のないようにお願いしたいと思います。 

それで、関連質問ですけれども、気にして東川を見ておりますけれども、一つは、最初のう

ちは交通指導員が６人くらいであちこちにいたんですよね。つい、２，３日前には４人しかい

なかったですね。雨の日にも、たしか４人だったと思います。積算が何人になってるかによっ

て、工事業者が、この差額が浮いてくるということもあります。積算した場合には、ぜひその

辺のチェックもお願いしたいということと、もう一つは、半分はボックスカルバートの終わっ

て残り半分を今通行どめにして、片側車線にしていますけどもそれも、もうそろそろとれるの

かなという、感じになってきてます、そうなると、ひょっとしたら７月中には工事が終わっちゃ

うのかなと、素人考えでは、６月でもあるんじゃないかなっていう感じはしますけれども、８月

３１日まで延期して、今度、そういう追加案件の金額はほとんどが人件費ですから、７月末に

完成した場合には、その１カ月分の積算金額というものは、それは返ってくるかどうか、それ

を教えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

青栁議員の今の質問にお答えします。 

今言った交通整理員とか工期の期間変更の内容と金額等を議員さん方に、説明したわけなん

ですけども、最終的にそれが、工期は、７月３１日とか早くをあがれば、それだけ交通整理員

の人数も減ってきます。最終的にそういうとこで、最後には、それぞれどんなところは変更に

なったか交通指導員の人数も変わってくるということで、最終的に精算を兼ねたような変更を、

最後の変更を行います。その中で前にも説明いたしましたけども最終的には、若干の減額に今

のところ何も起こらなければなってくるんじゃなかろうかということで、もう一度、議会へそ

の変更の請負をかけさせていただく予定になろうかと思います。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

納得いたしました。ぜひ、現場を担当課でも、時々でいいですから確認していただいて、今

のところ安全に工事も進められているようですけれども、工事の安全と、それから、スムーズ

な進行を願って、私の質問を終わります。 
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〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

もう一度、変更契約があるものと思っております。先ほど申し上げました他町村の状況とか

ですね、県も入れてると思っておりますんで、また逐条解説等も総合した結果、町におきまし

ても今後、工期も議決事項にしたいと考えております。先般のものにつきましては、今まで工

期が議決事項でありませんでしたから、そこに工期が入らない、変更の部分だけが、４月２２日

の写しになっておりましたけども、今後は、工期も当初から、議会の議決事項でする、工期の

みの変更であっても議会の議決を得て、変更契約ができる、こんな方法にしていきたいと思っ

ております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再度お答えいただきましてありがとうございます。ぜひそうしていただければ、金額、工期

と、議会において議会承認を生む案件については、議会のほうでも勉強しなきゃなりませんし、

正しい、入札が行われておれば、それを信じて、承認していくという形になろうかと思います

けれども、ぜひ、そんなふうにお願いできればと思います。 

これで私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告７番 ４番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告８番、１番、小林有紀子さんの一般質問を行います。 

 １番、小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

 公明党の小林有紀子です。これより、大きく３項目に分けて質問させていただきます。 

１つ目は、発達障害の早期発見の取り組みについてお伺いいたします。公明党の推進で制定

された発達障害者支援法が、２００５年４月に施行され丸１０年を迎えました。発達障害は、

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、そ

の他、これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとされ

ています。 

１番目の質問として、厚生労働省では従来より、発達障害は精神障害の範疇としてきたので、

発達障害者が療育手帳による支援措置を希望しても、療育手帳の交付対象とする知的障害者の

知能指数の上限値よりも知能指数が高い者は、療育手帳の交付を受けれない場合があり、平成

２２年に全国の発達障害者が平等に手帳の交付が受けられるように、改善を図るよう総務省か

らの通知がおりましたが、本町では、発達障害者に手帳が交付されているのでしょうか。本町

の療育手帳を所持している人数と、推移の状況をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまの小林議員のご質問にお答えいたします。発達障がいの早期発見については、本町
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においても関係機関との連携に努めているところであります。療育手帳は、知的障害の方に都

道府県知事が交付するものであり、本町の療育手帳所持者数は、平成２７年３月３１日現在

１３５名であり、推移につきましは、平成２２年度は１２５名、平成２３年度は１２９名、平

成２４年度は１３４名、平成２５年度は１３３名で、微増傾向となっております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

それでは、今のですと、本町では発達障害の方は、この療育手帳には入っていないというこ

とでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

県の定めによります部分で、幾つか先ほど議員さんが申し上げられましたような症状によっ

て区分けをされておりますけれども、その中で知的の障害のある子どもさんについては、申請

によって発行されている方もございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

なかなか症状によって、いろいろ判断が難しいですが、障害ですのでそこらへんの申請とい

うのはなかなか難しいのかなと思いますけれども、ぜひ、一人でも多くの方が手帳を所持して

支援を受けられるようにしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

人口減少に歯止めがかからない中、今の数字でもありましたように、療育手帳の所持者は増加

しているということがわかります。文部科学省の調査によると、公立小中学校の通常学級に通

う児童生徒の６．５％に発達障害の可能性があり、これに特別支援学校などを加えると、およ

そ１０人に一人の割合で発達障害の人がいると考えられるそうです。障害ごとの特徴がそれぞ

れ少しずつ重なり合っている場合もあり、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難し

いとされています。 

２番目の質問として、本町で行なっている乳幼児検診の現状と発達障害が疑われる児童への

対応・指導方法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） 

それでは、ただ今のご質問に答えします。乳幼児健診は、現在、３・４か月児、７・８か月

児及び１歳児を対象とした健診と、１歳６か月児健診、２歳児歯科健診、３歳児健診を実施し

ております。特に、２歳児歯科健診と３歳児健診では、保健師が発達チェックを念頭に問診・

相談、集団遊びにおける行動観察を行っており、また臨床心理士による個別相談も実施してい

ます。乳幼児健診以外でも保育所・幼稚園の集団生活の中や保護者からの相談で発達障害が疑

われる場合もあり、健診や集団療育訓練事業、個別対応で経過を追いながら、早期に専門医療

機関への受診勧奨や継続相談が可能な児童発達支援センターの紹介を行っています。さらに保
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育所では、加配保育士の配置や心理相談員の指導を受け、個別指導にあたっています。なお発

達障害の受容が難しいケースの場合は、山梨県こころの発達総合支援センターや峡南圏域相談

支援センターと連携し早期診断・早期療育につながるよう支援を行っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

文部科学省は、平成１９年、２０年度の２年間、教育委員会および教育関係機関が、医療、

保健、福祉などの関係機関と連携し、発達障害早期総合支援モデル事業を、全国２７地域で行

い、山梨県として、山梨市、甲州市、笛吹市が実施しました。その報告書の中でも、乳幼児健

診は、母子保健法に定められている１歳６か月検診、３歳児健診のほかにも、法制化はされて

はいないが、５歳児に健診を行う市町村が増えてきている。また、３歳までの健診では、集団

行動における問題は明確になりにくいが、５歳児であれば、そのほとんどは幼稚園、保育園な

どで集団生活を経験しているため、発達上の問題を明らかにしやすいということ、３歳で行う

乳幼児健診と就学時まででは、時間的な開きが大きく、十分なスクリーニングや支援につなが

るつなげることが困難であることなどが、５歳児健診を行う目的としています。 

３番目の質問として、発達障害児の早期発見・早期療育のため、５歳児健診を実施すべきと

考えます。さらに、健診時に保護者へのアンケートを行い、その結果を踏まえ、発達支援相談

員が幼稚園や保育園に出向き、行動を観察。その後の取り組みにつなげるべきと考えますが、

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） 

それではただいまのご質問にお答えいたします。山梨県立こころの発達総合支援センターで

は、１歳６か月児・２歳・３歳児健診での発達スクリーニングの精度を高め、発達特性の早期

把握をし、早期に療育支援に結び付けていく方向性を示しております。本町においても、ここ

ろの発達支援センターの示した年齢児の健診を行っており、健診時には保健師による問診や行

動観察により、早期発見に努めております。また、集団保育の場では、保育士が発達特性の早

期把握を行い保健師と連携することで、早期に療育につなげるような支援を行っております。

さらに峡南圏域地域療育等支援事業で実施している保育所・幼稚園の巡回相談を活用し、臨床

発達心理士等から助言を受け、個別支援方法について検討し、支援にかかわる機関と連携を図

り対応しております。こうしたことから、今のところ５歳児健診の実施は考えておりません。 

今後も、こころの発達総合支援センターで示すマニュアルや研修等により早期発見の技術的向

上を目指し、発達障害支援にかかわる多職種、他機関と連携を図り、療育体制の充実、支援に

努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

就学時健診よりも前に、保護者が子どもの発達の状況について把握する機会ということで、
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早期から必要な相談、支援の場が提供される機会が幾重にも増やしていくということが大事で

はないかなというふうに思っております。モデル事業を終了した３市とも、５歳児健診を継続

して実施しています。特に甲州市では健診を７回、３か月、１歳、１歳６か月、２歳、３歳、

５歳と、７回実施していますけれども、健診率もそれぞれ９０％以上です。また、各発達段階

の健診と保護者を対象にしたアンケート調査や、軽度発達障害スクリーニング票、心理相談な

どから、早期から支援が必要な児童に対して、具体的な対応を実施しています。山梨大学医学

部の研究者と連携のもとで、５歳児健診では、自閉症スペクトラムや注意欠陥多動性障害など

の疑いのある子どもの早期発見と支援に役立てています。今年度の５歳児健診を受けた約

３００人の幼児では、およそ３３％が身体的・精神的にグレーゾーンの要指導・要治療・要経

過観察の幼児であったそうです。何より、発達障害は早期発見・早期療育の開始が最も重要で

す。就学時健診で発見すると、親がそのことを受け入れるのに時間がかかり、適切な対応、対

策を講じることなく子どもの就学を迎えるため、状況を悪化させてしまうという現状がありま

す。その後の学校、社会生活を営む上で、いろいろな問題が生じやすく、いじめや不登校の原

因にもなっています。また、最近の悲惨な凶悪犯罪の加害者が、発達障害を抱えていたという

ケースも起きています。子どもへの対応に困り、育児に自信が持てなかったり、ゆとりが持て

ず、それらが子どもの情緒・行動への二次的な障害や虐待へとつながるリスクがあります。親

が子どもへの理解を深め、自ら問題に対応ができる具体的な方法を学ぶことにより、自信を持っ

て子育てができ、また虐待などにつながる二次的障害を予防することができると考えます。 

再度質問いたしますが、以上のことから、スクリーニングとして最適であり、就学までの１年

間の余裕がもてる５歳児健診が必要と考えます。さらに、弱視の早期発見のために視力検査を、

本町では２歳の時にしていると言っていましたけれども、さらに視力検査をするところやテレ

ビ・ビデオなどの視聴時間なども含めて、生活習慣病予防として指導しているところもありま

す。第１次富士川町総合計画の基本構想の中に、「子育て世代が抱えている、さまざまな精神的・

経済的な悩みを緩和し、安心して子どもを産み育てることができる地域社会の形成を図ります」

とあります。未来の宝、富士川町の子どもたちのために、発達障害者支援について町長の見解

を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） 

ただいまのご質問にお伺いします。議員さんがおっしゃられることは、とてもよくの理解で

きます。しかし、３歳児健診までといいましても、３歳児健診だけで終わるのではなく、その

とき、そのときに、問診やお母さんとの話の中で、チェックが必要な子に関しましては、それ

以後も個別対応を欠かさずしております。訪問指導、こちらのほうでも、個別療育に関して相

談事業も子育て支援課のほうで行っておりますので、ケアのほうは十分しておりますので、あ

えて５歳児健診に特化してなくても大丈夫だと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

小林議員の質問にお答えいたします。発達障害というのは非常に範囲が広くて、今分かって

いる自閉的傾向のあるもの、あるいはＡＤ、ＨＤ、いろいろあると思います。通常の子どもた
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ちの生活と比べて、ちょっとおかしいというのが発達障害ということでではないかなと。身体

障害あるいは知的障害はそれぞれ指定医がおりまして、診断をし、それぞれ手帳を出したりし

ていますが、ここの部分については、非常に親ごさんにも、うちの子どもに限ってというとこ

ろがあります。ただ、２歳児健診、あるいは１歳６か月、３歳児健診をするときに、専門医も

連れていきながら、町の保健師も行っております。また保育所では町の保健師が、常時、見て

おりますので、もしそういうものがあれば当然、この狭い富士川町ですから、子育て支援課が

中心になりながら家庭訪問をしたり、いろんな追跡の指導ができると思っております。５歳児

がいいか、７歳児がいいか、いろいろ考え方があると思いますが、いずれにしても早期発見、

早期支援ということであると思いますので、今のところ、私も子育て支援課、あるいは福祉保

健課に聞いてもですね、そういった子どもたちの状況を把握しています。常に家庭訪問もして

いますということですので、あえて５歳児健診をしなくてもいいんではないかという結論に

至ったところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

子育て支援課の皆さんが、本当にきめ細かく行ってくださっていることは本当に承知してい

ますけれども、実は私の７歳上の兄が発達障害で、施設に５０年間入っておりましたけれども、

もっと早く障害に対する知識や周りの支援があれば、一緒に生活ができたのかもしれないない

というふうに思っているところです。ぜひとも前向きな検討をよろしくお願いしたいところで

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時０４分 

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

再開 午後２時１２分 

 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

２つ目の質問をさせていただきます。公共屋内施設利用者の安全確保について質問いたしま

す。日本は世界有数の長寿国です。老後を元気に暮らすためには、健康の維持が何より大切な

ことは言うまでもありません。町内においても、それぞれのライフスタイルに合わせ、グラウ

ンドゴルフやソフトボール、ウォーキングなどや各種イベントに多くの方が参加されておりま

す。また、サッカーや野球などのスポーツ少年団活動も盛んです。町の体育協会、指導員の皆

さまのご協力のおかげで、町民の皆さまが楽しくスポーツに親しむことができています。 

そこで１番目の質問として、町内の校庭やグラウンドなどの社会体育施設の屋外利用者の使

用状況をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
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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、小林議員の町内の社会体育施設の屋外利用者の使用状況についてお答えします。

屋外の社会体育施設の利用者は、平成２６年度の延べ人数で約７万９千人であり、主な利用は、

テニスやサッカー、ソフトボールなどであります。このうち、特に利用人数が多い屋外施設と

しまして、利根川公園のテニスコートが延べ２万１千人、利根川公園のスポーツ広場が延べ１万

７千人、夜間照明施設の増穂小学校運動場が、延べ１万２千人であります。 

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） 

本当に多くの幅広い方、年代の方に使用していただいているわけですが、日ごろより体を動

かし、生きがいを持って心豊かに生活することは、健康寿命を延ばし、本人や家族にとっても

喜ばしいことです。行政側にとっても、医療、介護関連の予算抑制にもつながります。また、

厚生労働省の調査によると、日本人の死因は、第１位のがんに続き、心疾患が第２位とのこと

です。自分の病気の予防と同時に、周囲の人たちの心臓病発症にも十分な備えが必要ではない

でしょうか。心臓が停止した人に電気ショックを与えて救命する医療機器、自動体外式除細動

器ＡＥＤは、かつては医師しか使用できませんでしたが、公明党の推進で、一般の人たちの利

用が認められるようになりました。消防庁の調査によると、心肺停止状態の患者に一般の人が

ＡＥＤで応急処置をした場合、１か月後の生存率は４５％であり、処置しなかった場合の４倍

強にもなるそうです。 

２番目の質問として、救命救急時に使用するＡＥＤの社会体育施設への設置状況と使用可能

時間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） 

２番目の救急救命に使用するＡＥＤの設置状況と使用可能時間についてお答えいたします。

ＡＥＤを設置してある社会体育施設につきましては、殿原スポーツ公園、利根川公園、増穂小

中学校体育館、鰍沢小中学校体育館、ふれあい広域体育館の 7施設であります。このうち、殿

原スポーツ公園は、公園の管理棟にＡＥＤを設置してあり、利根川公園につきましても、町民

体育館の事務室に設置してありますので、管理人の執務中、使用が可能であります。また、各

小中学校の校舎内にＡＥＤを設置してありますので、学校職員の執務中は、屋外での使用が可

能であります。なお、貸出し用のＡＥＤも用意してありますので、希望者に、ＡＥＤの貸出し

対応も行っ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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ＡＥＤの貸し出しは行っておりますけれども、屋内に設置されている部分、小学校中学校の

体育館などですね。本当に施設の開放時間内に限られるわけですけれども、夜間や休日には校
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舎が施錠されていて、屋外で使用することができないということだと思いますので、使用でき

なければ、助かる命も助けることができません。 

事故や急病、災害などにいち早く対応するために、３番目の質問として、ＡＥＤの屋外型収

納ボックスを導入し、現在設置しているＡＥＤを移設し、さらなる救命率の向上を目指し、

２４時間使用可能にするべきと考えますが、見解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） 

３番の、小林議員のＡＥＤの野外のボックスを導入して現在設置してあるＡＥＤを移設し、

２４時間使用可能かという質問にお答えいたします。ＡＥＤを屋外に設置することは、盗難や

破損などが危惧されるとともに、精密機械であることから管理が難しいものであります。この

ことから、希望者に対しての貸出しを勧めるとともに、現在設置してあるＡＥＤの設置場所を

人目のつきやすい場所に変更するなどの対策を行い、緊急時に備え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） 

屋外型収納ボックスは、今販売されているものでは、内部の温度を使用可能な温度に維持で

きるようにしてありまして、気候や天候などに左右されずに保管することが可能で、全国的に

普及しております。いつでも、だれでも使用できるように、鍵は当然つけておりませんが、い

たずらや盗難に対しては、ボックスを開けると、大音響のブザーが鳴る仕掛けになっています

ので、人命救助を最優先に考えていただき、早急に、屋外ということも検討をお願いしたいと

思います。 

次に４番目の質問として、現在、小中学校のＰＴＡの研修で行っている、ＡＥＤを使用した

救命救急に関する講習会は保護者のみが対象となっております。小中学校の子を持つ親の世代

が高齢者を支え、未来の子どもたちを育む、社会全体を支える年代です。親がＡＥＤを使用で

きるようにすることはもちろんですが、ぜひ、親子、家族での参加として開催していただきた

い。おじいちゃんおばあちゃんは、一番、孫がかわいいですから、孫といっしょに参加すると

なれば、喜んで来ていただけると思います。親子の絆、家族の支え合い、近隣の方たちにとコ

ミュニケーションを深め、一人ひとりの命の大切さ、共助の仕方を学び合う機会として、ぜひ、

親子や家庭で参加できる講習会として取り組めないか見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

○教育総務課長（野中正人一君） 

ただいまの小林議員のご質問にお答えいたします。町内小中学校のＰＴＡでは、毎年計画的

にＡＥＤを使用した救命救急講習会を開催しております。また、児童・生徒についても授業の

中において、救急法について勉強するほか、中学校では、ＡＥＤの使い方についても実践して

いるところでございます。このことから、今後もＰＴＡ活動と学校授業との両面から、できる

だけ多くの人が救命救急法を学ぶことができるよう取り組んでまいりたいと思います。 

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） 

ＡＥＤの設置が十分に図られても、いかに使用できる人を増やしていくかが大事だと思いま

す。講習会に１回参加したくらいでは、すぐに忘れて、私だけでしょうか、すぐに忘れてしま

いますので、授業で応急手当てをしているということでしたけれども、やはり、親子で参加し

たり、地域の方たちといっしょに参加したりすることで、そこで、またＡＥＤの同じ知識を学

び、ＡＥＤも一人ではできませんので、声をかける方とか救急車を呼ぶ方か、そういう指示を

するということでありますので、あらゆることを吸収をしながら、講習会を毎年実施していく

ことがの将来的に救命率のアップにつながるものと期待して、さらに、講習会の開催をお願い

したいと思います。 

それでは３つ目の消防団員確保の支援策について質問いたします。消防団は消防組織法に基

づき、それぞれの市町村に設置される消防機関として、団員は非常勤特別職の地方公務員とな

ります。火災や災害発生時には、自宅や職場から現場に駆けつけ、消火活動、救助活動を行っ

たり、火災を未然に防ぐための防火指導、巡回広報、特別警戒なども行います。日々、たゆま

ぬ訓練を行い、地域に密着し、住民の安心と安全を守るという使命感と責任感あふれる行動に、

心から感謝の思いでいっぱいです。 

１番目の質問として、まず、現場の消防団員の現状と、団員確保の取り組みについてお伺い

いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

○防災課長（秋山佳史君） 

小林議員の消防団員の現状と、団員確保の取り組みについてのご質問にお答えいたします。

本町消防団は、人口減少や少子高齢化社会の到来、就業構造の変化などに伴い、団員数が減少

傾向にあり、地域の安全確保や地域防災力の低下が、憂慮される状況にあります。本年度の消

防団員数は、各区のご支援をはじめ、団員やＯＢ団員などのご理解とご協力によりまして、前

年度より４名増加し、団長以下２７３名の組織体制で運営しているところでありますが、将来

にわたり地域の防災力を確保するためには、団員の確保は優先課題として取組む必要があると

認識しております。こうしたことから、消防団を取り巻く環境と消防団員へのサポート事業な

どの充実を図ることにより、地域との協働による団員確保と地域防災体制の充実を図ってまい

り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） 

 ４名プラスになったということで、本当に取り組んでくださっていることがよくわかります。

このＯＢというのは、機能別消防団員の方だと思いますけれども、１５名の方がいらっしゃる

というふうには聞いていますけれども、今まで培った経験を生かしていただいて、この機能別

消防団員のＯＢの方をもっと強力に推進していただきたいと思います。少子高齢化に伴う人口

減少や社会情勢の変化などにより、かつて全国では２００万人いた消防団員が、今は約８８万

人にまで減少し、本町においても、本当にこれから、防災力の低下が危惧されているところだ
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と思います。消防団は、私たちの生活に欠かせない重要な存在であることを鑑み、町として団

員確保に本腰入れて取り組むべきと考えます。 

そこで、２番目の質問として、全消防団員の約７割が被雇用者、サラリーマンという状況の

中、消防庁が推進している消防団協力事業所表示制度の導入を実施すべきと考えますが、見解

をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

○防災課長（秋山佳史君） 

小林議員の、消防団協力事業所表示制度の導入についてのご質問にお答えします。地域防災

の中核であります消防団は、就業形態等の変化による消防活動への影響が生じていることから、

消防団員を取り巻く活動環境の整備は、喫緊の課題であると考えております。こうした中、本

町消防団員の就業形態は、半数以上が被雇用者であり、今後も、被雇用者率の増大が見込まれ

ることから、消防団に入団しやすく、活動しやすい環境を構築する必要があると認識している

ところであります。こうしたことから、消防団と事業所等の連携・協力体制を一層強化し、地

域における消防・防災体制の充実を図るため、今後、本制度の導入に向けて検討してまいりた

いと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

この制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、事業所としての消

防団への協力が、事業所の社会貢献として広く認められるものです。全国の９２６市町村、８，

６０３事業所で実施しています。県内では、甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、南アルプ

ス市、北杜市、甲斐市、上野原市、そして道志村、小菅村で実施しています。事業所に対して、

消防団活動への理解と協力を促進し、多くの事業者が実施していただければ、富士川町に住ん

でいなくても、勤務先が町内であれば、平日昼間に発生した災害時の団員確保につながるもの

と思われます。国においても、従業員の消防団への加入、消防団活動が円滑に行われるように

するための事業者による配慮、消防団員に対する不利益な扱いの禁止などについて、経済団体

などに働きかけを行なっています。ぜひ、積極的な検討をよろしくお願いいたします。 

そして、最後の質問ですが、昨年度より町内の飲食店や小売店などにご協力いただき、消防

団員を対象とした消防団サポート事業を実施していますが、１５店舗しか加盟していないので、

今後の協力店舗の推進への取り組みについて、また、割引や特典の対象が店舗によってばらつ

きがあるので、消防団員とその家族が受けられるように統一していただけるよう、対象の拡大

についてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

○防災課長（秋山佳史君） 

小林議員の消防団員サポート事業につきましてのご質問にお答えいたします。本町では、消

防団員の加入を促進し、安定的な団員を確保するための一環としまして、平成２４年度より準

備を進め、平成２６年度から本格実施をしております。現在、１５店舗のご協力を頂く中で、

消防団サポート事業を展開しております。この制度は、消防団サポート事業協力店舗において、
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消防団員が商品等の購入時に、団員証を提示することで、特典や割引などの優遇措置を受けら

れる制度であります。また、団員と店舗の双方にメリットがあるとともに、サポート店側は地

域貢献を果たす店舗として、高く評価されているところであります。こうしたことから、今後

も商工会加盟店をはじめとする店主の皆さまに本事業の趣旨をお伝えし、サポート事業所や

サービス対象者の拡充に向けて検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

平成２２年に南アルプス市では、全国に先駆けともなる画期的な事業として、この消防団に

特典ありますと題してサポート事業を始め、２００３年度は１０８店舗が加盟しました。山梨

市では５９店舗、道の駅でも商品５％引きとなっています。甲府市では１５７店舗で加盟、ロー

ソンで２千円以上の事前注文時に１０％引きになるそうです。本町では７月からプレミアム付

商品券も始まりますので、商店街の消費喚起、地域活性化につながり、町全体で消防団員を応

援することで、防災体制の充実が図られていくことを期待し、ぜひ推進をお願いしたいと思い

ます。 

以上で私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告８番 １番 小林有紀子さんに一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に通告９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） 

     それでは通告に基づきまして、大きく２つの質問をさせていただきます。３月議会におきまして、

中部・五開の活性化ということで、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

いただきました。今回は始めに、かじかの湯および鰍沢デイサービスセンターについて質問させて

いただきます。かじかの湯、鰍沢デイサービスセンターは、現在は、それぞれ指定管理者による運

営となっておりますが、いずれも平成２３年から平成２８年３月３１日までの協定となっておりま

す。この年度をもって指定管理が満了となることから、次の運営方法を検討していく必要があると

思います。そこで１つ目の質問ですけども、今年度末をもって満了となるかじかの湯、鰍沢デイサー

ビスセンターの指定管理に関して、今後どのような選定手続きを行っていくのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

深澤議員のご質問にお答えさせていただきます。かじかの湯および鰍沢デイサービスセンターの

指定管理につきましては、平成２８年３月末で満了となりますので、現在の指定管理者に意向を確

認し、継続の意向が無かった場合には、指定管理者の公募を行っていきたいと考えております。今

後のスケジュールとしましては、公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づ

き公募を行い、応募者があった場合には、学識経験者等からなる選定委員会を開催して、指定管理

候補者の選定を行います。その後、１２月議会に業者指定議案を上程したいと考えております。な

お、応募者がなかった場合には、今後について庁内で検討し、年度内には結論を出していきたいと
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考えております。 

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） 

今の答弁の中で、応募がなかった場合には年度内にもう一度考えていくという、もう一度、その

ところをお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

応募者がなかった場合には、今後について庁内で検討いたしまして、年内には結論を出していき

たいということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

２つ目の質問に移ります。かじかの湯、鰍沢デイサービスセンターは、現在同じ社会福祉法人に

よる運営となっております。平成２２年度当時の募集においては、個々の運営、一体的な運営の２つ

の選択ができるような状況で公募をしたようですが、平成２８年４月以降の指定管理募集は、町と

して２つの施設を持ち続けることを前提に、施設ごとの指定管理を考えているのかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えさせていただきます。前回のかじかの湯、鰍沢デイサービスセンターの指定管理

者募集要項では、２施設の一括管理・運営、かじかの湯の管理・運営、鰍沢デイサービスセンター

の管理・運営の３つから選択できることとなっており、選考の結果「かじかの会」が２つの施設を

管理することになりました。今後公募を行っていく場合には、前回同様、３つの中から選択ができ

るようしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

わかりました。それでは３番目の質問に移らせていただきます。 

指定管理制度は、平成１５年の地方自治法の改正により、地方公共団体が設置する公の施設につ

いて、地方公共団体が指定する法人や団体が管理を行うことができるようになりました。本来、指

定管理制度は、民間の企業やＮＰＯなどを含めた法人や団体であれば、指定管理者になることがで

きる制度で、民間の能力やノウハウを施設の管理運営に生かすことにより、多様化する利用者ニー

ズへの対応、サービスの向上などを図ることをねらいとするものです。現在の指定管理者の運営方

法が民間ノウハウを生かしているのかは、少々疑問なところもあります。 

そこで３つ目の質問ですけども、今回の募集にあたっては、運営における工夫やアイディアをプ

レゼンテーションさせて、競わせることも必要だと考えますが、そのへんどのような方法で募集を



 ９５

考えているのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。仮に公募となった場合、指定管理者の選考につきましては、選考委員会によ

る応募者からの意見聴取を行い、選定基準に照らし合わせて採点をする総合評価点方式を採用して

いきたいと考えております。その評価項目に地域貢献や施設を活用した観光施策といった企画提案

点を設けることで、応募者からの提案を引き出すことができ、多方面からの審査ができるものと考

えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     １点だけ再質問させてきます。かじかの湯は、特に効能がいいということを聞いております。こ

れを前面に打ち出して、営業時間をもう少し遅くまでしたり、あるいはまた料金面もまだまだ改善

の余地が多々あるような気もします。リピーターを増やすためには、好印象を与えることが重要で

あると考えますが、現時点において、指定管理者に対し何か指導することは考えていないのか、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） 

ただいまの深澤公雄議員のご質問の、かじかの湯へ現時点において指導することができないかと

いうご質問でございますけれども、営業時間につきましては、以前は平日が２０時。土日祝日が

２１時まで営業しておりました。しかし、入館者の増加を目的に今年２月までは、平日の火曜日、

金曜日も２１時まで営業を行いました。しかし、思うようにいう入館者の増加がなく、電気代等の

運営経費が増加したことにより、現在の平日は、また２０時までとしております。リピーター等の

常連客を増やす対策といたしましては、無尽会や車で来られないお客様の送迎、イベントでの割引

券の配布。郷土料理や渓谷散策と、温泉の日帰り体験ツアー。７月から１０月の夏の期間のバーベ

キューサイトの設営など、指定管理者において鋭意努力をしているところであります。今年度、３月

３１日までの指定管理期間ではありますが、毎月の業務報告をいただく際に、経営状況につきまし

て指定管理者と協議しているところでございます。 

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） 

わかりました。山梨県は公共温泉が非常に多い県だということで、６０余り、あるそうです。そ

のほとんどが赤字という状況なんですけども、聞くところに、長野県にもあるんですけど、長野県

は結構黒字のところもあるそうです。いろいろ、また改善していけば、いい方向に進んでいくんで

ないかと思いますのでよろしくお願いします。 

１つ目の質問は終わりまして、２つ目の質問に移らせていただきます。鰍沢中学校についてお伺
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いいたします。本年度、私はおかげさまをもちまして、鰍沢中学校ＰＴＡの役員をさせていただい

ております。町においても、子どもたちのためにいろいろな面で、ご支援いただき誠にありがたく

思っております。ただ、役員として学校に行く機会が増えたことにより、いろいろな面が見えてき

てしまいました。私の口からこの問題を出すのは、非常に心苦しいのですが、あえてここで問題提

起をさせていただきたいと思います。平成２７年度の鰍沢中学校の在籍生徒数は、全校生徒９３人

です。本年度入学した生徒が２５人。３学年とも１クラスという状況です。部活動においても８ク

ラブありますが、すべてのクラブが３学年あわせて１０人前後という状況です。総体が終わり、３年

が引退すれば、また人数が少なくなり、団体戦も組めないクラブも出てくるような状況です。野球

部においても、現在、部員が７人。増穂中学校と合同で試合に出ているところです。 

そこで１つ目の質問ですが、現在の生徒数での授業やクラブ活動等の教育環境を、教育委員会と

してはどのように捉えているのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

深澤議員の鰍沢中学校についてのご質問にお答えさせていただきます。少子化の影響などによ

り、鰍沢中学校の生徒数は減少傾向にあり、先ほど議員さんがおっしゃったように、本年度は

全校で９３人となっております。現在の学級編成基準では、山梨県は３５人学級となっている

ことから、クラス替えはできない状況となっておりますが、授業についての影響はないものと

考えております。また、クラブ活動につきましては、生徒数の減少からクラブ数が減少してい

ること、部員数の減少から、団体競技の編成ができなくなるなどの影響が出ていることは認識

しているところでございます。 

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） 

鰍沢中学校の現在の生徒数から考えますと、２年後には鰍沢中学校生徒数は６１人です。３年後

には５５人となってしまいます。大変厳しい現実が待っています。できれば鰍沢中学校存続をして

いくのが望ましいと思います。そのためには、今すぐにでも鰍沢中学校をどうしていくのかを真剣

に考えていくべきと考えます。また、これから山王地区の分譲もあり、今後、子どもの増加も期待

されますが、その成果が出るのはまだまだ先の話だろうと思います。ただ、もし鰍沢中学校がなく

なれば、山王地区の分譲にも大きな影響を与えるものと思われます。また、本年度の生徒を地域別

に見てみますと、旧鰍沢地区での中心的な地域、戸川以南から富士橋と駅前を合わせた生徒数は

１９名、中部・五開が１４名。そして戸川より以北の生徒が５６名となっております。学区の見直

しも一つの方法だと思いますが、住民、保護者の理解を得るのは、決して容易な話でないと思われ

ます。行政としてドライに考えるならば、今現在、鰍沢中学校と鰍沢小学校は借地であります。主

権者と売却交渉をしているということですが、かんばしい返事が得られていないという状況だと聞

いております。半永久的に、借地料を払い続けることを考えるならば、中学校は統合して、鰍沢中

学校あるいは小学校のどちらかを、地権者にお返しするという選択肢もあるとも思われます。 

そこで２つ目の質問としまして、もうこの問題は、どちらにしろ、現状の分析、把握をし、将来

を見据えて、そしていろいろな角度から議論、検討方法についても考えていく必要があると思いま
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す。そのへんのところをどう考えているのかお伺いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

今後の検討方法についてのご質問にお答えさせていただきます。教育委員会では、平成２５年

度に学校規模適正化基本方針を策定し、この中で中学校については、当分の間は現状での配置

を継続することとしております。また、現在町が進めております子育て支援や人口増加策の成

果や駅前地区の宅地分譲事業の動向も見定める必要があると考えております。このことから、

中学校のあり方につきましては、今後の児童生徒数の推移を見極めながら、検討していく必要

があると考えております。 

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） 

富士川町が発足して５年余りですけれども、五開小学校、中部小学校、増穂西小と、３校が閉校

になってしまいました。早め早めに行動して、町の将来、次世代のために、どういった方向がよい

のか、みんなで知恵を出し合って考えていくことが大事だと考えます。ぜひこの問題については、

前向きに、いろいろ検討していっていただきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告９番 ２番 深澤公雄君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告１０番、１１番、市川淳子さんの一般質問を行います。 

 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

それでは一般質問させていただきます。私も大きく２つの質問でやらせていただきたいと思いま

す。一番。住宅街確保密集地における防火水槽の設置についてお尋ねします。大規模災害時におけ

る火災には防火水槽の有無が、火災被害を食い止める有効な手段となっております。防火水槽につ

いて町の考えを伺ってまいります。消防水利として有効な町内の防火水槽の設置状況と今後の整備

をどのように進めていくのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）  

ただいまの市川議員の防火水槽の設置状況と今後の整備についてのご質問にお答えしたいと思い

ます。南海トラフ巨大地震などの大規模災害による被害が懸念される中、消防水利の確保は、重要

な消防・防災対策であると認識しているところであります。こうした中、町内の公設による防火水

槽は、１０３箇所に整備されておりますが、これまでの大規模災害から得た教訓では、火災による

延焼や家屋の倒壊に加え、液状化被害などにより、消火栓が使用不能となったケースもあったこと

から、更なる消防水利の確保を着実に進めていく必要があると考えております。こうしたことから、

国や県からの財政的支援が得られる見通しとなった場合には、必要に応じて、公共用地への耐震性
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防火水槽の設置を推進し、地域住民の安全・安心の確保に努めて参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） 

 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

町の富士川町地域防災計画の中に、耐震性貯水槽と一覧というものが載ってました。今課長おっ

しゃったように１０３カ所ということで、増穂地区には大きいもので、１００トン。それから小さ

いもので４０トンという防火水槽が、５７カ所ということでちょっと調べさせていただきましたけ

れども、あと鰍沢地区は大きいものでも４０トン。小さいものでも１０トンということで４５カ所

あります。積極的にですね今、補助金があるということで私も補助金のほうも、ちょっと調べさせ

ていただいたんですが、そういうものがしっかりあるうちに、今、非常に、災害というものが、震

災を含めてですけれども、非常に、不安材料としてあるときに、それが、飲み水になったりですね、

防火だけではなくて飲み水にもなるような、そういうような機能を備えたものもありますので、ぜ

ひ積極的にやってもらいたいなと思います。 

２番に移ります。平成２７年度の予算には、第三分団の詰め所建設関連工事が予定されておりま

す。防火水槽の整備もあわせて考えていく必要があると思いますが当局の考えを伺うということで、

質問さしていただきました。本当に、私も地元としてありがたいなと思っております。第三分団の

ですね、詰所は毎年１回記念撮影をするんですが、駐車場が全くなくて、道路にですね、ここに欽

也議員さんもいらっしゃいますけれども、道路に椅子を並べて、道路の向こう側に写真やさんがい

て、車がとおれば、「はいストップ」みたいなそんな状況でですね、写真撮影をしているような状況

なので、第三分団の詰所を、新しく建築してくださるのは、本当にありがたいなと思っております。

当初予算にですね。詰所の建築塗装擁壁工事には２８７８万２０００円ということで、のってます

けれども、多分これにはですね、その防火水槽の部分はないんじゃないかなと思っております。せっ

かく造るのであれば、ぜひ、防火水槽もですね、駐車場をコンクリートにする前にですね、それも

含めてやった方が絶対いいなと思っておりますけれども町の考え方をお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）  

ただいまのご質問にお答えいたします。地域の防災拠点であります第三分団詰所は、駐車場スペー

スもなく建物も老朽化していることから、本年度予算に移転新築に伴う詰所建設、敷地舗装、擁壁

工事費を計上させて頂き、今年度中の完成を目指して取組んでいるところであります。しかし、第

三分団詰所移転建設予定地周辺には、消火栓はあるものの防火水槽がないことから、国へ緊急防災・

減災事業債を活用した防火水槽の設置を考えておりますので、今年度、予定していました舗装工事

は休止し、明年度以降の工事として防火水槽を設置し、更なる消防力の充実・強化を図って参りた

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） 

ぜひお願いしたいと思います。増穂地区の５７カ所をちょっと調べさせていただきましたけれど

も、そこら辺にはないです。防火水槽がありませんので、ぜひ、これから第３分団の詰所を建築し
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ていただくときに、ぜひ、若干、工事がおくれてもですね、これはやるべきだと思いますので、ぜ

ひ進めていってほしいと思います。 

それから３番に移りますけれども、第三分団のところで私非常に気がついたんですが、他のとこ

ろにもこの際、防火水槽の整備に取りかかってもいいじゃないかというふうに思っております。詰

め所で容易にコンクリートとかががっしりしてなくて、今できるような場所はないのか、そして、

もしも、先ほど町長はですね、長澤議員の質問のときでしたっけね、鰍沢プールを埋め立てて貯水

槽を１００トンの、水槽をするということで、これはもう言うまでもないことなのかなと思いまし

たが、あえてに書かせていただきましたけれども、３番に移ります。第３分団以外の詰所で、防火

水槽の整備に取り掛かりやすい箇所はほかにないのか、また、今計画している公共施設再配置計画

にも積極的に防火水槽の整備を絡めて考えていくことが必要だと思いますが町の考えを伺ってまい

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）  

ただいまのご質問にお答えいたします。防火水槽は、火災が発生した際の被害を最小限に食い止

めるために必要となる量の水を蓄えておくためにあり、その設置場所は、永年にわたり設置可能な

場所を必要とすることから、公共施設用地をはじめとする町有地が望ましいと考えております。 

 こうしたことから、第三分団以外の詰所への設置を考えますと、周辺に防火水槽がなく、更に

敷地内が未舗装である第一分団詰所への設置が考えられます。 

 また、公共施設再配置計画では消防団詰所は検討されておりませんが、新町民会館の駐車場と

なる鰍沢プール跡地に１００ｔ規模の防火水槽を計画しております。今後も防火水槽の設置場所と

しての適地を見極めた上で、必要に応じて、町有地への設置を検討して参り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） 

よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、大きな２番に移ります。この質問なんですが非常に私も考えていて難しい。困ったな

と思いながらですね、でもこれが今富士川町にはとても必要だなと思うので、あえて一般質問をさ

していただきます。 

さまざまな支援制度の支援コーディネート化の必要性について。いうことであります。この質問

をですね、する前に、何人かの課長さんたちにちょっと、今、こんなふうなことを思っているんだ

けれどっていうお話をさせたときに、ある課長さんから、コーディネートってことですよねという、

お言葉をいただいて、私は即ここに書かせていただきましたけれども、一番に入ります。富士川町

は、住民福祉のためにさまざまな支援策を打ち出してきております。これらの支援策を有効に活用

するためには、支援コーディネート化が必要だと考えております。支援を必要とする側と、支援を

提供する側とのコーディネーターの存在が必要だと考えておりますけれども、町の見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

市川議員の支援のコーディネート化の必要性についてのご質問にお答えをいたします。町では、
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様々な分野での制度や支援策を設け、また、国や県の諸制度を有効に活用していただくために、そ

の内容を住民の皆さんに対して、町の広報やホームページを活用しながらお知らせしているところ

であります。しかし、多くの制度や支援策の中には、複雑なものや、専門用語の多いものも少なく

なく、住民の皆さんからどこに相談したらよいか、よく分からないといったケースが増えていると

聞いております。こうしたことから町としましては、職員が、住民の皆さんの必要性や希望等に耳

を傾け、適切な制度や支援策を紹介することができるコーディネーターとなり、ニーズに合ったき

め細かな対応ができるよう努めていくことをこれからの目標にしたいと考えております。そのため

には、各課の連携を高めることのできる組織体制づくりや、職員一人ひとりの更なる資質の向上を

図ること、ＰＲや伝達の方法を向上させるなど、住民にやさしい役場づくりを考えてまいります。 

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） 

ありがとうございます。この間ですね、町長がですね、いろんな支援策を打ち出してきました。

少しずつ少しずつそれが町民の方にですね、行き渡ったり、広報とかというところで、お知らせし

てないわけではないんです。お知らせしてないわけではないんですが、浸透してないということで

すよね。その浸透するにはどうしたらいいかっていうのは二つの面があって、役場の中の人たちが

課を越えて、ほかの課の支援制度まで、理解しているかという、そこの部分が今、町長がおっしゃっ

てくれた各課の連携、あるいは職員の意識の向上とかというお話しになったと思うんですが、本当

に感じてるところは、同じとこでありまして、これはですね、今までの町長の政策はですね、例え

ば一番先にやられたことは、小さな子どもを守るために、小学校、保育園、学校を耐震化しましょ

う、まず小さな子どもたちの命を守るんだと、いうところから始まりまして、それからですね、い

ろんな政策を子育て支援から、環境、太陽光をそこに設置しましたよねいろんなことやりました。

いろんなことをやって、それを今度は人間がというか、人がですね、それを人にお伝えする、そう

ゆうことを、これから行政でやっていかなきゃならない。そういう時代が今来ていているんだと私

はの痛感しているんです。それで今回こういう質問をさせていただいたんですが、とりあえず２番

に移ります。 

障害児者、医療機関受診時のサポート支援や、高齢者生活サポート支援、また地域支援職員の有

効活用など、様々な支援の実現、実行は富士川町の基本計画「生涯 快適に暮らせるまちを目指し

て～」の将来像には欠かせません。行政住民、住民ボランティアとの連携、協働をさらに強化して

いく体制をつくっていく必要があると思いますが。町の考えをお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

連携協働をさらに強化していく必要があるという質問に対してお答えをいたします。少子高齢化

が進む中、育児、介護機能の向上のため社会的支援の充実が望まれております。このため、障がい

者の医療機関の受診や、子育てのサポート、高齢者の方には、地域包括支援センターを中心に、様々

なサービスを行っております。また、全ての分野においては、地域と行政のパイプ役として各区に

地域支援員を配置し、情報の提供や地域づくりへの支援・調整活動も行っております。しかし、窓

口が分かりづらいという声や、複数の部署にまたがる業務などについて、円滑に出来ていないとこ

ろもあります。こうしたことから、組織体制の見直しや、職員の自己研鑽、コミュニケーション能
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力を高める研修などを行い、区は基より、住民やボランティア等との連携を強化する中で、地域力

を活かした町づくりを進めて参ります。 

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） 

はい。どこに行ったらいいのかわかりにくいというのは本当にそのことなんです。例えば私は何

で、この質問をしようかなと思ったときに、障害者の窓口の無料化を今度、県がやめて、それで、

町もやめますということで、でもここは富士川町は１８歳まで、窓口無料化をやっていますと、障

害者の方はまた別ということで、そのことがすごく頭にひっかかっていて、何とかならないかなと

思って調べさせていただいたんですが、非常に無理だと、金額的に窓口無料化にするのは県とか国

とかそういう制度のもとでやっていることなので、それをひっくり返すのは非常に大変なことだと

いうことがわかりました。であるならば、何をサポートしていったらいいんだろうなっていうふう

に考えたんです。そのときに、もしそうだったらば、例えば障害を持っている、御家族がいます、

子どもが小さくて、動き通し動いています。そのお母さんといっしょに付いていって、会計の仕事

だけしてあげる、ボランティアさんがいれば、先に帰っていいですよ、私がやりますよというふう

にやってあげれば、それがすごく、別に窓口無料化という法律というか制度をつくらなくても、そ

れは人的にですねカバーできるのではないかなと思ったんですね。じゃ、例えば私そういうことを

したいんです、というときに、福祉保健課に行けばいいんでしょうか、子育て支援課に行けばいい

んでしょうか、社協に行けばいいんでしょうか、そういうことなんですね。そういうふうななこと

を、どこかが音頭をとってくれる、ここに行けば解決してくれる、一緒に考えてくれるっていうと

ころが欲しいなと。それをやることが富士川町は、とてもこれから、住みやすいまちの第一歩にな

るのではないかなというふうに思っております。それで今回こういう質問をさせていただいたんで

すが、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） 

今日の新聞にたまたま、出生率が低下しているというのがありました。その関連の中に、行政主

導の対策に限界というのがありますが、この中にですね、縦割りの、労働政策と産業政策が、やは

りこの勤める場所、そして賃金の問題、これも、国のほうで縦割りを越えた労働政策とか産業政策

がどういうふうにできるか、というふうなことも問われています。この中に、これは子育ての部分

で出ておりましたけども、ネウボラというフィンランドの現地用語でアドバイスの場というのがあ

ります。これをもとに、埼玉県の和光市が、子育てに関したコーディネーターを４カ所においてあ

るというのがありました。和光市ぐらい大きくなれば、子育てに特化してですね、そういうことも

できるんじゃないかな、今回の市川議員さんの、質問に大きな項目が支援コーディネート化、です

から、コーディネーターであれば、何とか考えることもできますが、役場全体をコーディネート化

するというのは、先ほどお答えをさしていただいた職員一人一人の資質の向上、あるいはコミュニ

ケーション能力の向上と、役場とすれば住民にわかりやすい課の名前、そして組織体制、こんなこ

とをやっていくことが必要かなと思います。ただ、東京２３区なんかに行くと、総合窓口もありま

す。そこに行けば、転入から、お葬式の相談まで、すべてそこでやってくれる総合窓口。２３区と

この富士川町を比較してもどうにもならないというのでありますんで、人的のこともあります。し
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かし、この町にも、長年、役場職員として勤務している課長さん方がおります。それとまた、課長

補佐も相当勤めております。今の組織の中でも、政策補佐というポストがあります。ここは、総務

系、あるいは、住民系、そしてまた産業経済系。三つに分けてやっています。その中は既に連携を

して３人一緒にいますから、そこに来てもらえば、いろいろなことがわかるような状況にも今後し

ていきたいために、組織の見直しも、明年度以降考えていきたいなと思ってます。現在の企画課が

必要なのか財政課が必要なのかその辺も含め、そしてまた、農林振興課と商工観光課は非常に綿密

な、業務内容になってますんで果たして今の部分がいいなのか、あるいは建設課と農林振興課もで

すね、道路の整備等といっても、片方は町道整備、片方は農道整備、道路整備は住民にとってはみ

んな一緒ですので、その辺も含めてですね、明年度以降、そういった、新しい組織、住民にわかり

やすい組織になれるようにしていきたいと思っております。ただ、コーディネーターを置くとか、

役場全体ををコーディネート化する、これは役場の中の問題でありますから、それは役場の中で十

分検討していきたいと思いますけども、本当難しい問題と思います。国や県が縦割り行政できてお

りますから、例えば、下水道の問題にしても、公共下水とかについては国土交通省ですから、特定

環境も国土交通省ですから、この二つはいいわけですが、農業集落排水事業は、農林水産省の仕事

ですから、ちょっと上下水道課に当てはまるなのか、農林振興課にあてはまるなのか、それで今公

共下水のいかない合併浄化槽についてはこれは厚生労働省の業務ですから、町民生活課がやってい

くとか、同じ下水道でもうちには下水道来るのかどうなのかな、片方いっただけじゃわからない、

そういうのも一緒にしたりですね、下水といえばここでできるとか、そういった分掌の見直しもこ

れから必要ではないかな、それでやったからってそれでうまくいくかどうか分かりませんけども住

民からそういう意見があったりですね、非常に分かりづらい組織体系は、変えていきたいなとこん

なふうに思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     初日でしたっけ、道の駅の話がでました。道の駅に職員が５名ですか、コンシェルジュとして、

富士川町、あるいはこの近辺の観光も含めてですね、いろんなことをわかるような教育をしていき

ますというようなことで、お話になったと思います。役場もですね、本当に通常の業務が忙しいこ

とはもう見ていてよくわかります。ただ、みんながパソコンに向かって、何をしてるのかわからな

いけど、パソコンに向かって、そして、受け付けの人がふっと向きながら、ああ来たねって感じで、

これって本当にいいのかなって思います。初めて行く人は、非常にあの雰囲気は嫌だと言ってます。

なんか何しに来たのという感じでとても嫌だと、普段職員の人たちはそんなつもりではないと言っ

てるのはわかるんですよ。わかるけれども、そうじゃないって受けとめてしまうというのは、やっ

ぱりそれは何か変えてもらいたいなというのがあります。それでですね。町長は初日にですね、こ

ういうことなんだなって思ったことがありました。私も関わっていたのでわかったんですが、これ

からやることで、「環境のまち富士川」で推進チームをつくります。これはですね、焼却ごみとか、

生ゴミとか、そういうことで、そういうふうにやっていきたいということを言っていました。その

ときに多分これは町民生活課と、ＮＰＯとか、住民のボランティアさんとかそういうところでです

ね、これから取りかかっていく、こういうふうな町だけではできないことをそういうところに、一

緒になってやっていくっていうその町の姿勢がですね、非常にこれから問われるだろうと思ってい

ます。これはですね、やっぱりこれも東京の中央区なので、これが参考になるかわからないんです
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けれども、中央区ではより細やかな行政サービスの提供を図るため、社会貢献活動団体、ＮＰＯと

かボランティア団体と区がですね、力を合わせて公共的な課題解決に向けて取り組むために新たな

仕組みとして、共同提案事業の公募をしましたという話になっているんですが、こういうことをで

すね、これから一緒になってやっていこうと、あの１番目の問題は、富士川町自身の行政がそうい

うことをどう考えてるかって話です。２番目のこれは、住民とそういう組織づくりを一緒にするよ

うな考え方を持っていただけませんか、あるいはどうでしょうかっていう提案です。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） 

提案をいただきました。いろんな面で今、行政も複雑多様化しております。したいことは山ほど

あってもですね、行政の支援があるからそれをするかとか、そういうのもまたないと、特に子育て

の部分なんかは、今日質問もありました、お金をやるから、そのお金を目的に子どもを産むかといっ

たら、まずこれはないと思うんですね。いろんなそこで、賃金の問題、雇用の問題、家族の問題、

いろんなものが満たされて初めて、子孫をというふうな考えになってくんじゃないかなと思います。

本当に先ほど言った、行政がどこまでできるかって問題も、一つの大きな壁でありますけども、今

回、冒頭所信で言わせていただいた、「環境のまちづくり富士川」これは、資源循環型社会をつくり

上げていくのに、これまでも言ってきたことでありますから、できるだけ資源化をしている焼却す

るごみを減らす、それによって町の負担も減る、減ったお金をまた住民に還元をしていこうという

好循環を目指しているやつであります。今後におきましても難しい面はたくさんあると思います。

少子化の脱却とかいろんな難しい問題が幾つもあると思います。その中で町が、すべてができるわ

けでありませんので、今回、立ち上げをさせていただいく「環境のまちづくり富士川町」の中の推

進チームと同じようなものをですね、一つ一つのテーマを決めながら、それに賛同してくれる、そ

してまた参画してくれる住民を募りながら、町と住民と、そして、企業も、それにまたそういうノ

ウハウを持ってる団体も入っていただきながらですね、いろんなチームがあってもいいんじゃない

かなと思ってますんで、どんなことができるか今ここでお答えできませんけども、その方向に向かっ

て、町も進んでいきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

先ほど、福祉保健課の課長さんからもフードバンクのお話がありました。物はあるから取りに来

てくだされば、、提供しますよと、そういうことこそ、職員でやらなくていいんです。ボランティア

さんに頼んでくださいということなんですよ。そういうボランティアをしたいという方たちは絶対

いるはずだと思う。そういうところを、なんか上手くできないかなというのが今回の提案です。 

以上で終わります。 

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） 

終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
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以上で、通告１０番 １１番 市川淳子さんの一般質問がおわりました。 

ここで暫時休憩します。 

 

 

休憩 午後３時１５分 

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

再開 午後３時２３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１１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。大きく分けて３つお尋ねいたします。まず最初に、ひとり暮らし

の高齢者宅のケアについてですが、富士川町の現在のひとり暮らしの高齢者宅が何件あるので

しょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

堀内議員のご質問にお答えいたします。本年度６５歳以上を対象とした高齢者福祉基礎調査

では、平成２７年４月１日現在、本町の在宅ひとり暮らし高齢者数は１１４５人となっており

ます。これは町の６５歳以上の人口に対する割合では２２．９％となっております。なお、県

の６５歳以上の人口に対する割合は、平成２６年度の数値ではありますが、１９．９％となっ

ております。こうした町の在宅ひとり暮らし高齢者の内、７５歳以上の方が７割以上を占めて

いるのが現状であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

昨年、私、同じ問題を訪ねました。昨年は１，１００世帯でした。一年の間に４５軒ふえて、

この割合でいきますと、富士川町は６，２９６世帯ですので、６軒に１軒は高齢者のひとり暮

らしの宅ということになるんですね。お尋ねいたします。各区に民生委員さんがいると思うん

ですが、この方々は自分の区に高齢者のひとり暮らしのお宅は把握しているのでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

民生委員さんはそれぞれの担当されている自分のお住まいの地区の方につきましては、それ

ぞれ自分の調査で把握はされていると思います。町のほうからは個人情報ですので、名簿等を

渡すことはできませんので、民生委員さんが把握をされていると思います。 

以上です。 
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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） 

私は町の方から、各民生委員さんにはそういう情報を、これは個人情報ありますけれども、

いっているものだと思っていたんですが、そうではないんですよね。そうしますと、昨年、同

じことをご質問しましたときに、答弁の中に、各地区ごとに、対話集会を行う場を設けている

と、昨年、答弁があったんですけれども、このへんは各民生委員さんが独自にやられているこ

となんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

そういう形になろうかと思います。町のほうで、主催をしている対話集会等ございませんけ

れども、必要があれば、こちらでも参画をしていくつもりであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

昨年私が９月議会で、この同じ質問をしたときにですね、民生委員さんはもちろんのこと、

このひとり暮らしの高齢者のお宅をケアするには、新聞店とか郵便局とか牛乳店とかですね、

そういったところと協働して、地域の見守りをしたらどうかと提案しました。そのときに、答

弁が、さまざまの方向から考えていきたいと返答がありましたが、この件について、その後ど

んなふうな進捗状況なんでしょうか。２番です。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまの質問にお答えします。高齢者が住みなれた地域で安心して生活を送るためには、

地域の方々の声掛け･見守りなどの支え合いが重要であると考えております。そのため町では、

ご近所や民生委員等、地域の方々に対して、講演会や研修・認知症サポーター養成講座などの

機会を通じて、地域の支えあいの大切さを継続的に啓発しております。今後も地域の方々のご

理解・ご協力をいただき、支援へと繋げるために強化していきたいと考えております。また、

郵便局や金融機関等、民間事業者と地域の見守り支援について、具体的な協議に入っていると

ころであります。今後も引き続き、民間事業者の協力や地域の中のボランティア･ＮＰＯの活用

について、協議を続けてまいります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

私が昨年９月議会で質問しましたのは、青柳区で相次いで２件、高齢者のひとり暮らしのお

宅の孤独死というのが２件続けてあったんですね。それで、何日も経ってから発見されたとい

うことでしたので、こういう悲しいことがあってはいけないという思いから、見守り体制を作っ

たらどうかということを提案したんですが、今年の４月に、富士川町でまた孤独死があったと
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いうことはご存じでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

詳しい状況はわかりませんけれども、１件そういう事案があったということは承知しており

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうすると、そういう状況やなんかはわからないということですね。今年４月に、最勝寺地

区で８３歳の男性が孤独死していました。死後１か月経ってから発見されました。その発見し

たのは、車屋さんが集金に何回も行っても応答がないので、おかしいということで、ちょっと

手を尽くして、その方の娘さんが県外に行っていらっしゃる。その人に連絡がとれて、やっと

発見できたということなんですね。だいぶ経っていましたから、死体はネズミがかじって散々

たる状況であったそうです。こういうことが何回もあってはいけないということで、私、昨年

度そういうことを、対策をしてくださいとお願いしたんですけれども、今後そういうことにつ

いての対策はどうお考えでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

まず、今のこの事態について、詳しい状況を把握していなかったということは、私の認識不

足でありました。申し分けございませんでした。今後、対応等につきましてですけれども、現

在、郵便局とあと町内の金融機関の、郵便局とは昨年の終わりごろからちょっと協議をしてお

りまして、民間の金融機関は４月以降に、外交の営業員がいるということで、見守りをしたい

んだけれどもという申し入れがございました見守りはしていただけるように、広報とか、商店

街にチラシを配布するですとか、いろんなことで注意を喚起できるように、広報等周知をして

いきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひ、早急に対策をしていただきたいと思います。ここで、ひとつ、いいお話をさせていた

だきます。青柳町のあるお宅で、「おたくカフェ」というのを開き始めました。６月から。月に

２回、土曜日の昼１１時半から１時半まで。自分の丁目のお年寄りですね。ひとり暮らしのお

年寄りを招いて、簡単な昼食を出して、そして一緒に歌を歌ったり、一緒に世間話をしたり、

そしてお茶を飲んで楽しく過ごして帰る。これはすばらしい活動だと思って、私も誘われまし

たので、初日に参加させていただきました。そうしましたら、７０代から上は９３歳までのお

年寄りの方が参加して、一緒におしゃべりをしたり、歌を歌ったりして、短時間でしたけれど

も、簡単な食事をいただいたりして、会費は２００円でしております。そして、そこは居間を

開放して、そしてそこで１０人ちょっと集まって、最高齢は、先ほど言いましたけど９３歳な

んです。この方々が、毎週開催するたびにここへ参加する。今日は来ていないよね、この方来
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ていないよねというと、声かけができるんですね。あの方が来ていない、じゃあ誰か見に行っ

てきてとか、そういうようなことができる。これは、私は素晴らしい活動だと思うんですね。

ですから、こういう活動がいたるところで、民生委員さんを中心にやってくださってもいいし、

そうでなくてボランティアでやってくださってもいい。そういう方々に町から、なんかこの方

たちをバックアップしてくださる方たちに、バックアップできるような体制を考えていただき

たいと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

ひとり暮らしの方の給食サービスにつきましては、町でも地域の公民館等で月２回実施をし

ております。それでも月単位ということでございますので、ボランティアですとか民生委員さ

んとか、そういう形でやっていただけるという方たちにつきましても、支援をということです

けれども、そのへんはこれから検討をさせていただくということで、まずそういうことができ

る体制があるかどうかというへんも検証していきながら、検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひ、前向きに、早急に検討をしていただきたいと思います。 

それでは、続いて大きな２番目に移らせていただきます。東川建設についてですが、午前中

青栁議員からも質問がありましたが、東川の工事なんですが、当初２月に完成予定。それが８月

の末と半年延び、そしてそれに伴う建設費用が当初の５６００万円から倍の１億１千万円にな

りました。何のために専門業者から見積もりをとっているのかというのも、私は素人ですけれ

ども、とても不思議に思います。工事ができないことが１０月に分かっていて、そして１２月

と３月の議会にもかけない。町長は、これを２月の初めにわかっていた。４月２２日に臨時議

会で初めて議員に知らされました。ここで討議したんですが、住民に迷惑はかけられないから

と、工期の延長と建設費が倍になるのを可決しました。このことについての経緯が、文章で事

務局から配付されましたが、この工事の発注の最高責任者である町長の口から弁明は聞いた覚

えがありません。この件について町長にお尋ねいたします。どんなふうにお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     東川建設工事の工期延長と建設費の増額につきましては、議会の議会運営委員会で冒頭に謝

罪をしたところであります。ただ、この東川の建設工事につきましては、平成２６年９月議会

の議決を受け、本契約を締結しましたが、その後、仮設工法の変更や信号機の規制方法による

交通誘導員の増員などが生じたことから、当初の工期が、また工事費が増大となったところで

あります。この工事自体の変更につきましては、県警の交通規制課からの指示や現場の状況か

ら適当と考えておりますが、変更内容を事前に議会へ説明する必要があったものと考えており

ます。こうしたことから、先般、このような事態が起きた場合に対処するため、「設計変更審査

会設置運用指針」を定め、適格な対応をとるよう徹底させることとしたところであります。こ



 １０８

の運用指針では、請負工事の大幅な変更が必要となる事業の設計変更につきましては、審査会

に諮り、設計変更の工法、金額の妥当性や工事中止等の判断を審査した後に、変更の採択を決

定することとしております。その中で、議会への報告が必要となるものにつきましては、事前

であれ、速やかに説明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） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

関連質問でさせていただきます。この工事、今回は５千万円以上ですから、議会の承認が必

要ということで私たちにもわかったことですが、例えば、じゃあ５千万以下の工事の場合は、

途中で金額が変更になっても、我々には一切わかりません。そこでお尋ねしたいんですが、途

中変更増額というような事例が、２６年度５千万以下で、２６年度には何件あったのでしょう

か。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

これは４月２２日の臨時会にときにお答えをしていると思いますけれども、今、手持ちがあ

りませんので、はっきりした数字はわかりません。１４０件程度だと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

１４０件とお答えになりましたけど、１４０件が金額変更になったんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

金額変更もありますし、工期の変更もあります。工法の変更もあります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

何のために、見積書というのは取るんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

ただいまの堀内議員さんの質問にお答えします。見積書は何のために取るか、見積書ではな

くて、設計委託とか委託につきまして、積算するわけですけども、それに伴いまして工事発注

します。工事発注しますと、当然最後に先ほど言いましたように、いろいろな延長が伸びたり、

それは、土木工事でありますので、やってみないと分からないところがありまして、国庫補助

事業等におきましては、先ほど言いましたように、精算に伴う、精算というのは実際設計施工

すると、その物がどれだけ、そこを１０メーターしておいたら、１０．５メーター、どうして
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もそのときに必要になったとか、そういうものがありますので、精算的な変更が伴いますので、

一般的に土木工事には変更が多く、そういうことがございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

分かりました。極力そういうことのないようにしていただきたいと思います。そして、今回

のこの東川の工期が半年延びて町民に迷惑かけ、そして５４００万円の倍の金額になった。こ

れは町民の税金から出るということで、この件につきまして、昨年の建設課長は配置換えにな

りました。そこで、最高責任者である町長、この責任、建設課長の配置換えだけで済ませてよ

ろしいんでしょうか。町長の責任というのをお聞きしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この東川の建設に限らず、工事の発注はすべて私が契約をしております。町の代表ですから、

町長がハンコをつかなくて、ほかの職員が勝手に契約されても困りますから、すべてこれは町

長と外部の業者と契約することになっています。この１億１千万のうちの、すべてが税金だと

いう話がありました。町民の皆さんにもご承知おきいただきたいですが、これは中日本高速道

路株式会社と一緒にやっている工事でありますので、このうちの９割は中日本高速道路株式会

社の費用で賄える。うちの、国庫を使ったり、町の税金を使ったりというのは、この１割であ

ります。町民の皆さんにも、そこは間違いないようしていただきたい。そして、中日本高速道

路というのは、いろんな工事をやっております。そこでも、この変更はやむを得ないという判

断をいただく中で、中日本は９千何百万というお金を出しておりますから、町のほうもで、一

緒にやる工事でありますので、町は１割しか出しておりませんが、一緒に中日本のほうもです

ね、やむを得ない工事ということで、変更契約は承知をしていることだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

東川拡幅工事の変更についてという文書を、事務局からみんなに配布されました。その書類

の中に、費用内訳として、当初５５８３万６千円。町の負担は国費が２７９万１８００円、起

債が２５０万円、繰入金が２９万１８００円と書いてあります。変更後は、中日本高速道路が

９８９９万８２００円持つということです。そして、町が１０９９万９８００円、町の負担の

内訳は、国費が２７０万２８００円、起債が２５０万円で、繰入金が一般会計から５７０万８千

円とあるんですが、これは倍額になった金額ではないんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

それは１億１千万の工事費に対する、中日本高速道路株式会社と町の負担割合。そして町の

負担のうちの財源内訳が今言った数字だと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、倍額になった１億１千万円のうち、その倍額になった５千何百万が町で全部

払うということではない。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

資料にも多分そう書いてあると思うんですが、総額の９割が中日本高速道路株式会社です。

１割が町の負担であります。町の負担の中には国庫補助金と起債と、町の一般財源で充当する、

そういう説明だと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

分かりました。これからはこういったことがないようにしていただきたいと思います。 

続いてです。３番の町道計画事業費の内訳についてお尋ねいたします。１番の天神中條２０号

線は、当初どのような事業費の内訳の計画であったかをお尋ねいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

町道天神中條２０号線は、県道平林青柳線と町道青柳天神中條線を結ぶ、延長１１０ｍ、幅

員６．５ｍの道路計画であります。全体事業費は、国庫補助事業採択を受けるためのあくまで

概算でございますけれども、約９千万円。その内訳は測量設計委託料約１６５０万円、工事費

約７３５０万円でございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

私が建設課から当初いただきましたこの資料、合計で９千万の資料です。それの２６年度の

予算が１６５０万。これは測量設計になっています。これはですね、既に土地の梅畑と、それ

からその奥の土地を購入して、そして測量費が２１０万で、合計１７５６万円を支出していま

すよね。これはもう予算オーバーです。続いて２７年度の予算ですが、本年度は予算に計上さ

れてはおりませんが、２７年度の予算は道路改良で４３５０万となっています。内訳を聞いて

いるんですから。これは、道路にする梅畑の奥の土地。道路の残りの部分を購入する金額と、

それから馬入りで５３メートル、コンクリートでできている道路がありますね。そこから昭和

通りに向かって、あと５７メートルの道路を整備する。そしてこれは段差が１．５メートルあ

りますから坂道になります。どのくらいの坂道なるかわかりませんけれども、坂道になります。

ですから、そこに土を入れるとかそういう金額になるんではないかと思いますが、私がちょっ

と計測してもらいましたらば、あと道路に必要な土地は３４４平米。坪にして１０４坪です。

地権者から買い取る値段は、最初に買った値段は約１０万でした。まさか、今、地価が暴落し

ているこの時代に、同じ１０万で買うということは考えられませんので、半額としても１０４坪
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買いますと５２０万。そうすると、あと３８３０万で土地の段差、土を入れる…。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     議長、動議。 

それは、平成２７年度の予算に載っていないじゃないですか。あくまでそれは… 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

 

 

休憩 午後 ３時５１分 

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

再開 午後 ４時０１分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

予算のことを聞きたかったんですけれども、議運のほうで止められましたので、これはひっ

こめます。その代わり、関連質問で再質問をさせていただきます。６月４日の日に天神中條

２０号線の建設中止の要望書。反対署名１６３６名の分が提出されました。町長は会いません

でした。町長代理として増原総務課長が受けておりました。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内議員、通告にありませんので。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

関連の再質問です。 

〇議長（齊藤正行君） 

通告は、金額の予算の問題ですよね。出しているのは。 

〇５番議員（堀内春美さん）  

天神中條の関連質問です。これは答えてくれなくていいですから、聞いてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

一般質問をやっていますので、今は討論をする場ではありませんので。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

金額も質問するのを止めさせる。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

休憩 午後 ４時０３分 

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

再開 午後 ４時０５分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
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それでは金額の質問をもう一度させていただきます。先ほど、９千万円というのは暫定的な

金額だということは私にも分かります。２６年度の予算は１６５０万、先ほど課長が、あと

７３５０万とおっしゃいました。この７３５０万で、道路の土を入れたり整備したりして、そ

してあとは舗装をして仕上げるということですが、ここで長沢青柳線というのがありますね。

おかめのところの広い道、あの道が５４０メートル、大椚を通って長澤のほうまで行くのが

５４０メートルの道路なんですね。その道路が幅が１６．５メートル。この天神中條は６．５メー

トルですね。この６．５メートルより１０メートル広い道路が、工事の内訳が１億４８３５万

円なんですね。この天神中條２０号線は、こっちは１６．５メートルで６４０メートルのもの

が、１億４８３５万。こっちは、幅が６．５のものが、奥行き１１０メートルで９千万。ざっ

と計算しても、ものすごい違いがあるんですね。こちら側は１メートルが約３０万の値段。向

こうは１０万の値段なんですね。暫定的な予算とは言っても、何でこんな違いがあるんでしょ

うか。そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

暫定的な予算で何でこんなに違いがあるかというのは、工事費全体に対しまして国庫補助事

業を採択するわけなんですけども、そのときは本当に概算ということの中で、国庫補助採択す

るには、ある程度上乗せというか、大体の概算で補償費とか、工事費の中に入ってきます。そ

の補償の割合で工事費というものはかなりから変わってきます。それから用地、今言われまし

たように、用地代とかそういうものを算出した中で、既に用地が取得してあるかとか、そうい

うものによって大分変わってきます。それぞれは委託設計、詳細設計をやったのちに、それぞ

れ事業費が確定してきますので、そういうものを委託発注して、それをまとめた中で、それぞ

れ当年度に工事費が幾らとか、そういうある程度の詳細が、そのあとにでてきます。その前に

は、それぞれの道によって、道の構造物、あるいは水路の大きさ等々、舗装圧、そういうもの

によってだいぶ工事というものはばらばらでございますので、詳細設計を行わないとそれぞれ

の正しいものが出てこないと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

詳細設計をしなければ、出てこないとこはわかります。けれども、あまりにも金額が違いす

ぎておかしくありませんか。暫定的というのは分かります。国庫補助をとるのに。でも国庫補

助というのは、実質かかったものの６割しかこないんですよね。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

そのとおりで、実質かかったものの６割。あるいは５割。それぞれの国補対象費によって、

それぞれが来ます。あまりにもかけ離れているということにつきましては、そのはっきりた積

算したものが、それぞれ積み上げたものがありませんので、今ここに。それが果たしてかけ離

れているかどうかちょっとわかりませんが、道路によってはかけ離れているものもございます。 



 １１３

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） 

関連質問でもう１点質問したかったんですけれども、それはやめにします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 議長から申し上げます。通告にありませんので、やめてください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは、次の青柳１０号線の１億５千万円の積算の根拠を伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

堀内議員の青柳１０号線の積算根拠を伺うということの質問にお答えいたします。町道青柳

１０号線は、国道５２号線から第４保育所北交差点までの、延長１１０ｍ・幅員ございますけ

れども、約１億５５００万円、その内訳は測量設計委託料約８００万円、用地補償費約１億

１３００万円、工事費約３４００万円でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

用地買収費が１億１千万なんですか。どのくらいの土地を取得するのに１億１千万なんで

しょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

用地と建物補償ということで概算でやっていますけども、まだ今、今年、詳細設計を今から

かけるものでございますので、はっきりした用地等はでてくるものだと思いますけれども、建

物等についても、これもあくまでも、今言いましたように、用地補償費の中で国庫補助採択た

めの概算で出したものですので、その後、今から計画の中で建物も既に取り壊した部分もあり

ますので、実際に測量に出した後に、用地補償が出てきた時には、この金額よりもかなり下がっ

てくるものと思われます。おおむね、はっきり分かりませんけども５千万円くらいは用地補償

費が下がってくるんじゃなかろうかと思います。面積に関しましては、今、用地に対しまして

は、道路用地が、今言いました幅員が延長１１０メートル掛ける５メートルということでござ

いますから、それでやりますと、道路用地に関しましては単純にいって５５５㎡くらいあると

思います。そのほか、代替地としての用地取得がございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

その代替地というのは、もうどのくらい取得したんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 
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建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

代替地を取得したものは、３筆、１３００平方メートルから１４００平方メートルくらいで

ございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今、３筆と言いましたよね。そうすると、土室、稚蚕飼育所。それから旧国道から、今砂利

に道になっているところ。それから先日造成したところ。その３件ですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

今、３筆と言いましたけれども、細かいのも含めますと、もう少しあろうかと思いますけど

も、今、堀内議員のおっしゃったとおりでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そこの今言った、土室と先日造成したところ、それから、今砂利道になっているところ。そ

こが１３００平米。合計ですか。そこの１３００平米の金額はどのくらいなんでしょうか。ち

なみに。取得した。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

概算で、はっきりしたことがわからなくて申し分けございませんけども、４１００万ほどで

ございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そして、あと２軒取得するんですか。１軒はそっくり道路にかかりますよね。もう１軒は庭

が取られるですよね。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで暫時、休憩します。 

休憩 午後 ４時１６分 

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

再開 午後 ４時１７分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

この道路の細かい数字について、堀内議員から細かい個々の部分の通告がなかったので、今、

細かい数字がちょっと分からないということです。それから、また数字を言って、また間違っ

た数字が表に出ても困りますので、それについては委員会でまた説明をさせていただくか、最
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終日にまた説明をさせていただきたくということにさせていただきたいと思います。 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

保育所に行く道というのは、保育所へ通っている保護者が１日でも早く欲しい道路なんです。

ですから、早く造ってあげてほしいと思うんですね。ですけれども、今から２軒を買収するの

を待っていたら、いつになるか分かりませんよね。今砂利道のほうを先に道路として使ったら

どうですか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

青柳１０号線の延伸ということで、あくまでもオギノの方面から来ていて伸びている道を第

４保育所の角へ通すということでございますので、それを先にそちらの空いているところを道

にするという考えはございませんので、あくまでも代替地ですので、今議員さんのおっしゃる

とおり、早く測量設計委託を仕上げて、早くそれぞれ交渉しまして、早く道を造っていきたい

と考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今、代替地とおっしゃいましたけど、あれはその２軒の代替地なんですか。今から退く家の

２軒の代替地なんでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

あくまでも道路にかかわる人の、今言いました真っ直ぐ通すためにかかる人たちの代替地と

いうことで、今から測量設計委託が細かく出て仕上がってきますので、それらに対しての代替

地となります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

私が聞いたところによりますと、国道から最初の家ですね。あの家は今住んでいる、退かな

ければない家の南側に土地が取得して、昔からあるんですよ。そしてそこのお宅の方は、そこ

へ家を造ると言っているんですね。代替地いらないじゃないですか。と思いますが。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

今言われましたことは、私は今から交渉とか、できた後に交渉していきますので、その中で

それぞれ所有者がどんな考え方を持っているか。それらと交渉しながら進めていきたいと考え

ています。 

〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

消化不良ですけれども、以上で質問を終了させていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告１１番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告１２番、１０番、秋山貢君の一般質問を行います。 

 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

それでは通告に従いまして質問させていただきます。まず、ますほ児童センターの機能移転

についてということであります。ますほ児童センターの機能移転については、今年３月議会の

一般質問に答えていただきました。学校の余裕教室を利用した放課後児童クラブと、放課後子

ども教室を利用した事業の推進は、ますほ児童センターの機能検討とあわせて、関係機関によ

る庁内検討会を立ち上げ検討する、という答えでありました。その後検討した結果について、

お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育委員長（川手貞良君） 

それでは秋山議員の検討をした結果についてのご質問にお答えさせていただきます。学校の

余裕教室を利用した放課後児童クラブと、放課後子ども教室の事業推進については、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ております。こ

のような考えのもと、庁内関係各課及び学校と、児童クラブ、子ども教室、学校の余裕教室の

状況を踏まえながら、協議を重ね検討を進めてまいりました。検討の結果では、ますほ北児童

クラブの利用について、児童数を考えると３教室が必要となること、増穂小学校における利用

可能な教室数が１教室であること、仮に３教室確保できたとしても学校施設は改修が必要とな

ること、また、児童の下校時の安全性、運営管理の問題などから、児童クラブを学校の余裕教

室へ分散せず、１箇所で開設するほうが安全で効率よく運営できるという結論に至りました。

このことから、ますほ北児童クラブについては、新設予定の児童センターで行うこととしたと

ころであります。しかし、小学校にも余裕教室や学習室があることから、放課後子ども教室に

ついては、学校でも実施できるよう、今後も検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

教育長のおっしゃる中で、今３教室ぐらい北児童クラブは必要だと。しかし現状の、増穂小

学校の余裕教室は１教室しかないということですけど、児童の人数というのは、例えば１０年

前から比べて、今現在はどのぐらい児童は減っていますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育委員長（川手貞良君） 

数字はございませんので、半分ぐらいにはなっているかとは思いますが、教室につきまして
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は、以前は４０人学級ということで、学級編成がされておりましたけども、ここ数年、県のほ

うで３５人学級ということで、学級編制基準も変わってきております。その中で学級数につい

ては、急激に減っているということはございません。そんなことで、余裕教室については、こ

こで使える教室は１教室ということになってございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

去年の１２月定例会で同僚の深澤公雄議員の質問にですね、答えているんですね。その内容 

は、増穂小学校の敷地内に放課後子ども教室と放課後児童クラブを設置し、一体的に運営する

ことができないかという質問でございました。総務課長はですね、こう答えているんですね。

本町におきましても施設の条件が整えば、放課後児童クラブおよび放課後子ども教室を一体的

に運営することは可能となります。しかし、事業実施に当たっては学校施設の責任体制の明確

化、子どもの送迎、指導者の確保や活動プログラムの作成など、課題も山積している。今後、

これらの課題を解決するとともに、放課後の時間帯に支障をしない教室を確保し、児童センター

とも連携する中で実施してまいりたいと考えています。先ほどの答弁と比べて、いかがですか。

なぜこういうふうに後退したのか。先ほどの確かに１教室しかないということであれば、例え

ば、同じ敷地に余裕のスペースがあればですね、そこに設置することも可能だと思うんですよ。

そういったことが。検討されなかったですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育委員長（川手貞良君） 

今おっしゃいましたように敷地内、学校の教室を使ってということだと思いますけども、現

在のところ教室の配置の関係とか、現在使える教室数、使うとしても学校の管理上、教室とし

て使えるのは、隅の教室とかになってくるわけですけども、検討した結果、最終的にはその教

室の配置等ができないということもありまして、１教室の利用が可能ということでこの結論に

至ったわけでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

結果ですね、そういうことであれば、理解する以外にはないかと思うんですけど、やはりで

すね、このときの答弁は非常に前向きであったんですね。こういったことをですね、やはり、

先ほど言った機能をすべて移転するわけじゃないんですよ。小学校にいる子どもたちがそこで

そのまま、いながらにして、安全を確保しながら、移動することなくですね、そこで放課後児

童クラブができる。これが一番ですね。子どもにとってはいいことだと思うし、保護者にとっ

ても、こういった体制を整えていく方が、僕はよっぽど子育て支援に資すると思うんです。で

すから、検討の結果ですね、覆ることはないのかもしれないですけれどもやはり、当初のこの

総務課長の答弁のとおりですね、本来なら事業を進めていただきたいなと思います。 

では、２に移ります。合宿ツーリズムについてということで、スポーツ合宿や音楽合宿を合

宿ツーリズムとして町外から連泊する利用客を誘致することは、地域の活性化につながると考

えます。町としても、各種大会開催や合宿と合わせた観光振興を関係課と情報を共有し、連携
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して取り組むという考えをお聞きしております。そこで一歩進めて、学生や生徒に対する合宿

補助金制度を導入する考えがあ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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。合宿ツーリズムにつきましては、現在、合宿利用で

の施設の貸し出しが行えるように準備を進めているところであります。 

こうした中、ツーリズムに対する取り組みとしては、今年度第２回目となる、ゆずの里クロ

スカントリー＆絶景ウォーク大会の開催を通し、参加者に対するおもてなしや観光案内を行う

ことにより、再び富士川町を訪れていただくことを目的とした、スポーツツーリズムを行って

いるところであります。 

また、６月３０日から７月６日にかけて、韓国慶星大学校 芸術総合大学の学生２０名が来

町し、陶芸のための夏季合宿を平林において行うこととなりました。 

合宿初年度でありますので、町有の宿泊施設の提供や大学生の送迎などの支援をすることと

しております。 

今後はスポーツ合宿や音楽合宿等の合宿ツーリズムはもとより、ゆず狩り体験・棚田オーナー

制度等の農業体験ツーリズムについても取り組んで参りたいと考えております。 

しかし、これらのツーリズムに対する補助金制度については、現在のところ考えておりませ

ん。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） 

今日も午前中にですね、町民交流広場の整備の質問が出ました。町とすればすべての答申の

すべてを、条件を満たしていけば１２億円ぐらいの費用はかかるというお話でありました。やっ

ぱり、そういったものを当然第一義的には町民の福祉増進を図る目的でございます。しかし、

町民のですね、利用に支障が生じない範囲内でですね、町外の利用者を募り、多様な交流の機

会も多く、増やすことにより地域の活性化に、当然経済も含めてですけどもつながってくると

考えます。施設がですね。完成してから考えるのではなくて、今から取り組んでいく必要があ

ると私は考えます。例えば静岡県ではですね、藤枝市、焼津市、それに島田市が一人につき一

泊千円の補助金を出して、合宿誘致を図っております。お隣のを南アルプス市では、新聞では

ありますけれども、１月からプレミアム宿泊券を発行する予定だそうです。１万円分を

５０００円で販売し、市内の宿泊施設で利用できると。各地域がですね、人を呼び込むために

それぞれ工夫して実践をしております。富士川町でも、県内の市町村に先駆けてですね、この

合宿助金制度等を導入することによってですね、地域経済の活性化はもとより多大な効果が見

込めると思うので、ぜひですね、これてについては、検討していただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど申し上げましたとおりでして、今のところ、
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補助金については考えておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

何べん言ってもですね、水掛け論になっていると時間がかかりますんでこれで終わりますけ

どもやはりですね、もう少し柔軟に考えてハードが整備されたときには、ソフト面も変えると

いうようにですね、ハードとソフトをやっぱり両輪のように、制度設計ってものを、僕は考え

る必要があると思います。 

それでは３の最終処分場についてと、（１）の質問に入らせていただきます。２０１８年１１月

完成を目指して、一般廃棄物最終処分場、境川処分場の工事に、５月１２日に着工したと聞い

ております。２０１８年度中の創業開始を予定しております。事業主体は県内の２７市町村で

構成する、山梨県市町村総合事務組合であります。埋立期間２０年、約２０年ですね、維持管

理期間約１８年間、今後４０年間近くかかる事業でありながら、その概要について、議会は詳

しく知らされておりません。事業について理解するために質問さしていただきます。まず括弧

１であります。平成２４年３月定例会の説明では、山梨県市町村総合事務組合の、負担金は事

業費、１８９万３０００円。事務費は１町当たり２万円で３年間は、年間約１９１万３０００円

でいくと聞いておりました。２５年度が３３９万８０００円、２６年度は１８７万円ですけれ

ども、２７年度は３４９万１０００円の予算となっております。なぜ違うのかお伺いいたしま

す。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの秋山議員の境川最終処分場事業費負担金についてのご質問にお答えいたします。

山梨県市町村総合事務組合に支払う境川最終処分場事業費負担金は、各年度の事業費から起 

債や交付金を控除した金額を、焼却灰の見込み搬入量で割り振って算出しているため、年度に

よって負担金の額が変わっております。 

主に、平成２５年度は、下水道整備費のため、平成２７年度は、処分場本体工事着工のため、

負担金が増額されております。 

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） 

それでは（２）の山梨県市町村総合事務組合が一般廃棄物最終処分場の設置および、管理運

営に関する事務を行うこととなり、山梨県市町村総合事務組合の規約を変更したと理解してお

ります。新聞によりますと、県環境整備事業団に建設や運営を委託。実際の業務は請負契約を

結んだ民間の共同企業体が行うということでありました。その経緯についてお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

建設および委託契約の経緯についてですが、山梨県市町村総合事務組合が境川最終処分場の
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事務を行うこととなったのは、既存の組織であり全市町村で構成されているため、人的負担の

軽減や運営経費の縮減、速やかな事業着手ができるということと、地方公共団体であることか

ら、国からの交付金の活用が可能になるという理由からであります。 

 最終処分場の整備運営業務ついては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による廃棄物

処理センターの指定を受けている公益財団法人山梨県環境整備事業団を整備主体として、事

業主体である山梨県市町村総合事務組合から業務を委託しており、委託業務の一つとして、

建設工事を発注し請負契約を締結したところであります。 

 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） 

前に説明を受けた時ですね２７市町村ある中でですね、境川の処分場へ焼却灰を持ち込む自

治体もあるけれども、ない自治体もあるということですけれども、その差によってですね、市

町村の負担はどのように違うのか、お伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

参加しない自治体についてでよろしいでしょうか。今のところ焼却灰等の搬入見込みがない、

早川町、身延町、南部町を山中湖村の３町１村です。現在は事務費の２万円のみ負担しておら

れますが、搬入することにもしなった場合は、さかのぼって負担金を支払ってもらうこととなっ

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） 

再質問ですけれども、新聞によりますと、総事業費がですね、１３７億７６２８万円。その

うちの約５８億円が最終処分場の建設工事費とあったんですけれども、例えばほかのですね、

支出の内容、埋立期間でだいたいいくら経費がかかるとか、維持管理期間がいくらかかるとか、

支払の利息が幾らかかる、それがもしお手元に資料があってですね、答えられるのであればお

伺いしたいと思います。なければ結構です。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

平成２５年度の実施設計後の事業費でございますが、１３３億７６００万となっております。

それが埋立期間中なのか、その後も入っているのかというのはちょっと資料で、今調べており

ませんので申しわけありませんが、全過程を通して１３３億７６００万というふうに理解して

おります。そのうちの国交付金が、１７億７５００万、交付税措置が１８億８９００万で、実

質負担額は約９７億１１００万円となっております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 
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〇１０番議員（秋山貢君） 

今のところ処分場が完成したときにはですね、搬入廃棄物は１トン当たり、２万６５００円

と予定されているんですけども、この金額にはですね、運搬費というものは入っているんです

か。それともこれにプラス何倍になるのか、その点についてお伺いします。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

１トンあたり、２万６５００円という金額で、すべてペイされるということの説明でござい

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

運搬費が３０００円くらい、県では見込んでいるっていうことは聞いてないんですかね。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

こちらの調査不足があるかもしれませんけれども、最終の資料でそのように、把握しており

ますが、また、こちらのほうでも調査をさせていただきまして、新しい情報を提供させていた

だきたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

そうすればですね、２万６５００円でも２万９５００円でもいいんですけど、再質問ですけ

ど、市町村の負担額っていうのが、焼却灰の搬入実績に応じて、町が負担しなきゃいけないん

ですけれども、そうすると、この処理最終処分場が出たときにですね、町の負担というのはど

の程度考えているのか、わかる範囲でお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

総額の町の負担になりますか。総負担額は現在の試算で、２億１２００万程度と見込んでお

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

それはその埋立期間の２０年間で、２億１２００万円ですか。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

これはですね先ほどの１３３億７６００万で試算している金額ですので、総負担額というこ
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とで、すべての期間を対象に考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

すべての期間で、焼却灰の搬入も含めて、その金額という理解でよろしいですか。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

はい、２万６５００円、１トン当たり２万６５００円から、うちの見込みの８０００トンで

計算しておりますので、すべての期間で考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

では（３）に入ります。明野処分場はトラブルで搬入ができなくなり、最終的に５４億円以

上の赤字となりました。同じような問題を首長さん方も多分心配なさっていると思うんですけ

れども、同じように起きた場合にはどのように対応するのかお伺いします。 

○議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

トラブルになった場合の対応についてですけれども、境川最終処分場につきましては、明野

最終処分場とは異なる、漏水検知システムの導入や、工事等維持管理が一体的に行えるよう、

施工業者、もしくはその関連企業が、維持管理することを建設工事契約に含めるなど、明野最

終処分場の事例を踏まえた対応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） 

多分明野もですね、最高の技術水準の中で施行していたと思うんです。でもああやって万が

一っていうことで、トラブルになって搬入を停止たということなんです。やはりですね。例え

ば、明野処分場に搬入停止になったりですね、先ほど町長おっしゃいました、富士川町も環境

のまちにしていくということで、再資源化をつき詰めていけばですね、焼却灰というのは、結

局、搬入量が減るっていうのは当然だと思うんです。そう言ってくるとですね。今予定されて

いる埋立期間約２０年、維持管理期間１８年、これがですね、搬入量が削減されることによっ

てですね、どんどん伸びていくということも当然考えられると思うんです。そういった場合に

ですね、町の負担というのはどういうふうに変わっていくのか、想定はなされているんでしょ

うか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

秋山議員の再質問にお答えをいたします。今、明野と同じようにならないようにという質問
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がありました。課長が答えたようにですね、漏水検知システムは明野とは若干違う、やはり電

極もいれたシステムにはなっておりますけども、明野はどこがどうやぶれているのかよくわか

らないシステム、それと同時に、施工業者と管理する県の環境整備事業団が別々でありました

から、環境整備事業団が業者の責任だと言って、裁判まで起こしても結局はあやふやになって

しまったという、こういった反省のところから、今回は建設業者がですね、その関連業者を含

めてすべて、建設から最後の維持管理までできるような契約を進めて、今工事着手したとこで

ありますんで、明野のようなことにはならないように、考えながらやってるとこであります。

また、１トン当たり２万６５００円を上限として、これ以上上げないと県との約束があります

んで、そこは守っていただかなきゃならないと思います。また、消費税がどうなるか、その分

はまだ検討、協議はしておりませんけども、５％のところでやっておりますんで、これが８％

になったり１０％になったりすると、また新しい議論が出るんじゃないかなと思います。それ

と、今後何年かの各市町村の廃棄物の減量も視野にいれながらの全体の計画をしておりますか

ら、今の状態でいくと計画どおりいけるんではないかなと思っておりますが、この中巨摩広域

でも、草津のところに今は主体的に出しております。そして２万６５００円処理量は安いわけ

でありますけれども、東日本大震災以降、東日本のごみがそちらのほうも回ってきております

から、草津に１カ所しかありませんけども、そこが満杯状態でありますんで、１日も早く他の

処分場を確保するか、この堺川処分場の操業開始をしてもらわなきゃならん状況になっている

と思います。いずれにしてもですね、最終処分場自県内処理ということが原則のようでありま

すんで、２７市町村が一緒になって、これをやっていく、そして先ほど言ったように、南部、

早川、市川三郷の一部そしてや山中湖村は入ってはきませんけれども、それらもいずれ処分場

を出さなきゃなりませんので、困ればこちらで受け付けるというふうなことも視野に入ながら

やっております。いずれにしても、ごみの量を減らしながら、１日でも延命化ができるように

していかなければ今の状態ですとやはり、当初の予定よりもですね、県外へ搬出できない状態

になっておりますんで、できるだけ安くそして減量化も進める中で、せっかくつくった、処分

場ですからそちらのほうでまた、処分できるようにしていきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

町長がおっしゃるとおり、当然自分の県で処分するというのは、やはり大原則だと思うんで

す。それはそれとして計画ではですね、埋立期間約２０年、それから維持管理期間約１８年で、

それも終わったあとですね、その後はどういうふうに、だれが管理するのかお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

埋立期間が終了してから１８年間の経過観察を、当然排水なんかも全部処理をし、そして、

適正に、排出されるかどうかっていうのは、今、建設業者となりました共同企業体とそれに関

連する企業、それをまた監視するのは環境整備事業団となりますが、埋立期間が終わって、管

理期間が終わったのちには安定してきますんで、それが基準内の数値であれば、下水道に流し

て処理をしていくと。これは、峡東流域下水道に、境川ですから流れていくと、うちの方の釜

無川管理棟に来るものではなくて、ただ、峡東下水道は、他の処理水と一緒に処理をし、笛吹
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川に放流しますから、それはまた富士川に到達して来るということになりますけども、下水道

も環境基準は守りながら放水すると思います。管理期間が終わった後は下水道に、汚水を流し

ながら処理をしていくという計画であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

現在富士川町では、中巨摩広域で処理していますよね。そこで、処理する焼却灰をすべて新

しい処分場で処理するのか、それとも、セイフティーネットで多少は、ほかのところ万が一の

時には運搬できるようにしておくのか、その点について伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

３年前の市町村総合事務組合が事業主体となってやるときには、境川処分場よりも安い、処

理機でできる、県内の処分場がありましたから、おおむね半分ほどに中巨摩広域からは、境川

に出す計画になっておりますけれども、昨今の状況によりますと、県内に処分場が確保できな

ければ、ごみの減量化をする中で、境川最終処分場しかないのかなというふうに考えておりま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

これで私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告１２番 １０番 秋山貢君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

議長から申し上げます。 

富士川町会議規則第９条第２項の規定により、この会議は延長します。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて通告１３番、１３番、井上光三君の一般質問を行います。 

 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

      それでは、一番最後です。お疲れのようですけれども簡潔に質問いたしますので簡潔な答

弁をお願いいたします。私からは、二つの質問をさせていただきます。まず１点目。地方版

総合戦略の策定についてです。今日の一般質問の中でも、地方創生に関わるような質問が多

く出されました。国では、このたび町、人、仕事創生法を施行し、その中で、市町村におい

ても、地方版のまち、ひと、しごと創生総合戦略を定めるよう、努力義務が課せられていま

す。本町においては。３月の議会において２６年度の補正ということで、これは地域住民生

活と緊急支援のための交付金事業ということで、富士川町総合戦略策定業務が計上され、こ

れは、先ほど、繰越明許として、説明を受けましたけれども。今年度事業に組み込まれてい

るところですけれども。これがどのような計画で行われるのか。今後の動向と工程について

お伺いをいたします。 
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○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

井上議員の本町の地方版総合戦略の計画と今後の動向についてという質問にお答えをいたし

ます。町においては、国が策定した「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、町の人口動

向を分析し、将来展望を示す「地方人口ビジョン」と、それを基に、今後５か年の目標、施策

の基本的方向性などを提示する「地方版総合戦略」を策定することとしています。その総合戦

略策定に向け、庁内の検討委員会として「富士川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部」

及び、産業、行政、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等、外部の有識者からなる「富

士川町まち・ひと・しごと創生有識者会議」を併せて設置し、戦略策定に向け動き出したとこ

ろであります。この戦略には、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

ディアを集結して、独創性に満ちた政策を取り入れていきたいと考えております。今後、平成

２７年１０月末を目途に計画を策定したいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

先ほど、戦略本部を設置して、それから富士川町としてのまち、ひと、しごと創生有識者会

議を設置したということで、お答えいただきましたけれども。昨年の 12月 27日付の内閣審議

官からの通知にですね。この通知はもうご存じだと思いますが、通知の内容が、都道府県、ま

ち・ひと・仕事創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生戦略の策定についてというこ

とで、これが、国から知事に、知事からまた、恐らく町の方にも通知が来ていると思うんです

が。その中にですね。地方版総合戦略については、議会と執行部が、車の両輪となって推進す

ることが重要であることから各地方公共団体の議会においても、地方版総合戦略の策定段階や

効果検証の段階において十分な審議が行われるようにすることが重要であると書いてあるんで

すね。これから議会としても、これは議論していく必要があると、これは議会の問題ですけれ

ども。この、また先ほど町長からお答えにあった有識者会議にも、議員、聞くところによると、

総務常任委員長が、参加してますけれども。これとは別にですね、この組織とは別に、議会と

の調整とか連携を町長は、どのように考えているのか。議会では、これから議論をしていくん

ですが、その辺のところの町長のお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今般の地域版総合戦略を１０月末までに策定をしたいというのは、２７年度については、国

の２６年度補正予算で充当しております。ただ、保留をしている部分があります。これは、１市

町村あたり、１千万という交付金が今、留保されておりますので、１０月の末までに戦略を策

定したところには、それを交付するということですので、うちもいち早く名乗りを上げて、早

急に作りますということになりました。今回のこのチェック機能は、当然議会にやっていただ

くことになると思います。人口ビジョンは、平成６０年を目標として作るわけでありますが、
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総合戦略の部分については、５年間を目標にやります。ここには、目標値を持ちながら、作っ

ていくつもりでおりますので、その辺のチェックは、議会でしっかりとチェック機能を出して

いただきたいというのが、石破大臣の発言だと思っております。当然有識者会議の中にも議会

から出ていただいておりますので、その中身はわかりますけれども、こんなものを戦略として

作り上げたいという時には、策定後、公表する前に議会へもお伝えして、また、お知恵をお借

りできればありがたいなと思っております。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 まあ、これから議会としてもですね、これについては、勉強するところが多々あるかと思う

んですが、今ちょっと私が、策定のための手引というのを持ってるんですが、中身のことはで

すね、せっかくこの有識者会議が作ったんですから、中身のことは、くどくど言いませんし、

この中にも先ほど町長５年間ということと。それから基本方針も幾つか出ています。これにつ

いてはまた、ぜひその有識者会議でやっていただきたいと思いますし、議会としても、いろん

な意見を出させていただきたいと思います。それからもう１点ですね。この有識者会議の中に、

先ほど町長は、産、官、学、金、労、言というこのそういう言葉ばが、よくマスコミでも流れ

てくるんですが、住民はもちろんですね、産というのは、産業界。それから。官というのは行

政。それから学というのは、教育機関。それから金というのは、金融機関。それから労という

のは労働団体。言というのはメディアだと思うんですが、差し支え中でなければ、個人名じゃ

なくてですね、どういうところから、有識者会議に入っているのか。答えられる範囲で結構で

すけれども。よろしくお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

その前にちょっと訂正をさしていただきます。私が町の人口の将来展望を示すのが平成 60

年とい言いましたけれども、2,060 年の誤りです。年号と西暦とを間違えて申し訳ございませ

んでした。施策の基本方向とすれば、４つ国からは示されておりますが、この間、有識者会議

の時にも、ちょっと言いましたけれども、２月１７日が県議会が開会になると思います。県が

町よりも早く進めていただかなきゃ困るわけですが、県は、国から示された基本目標以外にで

すね、人材の育成というのを入れながら５本柱で行くといいます。それをまた、この小さな町

で人材育成の担い手になれるかどうかは別として、４つで行きます。そしてまた、先ほどいい

ました産、学、官、金、労、言に県の外部の有識者委員ですが、商工会からも入っていただき

ます。そして、産の方はですね。商工会の商業部会工業部会の皆さんに入っていただこうかな。

行政の方はうちの総務課長、会計管理者に入っていただく。学は、小中学校の校長会長。そし

てまた、ここには、高等学校もありますから、高等学校の校長先生にも。金は、中銀さんから

入っていただこうと。労は、地元に一番根づいてるのは「はくばく」さんですが、ちょっと仕

事の関係でできないということですから。ニスカさんの方にお願いをしながら、労をお願いし

ます。言の方は、山梨県で一番ローカルな情報を持ってるのは山日さんだと思いますから。山

日さんに入っていただくことになっております。あと、議会からも入っていただいていますし、
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住民代表であれば区長会長になっていただきます。それ以外に福祉の部分もありますから、社

協の会長さん。そして、富士川農協の組合長さん。そしてまた、当然、中銀さんにも入ってい

ただいてるように、その事業が経営的に、将来的に大丈夫かという部分もありますから。公認

会計士さんも入っていただいた。１４名で構成するようになっております。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 この手引きを見ますと。まさに地方創生の問題をこれからまとめていくということですので、

是非その今の方々が非常に良いと思いますので、進めていただきたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先ほど議会のからみの部分も言いました。当然プランの部分にも入っていただきながらです

ね、果たしてこれでいいなのか、どうなのか、計画が固まる創生戦略が固まる前に議会にもお

話をしたいというのがあります。ＰＤＣＡを重んじるという今回の戦略でありますので、Ｐの

部分と、特に議会には、Ｃの部分。チェックの部分に、ぜひ、評価をしていただきながらです

ね。この事業は、長い事業であります。それが完結できるようにお願いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 ぜひお願いしますが、富士川町独自のものをぜひ作って欲しいと。よそのまねをするんじゃ

なくてですね、ぜひお願いいたします。それでは２点目、２点目は、国土強靭化地域計画の策

定について、これもですね、国の国土強靭化基本法が出ました。市町村においても、国土強靭

化地域計画を、定めることができるというふうなことができるという風な謳われ方がしていま

すけれども。これが防災、減災等に資する、他の計画との指針となるべきものと理解をしてお

りますので、策定する必要があると思います。本町においては、これを今後どのような計画で

この策定作業を進めていくのか。詳細と工程がわかりましたら、お伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     井上光三議員の国土強靭化計画についての質問にお答えします。強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法に基づき、市町村において国土強靭

化地域計画を定めることが出来ることとされております。この国土強靭化地域計画は、災害に

対する対応を取りまとめた地域防災計画とは違い、自然災害等による起きてはならない最悪の

事態を想定し、事前に備えることで防災・減災を図ることを目的とした計画であります。 

    また、この計画は、地方公共団体における行政全般に関わる既存の総合計画よりもさらに「上

位」に位置付けられ、他の計画の指針となるべきものであります。こうしたことから、東海地

震をはじめとした自然災害等の被害を最小限に抑えるためにも、事前防災・減災を目的とした

国土強靭化地域計画を策定したいと考えております。なお、今年度は、防災上の地域の課題を
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聴取するとともに、役場内に庁内検討会を立ち上げ、想定する災害の特定や起きてはならない

最悪の事態等を検討し、平成２８年度中を目途に計画を策定したいと考えております。以上で

す。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 これも非常に重要なことなんですね。今まである総合計画であるとか、都市計画というのは

リスクを想定できていない部分の計画なんですね。先ほど町長の答弁の中に、これは上位計画

であると。国の方針でも、これが最も上位にくるべきだと。ですから。もちろん防災計画も今

までありますけれども。この計画を作るとなると、例えばですね、この計画がいったん作成さ

れた場合は、その理念に基づいて総合計画の部分が、関わって来る部分、あるいは都市計画の

関わってくる部分も、修正なり、変更なり、するということでよろしいんですか。そういうふ

うな理解で。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

 この地方計画はですね、自然災害等による起きてはならない事態を最悪の事態を想定した事

前に備える防災減災でありますので、これから、そういったものをですね。最悪の事態という

ものを検討しながら、それが、今ある総合計画も理念を出している総合計画かと思います。そ

れに基づいて実施計画をつくりながらやっております。そこに修正が生じた場合には、総合計

画よりこちらの方が上位計画ですから、見直していかなきゃならないんじゃないかなというよ

うに考えております。 

○議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 今の町長の答弁の中で、今年度は課題等を取りまとめて、２８年度に実施していくというこ

とですが、これもやはりこれからの我々の地域にかかわる大きな問題ですので、是非いい方向

で進めていただきたいというように思います。以上で私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１３番、１３番、井上光三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５時１４分 
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平成２７年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成２７年６月１１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 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例） 

日程第 ３ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例） 

日程第 ４ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町一般会計補正予算(第１４号)) 

日程第 ６ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町介護保険特別会計補正予算(第５号)） 

日程第 ７ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富

士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第７号)） 

日程第 ８ 議案第４９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 ９ 議案第５０号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第1号） 

日程第１０ 議案第５１号 町の境界変更について 

日程第１１ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第１２ 同意第 ２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについて 

日程第１３ 同意第 ３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１４ 同意第 ４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１５ 同意第 ５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 
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日程第１６ 同意第 ６号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１７ 同意第 ７号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１８ 同意第 ８号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第１９ 同意第 ９号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第２０ 発議第 １号 富士川町議会行政視察研修の実施について 

日程第２１ 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２２ 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２３ 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２４ 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２５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５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 

 ８番  鮫 田 洋 平        ９番  長 澤   健        

１０番  秋 山   貢       １１番  市 川 淳 子        

１２番  齊 藤 欽 也       １３番  井 上 光 三        

１４番  小 林   進       １５番  神 田   智       

１６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

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

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 笠 井 千 尋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史 
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開会 午前１０時００分    

〇議長（齊藤正行君） 

 本日は、第２回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員ならびに町長を始め執行部各位

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、委員会にと新町にご審議をいただき、第２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１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第２回富士川町定例会３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。 

 本日の議事日程は、お手元に配布した一覧表のとおりです。 

 なお、本日追加案件として、人事案８件、議会行政視察研修案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件が提案されています。 

 ご審議くださいますよう、よろしくお願いします。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、建設課長 細野幸男君と、町民生活課長 佐藤洋子さんから、一般質問の答弁保留

の質問について、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。 

建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

７日の堀内議員さんの一般質問に対しまして保留となっていました青柳町１０号線の用地取

得の状況につきまして説明さしていただきます。取得用地は、３名からの８筆でございまして、

面積は１，７９４．１３平方メートルであります。取得金額は３，５９３万４，３０６円でご

ざいます。平均単価は平方メートル当たり約２万円であります。これは基金で先行取得してい

るものでございます。答弁の折面積１，３００から１，４００平方メートル、金額は４，１００万

円ほどと申し上げたことを訂正させていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

   ６月７日の秋山貢議員の一般質問についてですが、秋山議員より、境川最終処分場への負担

金に運搬費は含まれていないのではないかという質問に対し、運搬費も含まれていると解釈し

ているが、再度調査して情報提供をいたしますとの答弁を行いました。調査した結果、搬入量

１トン当たり２万６５００円程度になると見込まれている負担金には運搬費が含まれておりま

せんでした。おわびして訂正いたします。なお、運搬費用につきましては、県内の運搬となり

ますので現在より安くはなりますが、額についての詳細は、今のところ未定であります。 

以上です。 

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

〇議長（齊藤正行君）  
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日程第 ２ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域 

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例）    

日程第 ３ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定地域 

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果 

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例） 

日程第 ４ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町指定介護 

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町一般会計補正予算(第１４号)) 

日程第 ６ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町介護保険特別会計補正予算(第５号)） 

日程第 ７ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町簡易水道事業特別会計補正予算(第７号)） 

以上の６議案は承認案件でありますので一括して議題とします。 

これから承認第７号から承認第１２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって承認第７号から承認第１２号までの討論を終わります。 

     これから、日程第３ 承認第７号から日程第７ 承認第１２号までの６案件を一括して採決

します。  

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

     異議なしと認めます。 

     したがって承認第７号から承認第１２号は、原案のとおり承認することに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第８ 議案第４９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を議題とし 

ます。 

  これから、議案第４９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４９号の討論を終わります。 
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  これから、日程第８ 議案第４９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４９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９ 議案第５０号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 これから、議案第５０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５０号の討論を終わります。 

これから、日程第９ 議案第５０号を採決します。 

議 長  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５０号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１０ 議案第５１号 町の境界変更についてを議題とします。 

  これから、議案第５１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５１号の討論を終わります。 

これから、日程第１０ 議案第５１号を採決します。 

議 長  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５１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１１ 認定第１号 富士川 町道路線の認定についてを議題とします。 

これから、認定第１号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって、認定第１号の討論を終わります。 

これから、日程第１１ 認定第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号は、原案のとおり認定することに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１２ 同意第２号「富士川町教育委員会委員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。 

〇議長（齊藤正行君） 

  町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――  提 案 理 由 朗 読 説 明  ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、 

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、同意第２号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１２ 同意第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第２号は、原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１３ 同意第３号から日程第１９ 同意第９号までの７議案は、富士川町カラマツオ外三

十山恩賜林保護財産区管理会委員選任の同意案でありますので、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） 

    ――――  提 案 理 由 説 明  ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 
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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、同意第３号から同意第９号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１３ 同意第３号から、日程第１９ 同意第９号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第３号から同意第９号までは、原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第２０ 発議第１号 「富士川町議会行政視察研修の実施について」を議題とします。  

提出者 秋山 貢君から本案について、提案理由の説明を求めます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 １１番 秋山貢君。 

〇１１番議員（秋山貢君） 

―――― 提出者 提案理由説明）―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

  これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 

秋山議員は、しばらくお待ちください。 

〇議長（齊藤正行君） 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、 

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、発議第１号については、質疑と討論を省略します。 

 秋山議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

〇議長（齊藤正行君） 

これから、日程第２０ 発議第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、発議第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２１  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２２  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２３  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 
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日程第２４  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２５  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・調査案でありますので、一括して議題とします。 

総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の 

申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・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、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しまし

た。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は、全部終了しました。 

今定例会では、条例制定案をはじめ、提案された案件について慎重な中にも熱心なご審議を

いただき、ここに無事閉会できますことを厚くお礼申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、答弁などにご協力いただき、あ

りがとうございました。 

議員各位におかれましては、住民の代表として、「暮らしと自然が輝く 交流のまち」を目指

して、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２７年第２回富士川町議会定例

会を閉会します 

 

閉会 午前１０時１８分 

 

 


