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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４５号をもって招集されました、平成２７年第３回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２７年第３回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ９月に入り、朝夕はめっきり涼しくなり、虫の音も聞こえるようになりました。今年の夏は、

梅雨の長雨に始まり、８月中旬にかけては猛暑日が続き、県内では熱中症による病院搬送者数

が過去最多を記録しました。一方で、８月下旬になると太平洋高気圧の勢いが弱まり、一気に

気温が下がって平年より涼しい日が続くなど、天候、気温の変動が激しい夏でした。  

また今年は、大勢の貴い命を犠牲にした第二次世界大戦の終戦から、７０年の節目を迎え、

終戦記念日には全国各地で記念行事が行われ、多くの国民が不戦の誓いを新たにしたところで

あります。わが国では、参院で審議中の安全保障関連法案について、最終審議に向け与党が調

整に入っているとの報道がありました。学生などの若者も含め、過去に例を見ないほどの大規

模な国民デモが繰り広げられるなど、国民の関心も非常に高まりを見せています。他国との関

係も含め、わが国の平和を考え、慎重に審議し、将来にわたって平和維持が可能なものになる

ことを願います。 

１０月には、来年１月にスタートするマイナンバー制度にむけて、国民一人ひとりに割り当

てる番号が通知されます。マイナンバーは行政が税と社会保障、災害関連の個人情報を番号で

結びつけて効率的に管理する制度でありますが、企業も従業員の番号の管理をするなど、国民

に対しても情報管理に高い安全意識が求められます。本格運用まで４か月を切りましたが、ま

だ国民に意識が広まっているとは言えず、今後徹底した周知が図られるべきと考えます。 

 山梨県は先月末に、定住人口の目標を２０６０年で７５万人に設定するビジョンをまとめま

した。リニアや中部横断自動車道の開通など交通網の整備に伴う効果を見込み、将来的に転出

と転入が逆転するとの見込みを示したものの、現状からは８万人の減少であり人口減は否めま

せん。本町では、子育て支援や定住支援、また住みよい町のＰＲなど様々な対策に取り組んで

おり、今後の人口増を期待するところであります。 

町では今年も、防災の日を前にして先月末、各地区で防災訓練が行われました。幸いこの地

域では大きな災害はありませんが、昨日も、関東や東北では、５０年に一度の記録的豪雨が続

き、茨城県常総市では、鬼怒川の堤防が決壊するなど、各地に甚大な被害をもたらしました。

こうした災害を教訓として、いつ起こるかわからない災害に備えて、日頃から訓練をしておき

たいものです。 

議会では、６月から８月にかけて、議会改革の一環として町内の１２地区で地区懇談会を開

催しました。各区長様を始め区民の皆様のご協力をいただき、２３３名の住民の皆さんに参加

していただき、有意義な会となりました。住民からいただいた意見などを真摯に受け止め、議

会としても暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、今後もまい進してまいりたいと思いま

す。   
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今定例会は、平成２７年度補正予算、条例制定、条例改正をはじめ、平成２６年度決算など

について、審議をお願いすることとなります。決算審査は、決算特別委員会を設置し、分科会

方式の形で審議し、その後、 全体会で討論をすることを予定しております。これにより慎重か

つ丁寧に、内容の濃い審査ができるものと考えております。 

 今定例会の会期は、９月２８日までの１８日間を予定しております。議員各位におかれまし

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

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

 １番 小林有紀子さん 

 ２番 深澤公雄君 

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２８日までの１８日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から２８日までの１８日間と決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、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付したとおりです。 

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

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

のでご了承ください。 

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

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

願います。 

本日は提案説明に留め、質疑につきましては１５日の本会議で議事日程により審議をお願い

します。 

 今定例会までに受理した請願は、先に配付しました請願文書表のとおりです。 

 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 
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ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     おはようございます。まず、一昨日からの台風１７、１８号の影響によりまして、茨城県、

栃木県では、未曾有の災害に見舞われております。心より被災された方々に対してお悔やみを

申し上げたいと思います。また本町も、台風１７号が接近したことから、接近当日、警戒本部

を設置いたしまして、その警戒に当たったわけでありますけれども、幸いにして被害等はあり

ませんでした。 

また、今回、茨城、栃木が大きな災害に見舞われております。北茨城市とは災害協定を結ん

でおることから、早速、向こうの状況を確認し、応援できるものがあれば、ご協力をいたしま

すということで連絡をさせていただいたところであります。 

 さて本日ここに、平成２７年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、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。 

 はじめに、先月、内閣府が発表した我が国の経済状況を見ますと、４月から６月期の実質Ｇ

ＤＰの成長率は、前期比で０．４％減、年率１．６％減となり、３四半期ぶりのマイナスとなっ

ており、「景気は、改善テンポに、ばらつきもみられるものの、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は、「雇用、所得環境の改善傾向が続くなかで、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。」としておりますが、「中国経済をはじめと

した海外需要の下振れなど、景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動に留意する必要が

ある。」としております。 

こうした我が国経済の基調判断の下、政府は、大地震からの復興を加速させるとともに、デ

フレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくとして

おります。このため、経済財政運営と改革の基本方針や日本再興戦略、まち・ひと・しごと再

生基本方針などを着実に実行するとしておりますが、地方経済を見ますと、景気にしても、実

質賃金にしても、回復基調との実感はほど遠く、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、防災体制の充実・強化についてであります。近年、異常気象による集中豪雨の発生や

関東以西では、東海地震、南海トラフ巨大地震の切迫性が叫ばれている中、東海地震が発生し、

震度６強の地震動を想定した防災訓練が、８月２９日、３０日、全区において実施されたとこ

ろであります。町におきましても、３０日、災害対策本部の設置・運営訓練、各区との情報伝

達訓練や避難所開設訓練、食料品等調達訓練、飲料水供給訓練などを行い、発災時における初
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動体制の確認を行ったところであります。 

また、第一次募集において、申し込みをされました「防災ラジオ」の希望者に対しましては、

一昨日からラジオを引き渡すとともに、防災ラジオを通した情報発信の運用を開始したところ

であります。今後は、防災ラジオの更なる普及に努め、防災行政無線放送の難聴世帯の解消と

ともに、緊急時における警戒情報や非難情報などを確実に伝達することにより、防災対策の充

実を図って参りたいと考えております。 

次に、ふるさと名物応援宣言についてであります。本町では、町内の事業者や団体が連携し

て、地域産業資源である「落語・鰍沢」の舞台を活用した商品、体験型プログラムなどの開発

に取り組む、「地域産業資源活用事業」を支援し、落語の舞台である「落語のまち」のブランド

化を後押しすることとし、先般、甲州ワインのブランド化に取り組む甲州市とともに、「ふるさ

と名物応援宣言」を行いました。この応援宣言をしたのは、全国でも、我が富士川町と甲州市、

そして富山県立山町の３自治体であります。応援宣言により、今後、事業者が商品等を開発す

る際に、国の補助金が有利に受けられるほか、人材育成や情報発信などでも支援が受けられる

こととなります。「落語「鰍沢」の舞台として栄華の歴史を感じる「落語の町」富士川として、

その舞台をめぐる旅の企画や商品開発などへの支援はもとより、「富士川落語祭」の開催も検討

する中で、落語の舞台のまちとして全国に発信して参りたいと考えております。 

次に、小中学校におけるＩＣＴ教育の推進についてであります。これからの学校教育おいて、

情報通信技術を活用した教育を推進していくことは、子どもたちの学習への興味、関心を高め、

より分かりやすい授業を進める上で、特に有効であり、国の第２期教育振興計画においても、

確かな学力を身に付ける教育方法として、多様な情報端末でデジタル教材等を利用した、ＩＣ

Ｔ教育の推進が掲げられております。こうしたことから、本町の小中学校においても、地方創

生の追加交付金を活用する中で、今後、計画的な情報機器等の整備を推進することとし、今定

例会に今年度整備に要する経費を計上しております。 

 次に、土日・祝日路線バスの運行についてであります。土日、祝日における、地域住民の生

活の利便性を図るとともに、観光で本町を訪れる方々の交通手段を確保するため、本年１０月

から、身延線鰍沢口駅と小室、平林、十谷の３路線を１日３往復する、ホリデーバスを運行す

ることといたしました。ホリデーバスの運行により、休日における移動の利便性の向上が図ら

れるとともに、町内観光三筋の観光振興に繋がって行くものと考えており、今定例会に地方創

生の追加交付金を活用した所要の経費を計上しております。 

次に、定住促進対策についてであります。本町への移住、定住を促進させるために、これま

でも数多くの施策を展開しているところでありますが、町内観光名所や町の魅力、定住奨励や

子育て支援などの施策を全国に発信する準備を進めてきたところであり、先般、その動画が完

成しましたので、９月１日から町のホームページと総務省が地方への移住を促進するために設

置したポータルサイト「全国移住ナビ」に掲載しております。動画では、大法師公園などの町

の名所とともに、移住する上で必要な峡南医療センター、ショッピングモールなど１５箇所ほ

どを紹介するとともに、保育料の軽減や１８歳までの医療費無料化といった子育て支援策のほ

か、定住促進の補助制度、中山間地域での土地取得補助などの制度も紹介しております。なお、

この動画は、全国市区町村プロモーション動画コンテストへの参加作品ともなっております。 

本町の動画は、掲載して間もないわけでありますが、全国の自治体移住ナビの中で、本町への

アクセス・ランキングは、昨日現在、ベスト８に上がってきております。今後も、さらに多く
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の皆様に、本町のプロモーション動画をご視聴いただき、アクセス数も重要でありますが、全

国から多くのお問い合わせをいただき、本町への移住、定住に繋がっていくことを期待してい

るところであります。 

また、このほか定住促進事業として、宅地造成を行って参りました町営住宅長澤新町団地の

一部を、１区画あたり約７０坪、９７０万円程度の価格で、２区画を公募したところでありま

す。 

次に、病後児保育事業についてであります。本町では、子育て支援事業計画に基づき、明年

1月から峡南医療センター富士川病院の看護師宿舎の一部を利用し、「病後児保育事業」を実施

して参りたいと考えております。病後児保育の対象者は、町内に在住する保護者又は町内に勤

務している保護者の生後６か月から満１２歳までの児童で、病気が回復期ではあるが、まだ集

団生活が困難な児童としております。核家族や共働きの保護者が増える中で、病後の回復期に

も安心して子どもを預けられ、児童の健全な育成につながる、子育てと就労の両立支援に努め

て参りたいと考えております。 

なお、今定例会に事業実施に関する条例の制定案件と所要の経費を計上いたしております。 

次に、子ども医療費窓口無料化の年齢拡大についてであります。本町では、平成２２年度に

医療費の窓口無料化の対象者を中学三年生までに拡大して参りましたが、子育て世代の更なる

負担軽減策として、その対象年齢を１８歳到達の年度末までに拡大することとし、その準備を

進めておりましたが、このたび、医師会や関係機関との調整が整ったことから、今月中には、

対象者全員に受給者証をお届けし、予定どおり１０月診療分の医療費から実施することとして

おります。 

     次に、国民健康保険の医療給付費削減に向けた取り組みについてであります。国民健康保険

税については、国民健康保険会計の健全な運営を図るため、本年度、保険税率の引き上げを行っ

たところであります。しかし、医療給付費については、今後も増加が見込まれる中、その削減

に向けた取り組みとして、先般、町と全国健康保険協会 山梨支部との間で、「健康づくり推進

に向けた包括的連携に関する覚書」を締結いたしました。これにより、町が所管しております

国民健康保険 被保険者の受診データと全国健康保険協会 山梨支部が所管する被保険者の受

診データを合わせ、町民全体の約６割の方の病気の傾向や原因の究明が可能となります。今後

は、これらのデータを活用し、予防事業や健康づくり事業をさらに推進し、町民の健康寿命の

延伸と国民健康保険の医療給付費の削減に繋げて参りたいと考えております。 

次に、ふるさと納税についてであります。ふるさと納税のさらなる推進を図るため、本年７月

から返礼の対象となる寄付金額を、これまでの５万円以上から５千円以上に改め、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にするとともに、インターネットを利用した申し

込み手続きも可能にするなど、制度の見直しを行って参りました。こうしたところ、既に前年

度実績を大幅に上回る申し込みを頂いておりますが、更なる手続きの利便性を図るため、今月

からはクレジットカード決済による寄付金の受け入れも開始したところであります。今後も、

魅力ある「ふるさと納税制度」を目指すとともに、全国の多くの皆様から御寄付いただいた、

ふるさと納税を有効に活用して参りたいと考えております。 

次に、マイナンバー制度導入についてであります。平成２５年５月に「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（番号法）が成立し、明年１月からマイ

ナンバー制度が開始されます。本制度は、国の行政機関や地方公共団体等が、社会保障、税、
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災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーを結び付け、効率的に情報管理を行う制度

で、マイナンバーを活用することにより、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で、迅

速かつ確実にやり取りすることが可能となるものであります。マイナンバーの実施に向けては、

本年１０月以降に、地方公共団体 情報システム機構から全町民に１２桁の個人番号とカード

希望者用にカード申請書を添えて通知されますが、明年１月からは、社会保障、税、災害補償

の行政手続きを行う際には、この個人番号が必要となります。この情報システム機構から発行

された個人番号やカードを紛失した際には、町が再発行事務を行いますので、その再発行に要

する手数料を定める必要があることから、今定例会に手数料条例の一部を改正する条例と所要

の経費を計上いたしております。  

次に、指定管理者の募集状況についてであります。かじかの湯及び鰍沢デイサービスセンター

については、明年３月３１日をもって、５年間の指定管理期間が満了となることから、現在、

両施設の指定管理者である社会福祉法人「かじかの会」に対し、指定期間満了後の運営につい

ての意向確認をしたところ、デイサービスについては、継続の希望があるものの、かじかの湯

については、明年３月の期間満了をもって辞退したいとのことでありました。こうしたことか

ら、地方自治法及び富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基

づき、かじかの湯の管理・運営、デイサービスセンターの管理・運営、両施設の管理・運営の

３選択に分け、新たに平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間、指定管理

者としての募集を行ったところ、かじかの湯について２社、鰍沢デイサービスセンターについ

ては１社、の申し込みがあったところであります。 

 今後、公認会計士や学識経験者等からなる指定管理者選定委員会において、申し込みのあっ

た業者からのプレゼンテーションに対する審査を経て、指定管理候補者の選定を行い、１２月

議会定例会での議決を得た後、次期指定管理者との協定の締結を行って参りたいと考えており

ます。 

次に、PCB 廃棄物の処理についてであります。PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、絶縁性、

不燃性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用

されていましたが、昭和 43 年にカネミ油性事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、

我が国では昭和４７年以降製造が行なわれておりません。こうした中、製造された PCB の処

理に向けて、民間主導による PCB 処理施設設置の動きが何度かありましたが、施設設置に関

し住民理解が得られなかったことから、長期にわたり、ほとんど処理が行われず、結果として

長期保管が余儀なくされました。しかし、長期保管のため、紛失や漏えいによる環境汚染の進

行が懸念されたことから、確実かつ適正な処理を推進するため、平成１３年に PCB の適正な

処理の推進に関する特別措置法が公布、施行されました。 

この法律により、国が中心となって拠点的な処理施設を整備し、処理が始まりましたが、PCB

が大量に保管されていることから、順次処理されており、今回、本町で保管している分の処理

が可能となりましたので、今定例会に処理に必要な所要の経費を計上しております。 

なお、処理対象は、町内各小中学校、旧増穂土地改良区の畑かん施設、富士川環境衛生組合

ごみ処理施設、青柳町公民館で保管されていたコンデンサ、トランス、安定器であり、重量は、

低濃度PCBが、１，７０４㎏、高濃度が９８４．３㎏、総重量 ２６８８．３㎏であります。 

次に、増穂小学校プールの改修についてであります。増穂小学校プールの改修工事につきま

しては、この度、実施設計が完了したことから、プールサイドの改修、日除けの設置、プール
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の塗装などのリニューアル工事を実施し、明年のプール開きまでに間に合わせるため、本定例

会に必要な経費を計上しております。 

次に、新町民会館の周辺整備についてであります。町民会館については、公共施設再配置計

画に基づき、鰍沢福祉センターを新町民会館とするため、これまで、災害時に対応した太陽光

発電設備をはじめ建物内部の改修を進めて参りましたが、駐車場確保のため、鰍沢プールにつ

きましても、この夏の利用を以って終了し、現在、プールの解体工事と防火水槽整備工事を発

注したところであります。今後は、駐車場の外構工事と照明設備工事、舗装工事等を発注し、

普通車の駐車台数１２９の駐車場を整備し、明年４月のオープンを予定しているところであり

ます。なお、駐車場の整備にあたっては、大型バスの駐車場の確保や町道上北梅林線からの進

入を円滑にすること、また地元から町道上北２号線の拡幅要望があることなどから、鰍沢警察

署・旧署員宿舎跡地の取得について、かねてから県管財課と駐車場用地として、取得について

協議を進めているところでありますが、今後、県との協議が整い、取得が可能となった場合は、

改めて用地取得費と工事費を計上して参りたいと考えております。 

なお、この用地取得により、路線形状が良好になり、大型バスの駐車が容易となるとともに、

普通車の駐車台数で換算しますと、１４７台の駐車が可能となります。 

また、国の合同庁舎が完成した暁には、労働基準局の敷地の利活用も広がるものと考えており

ます。 

最後に、鰍沢小学校 太陽光発電設備 設置工事についてであります。本年度予定していた

鰍沢小学校 太陽光発電設備 設置工事については、国庫補助の不採択が確定したことから、

実施年度を明年度以降にすることとし、本年度計上している所要の予算を減額するものであり

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２件、条例制定案件３件、条例改正案

件２件、補正予算案件５件、議決案件１件、決算認定案件２件の、合わせて１５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。 

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５号 平成２６度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率

の報告についてを議題とします。 

 町長から、本案について説明を求めます。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 財政課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 
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 それでは報告第５号の詳細説明をさせていただきます。かがみの次のページをお開きいただ

きたいと思います。平成２６年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況一覧表でま

とめてあります。まず初めに、実質赤字比率でありますが、赤字が生じておりませんので、横

線で示してあります。早期健全化比率につきましては１５％となっております。連結実質赤字

比率、こちらも赤字を生じておりませんので横線で示してございます。早期健全化基準は２０％

であります。続きまして、実質公債費比率は９．６％。昨年度に比べましてマイナスの０．１％

であります。早期健全化基準は２５％となっております。将来負担比率５３．１％。昨年度に

比べまして１３．４％の増となっております。早期健全化基準につきましては３５０％となっ

ております。将来負担比率の増の要因でありますけれども、この将来負担比率は、標準財政規

模に対する地方債の大きさを示したものでありまして、町が借入れている部分、さらには、町

が加入している組合の借入の部分が加わっております。この中で増えているのは町が加入して

いる中巨摩広域行政組合、峡南広域行政組合、山梨県市町村総合事務組合の地方債が増えてお

ります。さらに平成２６年度決算分から峡南医療センター分が加わっているために、１３．４％

の増となっているという状況でございます。早期健全化基準は３５０％となっておりますので、

５３．１％というようなことで、大幅に下回っている状況であります。続きまして、資金不足

比率の状況を報告いたします。会計はこちらの事業会計であります。水道事業会計、簡易水道

事業特別会計、営農飲雑用水事業特別会計、下水道事業特別会計、箱原農業集落排水事業特別

会計、いずれの会計におきましても資金不足を生じていないために、横線で示してあります。

経営健全化基準は２０％となっております。いずれも資金不足を生じていないため、健全な状

況となっております。以上、報告５号の詳細説明とさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

 次に監査委員から、平成２６年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

ます。 

 代表監査委員、諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫君） 

 本日は、大変ご苦労さまでございます。 

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

ます。 

 ただいま、町長および担当課長から説明がございました平成２６年度富士川町財政健全化判

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

 それではお手元の資料の、報告第５号の裏面に意見書が添付されておりますのでご覧いただ

きたいと思います。 

 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

 （平成２６年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 

 以上で、平成２６年度富士川町財政健全化等審査意見についての報告を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、平成２６年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第５ 報告第６号 平成２６年度富士川町一般会計継続費精算報告についてを議題とします。 

町長から、本案について説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に報告第６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） 

     それでは報告第６号の詳細説明をさせていただきます。次ページをお開きください。 

平成２６年度、富士川町継続費精算報告書、一般会計、８款土木費、６項東部開発費、観光

交流センター、道の駅整備でございます。全体計画では、年割額、２４年度３億６，０００万

円、２５年度４億６，６００万円。２６年度８，０９０万４千円でございます。計で９億６９０万

４千円でございます。その全体計画に対しまして、実績でございますが、２４年度支出済額、

３億５，７５２万５，４０７円。２５年度４億６，３５０万９，１９０円。２６年度、８，０８９万

９，２５２円。計９億１９３万３，８４９円。比較でございますけども、全体計画と実績との

比較でございます。２４、２５、２６年度合計いたしまして、全体計画の方が、４９７万１５１円

多いということになります。その財源の内訳でございますが、国庫支出金は計画、実績とも変

わりございません。地方債は、全体計画の方が２１０万円多いということになります。その他

の財源でございますが、これは次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助、それから元気な

地域づくり交付金。それから再生可能エネルギー熱利用化加速化支援対策費補助金等でござい

ます。それが全体計画の方が、４，３４７万８，３７９円少なかったということになります。

一般財源は、全体計画の方が４，６３４万８，５３０円多かったということになります。以上

で詳細説明を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の報告ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第６ 議案第５４号 富士川町特定個人情報保護条例の制定について 

日程第７ 議案第５５号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の制定について 

日程第８ 議案第５６号 富士川町景観条例の制定について 

以上の３議案は、条例制定案でありますので、一括して議題とします。 

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５４号の補足説明を求めます。 
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 企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     それでは、議案第５４号の補足説明をさせていただきます。既に個人の権利、利益の保護に

関しましては、個人情報保護条例が制定されておりますが、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律、通称番号法の施行に伴い、特定個人情報、個人番号

をその内容に含む個人情報でありますが、こちらも保護の措置が必要なことから本条例を制定

するものでございます。富士川町特定個人情報保護条例の内容についてでございますが、第１章

総則でその目的、本条例の用語の意義を定めております。第１条から第２条でございます。第

２条におきまして、特定個人情報の取り扱いについて規定をしております。主に番号法に基づ

いて、特定の個人情報の収集、提供、及び利用の制限、また、滅失、漏えい、毀損の防止等、

安全確保の措置が規定をされております。第３条から第１０条でございます。第３章では特定

個人情報ファイルデータの取り扱いについて規定をされております。第１条から第１２条でご

ざいます。第４章では、保有しております特定個人情報の開示、訂正、及び利用停止、不服の

申し立てについて規定をされております。第１３から第４０条でございます。第５章では罰則

でございますが、この条例の適用除外について規定をされております。第４１条から第４４条

でございます。なお附則でこの条例の施行期日は番号法の施行の日とし、この条例の制定に伴

い富士川町個人情報保護条例の一部についてもを改正する必要がありますので、一部改正の規

定をしております、以上でございます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第５５号の補足説明を求めます。 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     それでは、議案第５５号富士川町病後児保育の実施に関する条例について補足説明をさせて

いただきます。この事業はお子さんが病気の急性期を過ぎ回復期になったものの、集団生活は

まだ困難と感じるときに、病後児保育室でゆったり過ごし無理なく体力を取り戻せる子どもの

立場に立った保育事業です。事業の実施にあたり利用要件と利用料を定める必要があるため条

例制定を行うものでございます。第１条には目的が掲げてございます。病後児保育を実施する

ことにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与す

ることを目的とすると掲げてございます。第２条では、実施主体として富士川町、また事業の

一部を峡南医療センター企業団に委託すると定めております。第３条では、実施場所について

示しております。実施場所については、峡南医療センター企業団富士川病院看護師宿舎内で実

施いたします。第４条につきましては、対象児童について定めております。第５条では申請及

び承認。第６条、７条につきましては利用料について定めております。補足説明は以上でござ

います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５６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） 

     議案第５６号の富士川町景観条例の制定についての補足説明を申し上げます。この条例は、
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景観法第８条第１項の規定に基づき定める景観計画の策定、その他の必要な事項を定めること

により、景観計画の基本理念に掲げるふるさとの風土と歴史が育んだ愛着と誇りの持てる、風

景づくりの実現を図るために定めるものでございます。第１条から第６条につきましては、総

則を定めたもので、目的、定義、基本理念、町、町民、事業者の責務を定めたものであります。

第７条から第２６条につきましては、良好な景観形成の推進を定めたもので、第７条から第

１２条までについては、景観計画の策定、公表、景観区域の決定、住民組織の設置等、景観計

画について定めたものであります。第１３条から第２２条におきましては、届け出を要するも

の、不要とするもの、事前協議を要するもの、町長は助言が勧告ができること等、景観計画区

域内における行為の制限を定めたものでございます。第２３条から第２６条につきましては、

景観重要建造物、景観重要樹木の指定及びそれぞれの管理義務を定めたものでございます。第

２７条から第３０条につきましては、景観形成活動団体の認定や、景観形成の配慮と町民等と

の協働による景観まちづくりの推進について定めたものでございます。第３１条から３４条に

つきましては、景観審議会の設置や初動事務等、富士川町景観審議会について定めたものでご

ざいます。第３５条、３６条につきましては、景観計画を締結したもの、景観まちづくり住民

組織、景観形成活動団体、景観重要建造物や景観重要樹木の所有者等に必要な支援ができるこ

とを定めたものでございます。第３７条は、雑則として施工に関し必要な事項は規則で定める

としたものでございます。附則としましてこの条例は公布の日から施行し、第２章２節の景観

区域内における制限については、平成２７年１２月１日から施行するとしたものでございます。

経過措置としましてこの条例の施行の際、現に着手されている建築行為等についてはなお従前

の例によるものとし、第１６条に規定する行為の届け出は必要としないとしたものでございま

す。また富士川町特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

として、別表の都市計画審議会委員の項に景観審議会委員年額３，５００円を加えるものでご

ざいます。これは条例の第１巻の２，１０８ページでございます。それから別表につきまして

は条例第１３条の届出行為等において、田園移住、山間集落、森林の景観形成地域においての

対象行為の種類及び規模を定めたものでございます。以上で補足説明を終わらせていただきま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ９ 議案第５７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５８号 富士川町公民館条例等の一部を改正する等の条例について 

以上の２議案は条例改正案でありますので一括して議題とします。 

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５７号の補足説明を求めます。 

 町民生活課長 佐藤洋子さん。 
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〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

 それでは、議案第５７号富士川町手数料条例の一部を改正する条例について補足説明をさせ

ていただきます。今回の改正につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するため

の法律の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律に規定する個人番号カード等の再発行に

ついて、手数料が発生するため所要の改正を行うものであります。次のページをごらんくださ

い。第１条では４１項の次に、４２項として行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律、平成２５年法律第２７号、以下番号法と申し上げます。第７条第１項

に規定する通知カードの再交付１件５００円を加えることにより、４２項から５０項までが

１項ずつ繰り下げられる改正です。次に第２条では、４１項の住民基本台帳カードの交付また

は再交付１５００円を、番号法第１７条第１項に規定する個人番号カードの再交付、１件

８００円と改正し、４２項の改正は法律面のみを略称に改正するものになります。附則の施行

期日でありますが、第１条の規定は平成２７年１０月５日かから、第２条の規定は平成２８年

１月１日からの施行となります。以上で補足説明とさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、議案第５８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５８号富士川町公民館条例等の一部を改正する等の条例につきまして、補

足説明をさせていただきます。現在の町民会館の機能を鰍沢福祉センターへ移転することに伴

いまして、富士川町公民館条例、富士川町民会館条例、富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電

設備管理基金条例の３本の条例の一部を改正し、富士川町鰍沢福祉センター条例を廃止するも

のであります。改正の内容について説明をいたします。３ページの新旧対照表で説明いたしま

す。３ページをお願いいたします。始めに、第１条関係、富士川町公民館条例の一部改正であ

ります。中央公民館の位置が鰍沢６５５番地５７に移転することに伴う改正であります。次に、

第２条関係の富士川町民会館条例の一部改正であります。第２条の改正ですが、こちらにつき

ましても、公民館の位置が鰍沢６５５番地５７に移転することに伴う改正であります。第３条

の改正につきましては、町民会館が中央公民館の機能を有することを規定するための改正であ

ります。第７条の改正につきましては、使用の制限について各号に掲げてあります、制限事項

に該当する場合には「使用の許可をしないことができる。」としているものを、「使用を許可を

しないものとする。」に改めるものです。また、４ページになりますが、「使用の制限事項に営

利を目的として事業を行うとき」を新たに加えるものです。次に、第３条関係の富士川町鰍沢

福祉センター太陽光発電設備管理基金条例の一部改定であります。鰍沢福祉センターを町民会

館とすることに伴い、題名及び第１条中の事項を改めるものであります。次に新旧対照表には

ありませんが、２ページをお願いいたします。第４条ですが富士川町鰍沢福祉センター条例の

廃止であります。鰍沢福祉センターを、町民会館ということに伴い富士川町鰍沢福祉センター

条例を廃止するものであります。次に、附則になります。施行期日は平成２８年４月１日にな

ります。第２項の経過措置につきましては、この条例により廃止されました、鰍沢福祉センター

条例の規定に基づきなされた行為は新たな条例において、なされたものとみなす規定でありま

す。第３項につきましては、改正後の新たな富士川町民会館条例の別表に定めている、町民会

館の使用料についてこの条例の施行日であります、平成２８年４月１日以降に利用する使用料
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から適用することを想定する経過措置であります。以上補足説明を終わります。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、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０５分 

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

再開 午前１１時１５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します。 

   日程第１１ 議案第５９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１２  議案第６０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第６２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第６３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の５議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ５議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５９号の補足説明を求めます。 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

 それでは議案第５９号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をお開きくださ

い。（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書にて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。説明に関しましては款項補正額を読み上げ、主なものを

説明させていただきます。 

（以下、平成２７年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第５９号の補足説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第６０号の補足説明を求めます。 

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） 

 それでは議案第６０号の補足説明をさせていただきます。平成２７年度富士川町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）の裏面をお開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 
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第２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。次の事項別明細書の１ページをお開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

以上議案第６０号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第６１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、議案第６１号の富士川町介護保険特別会計補正予算の補足説明に入るわけですけ

れどもその前に、資料のほうの訂正がございますので、申しわけありませんが訂正をさせてい

ただきたいと思います。表紙の裏面の歳入歳出予算の補正第１条の２行目、「１８５万８，

１７０円と定める」とありますがこちらにつきましては、「１８億５，８１７万円」の誤りであ

りますので、０と円の間に漢数字で千を入れていただきまして、１８億５，８１７万円という

ことで訂正をお願いたします。申し訳ありませんでした。 

では、説明に入らせていただきます。議案第６１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会

計補正予算（第１号）の裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

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を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。事項別明細書の１ページとなります。 

（以下、平成２７年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上で議案第６１号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第６２号及び第６３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） 

     議案第６２号 富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせていた

だきます。裏面をお開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町の簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので事項別明細書の

１ページをお開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町の簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

続きまして議案第６３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

補足説明をさせていただきます。同じく裏面をお開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

詳細につきましては、事項別明細書で説明させていただきます。事項明細書の１ページをお

開きください。 

（以下、平成２７年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明）

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



 １９

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の議案第５９号から議案第６３号までの補足説明

が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１６ 議案第６４号 鰍沢中学校屋内運動場アリーナ他天井改修工事請負契約の締結につ

いてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第６４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６４号につきまして補足説明をさせていただきます。めくっていただきまし

て、建設工事請負仮契約書のコピーがございますので、ご覧いただきたいと思います。１事業

名、２工事名でございます。学校施設環境改善交付金事業、工事名は鰍沢中学校屋内運動場ア

リーナ他天井改修工事であります。工期につきましては、議決の翌日から、完成につきまして

平成２８年２月２９日までということで、卒業行事に合わせて、工期の設定をさせていただき

ました。それから、入札につきましては、８月の２４日に実施をいたしました。指名業者は町

町内関係、一之瀬工務店、小沢工務店、源工業、昭和建設工業、他に三井建設工業、興龍社、

上野工業、藤島建設、以上８社で実施をいたしました。結果につきましては昭和建設工業株式

会社が落札をいたしました。請負金額でございますけれども、６，５４４万８千円でございま

す。主な工事内容といたしまして、体育館の天井板の撤去、電気設備の落下防止、ガラス窓の

飛散防止等でございます。仮契約日は入札翌日、平成２７年８月２５日でございます。めくっ

ていただきまして、請負者住所、山梨県甲府市寿町２９番１号、昭和建設工業株式会社代表取

締望月健です。以上でございます。ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１７ 認定第２号 平成２６年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第１８ 認定第３号 平成２６年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、決算の概要説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ２ 議 案 に 係 る 決 算 概 要 の 朗 読 説 明 ―――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

 ここで、暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

 

休憩  午後１２時０４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。 

     次に、認定第２号及び第３号の補足説明を求めます。 

説明者は、簡潔明瞭な説明をお願いします。 

まず認定第２号の補足説明を求めます。 

会計管理者 笠井千尋さん。 

〇会計管理者（笠井千尋さん） 

     認定第２号 平成２６年度富士川町一般会計および各特別会計歳入歳出決算認定について補足説

明をさせていただきます。決算書の３６ページの次にある決算付属資料の、歳入歳出事項別明細書

によりご説明をいたします。なお、説明は項ごとに収入済額、支出済額で行い、必要に応じ主な収

入支出の内容を御説明いたします。まず、歳入の１ページをごらんください。 

    （以下、平成２６年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

     引き続き、特別会計を事項別明細書によりご説明をさせていただきますので、１０５ページです。

国民健康保険特別会計事項別明細書をごらんください。 

    （以下、平成２６年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

     以上で、認定第２号の補足説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、認定第３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、認定第３号平成２６年度富士川町水道事業会計決算認定についての補足説明をさ

せていただきます。富士川町水道事業決算報告書の１ページをお開きください。 

 （以下、平成２６年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 

 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の決算の概要説明ならびに担当課長の認定第２号及び第３号の補足説明が終わ

りました。 

ただいま議題になっています、認定第２号及び第３号については、委員会条例第６条の規定

によって決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号及び第３号の決算認定については、決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することに決定しました。 

 ここで委員会名簿を配付します。 
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（ 配 付 ） 

お諮りします。 

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

の規定によってお手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

ここで、暫時休憩します。 

 決算特別委員会の委員は、正副委員長の互選のため、議員控室にご参集ください。 

休憩 午後２時０２分 

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

再開 午後２時０４分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

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

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

案付託表、決算特別委員会日程表および現地視察日程表については、議会終了後に配付します 

のでご了承願います。 

１４番 神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

     決算審査に必要な資料の提出を求める動議を提出します。 

〇議長（齊藤正行君） 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齋藤欽也君） 

     神田議員の動議に賛成いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

ただいま、１４番神田智君から決算審査に必要な資料の提出を求める動議が提出されました。

この動議は１人以上の賛成者がありますので成立しました。 

これから決算審査に必要な資料を求める動議を議題とします。 

ここで、動議提出者から提出理由の説明を求めます。 

１４番 神田智君。 

ここで書記に提出資料一覧表を配付させます。 

（ 配 付 ） 

〇１４番議員（神田智君） 

     決算審査にあたりまして、ただいまお手元に配付をされました一覧表にあります２３件の資

料を参考にしたいので、提出を求めるものであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、提出理由の説明が終わりました。 

神田智君、自席にお戻りください。 
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これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を採決します。 

お諮りします。 

決算審査に必要な資料の提出を求める動議を決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算審査に必要な資料の提出を求める動議は可決されました。提出資料につい

ては、議会終了後配付しますのでご了承願います。 

次に監査委員から、平成２６年度富士川町一般会計特別会計及び公営企業会計の決算審査に

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

代表監査委員 諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫君） 

     まず、報告に入る前にこの度行いました決算審査におきましては、町長はじめ関係職員には

大変お忙しい中ご協力をいただき、日程どおり終了することができましたことに対し、厚く御

礼を申し上げます。ありがとうございました。 

当決算審査に対する意見書については、一括して報告をさせていただきます。 

なお、時間の関係もありますので、１ページと、２１ページの結びのみ朗読させていただき、

報告に代えさせていただきます。あらかじめ、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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

それでは、お手元の資料により報告させていただきます。 

議案書の認定第３号の後ろのページに意見書が添付されていますので、ご覧ください。 

    （以下、平成２６年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）決算審査

意見書１ページ、２１ページ朗読説明） 

     以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 

諸代表監査委員、誠にご苦労さまでした。厚く御礼申し上げます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

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 ２時２９分 
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平成２７年第３回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２７年９月１４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 一般質問 

通告 １番  ９番  長 澤   健 議員 

通告 ２番  ３番  川 口 正 満 議員 

通告 ３番  ５番  堀 内 春 美 議員 

通告 ４番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ５番 １２番  齊 藤 欽 也 議員 

通告 ６番  １番  小 林 有紀子 議員 

通告 ７番 １０番  秋 山   貢 議員 

 

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 

 



 ２５

 

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 

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 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 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） 

 第３回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

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

しておきましたとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

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

します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は７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、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） 

     それでは通告に従いまして、質問したいと思います。 

     今回大きく分けて、３点について質問します。今回も割と提案型の質問が多いので、答弁の

方はやるか、やらないかを端的に答えていただきたいと思います。 

     それでは１番の、健康活動推進についてです。 

     生活習慣病を予防すれば、医療費の削減に繋がります。町内でいろんな原因で、透析を受けて

いる患者が、１５名です。糖尿病患者の数を把握できていませんが、多くの患者がいると思います。

糖尿病予備軍を含めれば、これは僕も含まれてしまいますが、相当の人数に上ると思います。年々

上がる国保税を見れば医療費の抑制につながるよう、自治体でも予防活動に積極的に取り組むべき

と考えます。そこで健康推進活動について何点か伺います。まず、最初の質問です。今スマートフォ

ン、通称スマホのアプリの機能が非常に多様化しています。健康管理、ひとり暮らしのお年寄りの

見守り、メンタル面ストレスチェック、情報発信など、いろんなアプリが出てきています。これを

行政で活用できれば画期的なことだと思います。僕も他の自治体に先駆けた事業ができないかいつ

も考えているんですが、今回は、スマホを活用した健康管理を提案したいと思います。スマホは、

ウォーキングの複数管理、体重管理、血圧管理などができます。富士川町スマホという、行政アプ

リを立ち上げて、それを町民が登録して楽しみながら健康管理をする取り組みはどうでしょうか。
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当局の考えを伺います。 

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） 

     ただいまの長澤議員の健康推進活動についてのご質問にお答えします。 

     運動習慣がない人に「さあ運動を」と言っても、運動を長く続けることは非常に大変であり

ます。町では、健康診断結果説明会において、運動を取り入れたほうが良いと思われる方に、

生活状況を一緒に確認し、生活の中に運動が取り入れられるような支援をしているところであ

ります。 

しかし、町民全体を対象とするスマホを活用した、町独自の楽しみながら健康管理ができる

アプリを立ち上げるには、作成や維持管理にコストがかかることが予想され、実施することは

困難であります。こうしたことから、既存のスマホの歩数計を活用したアプリを紹介し、日常

生活の一部として運動を取り入れていけるよう指導して参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     今、スマホのアプリを立ち上げるとコストがかかるという話ですが、これはコストはかから

ないと思いますので、多分まだ行政でアプリを立ち上げるというのがあまり浸透されてないと

思うので、ぜひこの部分はしっかりと検証してもらって、行政が勉強してもらって、町民が登

録すれば管理しやすくなってくると思います。もしコストがかからなくて、簡単に立ち上げら

れるのであれば、できるかどうかお答えをお願いします。 

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） 

     コストがかからなければというお話でございますけれども、中身も検討してみないとなんと

も申し上げることができません。私もスマホのアプリで、歩数ですとか体重ですとか管理して

いますけど、管理するというか記録だけで、なかなか管理につなげることはできないというこ

ともあるかと思いますので、その辺はノーコストだとしても少し研究、検討をする必要がある

かと思います。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） 

     はい、ぜひお願いします。では、今の質問と関連しますが次に進みます。歩くことは体力向上、

健康増進、メタボ予防の効果が大きいというのは承知だと思いますが、このウォーキングの歩数を

管理するアプリというものもあります。これを利用してヘルスケアポイントを付与し、貯めたポイ

ントを町内の施設利用券に充てるなどの取り組みについてお考えを伺います。 

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） 



 ２８

     ただいまのご質問にお答えします。 

   ウォーキングなどの有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッチングなどは、運動を組み合

わせることによって、効果を高めるため幅広い体力要素を向上させることができ、メタボ予防

の効果があると考えております。 

   しかし、ウォーキングに対してのヘルスポイントについては、現在のところ考えておりませ

ん。今後は、ウォーキングや筋力向上教室などの開催や関係各課と連携し、住民が運動しやす

い環境整備に努めて参ります。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） 

     急な提案だったので、あれだと思いますけど、これから先スマホの活用というのは、大いに増

えていくと思いますし、またソーシャルネットワーキングサービスっていうのは、必ず行政でも活

用される日はそう遠くないと思いますので、また、自分の方も新たな取り組みを提案していきたい

なというふうに思います。 

それでは、次の質問のほうに移りたいと思います。三つ目です。町内でもウォーキングやランニ

ングをしている人が増えています。東京では、皇居の周りがコースになっていて多くの人が健康づ

くりに取り組んでいます。こんなコースが、町内にあればなと僕も思っています。最近ウォーキン

グでも新しい歩き方が見直されてきました。ただ歩くのではなくて、インターバルウォーキングと

いう歩き方です。３分早足であるいて、３分普通に歩くという繰り返し。大体目安は５００ｍぐら

いらしいです。これが体内のミトコンドリアを増やして疲れにくい体を造るというふうに言われて

います。それをやるには、距離が分かるペイントを歩道に設置すれば目印になると思います。例え

ば、これはあくまでも僕の考えですが、旧増穂地区で言えば 米の新道橋から昭和通りを下って、

鮫田議員宅の前の道路を通って、新しく青柳長澤線も歩道が広くなって出来上がりました。そして

また利根川公園沿いを上って一周するようなコース。また旧鰍沢では、鰍沢商工会から国道をずっ

と南へ行って、入の交差点を富士橋の方に向かう。そして土手をずっと通ってまた新しくなる町民

会館の前を通って、一周するというそのようなコースを設ければ町内の舂米、大久保、天神中條、

最勝寺、青柳、大椚、小林、鰍沢北・中・南区とほぼ町内を網羅できると思います。他の地域の提

案もしたいと思いますが、そこで歩道に距離がわかるような目印をペイントとするなど、ウォーキ

ングコースを設定するという考えがあるか伺います。 

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） 

     ご質問にお答えします。 

     日常生活のなかで、１０分間の運動をしても、減量などの効果はあるそうですが、自宅から

一歩出れば、町内どこでもウォーキングコースだと考えますので、歩道に距離がわかるような

目印をペイントすることについては困難であります。ウォーキングコースにつきましては、健

康ウォーキング大会の折に、利根川公園のコースや、鰍沢おすすめウォーキングコースを紹介

いたしました。また親水公園には距離を示したコースがあります。 

今後は、コースの紹介や疲れに効く食べ物など、運動や健康に関する情報を、ホームページ

や広報で紹介していきたいと考えております。 
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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） 

     なかなかいい答えをもらえないんですが、ペイントなんて大したコストもかからないんで、また

ぜひ考えていただきたいなという思いますが、今回はここで終わりたいと思います。 

それでは、四つ目の質問に入ります。既に一部の自治体では、１年間保険診療を受けなかった世

帯に奨励金を出す事業を行っています。僕の仲間でも医者に行ってないのに、国保税が上がって理

不尽だという声を聞きます。国保税は将来の先行投資といえばそうですが、今の時点で、国保の特

別会計もいっぱいいっぱいの状態で、将来への先行投資ところではないと思います。やはり現時点

で健常者を増やすこと、医療費を下げることが策だというふうに思います。１年間、保険診療を受

けなかった世帯に奨励金を出す事業を町として取り組む考えがあるか伺います。 

〇議長（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） 

     ただいまの長澤議員のご質問にお答えします。 

     年間保険診療無受診世帯への奨励金事業につきましては、健康意識を高め増え続ける医療費

を抑制する一つの案として導入している自治体もあります。 

しかし、奨励金事業により、被保険者が受診を見合わせた結果、重症化を招きかねないこと

を危惧する専門家の意見もあります。このようなことから、本町においては、今後もさらに関

係課と連携する中で、健康教育や健診などの保健事業を推進し、住民の皆様の健康づくりを支

援しながら、医療費の適正化につなげていきたいと考えておりますので、現時点では奨励金事

業に取り組む考えはありません。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     先程も言った奨励金を出している自治体ですけど、そこを検証してまた国保税がどうなったかっ

ていうのを、まず検証してもらいたい。それも行政の仕事だと思いますので、検証していただける

かどうかお答えください。 

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） 

     ただいまの検討する余地があるかとのご質問にお答えいたします。平成２８年４月１日に施行さ

れる、持続可能な医療保険制度を構築するための、国民健康保険法の一部改正によりまして、予防

健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援が追加されました。これを受けて、奨励金を含め、

さまざまな形の支援が出てくると考えられます。当町におきましてはより効果的な、効率的な保健

事業を展開し、被保険者の自助努力への支援をまず行なって参りたいと考えておりますので、現時

点では、奨励金事業に取り組むという考えはまだございません。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 
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〇９番議員（長澤健君） 

     事業に取り組まないにしても、先ほど言いました奨励金を出している自治体が、今後国保税

が下がったかどうかというところちょっと検証してもらいたいという部分ですけれど、いかがで

しょうか。 

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） 

様々な形の自主努力への支援検証をする中で、もちろん、奨励金事業を行っている自治体につき

ましても、その効果について十分検証してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     はい、それでは次の質問に移ります。大きな２番です。 

フェイスブックを活用した行政についてです。今、フェイスブックを活用して PR をしている自

治体が増えています。県内でも甲府市、韮崎市、富士吉田市、山梨市など、広報や、議会、、また市

長自ら発信しているところもあります。富士川町は、他の自治体に先駆けて、事業を展開していま

す。しかし、それを情報発信しなければ意味はありません。ホームページをリニューアルして見や

すくなりましたが、見る人ははまだまだ少ないと思います。ＣＡＴＶでも町のイベントを流しては

いますが、見てる人は少ないと思います。わざわざ見ないけれども入ってくるものは見る。それが

携帯電話・スマホであります。そこで、情報発信アプリのフェイスブックを活用して、さらに強い

情報発信をすべきと思いますが、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。 

○企画課長（田辺明弘君） 

町の施策やイベントなどにおいて PR活動は欠かせないものであり、現在、町では広報ふじ

かわやホームページ、CATVの文字情報などで情報発信を行っていますが、情報を広く知らし

めるためには、様々な情報伝達手段が必要と考えております。こうしたことから、より多くの

人に情報発信ができるよう、フェイスブックの導入に向け準備を進めていきたいと考えており

ます。今後は、フェイスブックを情報発信の一つの手段として、ホームページと連動させて活

用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） 

     前向きなお答えだと思いますが、準備ということですが、フェイスブックを立ち上げるというの

は本当に簡単なことですので、ぜひ早急にやってもらいたいと思いますが、いつ頃やっていただけ

ますか。 

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） 
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     現在、ホームページを作成している業者、システムの保守を担当している業者と協議をしており

ますので、準備が整い次第導入をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

ホームページに投稿したものが、そのままフェイスブックにいくような形をつくるという形でよ

ろしいでしょうか。 

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） 

 はい、そういう方式で実施し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） 

     はい、わかりました。それでは次の質問に入ります。僕は日ごろからのこのフェイスブックを活

用して議員活動を発信しています。今８００人近い人が見てくれています。この富士川町議会の中

でも、鮫田洋平議員、また小林有紀子議員もフェイスブックを活用して、日々の議員活動を投稿し

ています。おかげで富士川町のことが非常によくわかると、好評をいただいています。今回、富士

川町で、この移住ナビのＰＲ動画というものを作成いたしました。町民が出演していて、ユーモア

を交えてすばらしい動画だというふうに思います。富士川町は今朝の段階で、全国でベスト８に入っ

ています。アクセス数も２万５３００人と、町民の数をはるかに上回る閲覧数です。これも実はフェ

イスブックが大いに関係をしています。今回、鮫田議員と二人で、ＰＲ動画をフェイスブックでシェ

アするよう呼びかけました。それで役場職員や、町民の中でも何人かシェアをしてくれた結果がこ

の今回の動画閲覧数のアップに繋がっていると思います。情報発信というのはこういうことなんで

す。先ほどからシェアという言葉が出てきていますけれども、シェアというのは、だれかが投稿し

た情報を自分の知り合いにも教えてあげるということです。 

では、さっきの質問で情報担当からフェイスブックを活用するという答弁いただきました。イベ

ントや情報をフェイスブックで発信したものを、それを職員がシェアをする。この発信力を活用し

ない手はないと思います。職員もぜひ営業マンになるべきだと思います。そこでフェイスブックに

役場職員がアカウント登録して、町の投稿をシェアすれば多くの情報発信になりますが、このよう

な職員の活用についての考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

○企画課長（田辺明弘君） 

フェイスブックの参加には、まずアカウント登録が必要であり、実名や個人情報の入力が必

要となります。そのため、登録を義務付けることは難しいものと考えております。 

しかしながら、フェイスブックは町のＰＲ手段として有効であると考えておりますので、ホー

ムページとの連動後は運用マニュアルを作成したうえで、情報を広く発信できるよう、職員に

協力を求めていきたいと考えております。 

以上でございます。 



 ３２

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     はい、ぜひですね、職員に強制はできないと思いますけれども、各課長さん方が若い職員にアカ

ウント登録をするよう推奨してもらうようお願いしたいというふうに思います。 

それでは、次に大きな三つ目の質問に入りたいと思います。リニア中央新幹線対策についてです。

ＪＲ東海が、センター杭設置工事を開始しました。町では緩衝帯の両側を追加買収し側道を設置す

るという考えを示しましたが、用地交渉はＪＲ東海と同時進行すべきだと考えます。今後どのよう

な行程で進めるのか伺います。 

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）  

     リニア中央新幹線対策についてのご質問にお答えします。 

  町では、ＪＲ東海がリニア中央新幹線の高架下両側に設ける緩衝帯を利用した歩道付の側道

建設を計画しております。ＪＲ東海は、現在行われております中心杭設置作業終了後、用地説

明や用地測量、物件調査等を行い、その後、個別の用地説明、補償説明などの工程で進んで行

くものと思われます。町としても、側道分として追加買収する用地について、リニア中央新幹

線の用地取得事務をＪＲ東海から受託している山梨県リニア用地事務所と連携を図りながら

進めて参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     側道の幅っていうのが、今回防音壁にするのか、防音フードにするのかで用地取得幅が変わっ

てきますが、その壁にするのかフードにするのかというのが確定してから、用地交渉に入ると

いうような考えでよろしいでしょうか。 

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）  

     フードがつく場合と、防音壁の場合につきましては、用地取得幅が先ほどおっしゃられた通り変

わってきますので、それが確定してから用地買収に入るものと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。  

〇９番議員（長澤健君） 

わかりました。やはり早く決めないとですね、足並みはそろわないと思いますので、用地交渉は

県と町で足並みをそろえていくべきだと思いますし、またですね、防音壁、防音フードの部分で、

地元の天神中條では、フードを要望しています。その結論も、ぜひ、早く急ぐように要請をしてく

ださい。 

それはで、最後の質問に入ります。 

ますほ児童センター、利根川公園町民体育館の代替地について、現在の状況を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君）  

      それではお答えいたします。 

     リニア中央新幹線建設に伴う、ますほ児童センターと町民体育館の移設については、JR 東

海から今後提示される移転補償費も念頭に、移設先について検討を行って参りたいと考えてお

ります。 

     なお、ますほ児童センターの移設先につきましては、児童センターの中心的機能である児童

クラブが、増穂小学校を中心として北側にあり、南側にすでにますほ南児童クラブを整備し利

用しておりますので、代替地については、小学校の北側となる現在地周辺で検討したいと考え

ております。 

また、町民体育館につきましては、駐車場も相当の面積を必要とし、更に緑地の確保も必要

なことから、用地の選定は、大きな面積を確保するという条件の中で進めていくことになると

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） 

     体育館もまだ、代替地のは確定しないということでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君）  

はい。どちらの施設につきましても、現在のところ確定をしておりません。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） 

わかりました。確かに体育館にしても、児童館にしても広大な敷地が必要になりますので、簡単

には決まらないと思いますけれども、早期の代替地の確定をお願いいたします。それでは、以上で

私の質問をおわります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告１番 ９番 長澤健君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告２番 ３番 川口正満君の一般質問を行います。 

３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     通告に従いまして大きい４項目、町内に係わる３項目と、国、また町に係わる深刻なことについ

て問いただしていきます。まず、私は特に互いに理解を深めて解決策を探るために、町の方針と具

体策及び町長の見解について伺います。一つ目です。雑草の除去に関する条例及び規則に則り、指

導または勧告が実施された地域別の状況について伺います。 

○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） 

ただいまの川口議員のご質問にお答えいたします。 
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空き地および荒廃農地に繁茂した雑草の除去につきましては、快適な生活環境の保全と近隣

農用地の農業生産の阻害等、不適切な状態を除去することを目的に「富士川町雑草の除去に関

する条例」を制定し、本条例に基づき、指導または勧告をしております。 

平成２６年度の対応状況は、指導が１９件、勧告が１件の計２０件となっており、このうち、

空き地等が９件、農地１０件を電話や通知書、戸別訪問で指導したほか、空き地１件を通知書

により勧告したところであります。 

地域別では、指導が最勝寺区７件、天神中條区４件、長澤区２件、大椚区１件、青柳町区４件、

鰍沢南区１件で、勧告が鰍沢中区１件となっております。 

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） 

     状況を詳しくありがとうございます。議会の懇談会でも、遊休農地や荒地の問題点が指摘されま

した。議会ではこの荒地について、町会議員ももっと勉強するようにというご意見もいただきまし

た。２２年にこの条例が施行されましたが、近年、不適切な状態におかれて指導また、勧告が必要

な状況が増えています。今後とも指導を徹底されまして、進めていただきたいと思います。 

二つ目の質問ですが、条例第７条では、町長は特別の理由があると認めたときは、雑草の除去を

行うことができるとしています。地元の区にも協力を求めるなどの具体策をどのように考えている

か伺います。 

○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） 

     地元の区にも協力を求めるなどの具体策をどのように考えているかのご質問にお答えします。 

雑草の除去につきましては、電話連絡や指導の段階で、おおむね土地の所有者に対応してい

ただいておりますが、なかなか雑草の除去に応じていただけない場合は、防災・防犯の面から

も雑草の除去が円滑に進むように、区長さんや地域の方々に相談に乗っていただき、除去して

いただいているところであります。 

今後も地元の方々にご協力をいただき、雑草の除去に対応していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町は快適に暮らせる町を目指しています。この問題に関しまして、区長会を通じましてより協力

をいただくということで、不衛生で農作物の病害虫の発生要因や、生活環境等、農作物の生産の阻

害になる状態を野放しにしないということで、住みよい環境づくりと健全な生産活動ができるよう

に、具体化をお願いいたします。２番に移ります。 

地方版総合戦略の策定状況についてです。富士川町まち・ひと・しごと総合戦略の基本目標であ

る、安定した雇用の創出に関して、こちらの資料ですね。雇用の創出に関して総合戦略にはどのよ

うに盛り込まれる予定でしょうか。お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 
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企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

川口正満議員の地方版総合戦略の策定状況についてということでご質問にお答えします。 

富士川町の総合戦略は、４つの基本目標で構成し、その一つに「安定した雇用を創出する」こと

を掲げています。 

現在、総合戦略推進本部会議や有識者会議で検討中ではありますが、「安定した雇用の創出」にお

いては、地域の活性化や雇用につながるコミュニティービジネスの起業支援及び、企業の誘致はも

とより、空き家、空き店舗、遊休施設を利活用したサテライトオフィスの誘致や起業を志す者に対

する情報提供、企業の販路拡大を支援するために、金融機関・各種団体と連携し、各種商談会、マッ

チングフェアなどに関する情報提供など雇用に繋がる施策を盛り込んでいきたいと考えております。

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この総合戦略、まち・ひと・しごと創生への全国的な戦略の中で、５カ年で市町村が競い合いな

がら、試されるということになるんです。それによって交付税が左右されるということです。より

具体的に実行が可能で、そして、町民ぐるみの施策が求められると思います。先ほどのお話だと、

１０月に策定を、大詰めになっておりますが、ちょっと具体性がですね。いかがかなと。例えば移

住定住を推進するための人材を育成し雇用する、町内の商工会とともに、法人に対しては積極的な

雇用を奨励するための奨励金を提案するのは、インターネットを通じて、これはやっているところ

ですけど、町のＰＲや広報できる人材を登用する、三筋の観光をガイドするおもてなしできる人材

の育成と雇用と、あるいは農家民宿など山間地だと交流の推進により、都会の移住者を取り込む、

さらに新規の移住者に対する助成とか、治山、林道の整備のためにも担い手を育成する必要があり

ます。次の質問に移ります。 

新しい人の流れをつくる、時代にあった地域をつくり、地域と地域を連携するなど、総合戦略に

どのように盛り込まれる予定か伺います。 

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） 

     ご質問にお答えします。 

     富士川町の総合戦略の４つの基本目標の一つであります「新しいひとの流れをつくる」にお

いては、住宅の建てやすさや土地の取得しやすさを高めるための「定住促進事業」や住民と観

光客のために駅から山間三筋を繋ぐ「ホリデーバス事業」など、転入者や観光入込客の増加に

繋がる施策について盛り込んでいきたいと考えております。 

また、「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」

においては、県内の市町村に先駆けて「国土強靭化地域計画」の策定を行い、安心な暮らしを

守るための施策として盛り込んで行きたいと考えております。 

さらに櫛形山などの資源を近隣町と利活用する取り組みや、中部横断道の開通を見据えた沿

線各町と連携した事業の展開など地域と地域を連携する施策などを中心に盛り込んでいきたい

と考えております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

関連質問ですけれども、この中間報告に記載されたように人口の目指すべき将来の方向は、生

産年齢人口の流入、定住の促進、及び若い世代の就労、雇用創出です。また、子育て教育を支援す

る生活環境の整備に関しては、住民や法人に対するアンケートで、基本目標の三つ目である結婚出

産、子育ての希望を叶える観点が、中心となった質問が用意され、回収された回答を参考にして総

合戦略に反映されると思います。一方、基本目標にあったこの新しい人の流れをつくる、時代に合っ

た地域をつくる、地域の地域を限定するについて、先ほども説明がありましたが山梨県が、リンケー

ジ人口１００万人を目指している中で、さらにダイナミックに県とも連携する、あるいは市町村と

連携するなど、こういう具体性をですね、盛り込んでほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えさしていただきます。生活を安定させるためには、やっぱり企業の誘致とか、そ

ういうことも大切かと思います。人の流れをつくるということで、定住を促進するためにもそうい

う企業誘致等も大切だと思いますけども、知事のほうもですね、企業誘致は強力に進めるというこ

とで公約に掲げておりますので、県が実施しておりますアンケート調査におきましても、山梨県内

に進出したいという企業もあると伺っておりますので、この中部横断道の開通とかですね、リニア

中央新幹線の開通を踏まえた中で、県と連携をとり合いながら、移住促進に努めていきたいという

考えてます。それから、観光事業等につきましてもですね、現在ネーチャー王国の事業で県と一緒

に計画している事業もございます。トレッキングルートの開発と高山植物の保全につきましても、

県と近隣市町村と連携しながら、計画を進めている事業がありますので、これらにも積極的に今後

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この総合戦略策定づくりについてはですね、８００万円の予算を静岡県のリサーチセンターに委

託して大詰めとなっております。ぜひ５ヶ年の中で、各年度ごとの目標を設けてですね、ここにも

ありますプランドゥーチェックアクションということで、取り組みを進めていただきたいと思いま

す。次にこの戦略づくりのソフト面の関連なんですが、三つ目のですね、姉妹都市交流は、社会教

育的および地域活性化にも効果があります。この観点で伺います。どのように姉妹都市交流という、

人づくりと地域づくりにも、効果があると思われるこの企画をどのように盛り込むのか伺います。 

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。 

 姉妹都市として提携するためには、自然、歴史、産業などの環境の共通点、あるいは民間レベル

での交流などの、提携のきっかけを通して、双方の都市が、交流分野や目的、期待される効果など
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を勘案し、合意することが必要になります。現在本町では、町田市と防災面での協定を締結してい

るところであります。新たな姉妹都市交流として、総合戦略の５年間の施策には盛り込むかどうか

現時点ではわかりませんが、海に面している町と観光面などでの姉妹都市交流について今後検討し

ていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     姉妹都市交流のきっかけづくりですけども、例えば、中学校や増穂商業高校にも、既に町外、県

外の市とも、相手先とも交流があります。それらのきっかけを大切にしながらですね、若い世代を

もっとアイデア、あるいは着手を実行に結びつけるように、検討できないでしょうか。その点伺い

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） 

現時点ではですね、可能性を模索していきたいということで、先ほどの議員さんがおっしゃいま

したように提携のきっかけが非常に合意するのに重要になってくるかと思いますので、その辺も考

慮しながら、今後姉妹都市交流については検討してまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

あと１カ月で総合戦略をまとめるわけですが、ぜひ姉妹都市という方向性もですね、盛り込み、

県の長期ビジョンの方向は、景観・農業力、安心・防災力、エネルギー供給力の三つの柱をを打ち

出しております。これらの産業振興を通じて、交流人口を増やすとしています。この同じ方向性を

にらんで町の地域力を創出するためにも、他町とも十分に競い合い連携し、この町が、さらなる発

展ができるようにお願いいたしたいと思います。 

それでは、町内の三つ目の課題、公共図書館の利用について伺います。まず、実情を理解把握す

るために、町民図書館と、関連する近隣の市川三郷町図書館、甲西図書館、若草図書館、四つの図

書館、図書室の蔵書数、貸出数がわかりますか。お答えください。 

○議長（齊藤正行君） 

生涯生活課長 依田正一君。 

〇生涯生活課長（依田正一君） 

     富士川町民図書館の蔵書数は、約２万５千冊で、貸し出し数は約１万２千冊となっており、

施設が手狭でこれ以上蔵書を増やすことができない状況であります。近隣の図書館と比較しま

すと、市川三郷町立図書館は、蔵書数約６万冊、貸出数約３万８千冊、身延町立図書館は、蔵

書数約９万冊、貸出数約３万１千冊、南アルプス市櫛形図書館は、蔵書数約１４万冊、貸出数

約１７万９千冊であります。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） 
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      わが町の図書館は公民館法の図書室であり、県内には早川町、丹波山村などの村に７件あると

いう状況です。この町の貧困な教育文化行政の一旦であると言え残念です。富士川町民図書館と

大きな看板がありますが、開架式の室内６５㎡に入ると、何これと笑われることにも長年我慢し

てきました。２階は鍵を開けてもらい利用するという不便さです。多くの町民が行ったことない、

一回行ってがっかりして知り合いにも勧めてない。先ほどの蔵書数と貸出数、貸し出しの方が１万

８千と少ない。これは本が回転していないということです。もっと利用者数が増えて貸出数が増

えなくてはいけません。公共図書館の必要性を踏まえて、町長はシビックコア合築案を提示して、

建設コストの負担を少なくするように着目されたようです。しかし、この立地案について相当強

く、唖然と驚き、町長は何を考えているのか、どこを向いた構想かという声もありました。町長

もタウンミーティングなどを通じて町民の声を聞かれたことと思います。参考まで中央市田富図

書館を見学しまして、蔵書数、１３万点、何かがありそうな図書館として本プラス連携事業、小

中学校とも希望図書を毎日届けてギャラリーの活用や講座などを通じてさまざまな情報や人、物

と出会う場としてサービスを提供している羨ましい教育環境でした。 

２点目に移ります。平成１７年に施行された文字活字文化振興法。これは公立図書館の設置に

努めていることとしています。図書館の建設と、運営の支援策の多様にあります。関連して町長

どのように対応してきたか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

     川口議員の図書館建設と運営のご質問にお答えします。 

     これまでも川口議員さんは議員になる前から、町内で空き店舗が出ると、かばん屋さんが空いた

から、金融機関が空いたから、そこに図書館をどうだと。当然、狭いわけであります。私も、図書

館の整備の重要性は十分認識してるとこでありますが、これまでは子どもたちが使う学校、保育所

などの耐震化を進めることを優先に公共施設を整備してきたところであります。議員さんから提案

された、かばん屋さんの跡地、金融機関の跡地は、当然駐車場がありませんし、今の図書室を図書

館にするほどの規模もありませんでした。そういう中で今言ったように、子どもが使う保育、ある

いはの学校施設を中心に耐震化をしてきたところです。現在はこれらの施設の改修がおおむね完了

することとなりました。今後は、公共施設再配置計画に基づき計画的に公共施設の整備を行ってま

いりたいと考えております。こうしたことから、図書館の計画については、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との合築により、しっかりした図書館法

に基づく図書館を整備したいと考えているところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     申すまでもなく、図書館は豊かな人材と、文化を育むまちづくりのために生涯教育などの地

域力を高めるためにも、最有力な公共施設です。まち・ひと・しごと創生の富士川町の総合戦

略にもハート面でも、ハード面でもあわせて盛り込むべき優先的な施策として、図書館は待っ

たなしで必要とされている思います。そこで、次の文化ホール敷地内に図書館を建設する案に

関して見解を伺います。県立図書館の館長は、図書館にとって必要な順位は、人、本、建物だ
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と。人がどのように利用し活用するかが基本的に大切だと述べています。合築案は建物を優先

したようで、国道沿いにあり、往復の安全安心面でも適していません。幼児から高齢者まで町

民大多数が便利に利用できる立地にあることを願っています。町の将来を担う小中高生や、親

子も自習室を利用し、夏や冬も高齢者も自転車で行って利用できるようなメリット、利便性、

公益性を実現できることが必要十分要件です。町長は人口動態と父兄や中高年齢者の長年の町

民の要望に添って、熟慮するべきと考えます。町の総合的な全体最適を考慮した立地と、利用

者数と利用度を指標として、町立図書館を文化ホール敷地内に建設するかに関して意見を伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     図書館の建設について図書館の館長さんの言われている人、本、建物がありますが、当然人は人

としても本を蔵書するにしても、建物を造るにしても、予算というものが関係してくると思います。

お金がなくてできるものは何もありませんので、当然文学者ですから、お金の方は二の次にしたか

もしれませんけども当然、予算というものを考えていかなきゃならんものだと思います。 

ただいま川口議員からありました、ますほ文化ホールの敷地内に図書館を建設する案についての

ご質問にお答えをしたいと思います。ますほ文化ホールの敷地内に図書館を建設することにつきま

しては、町有地を活用するという点では大変有効ではないかなと考えております。しかしながら、

公共施設再配置計画では目的ごとに一つの施設を建設するという従来の考え方から脱却し、多機

能・複合化による公共施設の保有総量の圧縮を目指しておりますので、単独での建設が必要となる

ますほ文化ホール敷地内への図書館建設は考えておりません。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

  先ほどのご見解ですけど、文化ホール敷地内に建設する案はですね、まず保育園、小中学校にも   

近くて高齢者まですべての世代が便利に安全安心に利用できる。多くの勤め人や高校生もすぐに利

用できる。また、北西部地区は人口が増えているので将来的な需要も高まります。そして、文化ホー

ルの利用との相乗効果もあります。町の敷地なのでやろうと思えば、すぐにでも着工できる。そこ

で伺います。文化ホールの東側の駐車場を含む緑地、約１万３、０００㎡がありますが、図書館建

設には建ぺい率上は問題ないと思いますが伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

建ぺい率がどうかはちょっと分かりませんけども、今の文化ホールでも、大きなイベントをやる

ときには駐車場が足りない状況であります。そして文化ホールは、文化ホールだけの駐車場で使っ

てるんではなくて、近隣の市川三郷の花火大会の駐車場も使ったりですね、いろんな活用をしてお

ります。今回の公共施設再配置計画は、地域バランスということも考えながらいろんな公共施設を

建て、二つあるものは統合しながら、そして新たなものはまたそういうバランスも考えながら、こ

れから庁舎の建設にも入ってきます。そういうものも、この新しい富士川町の地域バランスを考え

ながら、配置をしていかなきゃならんと思いますんで、現在のところ、図書館はシビックコアの整
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備も視野に入れながら、合同庁舎の中に合築を進めることとしております。また、単独でいたしま

すと相当の面積が必要になります。シビックコアと合築をすることによって、一緒に使える、共用

できる会議室とか、そういうものがあると思います。また、エントランスなんかも一緒にできるか

もしれません。そういうところは、これから詰めるわけでありますけれども、単独で図書館を造り

ますと、建ぺい率あるいは周囲の緑化とか、文化ホールの中も今の緑を削って造るようであれば、

文化ホールも、無駄っていえば無駄かもしれません。しかし、ああいうところが文化的だと思いま

すんで、また庭も使いながら文化ホールもいろんなイベントやってますんで、あれを狭めるようで

あれば、かつて無駄な文化ホールをつくったと、いう批判を受けるんじゃないかなということも懸

念するわけであります。今回単独で造りますと、建物面積だけでも１５００㎡以上に当然なると思

いますし、周囲の駐車場などそれらを含めますと、相当な面積が必要となります。これからまだま

だいろいろな公共施設の整備もしていかなきゃならない本町にとりまして、できるだけ経費を使わ

なくて、そしてできるだけ利便性のいい位置に、そして皆さんに使っていただく施設ですんで造れ

るよう、今回は旧鰍沢のシビックコアに基づくまちづくりの中の一環、うちの施設が入ることによっ

て、まさに国の機関と共にですね、いいまちづくりができるじゃないかなと。そんな観点から国の

合同庁舎との合築を検討しているとこであります。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） 

     改めて、利用度、あるいは安全性という町民の側に立ってですね、考えていただき、町の将

来の資産となる図書館の最適地については、町民に情報を提供しながら、町民が適地を判断で

きるような議論と進め方の検討をお願いしたいと思います。 

次に図書館建設にＰＦＩなどの民間活力を導入するということも検討するべきと考えます。

町の見解はいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     図書館整備については、鰍沢シビックコア地区整備計画に、国の合同庁舎と合築整備するこ

ととして、現在、国土交通省関東地方整備局と協議を進めております。今後、図書館と国の行

政機関の規模・機能を詰める中で、設計、建設、維持管理、運営の各業務について、PFIの導

入も含め国と検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     図書館はすべての年代に学習の場を提供し、地域支援、ビジネス支援、学校やボランティア

などの支援ともなり地域力を高めます。町民からは図書館を通じて、新たなまちづくりに参画・

関与をしたいと期待する動きもあります。石橋湛山記念銅像に寄せられた寄附金活動などにも

学びながら、県人会にも働きかけるということも一案です。町長には町全体と、町民の要望を

適正ににらんだうえで、国道沿いの合築案を見直しされて、文化ゾーンに町立図書館を建設す

る案について比較検討する材料も提供してもらい、両案の長所、短所を公表して町民に判断を

仰ぐと。そういう進め方をお願いしたいと思います。 
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     では、次に・・・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口君、次に移りますか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     はい。 

〇議長（齊藤正行君） 

     質問の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

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

再開 午前１１時１０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） 

     大きい４項目として、リニアの国家的なリスクに関して町長の見解を伺ってまいります。 

リニアの危険性やリスク、不確実性について知らない人が余りにも多く、リニアについて知

れば知るほど国の将来にとっていらん、リスクも多すぎるという事業です。リニアによりこの

町に利益はほとんど見えません。一方大きな不利益がせまり始めています。町長と町民に共に

知ってもらい、リニア事業について警告や警鐘をしなければと痛感しており、これまで町に及

ぼす危険性と影響をうめました。今回は国家的なリスクに関して質問してまいります。１点目

リニアの経済性事業収支計画についてです。すべての公共事業に関して、三つの基本原則が適

正に充足されているかどうか、評価が必要です。技術の観点、環境への適応性、経済性です。

この基本原則をすべて充足させなければ失敗すると言われています。リニアは最新の事業計画

や安全性について国会で議論されず、国民に公開されていません。ＪＲ東海単独の事業計画が

不十分、不明瞭で、国民的な議論、検討がなされないままに９兆円もの国策事業が焦ったよう

に進められています。国会議員も、地方自治体の長や議員も情報が知らされておらず、国民の

知る権利が果たされていない事業です。そこで志村町長はリニア甲府駅西部沿線地域活性化対

策推進協議会の会長としても、事業の経済性、事業の収支計画について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） 

     リニア中央新幹線の経済性、事業収支計画については、平成２２年に国土交通省が中央新幹

線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定について交通政策審議会に諮問し、こ

れを受け交通政策審議会は「民間企業が中央新幹線の建設及び運営を自己負担で行うとすれば、

収益力の高い東海道新幹線と一体的に経営を行うことによって可能となる事業である。」と結論

し、また、ＪＲ東海の長期試算見通しの検証結果では、「ＪＲ東海は十分慎重な財務的見通しに

基づいて、名古屋暫定開業時期及び大阪開業時期を設定しているものと判断される。」と平成

２３年に答申しており、これにより国土交通大臣はＪＲ東海に対して工事実施計画の認可をし

たところであります。 
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こうしたことから、町では営業主体及び建設主体として、十分事業遂行能力を有するものと

認識しております。 

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） 

     事業遂行能力が高いということですが、現在国民に示されている長期計画には含まれていな

い多額の経費項目があります。どのような項目が参入されていないかご存知ですね。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） 

     個々の項目につきましてはですね、手元に資料がありませんのでちょっと申し上げられませんけ

れども、国土交通省がリニア新幹線の経済性事業収支計画につきまして、交通政策審議会で諮問を

したということで、その答申に基づきまして、国交省がＪＲ東海に工事計画の認可をしたというこ

とにつきましてはその事業主体建設主体として適当であると。いわば、お墨つきを与えたというふ

うに思いますので、町といたしましても十分事業遂行能力を有するものと認識をしております。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） 

     事業遂行能力あるいは経済性、採算性ですね。この観点で認識は甚だ不足しています。オリ

ンピック需要もあり、高騰している資機材、平成２５年以降２５%も高騰している資機材や労

務費、３兆円もの借り入れがあるんだけど金利が含まれてない。用地補償条件の見直し、これ

らも考慮した経費増加の要因について算入されていません。在来の新幹線事業の計画と最終額

を見ますと、上越新幹線では３．５倍、東北新幹線では約２倍となりました。ところで長大ト

ンネルの救助救出方法など、安全安心を保障する対策や、テロ対策の荷物チェックシステムの

装置など、こららの安全対策は最優先に対処するべきですが、事業計画にも含まれていません。

さて、収入予想では、人口や生産年齢人口の減少、ＩＣＴ時代の中で、出張を移動する乗客が

大幅に減る。飛行機などの利用シフトなど売り上げ計画の見直しが必要です。国会は、ＪＲ東

海に対して最新の事業計画を提出させるべきです。経済性事業収支計画が適正かどうか、山梨

県や沿線の首長もリニアが採算性、信頼性が高い事業なのか、総点検しなければなりません。

次に、事業計画に関連して、全国では残土が東京ドーム５１個も発生します。処理先が確定す

るのは何割くらいと認識されてますか。伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口議員。通告にありません。 

〇３番議員（川口正満君） 

     事業計画に関連してです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     残土の問題は通告の中に入っていませんので。 

〇３番議員（川口正満君） 
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     じゃあ、次にいきます。 

     それでは事業計画の収益と経費面での不備を指摘したところです。企業統治や危機管理能力

が不適正、不満足な企業であると危惧します。ＪＲ東海は、国会に対して最新の適正な事業収

支計画を開示するべきです。さて次の質問に移ります。２番目です。リニアには国家的な大き

な危険性、リスクが多数あります。国会でも審議されず国民に知らされてない未知のリスクが

幾つかあります。リニアには国民に知らされてない未知のリスク、町長はこの点どのようにお

考えでしょうか。問題点を絞って、特に走行技術、環境影響評価、在来線新幹線との差異など

について、リスクや不確実性をどのようにお考えか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員のリニアのリスクに関してのご質問にお答えいたします。もともとこのリニア中央新幹

線ははかつて宮崎で実験線をしていたわけです。非常に短い距離で、そしてまた傾斜もないトンネ

ルもないいうときに、これから本格営業線にしていくには、傾斜もあったりトンネルの出入りも実

験をしなきゃいけない。そういうときに北海道へ持っていくか。東京成田間を結ぶかというときに

ですね、山梨県が知事を先頭に、昭和６０年のころだと思います。当時の市町村長全部がいっしょ

にですね、ぜひ山梨でということで、そしていずれは営業線にということで山梨の誘致がきまりま

した。そのときは当然、増穂町も鰍沢町も時の町長の名前を連ねてですね、他所へいかなくてこの

山梨へという運動をしてきたわけであります。そうしたことから山梨実験線が４２キロ余の実験線

が出て、それで安全が確保されたということから、これから名古屋まで第１期、そして大阪まで第

２期というふうな工事計画が出たわけであります。そういう中で、安全性は国賓も乗車をしていま

すし、皇族も乗車をしております。もし不安があるのであればそういう方たちをまず乗せないと思

いますが、私も６．７回は乗っておりますけれども、非常に飛行機よりも安心感のある乗り物だと

思っています。技術的なことは私にはわかりませんが、実際に乗車してみて安全性は確保されてる

んではないかなと思っております。特にですね環境面におきましては、リニア中央新幹線の環境面

での危険性リスクについては、既に環境影響評価調査で、調査した項目について予測結果、また評

価結果を出しております。それはしっかりした調査結果のもとで、各自治体、そしてまた、国等々

もいいだろうということでゴーサインが出たところであります。しかし環境影響評価調査の調査項

目はもちろんでありますが調査項目以外にも危険性及びリスクはあるとは思っております。私は小

規模自治体の町長でありますんで、この町も通過をしていきます、その中で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、当該事業者の責任においてすみやかな対応と、町への報告

を要請していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ちょっと町長もご存じないこと、国家的なリスク、未知のリスク、あるいは不都合な真実を幾つ

か挙げてみます。科学技術への過信のリスクです。世界初の総合技術に利用される液体ヘリウム。

これは米国から輸入する希少資源なので、安定供給は不確実性があり、超高速技術が１００％安全

安心なのか、保障されずリスクが大きい。ヘリウムは病院のＭＲＩにも利用されるので近年、海外

でも需要が高まり、高騰し、その高コストは計画に算入されていません。公共工事なのにこの重要
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な動力源について、機密情報として隠し続けていて、公共性、公益性に反しています。次に、速度

のみを優先してリニアは、在来線の新幹線とネットワークができていない。乗り換えを要すること、

また、災害時に効率的に人や貨物を大量に運べないなど運行上もリスクを内包しています。次に自

然環境の挑発的な事業リスクです。南アルプス山脈に巨大トンネルを貫通させて、国土の改変や自

然環境を破壊して何が起こるかわからないリスクがあります。今回の常総市などを襲った線状降水

帯など異常気象はどこに起こってもおかしくないと言われる近年、国土への挑発的な事業は危険性

が大き過ぎます。今回の激甚災害を見て、自然の恐ろしさを、怖さを知るべきです。環境アセスメ

ントが不十分なので工事後に、環境省や県などの監督に反した事象が起きると、アセスメントのや

り直しや工事中止を、監督指導をされる局面も多く予想され、企業リスクが大きいです。都会では

地下大深度４０メートルの長大トンネルの地上には、当然民法上の地上権があり、国土交通省も認

めております。都会への補償交渉は先行き厳しく、ＪＲ東海の説明姿勢は全く不明瞭で不自然です。

不誠実です。住民は不信感を持って、今後ＪＲ東海の資金面を圧迫する事業のリスクも大きいわけ

です。次に人々の暮らしや健康への被害を及ぼす社会的リスクがあります。住民説明会では、再度

説明会を要求していますが、事業者から誠意ある回答や対応をされていません。文化ホールの高さ

２５メートルの高架橋とその上にフード１０メートルの巨大構造物が、町を地域を分断します。沿

線住民の悲痛な声が聞こえませんか。今後、住民の理解と協力を得られる見通しは困難で時間コス

ト直接、間接の経費が大幅に増加するというリスクがあります。山梨県などがＪＲ東海に対して説

明会で丁寧に説明するよう要請しているので、今後とも住民とのあつれきや、交渉が難航して、

事業の停滞と住民訴訟なども各地に起こるでしょう。次にＪＲ東海単独事業のリスクです。在

来新幹線と比べ、全く異なるＪＲ東海単独事業ゆえに、コストを最小限に抑えたい、事業を急

ぎたいという異常さを主因とする事業リスクがあります。建設費と保守管理費は巨額となりま

す。国民にもしわ寄せが予想されます。このように、実に不合理な巨額の投資と危険性とリス

クが多く、欠陥が盛りだくさんの国策事業です。これらの知られざる未知のリスクについて、

国会や県議会でも適正なる論議が行われべきであり、国民が適正にリニアの是非について判断

できるよう、国の許可を見直すべきと考えます。 

次に移ります。リニアの立ち退き問題です。最初に、町内において直接ルート上に居住する

世帯と、建物や宅地の一部が立ち退きざるを得ない世帯について、把握している状況はいかが

でしょうか。 

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） 

     ご質問にお答えいたします。 

     リニア中央新幹線建設については、現在、中心線測量及び中心杭設置作業が、最勝寺・天神

中條地区の一部で実施されておりますが、小林地区においては作業が開始されていない状況に

あります。 

また、山梨県の騒音環境基準の類型指定がまだなされていないため、防音壁区間と防音防災

フード区間が未確定であり、これにより町でも側道の追加買収を予定している用地取得幅が変

わるため、用地取得が必要となる全体の世帯数は把握しておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     山梨県では、リニアのルート上にかかわる方は１，３００人と報道されております。町では

この件数を認識されていないようですね。積み上げで県が１，３００人としたようですけども、

町では認識されていないということですか。 

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） 

お答えいたします。山梨県では今川口議員はおっしゃいましたように地図上レベルで約１，

３００人程度と想定をしているということは伺っております。町ではですね、先ほど申し上げ

ましたようにフードがかかる、かからないの関係で、用地取得の確保幅が変わるという関係も

ございますし、今ある地図に落としてあるだけのルートだけでは、畑でも一筆になるのか、二

筆になるかということも確実ではありませんので、現時点では世帯数、筆数等は把握しており

ません。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

リニアは、町民の生活を脅かし町の将来的な価値にかかわる危惧や懸念がいっぱいです。町 

長は住民に寄り添って対応していくと約束されています。重ねて住民目線で対応していただき

たいと思います。 

最後の質問になります。町民体育館、児童センターの移設に関して地元からの要望をどのよ

うに受けとめていますか。議会の懇談会でも、小林区にとっては体育館の存在が大きいので同

地区に移設するよう強い要望がありました。町長はどのように地域要望に対応するのか伺いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     お答えします。リニア中央新幹線建設に伴う、町民体育館とますほ児童センターの移設につ

いては、JR 東海から今後提示される移転補償費を念頭に、地域の要望も伺う中で、移設先に

ついて検討を行って参りたいと考えております。 

     なお、ますほ児童センターにつきましては、多くの方が、現在地において当該施設を利用し

ていただいておりますので、代替地については現在地周辺で検討したいと考えております。 

また、町民体育館につきましては、相当な面積の駐車場とともに、緑地の確保も必要なこと

から、用地の選定は、大きな面積を確保するという条件の中で進めていくことになると考えて

おります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     前山梨県横内知事は、駅舎の費用は全額ＪＲ東海が負担すべきだと述べられました。町は町

民体育館、児童センターの移設に関してどのように最善で最適な交渉を進めていくのでしょう
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か。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     補償につきましては公共事業等の補償基準というのがあります。また、駅につきましては前

知事さんは全額といいましたが結局駅として必要な部分だけをＪＲ東海が、後は県があるいは

市がという結論になっております。富士川町とすれば町民体育館あるいは町民グランド、児童

館等、いくつかの町有施設もかかります。当然、公共施設の補償基準で最初やっていくわけで

ありますが、うちの場合には機能補償というものがあるはずであります。その辺についてはしっ

かりＪＲ東海と交渉しながら、少しでも町のためになるような交渉をしていきたいと考えてい

ます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     まとめに入りますが、ぜひリニアに関しましては、町の利益と町民の側に立って、住民の声

に理解をしながら、十分丁寧な対応と補償条件を得るよう努力してください。しかしながらリ

ニアには不明、不安、不信、不誠実、そして不確実や不都合に満ちた国策事業という面もあり

ます。以上、在来新幹線ならば、安全安心であり各地で歓迎されています。一方、リニアは国

家的な危険性、未知のリスクが盛りだくさんと指摘しました。町民が平穏な生活を続けられて、

生涯快適に暮らせるまちづくりを目指すように念願して、質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告２番 ３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告３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 堀内春美です。それでは質問をさせていただきます。第１番目なんですが、町民会館

及び町民図書館につきまして、公共施設再配置計画で現在の町民会館を解体し機能を鰍沢福祉

センターへ移転するということですが、現在の町民会館は旧増穂町の人達の活動の拠点であり、

地域の人達のふれあいの場所、また学習の場所でもあります。富士川町の中心地にあり、立地

が良いので、年間４万人もの人が利用しております。また、何か災害があった時の避難場所や

活動の拠点としても、この場所に必要であり、この場所へ残して欲しいという町民の要望が強

いです。昨年の大雪の時にも、帰宅困難者が何日か何人もここで宿泊をしました。そういった

こともありまして、ただし今の建物は危険度も強いあそこを総２階建の建物にして、その中の

１階に町民図書館を併設してはどうかと思いますが、町長の見解を伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

堀内議員の町民会館と町民図書館の質問にお答えします。今質問にありました現在の町民会

館を解体し機能を鰍沢福祉センターへ移転するということでありますが、解体はまだ当分考え

ておりません。機能を鰍沢福祉センターへ移すということですので、ご承知おきいただきたい
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と思います。町民会館は、住民の活動拠点であると同時に災害時の避難場所であることから、

地域の重要な施設であると認識しております。 

しかし、建物の老朽化や耐震性の問題などにより、利用者の安全確保が難しい状況となって

きておりますので、その機能を類似施設である鰍沢福祉センターに集約することとし、会議室

等の公民館機能の一部は災害時の避難場所として、新庁舎で補完することといたしております。 

これは公共施設再配置計画の中の計画であります。 

こうしたことから、新庁舎で地域住民の活動及び災害時の拠点を確保することとしておりま

すので、新たに町民会館を整備する予定はありません。 

今の町民会館の敷地面積から見てもですね、新しい図書館は、１，０００㎡以上の面積が必

要になると思います。今の町民会館は、３階までいれてもまだその面積がありませんので、そ

ういった小さな図書館、また図書室でよければまた別に考えてみてもいいわけですが、住民の

皆さんの図書館要望はやはりしっかりした図書館をほしいということでありますんで、町では

図書館はシビックコアと合築、そして今ある耐震化のしてない町民会館の機能は鰍沢にありま

す鰍沢福祉センターのほうに、そして、今の町民会館は、当面、つぶす予定がありませんので、

安全性が確保されれば中の施設は、またご活用いただけるんじゃないかと、こんなふうに考え

ております以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     公共施設再配置検討の委員会の中では、今の町民会館は解体するというふうに伺っておりま

すが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     再配置計画の中の整備計画の中に、中期計画、将来計画、短期計画とあります。その中では

一応解体となっていますけれども、解体は中期の中へ入っていると思います。すぐ解体する予

算もありませんのでそれは考えておりません。また、これから調査建設の検討委員会も立ち上

がると思いますけれども、庁舎がどの場所になるかということも含めてですね、今しばらく建

物は、役場の方で管理をしていきたいなとこんなふうに考えています。 

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） 

先ほど川口議員の質問の中に、町長のお答えの中にですね、地域バランスを考えて公共施設

等を、考えていくっていうふうに答えられておりましたけれども、今ある町民会館は富士川町

全体からすれば、中心地なんです。鰍沢のほうにその機能も、持っていくということですが、

それはもっていっても構いません。ですが、富士川町全体の地域から考えたら鰍沢は人口の面

でですよ、鰍沢は南のはずれなんです。あくまでも中心がこの青柳なんですね。そして、一番

大事なことは今は非常に、災害が起こってますね。この間も茨城・栃木で集中豪雨で非常な災

害が起きました。これ山梨県にいつ起こるか、これはないとも限りません。そして富士川の決

壊するということだって考えられます。そうしたときに富士川が決壊したら、水没するのは青
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柳なんですね。そのことを考えたら青柳の人たちが避難できる場所として、今のところを確保

をしてほしいというふうに考えますがいかがでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     町民会館は、先ほどいいましたように災害時の避難場所にもなると思います。もっと大きな

避難場所は町民体育館とか、小中学校の体育館等がありますけども、町民会館は災害のための

活動の拠点にもなっていくと思います。防災の拠点は役場になると思いますけれども、災害活

動の拠点は町民会館を主体にですね、ボランティアの皆さんの配置をしたりということになっ

てくると思います。そういうものも含めて町はいろんな配置を考えていかなきゃならんわけで

ありますけども、この町で今、富士川が決壊という話が出ましたけど、今は決壊ということは

まずない、この富士川町についてはないんじゃないかな、といいますのはあそこにスーパー堤

防というぐらいの盛り土はしてあります。今回鬼怒川が決壊したのは、中に護岸のない土盛り

の土手が決壊をしたわけです。私もあれを見て早速、町の川をずっと歩いてみましたけれども

内側が全部コンクリート張り、ブロック張りになってますから、すぐああいうことがイコール

ではないなということは思いましたが、富士川の中の横川にも、内水護岸が入れてあります。

今鰍沢の地区においても、富士川病院の東側に、富士川の中に内水護岸をいれておりますんで、

一度に外の堤防まで来るということはそんなにない。特に青柳地区、大椚地区は、これから、

まだまだ盛り土をしていきますので、富士川が決壊することは考えにくいわけでありますけれ

ども、そうはいいましても内水対策がこれから非常に重要になってきます。そういう低い地域

に、住民の避難場所があるよりも、やはり高台っていいますか、ある程度、地盤の高いところ

にこれからつくっていったほうがいいんじゃないかな。そして、今ある町民会館が一番怖いの

は、やはり戸川が決壊したときに、あるいは越水をしたときに、一番怖いなと思います。とい

うのは戸川の中で一番、河床と橋脚との間が狭いのは西の入橋の場所だと思っております。あ

そこに流木とかが詰まって、もし越水、水が土手を超えた場合、砂垈線を下りながら、青柳４丁

目、３丁目の方へ水が向かってくる。それは町でも想定をしながら、今度は国土強靭化計画の

地方版の中でもそういうことは、検討していかなきゃならんと思ってますけども、住民の避難

場所も含めて今回の鰍沢福祉センターは、そういった対策も講じながらしておりますんで、た

だ、一つ町民会館があるから、すべての町民がそこで避難できるわけでありません。青柳５丁

目の人は、今度作った、高等技術専門学校の建物も利用させていただくようにお話もしてあり

ますし、いろんな身近なところで避難できるところを確保していかなきゃならんと思います。

当然公共施設はご利用いただければいいわけですが、個人のうちでも、頑丈な鉄筋等で造って

あるところは、２階、３階を貸していただいたりですね、今回の常総市の避難も水平避難をし

たために、車と一緒に流されたというのがあります。やはりこう、自分の命は自分で守るとい

う観点から、垂直避難というのも十分考えられますんで、そういった避難をしていただく、そ

ういう中で町民会館につきましては、今度、鰍沢福祉センターの方でそういう機能も持たして

ありますんで、そちらを御利用いただく。そしてまた、そこが利用できない人は、それ以外の

建物を活用していく、こんなふうに考えております。 

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） 

     冒頭申し上げましたように、旧増穂町の４万人近い人が現在の町民会館を利用しております。

それが、そこの町民会館がなくなりますと。鰍沢福祉センターへ旧増穂の４万人近い人たちが

いくということはこれ不可能なんですね。おそらく鰍沢の人たちも使っていますので、こちら

の人たちがそんなに大勢行っても使えない。そういうふうなことも出てくるかと思います。そ

れから高齢者もいます。車の運転もできない人もいます。そういった方々は、そこへ行きたく

ても行かれないっていう人が出てくるわけなんですね。高齢者の人たちがそういうふうな研修

する場所がなくなるということがですね。ひいては家庭にこもるようになる、そうなると病気

がちになるということになると、町の保険料がですね上がるとそういうふうなことも、考えら

れると思います。ですので、ぜひこちらの町民会館を残し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） 

     災害時と日常の生活が一緒になったような質問がありましたから、私も頭の中がこんがら

がっていますけれども、災害時はですね、すべての町民が町民会館を使うわけじゃないんです。

平林には平林の避難場所もあります。鰍沢でも中部区は中部区の避難場所もあります。そうい

う中で先ほどいいましたように、当然福祉避難場所にも以前からなってますんで、これは全町

の人で行ける人には行ってもらう、それ以外にも、福祉避難場所は設置いたします。そういう

中で最寄りの避難場所を使っていただければいいんじゃないかなと思っております。また、日

常についてはですね。今車で行っても、車を止められなくて役場に停めて歩いていく方も相当

おります。今４０台しか停まりません。今度はもっとこの数倍という、駐車台数も確保できる

という中で利便性も上がっていくんではないかなと思っております。機能的には十分、現町民

会館と、勝るとも劣らない機能を持っておりますんで、ホールを見ていただいても、鰍沢の福

祉センターのほうがずっと広いですし、機能的にも十分、お答えできるんではないかなと思っ

ております。何よりもこれから住民の人口の数も減っていく、税収もそんなに多く見込めない、

そういう中で、類似施設を統廃合していこう。これは町民会館だけじゃなくて、一緒に整備を

いたしますプールにしても５０ｍプール２つ持っておりますんで、鰍沢のプールを潰して、利

根川のプールを今後活用していこうということであります。この後にはまだ、先ほど来言って

おりますように庁舎の建設とか、いろんなものも入ってきます。当然庁舎を建設すれば、公共

施設再配置計画の中では、行政系は一つにしていこうという計画がございますんで鰍沢の分庁

舎はなくなっていくというふうな計画でやっております。そう言うのが先ほど言った地域バラ

ンスということにつながっていくと思いますんで、ご理解をいただければと思います。 

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） 

庁舎が完成するまで、来年の４月からですか、教育委員会と建設課、ああいったところが町

民会館に入るというふうに聞いておりますけど、そうするともう４月から、現在の町民会館は

使えなくなるということでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

     今議会に、条例改正を提案させていただいておりますように、その施行期日は、明年４月１日

ですから、町民会館としての機能は、すべて鰍沢福祉センターへ動かすということであります。

ただ、建物は残っております。もしそこに、４月に間に合うかどうか分かりませんが、これも

皆さんのご理解をいただかなきゃならんわけでありますけども、鰍沢にある行政機能の一部が

もしくれば人は居ますので、会議室とかそういうものはまだまだ使えると思ってます。ただ耐

震度がないということだけは御承知おきしていただく中で、お使いいただければと思ってます。

まず、町ではこれまで子どもが、使うところを優先に耐震化してきました。やっと大人の部分

に入ってきましたんで、すべてを耐震化するわけにもいきません。そして新たな需要にこたえ

た機能を持った施設にしていかなきゃならないということで、公共施設再配置計画を作成させ

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） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

庁舎が建設完成するまでそこへ入るということですが、庁舎が完成するまで教育委員会は今

の場所、それから建設課も分庁舎、そこにいてもいいように思うんですが、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） 

     まだ決定事項ではありませんので、いつから統合できるかというのは、定かではありません。

ただ私個人とすれば、町民会館も維持をしなきゃならん、分庁舎も維持をしなきゃならん、施

設の統廃合をしても、旧態依然のものが残っていったら意味がないわけですね。当然人が入っ

ていれば雨漏りも直さなきゃならん、冷暖房の効率も考えていかなきゃならん、やはり年間数

千万のお金はかかると思いますんで、できれば早くに、施設を統合していって、それ以外の、

そういった管理費を新たなニーズにこたえるような経費の使い方をしていきたいなとこんなふ

うに、個人的には考えています。庁舎を来年４月からですね、分庁舎をこちらにもって来ると

いうのは公表はしておりません。ただせっかくこちらの建物が空いている、耐震度を見てもこ

ちらのほうが分庁舎よりも倍以上の耐震度持っておると思います。そうは言いましても経年劣

化しておりますんで一部を直さなきゃならんところもあるかなとは思いますけれども、大規模

改修程はしなくても、いましばらくは使えるんじゃないかなと思っておりますから、そんなこ

とも視野にこれから検討を進めていきたいなとこんな思いでおります。以上であります。 

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） 

先ほど申し上げましたように、庁舎が仕上がるまで、そこを使えるようにしていただきたい

と思います。教育委員会とか分庁舎がこっちへ入るんでなくて、庁舎が仕上がるまで使えるよ

うにしていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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町民会館と中央公民館がいっしょになっておりますんで条例のほうは一つにさせていただく

という条例を今回出させていただいております。建物は残っておりますんで、使えればそれは

町の建物ですから、町が拒むこともありません。ただあまり経費が掛かるようでは困りますけ

れども、職員もいる中で、管理もできる中でご利用いただければそれは検討していきたいなと

思います。ただ、これから耐震度が非常に少ないといいますか、老朽化もしておりますから、

そういう中で、安心して活動ができる建物として推奨できるものではないということはご理解

いただきたいと思います。 

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） 

それから、公共施設の再配置の決める検討委員会というがございました。私もそこの一員で

した。、そこの進め方なんですけれども、３回くらい検討委員会を開いたと思います。その中で

ですね。計画書をバンっと出されまして、そして委員の中で、何人かその意見を行ったんです

けれども、その意見は全然、反映されておりません。なんでもありきで進める。町民のそうい

う意見をしっかりと踏まえて決めていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

公共施設再配置につきましては、現状と課題をまず整理をさしていただき、委員さんに提示

さしていただいたと思っております。その中でご議論をいただき、検討委員会で整備方針を出

していただいたと思います。その整備方針をもとに町の方で再度、検討をし将来構想を出させ

ていただいたと思います。確か将来構想を発表したのはこの２月でありますけれども、検討委

員会の中でにご検討いただく時にも、役場が現状と課題、そしてまたこれからの形というもの

は、ご提示をしなければ検討ができないんじゃないかなと思います。そして、ご意見をお聞き

しながら、委員長さんを中心に、まとめていただいて、私の方は提言書をいただいております。

それをもとにやっておりますので、検討委員会さんの委員の意見がすべてを網羅しているとは

思いませんけれども、意見は反映されている再配置計画ではないかなと思っております。 

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） 

     ぜひですね、現在の町民会館を残してほしいという地域の希望が強いわけですので、また考

えていただきたいと思います。 

それでは、２番目の峡南医療センターについて質問をいたします。峡南医療センターにつき

ましては当初、中期経営計画で示されたより多額の赤字が見込まれていると聞いております。

町長はかねてより、病院経営は専門的な知識や経験が必要であり、経験のないものが、いたず

らに口を挟むべきではない。金は出すが口を出さないというふうに町長は常々言っておりまし

た。ですが現在ひどい赤字だと伺っております。巨額な赤字だと伺っております。私たち一般

町民が、巨額というと何千万というふうに考えますが、一億の何十倍、十倍のような赤字経営

になっていると伺っております。順調に経営が進んでいるときは口を出さなくてもいいと思い

ます。ですが、これだけの巨額の赤字を抱えていて口を出さないというのはいかがなものでしょ
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うか。会社とすればですね。筆頭株主になるわけなんですね。ここでまだ口を出さないでいる

ということはどういうことなのか、それからこの巨額の赤字をどういうふうに解消していくの

でしょうか。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） 

ただいまの峡南医療センターのご質問についてお答えします。まず町長はかねてより、「病院

経営は専門的な知識や経験が必要であり、経験のないものが、いたずらに口を挟むべきではな

い。」と言ってきたがというのはこれは私ではなくて、二病院統合の検討委員会の中の言葉です。

そこはちゃんとしておいていただきたいと思いますが、統合する前は久保さんが会長で私が副

会長で統合してきました。そしてそこで独立行政法人でいくか、公営企業全部適用で行くかと

いうときに、独立行政法人にするときにも両町長は外せと。抜いたほうがいいと。そして公営

企業の全適で行く時も新たに企業長は立てた方がいいと、両町長は居ない方がいいというのは

二病院統合検討委員会の委員さんの意見でありますので、私の意見ではなくて、私はそれを代

弁しているだけであります。ぜひこの辺は過去の議事録でも見ていただければわかると思いま

す。そういう中で、峡南医療センター企業団の中期経営計画では、平成２８年度までの３年間

で黒字化を目指した収支計画となっております。初年度は赤字を計上しておりますので、赤字

は赤字で初年度は見込んではいたんですが、見込みより多い数字が２６年度出されるやに聞い

ております。今回の収支計画より多額の赤字が見込まれているとのことですが、大変遺憾であ

ると考えております。このようなことから、医療センターの組織図の中には我々市川三郷の久

保町長も私も入っておりませんけれども、設置者として両町長がいっしょに協議を行えるよう、

開設者会議をつくってほしいと要望しました。それは機能しております。こうした機会を通じ

て病院の将来計画などについて関与はしております。今月も開設者会議は、議会の最中ですけ

れども、開く予定であります。 

また、先月には、総務省による病院のアドバイザー支援事業にも両町長が出席し、アドバイ

ザーからの病院経営に対する指導、助言をあおぐと同時に、構成町の町長としての意見も述べ

てきたところであります。 

しかしながら、企業団は、町が出資金を出して設置されたものとはいえ、病院経営は企業団

自体が運営しておりますので、町長が直接経営に介入することはできない組織となっておりま

す。当然、いろんな今の状況を見ますと放っておけないという状況でありますので、いろんな

ところでサポートしたい、今夜も県立病院機構の人たちと会いながら医師の確保に努めていく

わけであります。日々、私だけではなくて職員全体が我々が作った病院ですから、一生懸命努

力をしながら、一日でも早く黒字化ができるようにやっていくわけでありますけれども、住民

の皆さんにもぜひですね、先生が来てそして住民に愛される病院になって行かなければ、黒字

化というのは程遠いわけでありますので、みんなで育てるというそういう気持ちを持っていた

だかなければ、この峡南の、特に北部地域での将来に渡っての医療の確保というのは無理では

ないかなと思っております。先ほど言いましたように、経営は峡南医療センター企業団という

ものが議会の議決を得ながらやっております。久保町長も、私も組織上は役職も何らない人間

でありますが、出資者としては開設者会議を開きながらこれ以上悪くならないように、アドバ

イスもいたしますし、サポートもしていくつもりでおります。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） 

     先ほどの質問の中にこの巨額の赤字を今後どのように解消していくのでしょうかと質問いれ

ましたけど、この点についてはどうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     赤字解消につきましてもですね、新たなだけ経営計画を企業団でつくっていただくというの

が本筋になると思います。当初市川三郷病院はもともと町立病院でありますから、その決算に

対する補てんといいますか、交付税措置がされております。富士川病院は、昨年度決算があっ

てもですね、今までは基準日が違ったもんですから平成２８年度からでないと、通常の交付税

措置がないという状況でありました。しかし、国のほうで省令改正をしていただき、これまで

決算の時、７月１日が基準日であったものが、３月３１日が基準となりましたんで、昨年度の

決算に基づきまして、交付税が措置されるということは平成２７年度に富士川町にも交付税措

置がされると思っております。その交付税は病院とルール化してありまして、普通交付税につ

きましては全額渡しますよとということになっています。うちが算入されますと１億３，

０００万は富士川町の病院分として入ってくる予定の普通交付税でありますんで、それを補て

んしながら、また病院の方の中期計画がどうなのかを見させていただきながら、市川とどうい

う形で運営費の補てんをしていくか、赤字補てんとは許されるものではないと思いますので、

これから経営が安定をするように、出資金の積み増しをするか、あるいは貸付金をするか、そ

れは市川と共に出資をしている病院ですので、市川三郷町と協議を進める中でより良い方向を

模索しながら、支えていきたいなとこんなふうに思っております。以上です。 

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 午後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。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     先ほどの、１番のまとめをさせていただきます。この赤字がですね、町民の負担になります

ので、極力赤字の解消に、町長を先頭に努めていただきたいと思います。 

それでは２番目の質問に入らせていただきます。北部二病院統の合併に際し、町長は、地域

医療、町民の安心を守るために、２４時間眠らない病院として、救急対応できる富士川病院を

買い取ると言ってきました。開業以来、多くの町民から救急患者を受け入れてくれないとの苦

情を聞きます。地域の病院として、もっと町民の安心が守れる病院にすべきと思うが、町長の

見解を伺います。 
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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） 

富士川病院等につきましては昨年４月に、北部二病院と二老健施設が統合して、峡南医療セ

ンターとなったわけでありますけども、富士川病院は基幹診療型病院、市川三郷病院は総合診

療型病院という役割のもとにスタートいたしました。しかしながら開院以来町民の方々から、

救急患者を受け入れてくれないとの苦情を幾つか聞いているところであります。このようなこ

とから、両町長といたしましては、開設者会議を通じて、医療センターに対してそれぞれ患者

の様態や、医師の状況にもよりますができる限り救急患者を受け入れていただけるよう申し入

れを行なってきたところであります。また。山梨大学の医学部附属病院にも、地域住民に期待

される医療サービスが提供できるように、医師の派遣についてお願いをしているとごでありま

す。医大におきましてもこちらの状況は十分承知はしていただいております。そういう中で医

師の派遣をということは十分考えていただいておるわけでありますが、この４月ついては、医

大を出た学生が県内に残る率が少なかったということから、病院で期待するほどの医師は来て

なかったわけであります。先ほど言ったように今日も私は、県の病院機構とちょっと話をしな

がら、中央病院からも先生がいただけないかというお話もしてくるつもりでいますし、医大の

藤井学長にしてもですね、富士川病院、あるいは市川三郷病院、峡南医療センターの経営の状

況も承知しておりますし、副委員長である佐藤副委員長は、当然地域医療のある一番の根幹で

ありますんで、うちのほうの役員にも入っていただいておりますから、来年度についてはもう

ちょっと先生を充実できるよう、そしてまた峡南医療センターが、望んでいるような新たな診

療科目もできるようなことを要望しているところであります。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） 

ここにちょっとデータがあるんですけれども、峡南医療センターの場合はですね、２６年中 

に峡南消防本部で、救急要請が２４７８件あったんです。そしてそのうちの受け入れ拒否回数

は、８４５回。そのうち峡南医療センターが３３０件、実に４割になっているんですね。ただ、

これは徐々に解消されております。２５年の時の受け入れからしますと、受け入れが、３８０件

ありました。そして、２６年は４００件の受け入れがありましたから、わずかながら、受け入

れが増えているというデータが出ております。これは少しでも改善されたということはいいこ

とですが、この受け入れ拒否が極力ゼロになるということが望ましいと考えます。それからで

すね。ここに１通の手紙があります。この手紙はある方からいただきました。この方に会いま

して話を聞きました。この方は今年に亡くなった方なんですけれども、日中、日ごろ峡南医療

センターにかかっているんですね。峡南医療センターに患者としてかかっているんです。その

方がその日の夕方倒れまして、救急車を呼んで、救急車が来たのが６時半。そして、峡南医療

センターのすぐ近くなんですけれども、救急車が富士川病院に問い合わせをしたところ、日中

患者としてかかっていているにもかかわらず拒否しました。そして救急隊は峡南病院とか、市

川三郷病院とかあちこち問い合わせしましたけれども、どこも受け入れてくれなかった。そし

て、再度峡南病院へ電話をかけたときに、カルテがないって最初言われて断られたんです。で

すがそんなにあれでしたら連れてきてくださいということで峡南病院へ救急車が運びました。
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７時１５分です。倒れてから４５分、救急車が来てから４５分経っているんです。峡南病院に

着いたときには、亡くなってました。この富士川町の税金を使って経営している病院が、富士

川町の町民の患者を受けいれないということが問題なんです。そのときは、たまたま先生は手

術をしていたようですが、でも６時半という時間帯は夜中とは違います。ほかの先生も何名か

いたはずなんです。応急処置はできるはずなんです。ですから、患者の家族としましては一旦

引き受けてもらって、そこから例えば医大とかですね、中病とかに送ってもらいたかった。よ

しんばそこで応急処置をしている間に亡くなっても、それはそれでもしょうがなかった。ただ

受け入れ拒否をされてよその病院へ行くまでの間に亡くなったということが切ない。これは

やっぱり普通の人が考えても、町で経営している病院で町の人たちが診てもらえないというこ

とは、これは改善しなければいけない。そういうふうに思います。私たちもこれからみんな高

齢化していくんですけれども、やっぱり近くにこれだけのすばらしい設備を持った病院がある。

そしてその病院は私たちの税金で経営していくんだ。だったらばもっと受け入れをしてもらえ

るようにしていかなければいけないと、そんなふうに考えます。そういった悲しい現実があり

ましたので、皆さんにも知ってもらいたいと思います。 

それからですね。過日、南巨摩女性団体連絡協議会の総会をいたしましたときに、中島克仁

先生、衆議院の。この方に地域医療というものについて、講演をしてもらいました。その中で

これから大事なことは家庭医持つことだって中島先生はおっしゃってました。家庭医というの

は、いつでも診てもらえるそういう医者をつくっておきなさいということなんですね。ですか

ら峡南医療センターは町で経営している、私たちが早く言えば出資している病院、そういうと

ころを家庭医にしたい。そういうことなんですね。ですから、受け入れを拒否してるのがまだ

続いています。そういう受け入れ拒否が極力なくなるように町としても考えていただきたいと

思います。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） 

今の手紙は私もいただいておりまし、市川三郷町長もいただいております。峡南医療センター

にも届いておると思います。ただ、受け入れなかったということについては、私どもも企業長以

下、病院の方にも言ってありますが、この方は日中にお酒を飲んで、そのあとお風呂へ入ってそし

てお風呂の中で、もう亡くなってしまったというふうな状況であります。ただ、そうは言っても救

急車が搬送に行ったんですから、病院とすれば、診なければいけないと思っております。それも含

めてできる限り救急患者を受け入れていただけるよう申し入れを行なったところであります。そし

てまたこれからどうなるか分かりませんけども今医療は専門化をしております。専門でないから、

診てもし正しい診断ができなきゃ困るということで、医者の方もだいぶナイーブになっております

が、これからは総合医の時代が来ると思います。医大の方にも総合医の育成も進めていただくよう

にお願いをしてありますけども、ただ本当にもう、同じ外科でも最近は呼吸器外科という肺専門の

外科も出ておりますし、そのほかのほうは診ません。とは言いましても地域の病院ですからまず一

時的に診ながら、次の病院へ搬送するなりなんなり、それがいいのか悪いのか、私もよくわかりま

せんが、峡南の消防署のほうにもですね、症状とそれにあった病院を紹介をするように、当然富士

川病院には脳外科はありませんから、これは頭の中が切れているとか、そういうときにはいち早く

近くの脳外科を持っている病院へ行った方がずっと早いですし、ゴールデンタイムと言って、３０分
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から４０分が勝負かと思いますんで、これは病院のみならず、当然峡南広域行政組合の加盟町村で

ありますから、そちらの方にも機会あるたびに、適切な搬送をしてくれるように、そこも病院が受

け入れてくれなければどうにもならんですが、患者の様子を消防署員も見ながらですね、病院と連

絡をとりながら、適時適切な対応をお願いしたいということはこれからも、申し添えていきたいな

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） 

     今町長が、医者も専門化しているとおっしゃいましたけれども、医者というのは基礎は全部勉強

してきているはずなんです。途中から自分の進む外科とか脳外科と内科とか、そういうふうに専門

職に分かれていく。だから医者は基礎はみんなわかってるはずなんですから、どんな患者でも初期

段階は診ることができる。そして、そこからここは脳外科だと思えばそっちへ搬送すればいい。そ

ういうふうなことはできるのではないか、救急隊がですね、これは脳外科だなと思ってすぐ脳外科

にいければいいんですが、いかれない場合はやっぱり地元の病院である程度は、初期段階は診ても

らえるようなそういうふうな、システムというかですね。病院側もそういうふうにやってほしいと

思いますが。いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今言ったようにそれができないから総合医を育てていくということだと思います。例えば皮

膚科に言ってどうこう言ってもちょっと先生判断つかないいんじゃないかなと思いますんで、

富士川病院は医療センターでありますから先ほど言った脳外科なんかはありませんけども、内

科もいる、小児科もいる、という病院ですんでそうはいってもまだ医者が足りなくてほしいと

いうことで言ってるのは、もっと専門家の医者が欲しいということですね。いざ災害みたいに

時にはとりあえずも当然お医者さんにはすべてやってもらわなきゃなりませんから、一時的な

ことは出来ます。ただそこでロスタイムがあって、助かる命が助からなかった、そういう事例

もありますんで、お医者さんはすごく特に小児科がですね、今ナイーブになっていて、なり手

もないというふうな状況なんですね。もっと言えば産科はもっとなり手がないんです。これは

そうした最初の診断ミスみたいなものによって、後で訴訟を起こされるケースが多いんですね。

ですから皆さんがそういう親切のみでいくなのか、いち早くの治療でいくなのかその辺人それ

ぞれでありますんで、病院のほうもそうはいいましても、こうやって地域の病院ですから、診

療拒否じゃなくて、一時的な診察をしてすぐ適切な医療機関に搬送できるようなトリアージを

やっていただければありがたいなと。そういう意味でできる限り急患をを受け入れていただく

ようにという申し入れは、市川三郷町長ととともに、常に言っているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひ最善の努力をしていただきたいと思います。それでは、３番目の質問に移ります。地域の病

院は地域医療の要であり、地域の安心の源であります。地域医療再生交付金を投入して買ったのだ

から、末永く地域の安心の源としてあり続けて欲しいと思います。そのためには、病院だけに
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努力を強いるのではなく、病院をバックアップできる応援団みたいなものを町民で組織し、病

院を守り育てていく必要もあります。応援団なんですが、今、なんか、委員会があるようですけ

れども、それとはまた別に自分たちの町の病院であるという意識をですね、富士川町の町民に持っ

てもらって病院ですから、患者が来なければ営業はなりたちません。ですから極力、富士川病院を

利用するように、町民にそういう意識を植え付ける、そしてこの病院を育てていくという意識を植

えつけるためにもですね、いろんな年代の人、それからいろんな職種の人、そういった人たちで、

委員を構成して、そして、今、峡南医療センターのボランティアといって、草取りとかそういうこ

とをしている団体もあります。そういった人たちにも、いろんな人たちに入ってもらって、そして

この病院を、いい方向へ育てていく。そして病院にも意見を言うし、病院側からも出てきてもらっ

て、そして両者で、いい方向を見出していく。患者が来なければ赤字は全然解消されないんですか

ら。とにかく患者が来なければ病院の再生はできない。そういった意味で町民に、広く認識をして

もらうためにも、そういった組織をつくる必要があるんじゃないかと思うんですがいかがでしょう

か。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     富士川病院といいますか、峡南医療センターは、地域医療再生交付金を活用して救急医療や高度

専門的な医療を行う基幹診療型病院として、開設された地域の中核病院であります。町民に必要な

医療を提供する拠点となっております。こうした中、富士川病院を、地域の病院としてとらえ、地

域住民による病院の草刈りや、病院で必要とする備品に対しての寄付など、病院に対して協力、支

援する動きが出ているところであります。また逆に、病院側も住民向け市民講座を開いたりですと

か、糖尿病教室を開いたり、産科セミオープンシステムや病後児保育を受託するなど、地域医療の

貢献をしてきていただいております。今後におきましてもこうした相互の活動を通じて、さらに地

域の病院を守り育てていくという機運が高まっていくとことを期待をしてるとこです。さらに言え

ば病院がこれまで高度な医療機器を整備するようなときには、地域ファンドというのも今、全国的

にやってるところもあります。地域の皆さんに出資をしていただいて、病院の機器を備えていくと

いうのがありますが、病院も然り、そしてまた地域の皆さん一人一人もですね。わが町の病院だと

いう意識を持っていただいて、精神的あるいは、構造にもよりますし、物質的にもよります、病院

を支えていただくような形になっていけば理想の病院経営ができるんじゃないかなと思っておりま

す。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     今、町長がおっしゃられたことをぜひ実現していただきたいと思います。それから組織を立ち上

げるというふうなことも、ぜひ考えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターは富士川町だけの病院ではありません。当然あの地域住民意識の向上とか

そうことは市川三郷と一緒にやってきますが、病院のですね、運営の仕方また経営の仕方につ
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いては、峡南医療センター企業団というのが一つの自治体でありますんで、我々があんまりや

ると、内政干渉にもなります。向こうには、町でいえば町長に匹敵する企業長がおりますんで、

連携をしながら、今後はやってきたいと思っております。 

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） 

     とにかくですね、一刻も早く赤字の解消、それから、病院がこれからも町民の病院として存続で

きるような、そういった努力をしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告３番 ５番堀内春美さんの一般質問を終わります。 

続いて 通告４番 ４番、青栁光仁君の一般質問を行います。 

 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ４番、青栁です。今日は、防災関連の中でも防災ラジオについてと公共施設再配置の中で、

若干質問させていただきます。 

まず防災ラジオについてですけれども、昨年８月は広島で豪雨災害があり、先週は台風１８号

により、鬼怒川周辺、茨城、宮城では甚大な被害が発生しました。たまたま質問を通告したの

が、４日締め切りでしたけれども、そこまでも想定していなかった１８号の被害が発生してお

ります。富士川町にも土砂災害警報が出されていましたけれども、幸い特段の災害がなく、３筋

への交通止め位で終わったのが幸いではなかったかと思っています。また、御嶽山、口永良部

島、西ノ島、桜島の噴火、先ほど休憩のときにテレビを見ましたら、阿蘇が噴火したというこ

とで、近くでは箱根大涌谷の水蒸気爆発とか、地殻変動や富士山噴火も懸念される異常な状態

が起こっています。 

富士川町でもやっと防災ラジオの販売が始まりましたが、国のＪアラートでは、テレビやラ

ジオのスイッチが切ってあっても強制的に通知されると聞いています。今回の防災ラジオも電

源を入れて、スイッチが切ってある場合にも行政連絡等は受信されると１月の広報にも書かれ

ています。たとえば警察からの「おれおれ詐欺」とか、あるいは、小学生の下校時など役場か

らの行政連絡等、防災・防犯関連など放送で流れるものが、全て入ってくるのかも解りません。 

そこで１番目の質問として戸別受信機の第１次募集で申し込んだ申込者の数は４２０人と聞

いております。受信機の納品、販売が９月１０日に始まったようですが、利用者の通信確認や

取り扱い方法の周知は、どのようにするのか伺います。 

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） 

ただ今の青栁議員の防災ラジオのご質問にお答えします。防災ラジオは、防災行政無線放送

の難聴世帯を解消し、防災情報等の、より確実な伝達を図るために導入し、今般、運用を開始

したところであります。 

通信確認については、防災ラジオが正常に受信できるかを確認するため、今月末までは、毎

日、昼と夜の２回、試験放送を行うこととしております。また、取り扱い方法の周知について

は、購入時に説明書を配布するとともに、町のホームページを通じて周知を図って参りたいと



 ５９

考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     販売の対象者には、毎日２回試験放送を行うということですので、ぜひ、そんなことで周知

をすると同時に、その方によっては、スイッチの入れ方、設定の仕方、ボリュームのやり方な

ど、わからない面もあると思いますので、ぜひ窓口で、販売するときに、何か聞きたいことが

ありますかと言葉や態度で、教えてあげていただくようにお願いしておきます。 

１月末に申し込みを締め切りですね。その後全く情報がありませんでした。今、課長からお

話があった難聴家庭が、当町の世帯約６，０００件の１割にも満たない、４２０件ということ

ではないと思います。まして、４２０件の中には小室区の約１００件が入っていると聞いてお

ります。購入するかどうかは別として、雨の日は、幹線道路沿いなどは、難聴世帯が多いと思

います。そしてまたその多いということを想定してこの事業は開始されたと思います。 

そこで、２番目の質問として、多額の設備投資を行なっておるわけですから、それに比べて

利用者が少なくないか。二次募集は行うのか。今後の普及促進活動はどうするのか。その点を

伺います。 

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） 

ただ今の防災ラジオの普及促進活動について、お答えします。 

これまで、防災情報等の伝達は、防災行政無線放送を通じて行って参りましたが、一部の住 

民からは、住宅の気密性の向上等により、放送が「聞こえない」、「聞き取りづらい」といった 

声が寄せられていたことから、その解消を図るために、防災ラジオを導入したところでありま 

す。 

こうした中、本年１月に行いました第１次募集では、予想を上回る４２０名から応募があり、 

改めて、難聴世帯等の皆様が寄せる期待と、その需要の多さを実感したところであります。 

今後は、「広報ふじかわ」や「ホームページ」などを通じて、更なる普及に努め、難聴世帯の 

解消に取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     私が質問したのはですね。６０００世帯に対して４２０件が、少なくないかということ。２次

募集を行うのかということ。課長の方では、予想外に予想を上回る募集になって、応募があっ

たとお話がありましたけど、２次募集は、考えておりますか。伺います。 

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） 

２次募集の件でございますが、現在、９月１０日運用開始。そして有償配布を開始したとこ

ろであります。今月は、試験放送をして送受信の確認をし、今後、年末以降にかけまして、

第２次の募集を計画をしております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ぜひですね。年１回、１月から、ここまで、締め切ってから音沙汰なしで、機械そのものが、

注文生産と聞いておりますのでやむを得ない面があったかもしれませんけれども、第１次を注

文生産している間に、第２次を募集してもよかったかと思います。ぜひ、その進捗状況に応じ

て、何回か募集をかけて、町民に周知徹底を図られるよう、お願いしておきます。今日は、防

災ラジオについてだけですけれども、一昨年の大雪の際は、積雪１０センチで町長は災害対策

本部の招集をかけたと聞いています。大変評価できる判断だと思います。早めの判断で、被害

が無ければ結果良かったと言うのが一番望ましいことです。防災については町民生活の重要な

課題であります。先ほども申し述べましたように、今まで６０年７０年生きてきて想定もでき

なかった。経験もなかった大雨。火山の噴火地震等。重要課題だと思いますので、今後も質問

と提案を続けていきたいと思っております。 

     それでは、次の質問に移ります。 

     公共施設の再配置計画については、私なりに賛成できる点と納得できない点とがあります。

再配置により管理費の節減ができることは理解し賛成できるところですが、役場の新庁舎にす

べてを集約し、町民へのワンストップ対応とコンパクトシティー化との考えは、田舎の人口が

少なく面積の広い町で本当に町民の福祉に資するのか疑問に思っています。本当のワンストッ

プは「役場へ出てきなさい一ヶ所で用事が済みますよ」では無くて、町民の傍に置くものでは

ないか、新庁舎は将来の町民に財政負担を背負わせる事の方が大きいのではないかと考えてい

ます。再配置については具体的に見えてくるものから順に検討して質問していきたいと考えて

います。 

そこで本日は現在の教育文化会館と図書館構想について伺います。 

午前の質問者の中にも図書館についての質問がありましたけれども、まず再配置計画の中で

新庁舎ができる前に、教育委員会など一部を現在の町民会館に移す計画というような答弁を伺

いました。時期は、はっきりしていないが、できれば早くというような町長の答弁でしたけれ

ども、第１番目の質問として、教育委員会の移動後の建物の利用計画は検討されているか伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青柳議員の公共施設の再配置計画についてのご質問にお答えいたします。午前中答弁をさし

ていただいた中で、教育委員会の話は一つも出ておりません。分庁舎をというお話をしており

ますんで、教育委員会については、本当に新庁舎ができた段階では、一緒にという風になって

おりますけれども、その中間で、今動かす考えはありません。しかし、新庁舎がでるきときに

は、移転をしていただくという計画であります。ただ、教育委員会の移転後の現在の建物の利

用計画については現時点では検討はしておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

     失礼しました。教育委員会の時期はともかくとして、移転後の利用計画は検討してるかとい

うことです。それで、検討は、今後の課題だというご回答ですので、次に通告してあります２番

目の質問に移ります。 

富士川町には、舟運の歴史。それから、最勝寺、南明寺、昌福寺、その他多くの名刹があり

ます。また熊王徳平さん、望月百合子さん、石橋湛山さん、米長邦雄さん等、誇れる文化人も

大勢排出されております。特に現在の教育文化会館は、山梨県の近代人物５０人にも選ばれて

いる望月百合子さんのふるさとを愛する多額の浄財に基づいて、つくられた経緯もあります。

そこで２番目の質問と同時に提案も兼ねてですけれども、町には資料館がないので、教育委員

会の建物を舟運ほか、歴史資料館及び人物資料館に利用できないか、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） 

     現教育委員会の建物の今後の利用についてのご質問にお答えをいたします。教育委員会の建

物につきましては、かつては金融機関で使用しておりました。今は教育会館として教育委員会

が中心に、そして望月百合子先生の資料館として運用しております。今後、新庁舎ができた暁

には、この建物から教育委員会が、移設をされるわけでありますが、その後につきましては地

域住民の皆さまと協議する中で、今後の利活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） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     もうちょっと時間的には、先になるようなお話なんで、ぜひ、地域と話し合いながら検討を

進めていただきたいと思います。それからできれば、鋭意検討の中に地区集会所等の機能も入

れていただければありがたいと思いますんで、担当課の課長さん含めて、是非今日の質問は頭

へ入れて置いていただきたいと思います。 

次に町民図書館の再配置についてですけれども、私個人とすれば、町民会館、町民図書館に

ついては、学校図書室を充実させて一般開放を検討するのが、町民にも近くて、経費的にも最

小限で済むと考えております。昨年９月の定例議会で、教育長の方からは、この質問に対して、

一般開放の考えはないと回答がありました。そこで、次の質問になりますけれども、町立図書

館について、午前中にも町長の答弁がありましたけれども、シビックコアに併設される方向と

伺いました。ただ、その進捗状況については、回答がありませんでしたので、年初めに伺った

お話から、どんな進捗がされているか、伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

鰍沢シビックコア地区整備計画については、国の合同庁舎と町の図書館を合築整備すること

として、現在、国土交通省関東地方整備局と合築による施設規模について、協議を始めた段階

であります。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     合築協議については、年初めといいますか１月頃から、何回ぐらい協議を行ったとか、この

町の考え方を申し入れたとか。その辺も聞かせていただければと思います。いかがでしょう。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     この協議につきましては、今年度に入りまして４月３０日ですけれども、関東地方整備局の

営繕部計画課の方で、 当町に来庁されまして、現地の確認、打ち合わせ等を行っております。 

また、その後、６月１５日でございますけれども、甲府財務事務所管財課と当町におきまして、

用地につきましての打ち合わせをしております。なお、８月２７日には、関東地方整備局営繕

部の方に訪問いたしまして、概算要求につきましてのお話という部分、打ち合わせを行なって

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） 

    できるだけ町の経費を使わない。それから、子や孫に財政的な負担をかけないで、いいものを

つくっていただくようにご検討をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告４番 ４番 青柳光仁君の一般質問を終わります。 

続いて、通告５番 １２番 齊藤欽也君の一般質問を行います。 

 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、通告に従いまして一般質問を行なっていきたいと思います。一つ目がですね、重度心

身障がい児の医療費窓口無料化ということについてですけれども、昨年県単独で実施されていた、

重度心身障害者の窓口無料化が廃止されました。その理由は県単独事業費に対する７億円とも言わ

れるペナルティー、この負担金が重荷になったということで、全市町村ある意味で合意というのか

な、一斉にそれにならって条例廃止を行いました。富士川町も行いました。しかしですね、そのこ

とにより、健常児童の窓口無料化が、全県的に年齢拡大という形で進む中、最も医療を必要とする

障害児童は、窓口無料化の対象外ということになってしまいました。今日、各市町村は家庭の負担

軽減と少子化対策を目的とし、また人口対策として児童の医療の窓口無料化を、小学３年から小学

６年、さらには中学、そして当町では先ごろ、高校３年へと進めてまいりました。さて、今年３月、

本町では、窓口無料化を高校３年の窓口無料化を決定しました。もちろんペナルティーはあるわけ

ですけれども、そのとき私は、あえて反対をさせていただきました。その理由が障害児童が置き去

りにされていくと。その前にやることがあるんではないかということで、反対しましたけれども、

ある意味世の中の流れもあって、やむなしということで、今日に至っておるわけですけれども、こ

の時ですね、町長は質疑の中で、重度心身障害者は、窓口無料化の対象から外れるけれども、自動

償還払いという新たな方式でやっていくんで、多少負担はあるにしても、何とかカバーできるとい

うふうに考えていますというようなご答弁をされてきたものと思っております。ところが、先頃８月

２１日の山日新聞において甲斐市、そして上野原市が重度心身障害児の窓口無料化を復活させると
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いうことで、９月定例会において条例制定を行うということが報道されました。私としては非常に

良かったなと。こういった動きがもっと加速していくべきだということで、いたく感動したわけで

すけどもそれを踏まえてですね、一つ目の質問をしていきたいと思います。健常児の医療費の窓口

無料化の年齢拡大が各市町村で進む中、昨年来障がい児の窓口無料化は廃止されたままとなってい

ます。福祉施策、公平性の観点から、問題があると思いますが、町の考えをお伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまの重度心身障害児の窓口無料化のご質問に対して、お答えいたします。 

障がい児を含む重度心身障害者医療費助成制度につきましては、県と市町村が共同して障が

い者の健康を守るために、医療費の全額を助成しているものであります。この医療費助成制度

を、将来にわたり維持していくために、昨年１１月から自動還付方式に制度移行しました。そ

の結果、障がい児につきましては医療費を病院窓口で支払った後、町から還付する自動還付、

障がいのない子が窓口無料となっております。 

こうした中で、本町でも何度か障害児者親の会と勉強会をとおして、意見交換をおこないま

した。「すでに十分恩恵は受けている。」「制度なら多少不便でも受け入れる。」等の意見が出さ

れました。 

また、重度心身障害者医療費助成制度と、子ども医療費助成制度は、それぞれの制度創設の

経緯、趣旨から、別の制度であり、障がいのある方は、乳幼児から高齢者まで年齢を問わず、

障がいが続く限り生涯安心して医療を受けることができるものであります。 

 このようなことから、制度間で取扱いが異なることは、その目的等からやむを得ないもの

であり、公平性に問題はないと認識しております。 

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） 

     制度上違うということで、公平には問題はないだろうというお話のようですけれども、それ

ではちょっとお伺いしたいと思いますけれども、甲斐市、上野原市市がこういった動きをされ

ていったのが、もちろんそういう児童を抱える親からということで報道されております。その

点について町長はどのようにお考えになりますか。。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     甲斐市、上野原市が、重度心身障児の窓口無料化を復活された件についてのご質問についてお答

えいたします。制度移行につきましては、県と市町村が共同して事業の仕組みをつくり助成してき

た経緯や、今回の制度移行の趣旨等を市長会、町村会を通じて県全体の市町村で理解をし、一体と

なって実施してきたものであります。本県の重度心身障害者医療費助成制度は、全国的にみて

も対象となる障がい者の範囲が、生涯ですから広く非常に手厚いものであります。将来にわた

り、この手厚い医療費無料の制度を維持していくために、やむを得ない制度移行と考え、現時
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点では窓口無料化は考えておりません。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） 

     町長のほうからやむを得ない、制度上やむを得ないんいだというお話がありました。この間、健

常児について行なってきたのは、やっぱり医療費、いつでもすぐかかれるようにと、お金がなくて、

子どもの命が危険にさらされるようなことがあってはならないということ、あるいは無料化であれ

ば最後の支払いをしなくてすっと帰って、病気になった子どもの世話も十分にできるというような

こともあるのかなと思いますけれども、やむを得ないというふうにいってしまうと、じゃ、なぜ甲

斐市や上野原市はやむを得ない中をですね、あえてやってきたのか、やろうとしているのか、２点

ちょっと見解を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） 

     障がい者の医療費無料化と、子ども医療費窓口無料化は全然別の制度であることをまず認識を

していただきたいと思います。これが同じ制度であれば差別という形になると思いますけども、こ

れは総務省を通じながら、全国的に同じようなことをやっておりますんで、その制度が違う、同じ

制度の中でやるんであれば差別ということに該当すると思いますが、全然違う制度でありますんで、

その辺の差別というのはない。それと、前回市川議員さんからもこの質問がありました。障害者の

場合、病院へ行って窓口でお金を払って帰るまで子どもをそこにおいて精算をしなければならない。

非常に親が負担だというお話がありました。そこで峡南医療センター、富士川病院と市川三郷病院

に限っては次回の診療のときにお金を払えばいいじゃないかということを、病院のほうへ言ってで

すね、病院の方でもそれを検討していただければ、窓口無料化と同じ効果がでるということで、検

討したことあります。そしたら、健常者であっても、一旦診療が終わった後は、今日はいくらです

よ、これは窓口無料化ですから結構ですよ、というまでの同じ時間は居なきゃならんと、お金を払

うか払わないかだけの差だと、時間的なロスはないというお話をいただきましたので、それであれ

ば、現状方式で行こうと。ただ、現状方式でですね、県の方で医療費のない人については、貸付制

度もあります。うちの町でどのくらいこの貸付をしているかわかりませんけども、もしそういう、

県との手続が面倒であれば町独自の医療費の貸付制度を、貸しっぱなしみたいな制度をつくっても

いいのかなと。医療費ですから回転をしていきますので、一定額をお貸ししておけばそれでできる

のかなというのがあります。健常児は、うちの町の場合は、今度高校３年まで、１８歳まで窓口無

料化になります。甲斐市と上野原市はそういう制度を復活をして、甲斐市と上野原市は小学校６年

生までだと思います。中学校に行けば同じ状態になってきます。高校に行っても同じ状況になって

きます。だた県の制度と併用して、それらはやっておりますので、県が今後どういう態度をとるか

私はわかりませんが、今までの市町村の子どもの医療費の窓口無料化とは別にやってきましたけど

も、今度それを継承していくような形になってですね、町でするのであれば、県の方にはつながっ

ておりませんから、子どもの医療費の窓口無料化が終わったあと、今度、県の制度に入ってくるわ

けですよね。今、うちの方は最初から入っているんですよ。そこのところは県が今後どういう態度

をとるかわかりません。そういうことがないように、市長会と町村会で一緒にやっていきましょう

という制度をつくりましたから、ちょっと当初の方針から離脱をしたのが、その二市だと私は考え
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ております。今後も生涯、障がい児には、医療費が自己負担がないようにしていくのが、町の考え

でいきたいなと思っております。また一方でですね、厚労省の方も、子どもの医療のあり方の検討

会というのを今立ち上げています。多分今年度中には、何らかの方向が出てくるんではないかなと。

今医療費のカットが一番多いのは、金額的には神奈川県です。約５０億、そしてついで多いのが愛

知県の４１億、東京都が３２億。金額的には当然県が大きいですから、大きな金額になります。山

梨は７億弱と私は承知しておりますが、一人あたりにしてみると一番多いのは山梨県なんです。こ

れはなぜかということと障害医療費を市町村と県が負担をしているからです。この制度は、ペナル

ティーを減らしながら、制度は潰さないようにしたのが、今回の山梨県の障害者の医療費の償還払

いですんで、私もこの幅広い医療費制度は、確保しておきたい、こんな思いでいっぱいであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございます。私の知らない数字まで出していただきまして。とにかく、山梨が重度心

身障がい者、児童ではなくて障がい者全般に７億も負担してきたということが一番大きかったんだ

ろうと思いますけども、ちなみにちょっと事務方の方でよろしいかと思いますけれども、、現在です

ね健常児に対してのペナルティーっていうのはどのくらいあるのか。分かればお願いしたいと思い

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） 

     健常児、いわゆる子ども医療のペナルティーですけれども、小学校就学から、５歳を過ぎてから

１８歳までということですが、あの高校生についてはまだ見込みでありますが、トータルで約

２００万ぐらいの見込みであります 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございます。それではですね、新聞では甲斐市の場合は、障がい児童に対する負担

金というのはおおよそですけれど、試算したのは新聞に載りました。また、当然おおよそなので、

甲斐市だと約８０人ぐらいいらっしゃると、その場合のペナルティーが４８０万.。上野原市が約

２０人ということで、約１３０万円ぐらい見込んでいるということのようですけれども、本町でも

当然障がい児童の数は把握されているんだと思いますけども、何人ぐらいなのか、もし試算的に発

言できるようであれば、その面も含めてお願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） 

     障がいを持っている子どもさんは概ね２５、６名いらっしゃいますけれども、すべての方が

国保じゃないのでペナルティーの額は出せませんので、人数は概ねこのくらいということでご

承知おきいただきたいと思います。 

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） 

     ２６人ぐらいということなんで、これは私が勝手に判断すればですね、甲斐市や上野原市を

参考にしていくと、１５０万から２００万円ぐらいの範囲ぐらいかなという気がいたします。

今言った金額ですね、これが大きいのか、小さいのかというのはその都度、その立場によって

判断は分かれるのだとは思いますけれども、やはり、多少の額であれば、これまでもいろんな

子どもに対する施策をうちの町ではやってまいりましたし、福祉施策もやってきたと。それが

一つの売り物だと私は重視しておりますけれども、そういったことを踏まえて、もう少し踏み

込んだ考えが検討されてもいいのかなと思いますけども、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     障害児の医療費の窓口無料化につきましては、先ほど言ったようにかつては山梨県じ中無料

化だったわけでありますが、そこの場においてもですね、障がい児と、障がい者の、ちょっと

市町村によって、子どもの医療費窓口無料化の年齢が違いますから、この町では、中学校３年

生まで無料化。この町では、小学校６年生まで無料化とか、差はあったわけでありますが、今

回の先ほど言ったようにですね。これまでやっていた県の障害児者の医療費窓口無料化をを今

後続けていくと制度がもたないと。ただ、窓口無料化はやめても、無料化は続けていこう、そ

れには償還払い方式がいいんじゃないかということでやっております。先ほど言ったように、

この町でもこれからも障がい者、障がいのある方、特に重度の方は生涯にわたって医療費助成

制度が活用できるように、現時点では今のことでやっていきたい。それと先ほど言ったように、

国のほうでも、子どもの医療費の無料化について、今検討が始まっております。県も多分これ

を注視してると思いますんで、今後やる時もですね、どこの町だけがどこの地域だけがという、

障がい者の扱いではなくて、山梨県は、障がい者の方を常に向きながら、生涯にわたって負担

がない、金銭的負担が生じないような医療費制度を堅持していくことが大切ではないかなと考

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） 

     町長のお考えはよく、そういう意味では理解できます。ただ、あの児童という枠組みで考え

ればやはりそこには、違いがあるということがやはり不公平感を生む元だろうと私は思ってい

ます。先ほどですね、町長の方で今の段階だととにかく、無料化についてはですね、県やある

いは国の動向、そして他の市町村との考え方の中で、やっていくべきだと、いうようなお話な

んですけども、先ほど貸付という話の中で町独自の貸付制度を少し考えてみてもいいのかなと。

なんでこれについて今改めて発言させていただくかというと、他の町では、実は貸し付けをお

願いしにいったらば、やはり生活保護の対象でなければだめみたいな話になっていて、いや、

他の市町ですよ。他の市町ではそのような話もあって、障害を抱えて一時的に、今最初の３カ

月かなんかは自分で払っていかなければ自動償還払いが、くるのが３か月遅れですから、その

間大変だと。当然、かかる回数も費用もかかるということでありますから、先ほど言われた独

自の貸付制度を事前に３カ月なら、３カ月、医療費っていうのはある程度、事前に分かってい

るお話ですから、ぜひそういった制度を具体的に実施されるようお願いしたいと思いますけど
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その点について、一言お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

医療費の貸付制度につきましても現在あるわけであります。多分所得とかそういった家庭の

状況に応じてではなくて障がい児であればすべて平等に貸せるような制度になってると思いま

す。これは、今までは無料化だったものが償還払い方式になった、一時立替えなきゃならんと

いうことで、１回１０万円を限度に貸してると思ったんですが、手続きがですね、役場を通じ

ながら、そして県の福祉事務所で貸し付けるという制度になってます。もともとが県の制度で

すから、そこが煩雑であれば町が独自にそういう障がい者には、例えば一回分、二回分の診療

費を事前にお渡しをしておく。最後には返していただくというふうな制度はどうかなというこ

とで、今役場の中では、そんなことも検討しているところであります。そういった方がよけれ

ばそれはそれでそんなに大したお金じゃないと思います。そして一回、お貸ししておけば、そ

れはそれで済むわけでありますから、どのぐらいの金額が必要なのかとかも、また、ニーズを

確認しながら検討してみたいと思います。 

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） 

確かにですね、県を通すとなかなか手続きが煩雑という欠点がありますんで、今の方向でぜ

ひスムーズに進めてもらいたいと思います。それでは大きな二つ目の質問に入りたいと思いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤議員。質問の途中ですけど、ここで暫時休憩したいと思います。 

休憩 午後 ２時０２分 

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

再開 午後 ２時１１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。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは大きな二つ目。公共施設再配置計画についてということで質問してまいりたいと思いま

す。最初にですね、今日は公共施設ということで町民会館、あるいは図書館について、前の議員さ

んたちが、何人か関係する質問されております。そのことを踏まえて質問していきたいと思います。 

先ほどから町民会館、あるいは図書館について、議員さんから質問されてきましたけども、なぜな

のかなとうことを思いますと、それは言うまでもなく、町民生活に最も関係の深い施設なんだとい

うことだろうと思います。そして、町民会館や図書館という施設は、町民の生きがい、あるいは生

涯にわたっての生きがいある諸活動を支えていく大きな拠点であるということ。また、まちづくり
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の核となるような施設とうことでありますから、町民の関心も高い。そういったことで出てきたん

だろうと思っております。とりわけ町民会館や図書館というのは、私が議員になってから、あるい

は議員になる以前からそうですけども、町民からの多くの強い要望が出されておりました。今般、

合併から５年を経過したという中で、旧２町の行政組織を統合し、あるいは統廃合し維持管理費の

削減ということを大きな目的として、公共施設再配置計画というものが、町民あるいは有識者を交

える中で、策定され提案されてきております。雑駁にこの内容について、私が感じるところはです

ね。まず、庁舎の新設が第一であり、そして先ほどから何べんもでていますけれども、分散化して

いる行政組織を移していくと。ただ、残念に思っているのは町民会館。町民会館については鰍沢福

祉センターに移行ということで、これはもう、既にそういったための経費も計上し、あるいは施設

改修も行い、また駐車場がないんで、間もなくだと思いますけども鰍沢プールを解体して駐車場を

造るという形で進められておりますけれども、そういう中であってもその町民会館、あるいは図書

館ていうのは、どちらかというと脇に置かれているのかなというのが率直な感想であります。そう

いうことを踏まえまして、順次質問をさせていただきたいと思います。まず、第一に町民図書館に

ついて、先ほどから出ていますけども、鰍沢地区のシビックコア、国の合同庁舎に合築していこう

ということがかなり具体的にですね、話し合われ、進められているということでありますけれども、

そもそも町民図書館というのは、どういう役割を持っているのかなと、改めて考えますと単に機能、

スペースということではないんだろうと思います。そういう意味でこの町民会館の現状認識、ある

いは機能、あるいは地域における役割ということについてどのように考えているのか、お考えを伺

いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

 教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     それでは齊藤議員の町民図書館の現状についてのご質問にお答えします。 

    図書館は、読書をはじめとする情報サービスを提供し、人々が知識や情報を得たり、レクリエ 

ーション等に資することを目的としている施設であります。 

     しかし、本町の町民図書室では、限られたスペースの中で、図書館としての役割が十分には 

たせていないことは認識しております。このような中、図書の貸出やレファレンスサービス、

また、県立や近隣図書館との連携、ボランティアによる読み聞かせなどの図書館サービスを行

うことで、生涯学習活動の一翼を担っているところであります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     お答えの中で狭いということで十分に図書館として機能が果たせてないと。図書館というかいろ

んなところで図書館という人もいれば、町民会館にある図書室という表現をされる方もいらっしゃ

います。実際にいただいた資料によりますと、いわゆる町民図書館といわれる部分は、１６１．７㎡。

実は先ごろ小中学校の図書室を眺めてきましたけども、小学校の図書室は１８３㎡ということで、

町民が利用する図書館というか図書室というか、それがこんな状態できたということが、現実とし

て非常に、長い間、町民が望んできているということのあらわれであろうと思います。そしてまた

実際ですね、私も、実は図書館ていうものを利用するんですけども、私がどう利用しているかとい
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うと本町ではなくして、櫛形の図書館を、平均年４、５回ですか、２日ずつくらい続けていくこと

が多いんですけれども、利用させていただいていると。いつでしたか、身延の図書館でしたか、見

にいったら、そこに貸出者リストがあって、上位に富士川町の人の名前がずらずらと並んでいると。

ああ、みんな苦労しているんだなということをつくづくと感じております。また図書館の司書の方

にお伺いしますと、毎日数えきれないほどの問い合わせがあると、だけどもうちでは答えられない

んで紹介とか案内をされているという状況だろうと思います。今、ご発言があったように、町民情

報発信あるいは町民の学ぶ場、あるいは交流する場として非常に大事な位置づけであろうかと思い

ます。そうであるならば、現在、合築というようなことで、検討されているようなんですけれども、

そもそも図書館について、どのようにどこにつくるかという以前に、どのようなものがベストであ

るか、あるいはどのようなものが必要なのか、どういう意味合いで必要ようなのか、利用者につい

てどう考えてるのか、その点についてのお考えがあれば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（川手貞良君） 

     図書館についての機能でございますが、先ほど申し上げましたように、現在の図書館ではレファ

レンスサービス、図書の貸し出しということでありますけども、実際図書館の果たす役割につきま

しては、地域の資料の提供、それから閲覧スペースが一番重要だと思っておりますし、インターネッ

トや、電子ブック視聴覚資料、それから情報提供としての役割を果たしていくということが図書館

の役割ではないかと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     実は学校図書室を覗いたときにですね、夏休みはどうされてるんですかというお話をさせていた

だきました。平日は学校の下校時に図書室館は閉まってしまうと、その後子ども行くところがない

わけですけども、児童館へ行かれる方も、もちろんたくさんいらっしゃるだろうけれど、行く場所

がないと。夏休み中じゃ、じゃあどうなんですかと言ったらば、鰍沢小学校、増穂小学校、学校に

よって多少の違いがありますけども、平均して週１回くらい開放していると。その開放はなにが目

的かというと、要するに貸し出している図書の返却と新しい図書の貸し出しということで設定され

ているのが実情です。以前、夏休み子どもたちがですね、今は学校にもクーラーがありますけど、

勉強するのに、クーラーがないということで、夏休み中どこで学習するのかといったらやはり図書

館。特に中学３年生あるいは高校生は図書館を利用すると。ところがそのスペースもないんで、大

変苦慮されたという話を伺っております。図書館っていうのはですね、平日はむしろあるいは夏休

み中というのは、児童の利用度が非常に多いということだろうと思っております。そういう意味で

は、そういった児童が利用しやすい場所、スペースというものが必要なんだろうとと思ってますけ

どもそのについてはいかがでしょうか。 

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） 

     利便性につきましては、身近なところへということでございますけども、町内に図書館がで 

きまして、魅力ある図書館になれば、大勢の人が使えるような図書館になっていくと思います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは二つ目、町民会館に移っていきたいとます。町民会館についてはですね、先ほど言

いました、すでに町としても、私も了解しているわけですけども、鰍沢福祉センターへその機

能を移転するということで、まあ具体的な整備が行われているわけですけども、堀内議員から

も出ておりますけども、果たしてそれだけで十分なのだろうかいうことだろうと思います。具

体的にちょっと見てみましたらば、いわゆる現在の町民会館の総スペースが約６３１㎡。今度

の福祉センター、今回条例改正で新しい町民会館なりますけども、そこのスペースが６８７㎡

です。全体で。見ると新しくなる方が広いわけですけれども、実はですね、そのうちの一番大

事な部分、大ホールの面積というのがですね、現在の町民会館は２０３㎡。あそこは１５０人、

詰めて２００人入れるかどうかという場所だと思うんですけども、かたや現在の福祉センター

ですけれども、そこは４００㎡あるわけですね。じゃあ２００㎡の違いというのはどこから生

まれてくるか、どこにしわ寄せがいくかというと、鰍沢のスペースの方か２００㎡多いってこ

とは、他のスペースがその分小さいってことなんですよ、それぞれが。新しく会議室は鰍沢福

祉センターは３つつくられておりますけれども、それらがですね。２０㎡とか、あるいは２２㎡。

あるいは３８㎡という単位なんですね。現在の町民会館なんかは、会議室が４５㎡とか５４㎡

とか。あるいは視聴覚室など５８㎡。和室だと３つで１４４㎡で、約。１部屋５０㎡。非常に

広くて、多くの方が利用できるという形なんで、答弁の中でもですね先ほどから新しい庁舎な

りなんなりと、あるいは何かした場合にはそこに一部それでは確かに足りんだろうからという

話で、出ておるようですけれども、その点も含めてですね、機能面ではかなり不足していると

私は感じているわけですけれども、町としてはどのようにそのように理解されてるのか、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（川手貞良君） 

     町民会館の機能についてお答えをさしていただきます。先ほどの齊藤議員さんの面積的には

おっしゃった、面積になるわけですけども、町民会館は、生涯学習の拠点である中央公民館と

しての機能を有し、町民の教育、文化、福祉の向上を図るための施設であり、生涯学習のため

の講座や会議、実習などの公民館事業や自主的な学習活動の支援を行うために、大ホール、会

議室、調理実習室等を備える施設であります。このような中、新たな町民会館におきましても、

現在の町民会館と同様に生涯学習事業が行われるよう施設が備わっております。先ほど議員さ

んがおっしゃられたように面積的に見ても、現在の町民会館が図書室を除く施設の面積が

６３１㎡、駐車台数が４０台、新町民会館は６８７㎡、１４７台となることから、町民会館と

しての機能は十分果たせるものと考えております。 

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） 

先ほど私、広さの中でですね、これでは旧来、現在、町民会館をいろんな方が、いろんな形
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で活動しているわけですけども、今の答弁では、広さはおっしゃいましたけれど、十分確保で

きるという答弁には、今でもお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど現在の町民会館と鰍沢福祉センターの面積のことが出ました。おっしゃるとおり、現

在の町民会館は６３１㎡でありますけども、この中には、高齢者の福祉施設である和室が、

１４４㎡入ってます。それは、町民会館ではありませんので、それは別個に考えれば、非常に

小さなもの。ホールはといいますか、エントランス部分は、例のないような、広大な３階まで

の吹き抜けのやつがあります。あれがもとで耐震度がないんじゃないかなと私思っております。

そういった中でですね、新町民会館の方は、すべてあの建物中に６８７㎡あります。ホールが

４００㎡と非常に大きいという話になりましたけれども。それを差し引いても十分できる。た

だ、会議室がちょっとずつ小さいと。これは私は止むを得ないと思っております。現町民会館

は旧増穂の人口で合わせてつくってありますし、鰍沢は今鰍沢の人口プラス、この峡南のいろ

んな選挙の時も使って県議会議員の立ち合い演説会もあそこのホールを全部使ってやっており

ます。そんな部分も含めたところでありますから、鰍沢の規模よりも若干大きくはつくってあ

ります。そういう中で今回、新町民会館として鰍沢福祉センターを使っていくわけであります

が。先ほど来懸念されているように、会議室が３つありますけれども、非常に小さいというこ

とから、中でも公共施設再配置計画、庁舎を建設の折には、それを、住民の皆さんが活用でき

る会議室として使っていけるようにという計画になっておると思います。そんなことで午前中、

答弁をさしていただきましたが、まだ、新町民会館の合意できるかは今後検討委員会なりを立

ち上げてご検討いただくわけでありますが、前も言ったように、地域バランスのことを考えて、

もう前に言ったようにですね、この辺に多分落ちついてくるんではないかなという期待はして

おりますし、そのためにも、この庁舎のまわりの土地の買い増しもしておりますから、そうい

う中で、それぞれの地域がそういった、コミュニティの活動の拠点としての機能は今後も、生

かされるような施設整備を心がけていければと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

今の部分は最後の方で、再度ちょっとお聞きするかもしれません。それでは三つ目のリニア

建設に伴う施設移転についてと。移転先についての考えということなんですけども、先ごろの

中では移転補償費を念頭に考えているというお話でしたけれども、やっぱり公共施設再配置と

いったときに、児童館、体育館の移転というものもあり、移転先規模をどうしていくのかって

ことは、念頭に置かなければならない事柄だろうと私は思います。そこでお伺いしたいんです

けども、リニアが通ることは決まっていますし、中心線も決まっていくと。それがいつ頃解決

して場所が決まって行くと。先にしてもですね。町の施設ですから、これの移転補償費の話っ

てのはもっと早く進められるのではないかなと私は思っていますけれども、いつ頃を目途にし

てある程度煮詰まるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

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） 

     今中心杭を打っている段階であります。全部が全部揃っておるわけでありませんが、この中

心杭を打ったあと用地交渉等行います。説明会があってそしてその後用地交渉に入ってくる。

今聞いてる段階ではこの秋口、来年の秋口ぐらいにざっくり、億単位の、まあ町の部分だけで

すけれども、個人のものは枠がそれぞれ、、建ってるものも植わってるものも違いますから、そ

れぞれやっていくんですが、町の部分については来年の夏から秋口のうちに億単位での提示は

できるんではないかという話は聞いております。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） 

     そうすれば、この件については再来年、年度が替わっていると２８、２９年度ぐらいに具体

的に議論もできるということでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

３１年度中には工事着手に入りたいことですから、できれば３０年度中には更地にしてほし

いという話もあわせてきておりますから、その前に補償交渉は、出てくるものと思っておりま

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） 

それでは４番目、１番肝心な部分なんですけども、４番目の質問に入っていきたいと思いま 

す。先ほど冒頭で私、今回の公共施設再配置ってのは、町民会館、あるいは図書館ということ

よりもですね、むしろ庁舎を新設して行こうということであるだろうと感じているという話を、

あるいは新設ありきで考えてるんではないかというようなことを言わしていただきましたけど、

その点も含めてですね、配置並びに順序、現在進めている状況で行けば、どんな予算編成を考

えてるのか、その点含めてお願いしたいと思います。 

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。再配置計画の将来構想における施設整備の時期については、早

急に再配置を必要とする施設を中心に、当面の財政状況等も視野に入れ、作成したところであ

ります。整備の順序については、多くの施設が老朽化していることから、類似施設の統廃合を

進めることとし、機能集約を優先的に行う予定であります。 

     なお、新町民会館以後の施設整備の予算については、町民交流広場の建設やリニア中央新幹

線の工事に伴う町民体育館や児童センターの移設など、早急に対応すべく大型事業があること

から、これらの目途が立った時点で、改めて検討して参りたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ちょっとお伺いしていきたいんですけども、ここに、いただいた資料の中にですね、将来更

新費用の推計と。ここには対象施設ということで、先ほどから出ています町民会館、あるいは

分庁舎といくつかの対象施設として、それらについて改修した場合、大規模改修した場合、改

築した場合というような年度も入れてですね、試算されております。ここの試算で行けば４０年

間で試算前提で書いてあって、その試算前提で試算すれば、４０年間で約１００億円かかりま

すと。これを見たときすっと思ったのは、ああ、だったら先に早いうちに建て替えた方が総計

で行けば安くなるなと、正直、私、思いました。ただですね。問題がいくつかあると思うんで

す。単にその将来の負担と、後進への負担というんですけど、先ほど出てきた小中学校耐震化

を子どもたちのためにということで優先的にやってきました。先ほどで誰かの質問の時に町長

の発言で、これまでは子どものために手をかけたと、これから大人の部分なんだよと発言があっ

たんですけども、４０年というスパンで考えれば、当然子どもにやってきた小中学校も、ある

いは給食室等も含めてでしょうね。いわゆる施設の維持管理費というものはでてくるわけです

けど、ここにそういうものは一切なくてですね、対象施設ということで限定された見積もりが

作られているのですが、これはなぜなんでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の公共施設再配置計画につきましては、学校と、保育所は抜いてあります。これには入っ

てきません。検討委員会の委員の先生方に、見やすいような形をお示しするということで、総

務省のソフトを使った、ちょうど皆さん研修にいっていただいた、二宮町と同じ手法で将来の

多くの管理費の経費計算をしたものであります。当初の方は公共施設と言っても小中学校、保

育所はこの中、この中から除いてありますんで、この中には入ってないということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

時間もかなり切迫しているんで、かなり慌てて質問さしていただきますけども。町の将来、

当然交渉して町の将来像、町がどうなるのかを踏まえて、当然計画も立てていかなくてはなら

ない。一番ここで大きいのは、何だかんだと言って人口減少ということだと思うんですよね。

それは少子化対策やってます。できれば出生率が２．０になればズドーンといくわけですけど

も人口の構成が。なかなかそれは難しいと。いろんな推計が出ています。ただ私が思いますの

はいろんな推計を見ていてたとえ４０年後、２０５５年、うちの町が実際はどうなるんだと。

この間の後藤知事がですね、あの１００万人構想を交流人口というような、表現に変えました。

あれはもっともだと思うんですよね、やっぱり現実は直視しなくちゃならない。頑張っても頑

張っても、そりゃ私も頑張りますし、議員さんも町職員も頑張る。でも、人が減っていくとい

うこの現実は冷静にある意味では受け止めていかなくちゃいけない。その時にじゃあ、３０年

後町はどうなっていくのか。恐らく３０年ぐらいが約１万人切るか切らないかぐらいの人口ま

で今のままではいく。２０５５年、４５年というとまたそこからは急速にどうもさらに、減っ

てくだろうと思います。そうなれば、いいまちづくりとはなんだろう、どこに力を置くんだろ
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う。私は実際庁舎も本庁舎は雨漏りもしたりするんですけれども。大事なんですけれども、そ

ういったことを含めて考えたときに、大きな庁舎は私あまり必要ないだろうと正直思ってます。

今町長もうなずいていらっしゃいます。コンパクトで将来、いろんな形に変えていけるものに

すべきだろうと。場合によってはですね、今言った、小中学校も含めたいろんな維持管理費を

将来的に考えていく、人口も減っていく、財政も当然規模を縮小していくことを踏まえれば、

何も新築という方法をとらなくてもいいんではないかというふうに思うんですけども、それに

ついてちょっと伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

人口問題はこれからの非常に大きな課題だと思ってます。富士川も人口問題研究会みたいな

ところで出したり、地方創生のもとになった増田元知事さんのところでも、推測をしてくれて

います。２０６０年には１万人を割ってくる町と。何にもしなければの話ですね。いろんな施

策をしても日本全体が減っていく中で、ここが増えるかどうかということはわかりません。た

だ、首都圏に近い山梨であり、これからリニアも入ってくる、そして高速道路も順次整備をさ

れていく。そういう中で、先般の調査では、住みたい県日本一の中の一番です。 

そういうことも踏まえてもうちょっと魅力づくりをすればいいかなというのがあります。私

も、県の総合計画の審議会の委員をしてますし、未来づくりの委員もやってますという中で、

議論をしていくと。原因はわかっていると思うんですよね。首都圏に近くて減ってる県は山梨

しかないです。小中学校は市町村がしっかり面倒を見て、高校は県立高校に行って、さあ大学

に行くっていうとちょっと山梨県も大学ありますけども皆さんの意にかなう大学があるかどう

かわからないということから、首都圏へ大半が行ってしまう。この町でも３月になると１００人

近い人口が減ってきます。そういうことを考えるとやはり就学の場が一つほしいんじゃないか

な。そしてまた大学では親が仕送りをし、大学４年間あるいは６年間の大学を出てさあ就職を

してくれるかなというときにこの県には、いい就職先がない。そういう中で大半が首都圏へ残っ

てしまう。そして、首都圏に税金を納め、定年退職になったら親がいるから、あるいはお墓が

あるから、田畑があるから、ということでこちらへ戻ってくる。そうとすると、地元市町村は

この医療費の助成をしながらやっていかなきゃない。非常に先をそんなことばっかり考えると、

先行き不安になるわけですが、原因は就学の場所、就職の場所そしてもう一つ、住んでもいい

都道府県になっているにも関わらず、農地はありますけれど、宅地がないという。土地の流動

性、この３つが大きな原因ではないかという、県の総合計画の中でも、未来会議の中でもいっ

ているわけでありますけれども、そういう中で私は定住人口をもとに考えるべきだと主張して

きましたが、知事さんがリンケージ１００万と。県人会連合会はもうリンケージ２００万人を

打ち出しているわけですね。知事さんも交流人口で１００万人都市構想をいったんではなくて、

定住人口１００万人といったと思うんですね。いますぐ１００万人にならなくても、これから

いろんな施策を積み上げることによって山梨の魅力を発信することによって、４５年後でもい

いから１００万人になって行けばいいんじゃないかなと、そんな感じでおります。この町も人

口は、新しい地域版総合戦略の中では人口は示しますけれども、これはあくまでも目標であっ

て、もう一つ実質的なところも考えていかなければいけないと思います。それが今の議員さん

のご質問だったと思いますが、大きな庁舎は私はいらないと思っています。先ほどどなたか議
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員さんが言いましたけれども、図書館は、人と本と箱だといいましたけども、役場も機能的に

は最低限あればいいなと、時代に応じて、子どもを連れてきてもただ抱っこしてあるいは負ぶっ

て役場の手続きをするんじゃなくて、子どもは置いておけるようなキッズスペースなんかも必

要になってくると思いますので、それらのものは付け加えたり、そして先ほどから話が出てい

ます、鰍沢福祉センターは旧鰍沢の、という感覚で造ってありますから、まだまだ会議室等足

りないところがありますので、そういうところは付け加えたりしながらしていくわけでありま

すが、庁舎を建設するには、補助金はありません。そういう中で全部自己財源でやっていかな

ければならないんですが、この町は合併しておりますので、本来は合併特例債が使えれば７割

交付税負担されますが、その時期に合併できませんでしたので、合併推進債という４割の交付

税で措置される資金は使えると思います。できればその期間内にやりたいと思ってますが、先

ほど来いっておりますように大型の事業を抱えておりますから、そこまで手が伸ばせるかどう

かはわかりません。しかしこういうものを活用するにしても、単独で造るには、全部現金で造

るわけにはいきませんので、起債という借金をしなくてはなりません。起債の手引きというの

がありまして、その中に職員の数によって規模が決まっております。町長の平米数、課長の平

米数、補佐の平米数、係長の平米数、そして職員の平米数、そういうのが決まっております。

それ以上のものは借金の対象外となりますので、こういった面についても国の方で管理をされ

ているというわけでありますが、時代に応じたものは多少なり単独でやってもですね、これか

ら赤ちゃん連れてきた人たちが、核家族化してますから、そういう人たちがこどもを連れてき

ても、遊ばせるスペースとかそういうものは必要になってくると思います。大きなものは考え

ておりません。これから庁内でも検討いたしますが、住民の皆さんにも入っていただいて庁舎

の検討委員会、そんなものも立ち上げていくつもりでありますので、そういったところでご論

議をいただく中で、身に応じた建物が建設されていけばいいかなと。ただ、お金があって計画

しているわけではありませんが、しっかり将来そういった今までないがしろにしてきた部分も

やっていかなければ、いざ災害というときには防災の拠点にもなる施設となりますので、今の

耐震度では不安があると思いますから、将来的には建設に向かっていきたいなと。そして先ほ

ど、小中学校、保育所は除いてあるといいましたけれども、あと１０年も１５年もたてば、や

はり小学校、保育所の、建てかえ計画というのもつくっていかなきゃならんじゃないかなと思っ

てます。また難題課題が目白押しですが、限られた予算の中で、これまで遅れていた部分を何

とか取り戻しながら、将来に向けてこの富士川町の基盤をつくっていければと思っております。

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） 

     これは事務方なのかどうかわかりませんけれど、本庁舎の耐震化ということについてお考え

を伺いたい。また費用面、耐震度等についてご答弁願たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     庁舎の耐震度は、この本庁舎はＩＳ値 0.47 だと記憶しています。町民会館が 0,41、分庁舎

は 0.17、非常に分庁舎は危険わけでありますけれども、そういう中で耐震度は満点と言わなく
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ても、それよりも安全なところへいち早く動いていただいたほうがいいんじゃないかなとこと

でやっておりますが、この本庁舎につきましてはかつて耐震診断もし、先ほど言った0.47とい

う数字が出ております。建てた当時は真ん中に柱もない、ワンフロアでですね、非常にモダン

な近代的な庁舎いう新聞記事も出たのも記憶をしておりますが、こうした阪神淡路大震災以降、

地震というのは非常にこう、念頭に置くようになってからは、梁は相当入ってると思うんです

けども、柱が少ないということで、非常に危ない建物の部類に入っています。これを耐震化し

た場合にですね、金額的にはちょっとまだわかりませんけれども、耐震化をした場合に相当、

Ｘ型の梁を、庁舎の中にも入れていかなければならない。そうすると今のカウンターがそのま

ま使えるなのかどうなのか、非常に使い勝手の悪い建物になると思います。これは庁舎だけな

くて町民会館をした時にもですね、1 階にある旧教育委員会総務課が入った部屋も、真ん中に

梁を入れななきゃだめ、３階のホールにもいれなきゃならん。そうなるとホールも使えないと

いう状況で、数年前から建て替えという話が出ていたわけであります。金額は分かりませんけ

ども、今のここで庁舎を建て替えをすると今の半分とはいいませんけれども、３分の１以上は

執務室が使えなくなってしまう。そうしますとまた、３分の１の執務室がどこかに出ていかな

きゃならないという状況になります。そのことも含めて近い将来にできたら、新庁舎を建設し

ていきたいなという計画でいます。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） 

     かつては庁舎が町の中心。まあ今でもある意味中心なんですけども、庁舎があれば、例えば、

大きな庁舎で町の活動が活性化していくかというと、今は決してそういう時代ではない。むし

ろ住民に密着した図書館なり、町民会館、あるいは学校施設、関係施設ということだろうと思

うんですよね。私はそこを第一に考えるべきであろうと思いますし、庁舎は極端な話、住民サー

ビス機能さえ果たせればいいんだというくらいの、これ本当に極論なんで、意見も出てくると

思いますけれども、そんなふうな思いがしております。そして、先ほど財政の話をさせてもら

いましたけども、今回、財政健全化比率が出されました。その中ではですね、将来負担率が上

がりました。上がったといっても、３９．７%が５３．１%。今まではほぼ横ばいで来たんで

すけど、今回上がりました。その理由はですね。峡南医療センター企業団の借り入れというこ

とが一つの大きな理由です。健全化率の基準、３５０％ということで、見ればだいぶ低いわけ

ですけども、間違いなくこれも負担になって来ている。そして先ほど発言にもありましたけど

も、町民交流広場。これも今建設していこうと。そうするとこれも当然、時期的には今やって

るんですから、そういうことを考えれば、当然それに応じた形でのまちづくり、再配置計画、

改修なり、建て替えなりをやっていかなくちゃいけない。そういったことを総合的に考えると、。

私は、庁舎ありきみたいな、私が見た限りでは、配置計画が新庁舎ありきというような形に映

ります。今一度そこは検討されるべきだろうし、そしてまた町民に密着したより良い施設とい

うものをですね、造ってほしい。そして地域バランスについていうならば、鰍沢地域に町民会

館があるのであれば、図書館は旧増穂地区へというのが筋であろうと。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で通告５番 １２番齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時５３分 

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

再開 午後 ２時５４分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

 通告６番 １番 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

 １番 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

 １番、公明党の小林有紀子です。これより、３点にわたりまして一般質問をさせていただき

ます。一つ目は、健康づくり事業の取り組みについて質問いたします。先日８月３１日に本町

が全国健康保険協会山梨支部と県民の健康づくりで連携する覚書を交わしました。協会健保か

らの健診データやレセプト情報等を活用し、今後健康づくり事業に効果が発揮されるものと、

期待いたします。現在厚生労働省の発表では、日本人男性の平均寿命は、８０歳を超え、女性

が８６歳、世界で一番の長寿国として、過去最高を更新しています。それに対し、健康上の問

題で日常生活が制限されることなく生活できる期間としての健康寿命は、男性が７１歳で、同

じ年の平均寿命との差は、約９年。女性は、７４歳で、約１２年の開きがあり、山梨県もほぼ

同様です。さらなる平均寿命の延伸に伴い、健康寿命と差が拡大すれば、医療費や介護給付費

が増大し、社会保障費の負担は本町においても大変に深刻な問題となります。 

一番目の質問として、富士川町総合計画のまちづくりの基本目標、健やかに笑顔あふれるま

ちづくりの実現のため、昨年、富士川町健康増進計画を策定し、健康寿命の延伸と健康格差の

縮小が最上位目標として掲げられています。町としての健康寿命延伸に対する考え、取り組み

方法について見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

 それでは、健康づくり事業に対します取り組みについてのご質問にお答えします。健康寿命

の延伸は、厚生労働省が示す「健康日本２１」の第１番目の目標であり、県の「健やか山梨２１」

でも同様の位置付けにあります。本町においても、富士川町健康増進計画の取り組みとして、

最上位目標としているところであります。 

こうした中、健康寿命の延伸のためには、自立した日常生活を送るために必要な身体の運動

機能を維持する必要があり、日常的に運動できる環境の整備は重要と考えております。こうし

たことから町では、身近な場所で行えるウォーキングやホディメイク教室、筋力向上教室を開

催しており、このほか、保健指導の折には既存のトレーニング施設や公園の活用を紹介してお

ります。また、８月３１日に「健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する覚書」を全国健

康保険協会 山梨支部（協会けんぽ）と締結をいたしました。今後は、国保と協会けんぽのデー

タ分析をしながら、住民の健康状態を把握し、健康寿命の延伸に取り組み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） 
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     町民の健康に対しての取り組みがよくわかりました。そこで。２番目の質問になりますけれ

ども。健康増進、医療費削減のためにも、生涯にわたる健康づくり事業として、現在健康づく

りへのインセンティブ、動機づけとなるヘルスケアポイントをイベントや検診、講習会などに

参加することで付与され、たまったポイントで、地域商品券や特産品、健康グッズなどと交換

できるなどの特典付き、健康ポイント制度の取り組みが、楽しみながら病気やけがの予防にも

つながるとして、全国的に注目されています。健康ポイント制度は、国が取り組んでいるプロ

ジェクトの一環で、例えば、福島県伊達市、栃木県大田原市、岡山市など、全国６市が連携し、

国の補助を得て実施している健康ポイントプロジェクトでは、歩いた歩数や運動教室への参加、

健診データの改善などに応じてポイントを付与。１ポイント１円で電子マネーや地域で使える

商品券などと交換しています。健康に関心が低かった人が、参加した人数が約７割に上ったそ

うです。山梨県では、富士吉田市で健康ポイントラリーとして、ポイントが溜ると、クオカー

ドのプレゼントや５万円の商品券などが抽せんで当たる取り組みを実施しています。医療保険

制度改革に伴う取り組みで、公明党は健康寿命の延伸を一貫して推進。ヘルスケアポイントの

積極的な導入を訴えてきました。１番目に登壇した長澤議員が、ウォーキングでポイントをた

める取り組みを紹介されていましたが、私は、子どもから高齢者まで、だれもが気軽に参加で

きる健康づくり事業に関して、本町においても、健康寿命延伸に効果が期待される健康ポイン

ト制度を導入すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（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） 

     健康づくりは、医療費の節減などの経済的効果だけではなく、住民が自分で、元気に長生き

できる、健康寿命の期間を延ばし、日常生活に生きがいをもたらすものと考えます。町では、

現在、健康づくりの活動として健康教室、筋力向上教室、栄養相談、口腔教室など関係団体な

どの協力により、さまざまな取り組みを行っているところであります。 

    「健康ポイント制度」については、今のところ実施は考えておりませんが、これからも住民が

参加しやすい健康づくり施策について、関係各課と取り組んで参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） 

     健康寿命の延伸を妨げる最大の要因は、自立度の低下や寝たきりなどの要支援要介護状態に

なることです。その一番の原因として。間接疾患や骨折転倒などの運動器障害が、要支援者の

３７．７％要介護者の１９．９％を占めます。要介護や寝たきりの状態にならないために、若

いうちから、普段、健康づくりに無関心な人、運動が苦手な人にとっても健康づくりに取り組

む意識改革、きっかけとして、大変に有効な取り組みだと思います。本町では、町体育協会の

体育指導員の皆さんが、スポーツの指導、普及に熱心に取り組んでくださっています。町の体

育祭では、本当に御苦労をおかけしておりますので、多くの町民の参加を促すためにも、参加

すればポイントがたまったり、また、かじまるスポーツクラブも、子どもから高齢者まで、サッ

カーやグランドゴルフ、ラージボール卓球などに参加したり、さらには食育を通して家族で食

習慣を見直したり、たばこの禁煙対策、糖尿病予防の講習会、また、乳幼児からの生活習慣病

予防教育、一生涯自分の歯が保てるよう歯科保健指導などにも、参加すればポイントが貯まり、
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楽しみながら健康づくりが気軽にできる環境づくりに取り組むことが、地域づくり、そして、

地域活性化にもつながっていくと考えます。ぜひとも前向きな検討をお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

三番目の質問に入ります。富士川町を縦断する計画のリニア中央新幹線の工事に伴い、町民

会館の移設が、現在検討されています。長年、町民の皆様に親しまれてきましたが、その中の

サブアリーナをトレーニング室として、多くの町民の皆さまに活用されてきたわけですが、今

後、健康づくりの観点からも、トレーニングは、必要と考えます。移設に対して、どのように

検討されているのか。進捗状況をお伺いいたします。 

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） 

     町民体育館のトレーニング室は、サブアリーナとしてつくられた施設を、改修したものです。 

このため、各種大会を開催する際に、控室やウォーミングアップ室が無く、課題となっている

ことから、リニア建設に伴う町民体育館の移設検討に先駆けて、利用者や町内体育団体の代表

者からなるトレーニング室基本構想検討委員会を設置し、規模や機能を検討して参りました。 

検討委員会では、他市町村のトレーニング施設を参考にし、施設規模は３００㎡程度が望まし

いとしたところであります。 

一方、移設場所については、町有地を中心に、検討しておりましたが、本年６月に株式会社

フォレストから、フォレストモール富士川の敷地内に店舗を増設し、その一部を地域貢献とし

て、町に貸与したいという申し出がありました。これを受け、町では、職員からの活用策の提

案を検討した結果、借用できる面積が予定するトレーニング室の規模と同程度であること、建

設費の削減が見込まれること、また、商業施設の駐車場が利用できることから現在以上の利用

者が見込まれ、トレーニング室として活用することとしたところであります。 

こうしたことから、現在、株式会社フォレストとトレーニング室として活用するため、協議

を進めております。 

     なお、トレーニング機器については、現在の器具を移設しますが、今後の利用状況を見なが

ら充実させ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） 

     今の計画をお聞きし、願ってもないお話だと思います。が、これから検討することだと思い

ますけれども、企画、工夫次第では、大変効果が期待できるなと思います。今あるトレーニン

グの機械をそのまま移動するだけではなく、せっかく子どもから高齢者まで幅広い年代層が集

まるショッピングモールの一角ですから、トレーニングルームの利用対象者や利用時間を最大

限に広げられるように、そのことも検討をしていただけないかと思います。また、健康づくり、

健康寿命の延伸は、子どもの時から、基礎体力を養うことが最も大事だと思っております。最

近は、山間地域に住む子どもでも、車での送り迎えなど、自然の中で、遊びながら体力がつく

環境じゃなくなってしまいました。ですから、子どもから高齢者まで幅広い年代層の方に気軽

に楽しみが長く健康づくりに取り組めるようトレーニング方法なども指導してくれる指導員、
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また、ボランティアの配置なども、さらに検討していただければと思いますが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

 

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） 

     今後のトレーニング室につきましては、利用者の利便性を考えながら、今後の利用状況を見

て、検討していきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ検討をお願いいたします。健康ポイント制度が活用できれば、利用客の増加もさらに期

待できるのではないかと思います。 

次に二つ目の質問として、交通機関の体制について質問いたします。昨年６月の定例会で、

旧鰍沢町内の町民に対し、デマンドバスの利用方法の周知徹底についての質問をいたしました。

１番目の質問として、その後どのように改善されたのか、また、現在の利用状況をお伺いいた

します。 

〇議長（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） 

鰍沢地区においては、町営バス運行が普及していたこと、デマンドバス運行開始から期間が

短く、利用方法についての周知が十分でないことから、７月から８月にかけて地区に出向き、

説明会を開催して参りました。こうした中、現在、利用方法についての問合せは少なくなって

おり、利用方法についての周知はある程度図られてきたと考えております。今後も、説明や相

談等地域からの要望に応えて参りたいと考えております。また、利用状況につきましては、運

行開始から１年程度でありますが、利用者は増加しつつあり、小室方面、平林方面とほぼ同じ

人数の利用者数となっております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     いきいき教室などの集まりで説明をしてくださり、担当課が随分努力をしてくださったこと

は重々承知しておりますが、６、７月に行ったタウンミーティングや地区懇談会に来られた方

から、やはり、デマンドバスが利用しづらいとの声も聞きました。担当課ではデマンドバスの

利用とともに、運行の時間が合わないときには、タクシーを利用してくださいと、タクシーの

利用を促していますが、年金生活の中、病院に行く回数を減らしているんだとの高齢者の方の

切実なお話も伺いました。また、バス停が家から遠く、雨よけの屋根もないところで待ち続け

たり、足腰が悪く坂道を歩くのが大変なのに、それでも、元気にバス停から杖をつきながら、

一生懸命に歩かれているお話を聞きます。旧増穂地区でも、玄関前まで来ていたバスが、最近

は利用者が増え、それもままならない状態のようですが、山間地域と町中との公平性について
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はどのように考えているのでしょうか。タクシーを利用する場合の経済的負担を考えると、そ

の方々に寄り添った公共交通機関になっているんだろうかと。大変に心苦しい思いをしており

ます。そこで、２番目の質問として、高齢者の方がタクシーを利用する場合に、その料金の一

部を助成するタクシー高齢者利用サービスを実施すべきと考えます。甲斐市では、２年前から

高齢者の社会活動の範囲を広め、自立を支援するため、７５歳以上の方に初乗り１，４６０円

のタクシー利用券、または、回数券を選択し、交付しています。南アルプス市でも、７５歳以

上の方に初乗り運賃７３０円の回数券１２枚つづりを交付し、１０月１日からスタートするそ

うです。富士川町でも、同じく７５歳以上の方にタクシーの初乗り料金分の回数券を交付する

などの、サービスを導入してはいかがでしょうか。運転が心配な高齢の方の運転免許証の返納

を促すためにも、少しでも気軽にタクシーを利用して外出する機会をサポートすることで、高

齢者の皆さんが、生きがいや希望を持ち、認知症予防、健康寿命の延伸につながると思います。

是非。タクシー高齢者割引サービス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） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     デマンド交通の利用料金は、高校生以上の大人が３００円、中学生以下が無料となっており

ます。また、６５歳以上の高齢者や障がい者、町老人クラブ連合会会員の方には、経済面、高

齢者福祉の面から、１００円とし利用料を軽減しております。こうした中、公共交通における

高齢者の負担軽減については、既に実施している状況であり、１０月から運行が計画されてい

る、土日祝日運行バスにおいても、高齢者は無料として、公共交通体制の改善に努めていくこ

とから、タクシーの「高齢者割引サービス」の推進は、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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ今後、前向きな検討をお願いしたいところです。さらに、今まで日祝日の公共交通機関

の運行を多くの町民の皆さまが待ち望んでいました。今回の補正予算に、土日祝日運行バスと

しては５７５万４千円が計上されています。既に１０月からの運行開始予定とのことですが、

３番目の質問として身延線の鰍沢口から、町内の小室、平林、十谷の三筋に向って、１日３便

運行されるわけですが、新たな土日祝日バスの期待される利用者の見込みと費用対効果をお伺

いいたします。 

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） 

     平成２７年１０月から、土日・祝日に、小室・平林・十谷方面へ、それぞれ１日３往復路線

バスの運行を計画しております。利用者としては、地域の方、特に高齢者が買い物や受診等に

利用いただくこと、また鰍沢口駅から観光客の移動手段としての利用を考えております。費用

対効果については、運行経費はかかりますが、町の皆様の新たな公共交通機関として、また、

鰍沢口駅から観光客を町内の観光施設に運ぶ交通手段として利用させることによって、町の活

性化に繋がりますので効果があると考えております。 
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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） 

     私も、そう思います。町として、費用の問題ではなく町民の声に応えていただきました。休

日のバス運行を英断していただいた町長の決断に心から感謝しております。ただバスの運行日

が、土日祝日で三筋に、それぞれ３往復。バスの大きさが、１台がコミュニティーバスと同じ

大きさで、もう１台がそれより少し小型とのことですので、利用者の見込みの人数から考える

と、かなりバスが大きく、空気を運ぶようになってしまわないか、今心配をしております。鰍

沢口からの出発で身延線の利用案内運行時刻を検討されたことと思いますが、４番目の質問に

なりますが、町内は勿論、町外からの客をいかに増やし、地域活性化につなげているか。大い

にバスを利用していただき、富士川町に人の流れをつくっていけるか。バスの利用方法のＰＲ、

早急な周知徹底が、大変に重要なことだと思います。１０月からの運行に間に合うのか。町は

どのように取り組むのかお伺いいたします。 

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） 

     ただいまの小林議員のご質問にお答えいたします。確かにおっしゃるとおりでございますの

で、今、関係課をして人数の増加に努めているところですけれども。新たに運行することの周

知や利用方法のＰＲについては、町のホームページ掲載、各世帯への時刻表等の配布、観光施

設へのパンフレット設置、観光の問い合わせ時に対応をするなどを考えております。また、運

行後においても、商工観光課や観光物産協会とも連携しながら、県内外に周知し、多くの皆様

にご利用いただき、本町へ訪れていただけるよう取り組んで参りたいと考えております。 

     また、さらに、このバスは観光面も重視しておりますので、ラッピングも考えております。

補正予算の中にあったかと思いますが、ラッピングの内容ですね。桜柚波ちゃん。商工会の桜

柚波ちゃんの許可を得まして、柚太郎と柚果それから、みさきちゃん。この三つのキャラクター

も大きく、ラッピングしたいと、考えております。このうちの１台のバスは、平日は、南湖線

として、甲府までも行きますので、そこでのＰＲも考えております。 

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） 

今のキャラクターを使ってのラッピング。私も大歓迎です。ぜひやっていきいただきたいと

思っていましたので、ありがとうございます。富士川町の新たな観光スポットとして、山間地

域の三筋の可能性を最大限に生かし、足を運んでくださるた方が、リピーターになって定住人

口の増加につながるよう環境整備が必要だと思います。企画課が頑張ってくださって、９月か

ら、町長を初め職員の皆さんが出演した移住ナビの動画が配信されていますが、とても面白く、

富士川町のアピールになっていると思います。また。富士川町三筋活性化推進協議会では、新

たに国の事業として、現在、地域活性化計画を策定しています。そのような中、十谷に県外か

ら移住してきた方が、フェイスブックに大柳川渓谷を山梨県の宝だと情報発信してくださって



 ８３

います。これから大柳川渓谷は、最高の紅葉の季節を迎えます。先日８月２7日には、富士川

町と甲州市が全国で初めて、ふるさと名物応援宣言を発表しました。自然あふれる富士川町の

すばらしさ、そして、落語の町として普及にもっと、観光ＰＲに力をいれていただき、町外、

県外からの人を呼び込む戦略を立てて、この新たなバス運行の利用方法と合わせて、セットで

の情報発信をしていただきたいと思いますが。その点について、商工観光課はどのように考え

ていますでしょうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（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） 

ただいまの小林議員の質問にお答えいたします。議員さんがおっしゃるとおりでして、先ほ

ど、町民生活課長も申し上げましたとおり、ラッピングさせていただきます。それから、ふる

さと名物応援宣言もさせていただきました。それらも含め、三筋の観光につなげていきたいと

思っております。今般、観光課といたしましても、多言語化になっておりますガイドブックを

三筋の観光につなげる面も踏まえまして、ガイドマップも、今作成させていただいておりまし

て、それも、配布させていただきます。このバスに関しましてのＰＲは、問い合わせには、使

わせていただきますので、関係課と連携いたしまして、観光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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

富士川町の宝をしっかりと、PR していただきたいと思います。そしてまた、デマンドバス

のときのように、町民の方が混乱しないように、わかりやすく周知徹底をお願いしたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２０分 

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

再開 午後 ３時２８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） 

三つ目の質問として介護支援ボランティア制度について質問いたします。一番目の質問とし

て、昨年９月定例会で質問いたしました認知症カフェ、コミュニティカフェの設置について、

地域住民や関係団体の意見をいただく中で検討したいとの答弁でした。先日、私の一般質問を

見た方から空き店舗を開放して、コミュニティカフェにしたいが、どうしたらいいかとの相談

があり、福祉保健課で話を聞いていただき、今準備を進めていらっしゃいます。その他青柳地

区の懇談会でも、既に始められている方が、宣伝方法を聞かれていましたが、町として、平成

２９年度までに、地域包括ケアシステムの策定が義務付けられていますので、その後の進捗状

況をお伺いいたします。 
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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） 

     認知症カフェ・コミュニティカフェについては、今後、高齢化と後期高齢者の増加に伴い、

さらに認知症の方が増加することが予想される中、本人や家族への支援の場として、期待され

ております。本町においてもこれまでに、何件か自主的に小集団で集まり、交流を図る場を地

域の中で提供しているといった情報や今後、だれでも集える場を提供したいと考えていると

いった話を聞いております。 

     第６期介護保険事業計画の中で、介護予防のため、住民が主体的に参加し、お互いが担い手

となっていくような地域づくりを目指す総合事業と併せて、認知症の方や家族の相談対応ので

きる専門知識を持った方のいる場の提供について検討を進めているところであります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     個人的には思いがあっても、なかなか一人では、コミュニティカフェとか認知症カフェとい

うのは、立ち上げることがなかなか困難です。団塊の世代がすべて７５歳以上となる。平成

３７人には、国民の５．５人にひとりが、７５歳以上の高齢者です。住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを最後まで続けられるよう、高齢者が生きがいを持って、積極的に地域社会の中で

生活できる環境を整備することが、喫緊の課題ではないでしょうか。二つ目の質問として、高

齢期を健康で元気に過ごすための一つの方法として、高齢者が介護支援などのボランティア活

動を行うとポイントが換金できる介護支援ボランティア制度の導入を実施すべきと考えます。

ボランティアに参加することで、地域貢献を通じて、生きがいづくりの効果があり、本人の健

康増進や介護予防が促進され、介護保険の給付費を抑制することにもつながります。ぜひ導入

は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） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。介護支援ボランティア制度は、厚生労働省の認可を受けた有償ボランティ

ア制度であります。具体的には地方自治体が、介護支援にかかわるボランティア活動を持った

高齢者に対し実績に応じて、換金可能なポイントを付与する制度であり、本庁では実施してお

りません。しかし、今後介護保険法改正に伴う介護予防、日常生活支援総合事業の実施や、認

知症カフェなどを進めていく中では、ボランティアの活用は重要となります。こうしたことか

ら先進事例なども参考に、まずボランティアの育成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） 

     この制度は、対象は６５歳以上で、６５歳といってもまだまだ元気で、社会で活躍していた

だける年代です。介護保険法の地域支援事業の一つとして、自治体が運営し、登録やポイント
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の管理、換金は、社会福祉協議会が行い。運営費や軽減分の保険料は国の交付金で賄います。

研修を受け、登録し、ボランティア活動に参加すると、１回、約１時間に１００ポイントごと

に専用の手帳にスタンプ、１スタンプで１００ポイントが押され、年間５，０００ポイントか

ら１万ポイントを上限に交付金、１ポイントを１円として受け取ることができます。人のため

に役立つことを生きがいとして、社会貢献に参加可能な高齢者を育成し、介護支援の担い手と

して認知症コミュニティカフェを支えていただければと期待して、ぜひ導入の検討を今後、し

ていただきますようよろしくお願いいたします。 

以上で私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告６番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

 次に、通告７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。まず大きい一つ目の公共施設再配置

ジ計画についてでございます。一つ目といたしまして、町で開催したタウンミーティングでは、

公共施設再配置計画について説明しておりました。主にプール、町民会館、庁舎、図書館につ

いて、住民の皆さんからどのようなご意見を出された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） 

ただいまの質問についてお答えをいたします。今回のタウンミーティングでは、公共施設再

配置計画による施設統合に関係する地区においては、その内容を中心に説明して参りました。 

プール、町民会館、庁舎、図書館に対する意見は、図書館の場所について、小中学生が歩いて

通える場所等、増穂地区への建設を求める要望が３件。町民会館の場所について、現在の場所

にそのまま残してほしいという要望が１件。鰍沢地区の参加者から鰍沢プール廃止後に防災備

蓄倉庫の設置を求める要望が１件ございました。 

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） 

     そういったご質問に対してですね、町としてどのような回答がされた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） 

     図書館につきましてはですね。町全体のバランスや、できる限り費用をかけない方法で整備

を考えていることや、公共施設再配置計画の５つの基本原則で、目的ごとに一つの施設を建設

するという従来の考え方から脱却し、多機能、複合化を目指すとこととしておりますので、シ

ビックコア計画の中核施設である国の合同庁舎等合築で、整備を計画する旨の回答させていた

だきました。なお、小中学生の図書館への交通手段につきましては、現在運行しているデマン

ドバスや、今後土日祝日に運行予定をしております、ホリデーバスの利用をお願いしたところ
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であります。続いて町民会館につきましてですが、現在の町民会館には、耐震性がなく、利用

者の安全確保は非常に難しくなっていることや、大規模修繕や新たに整備するには、多額の費

用を要することから、類似施設であります鰍沢福祉センターにその機能を集約し、新町民会館

とし、新たに町民会館を整備する予定のないことを回答させていただきました。続いて鰍沢プー

ル廃止後の防災備蓄倉庫の設置についてございますが、プールの跡地につきましては、すべて

駐車場にすること、現在の福祉センターが防災拠点になるため、その中に毛布等の防災備品を

整備する旨回答をさせていただきました。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） 

     それでは（２）の質問に移らせてもらいます。現在利用している町民会館は機能移転後に鰍

沢分庁舎解体後の仮庁舎として利用する案もございます。町長先ほどおっしゃっておりました

ＩＳ値０．４１ですか、非常にですね、耐震性もない危険な建物を使用しない方法は考えられ

ないのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     公共施設再配置計画についてのご質問にお答えします。 

町では、リニア建設に伴う移転対象施設及び、再配置計画に伴う施設整備の検討に着手して

おりますが、現在保有している町の主要な行政施設は、建設年度が古く、いずれも構造耐震指

標であるＩＳ値は０．６を下回っており、中でも鰍沢分庁舎のＩＳ値は０．１７と最も低く、

次に町民会館が０．４１、役場本庁舎が０．４７という状況であります。 

こうした状況下で、町の行政機能が寸断したり、低下させないようにするには、一日も早い

本庁舎建設を実現させる必要があります。そのために、計画的に施設の再配置を行い、限りあ

る財源の有効活用を図る中で、本庁舎の整備を進めて参りたいと考えております。 

なお、本庁舎が整備されるまでの間は、現有施設の調査確認を行い、必要最小限の改修とし、

行政機能の集約化など、町民の皆さんの利便性も考慮する中で、崩壊する可能性が高い鰍沢分

庁舎の仮移転を進めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そうすればですね、鰍沢の分庁舎はＩＳ値０．１７で町民会館で０．４１ですから、３倍の

耐震性があるといえばあるんしょうけれども、ほかにですね例えば、本庁舎東別館、南別館、

旧中部小学校など、利活用可能な複数の建物があると考えるんですけれども、それらについて

もですね、検討をしたけれども、費用対効果を考え必要最小限の改修工事で済ませることがで

きる町民会館の、再利用というものも検討してると思うんですけれども、そういった他の複数

の建物についても使えるかという検討がなされたのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     町が所有する耐震化といいますか、鉄筋の建物でですね、今持っておるのは、五開の小学校、中

部小学校、西小は木造ですから、耐震度がないということで廃校といいますか統合させていただき

ましたから、この二つの建物は使えると思います。ただ中部小学校につきましては今、民間の企業

からの問い合わせもありますんで、そちらを優先をしたいと思っております。中部小学校につきま

しては、駐車場も少ない。そしてまた今何よりもですね、今４カ所５カ所に分散しているが役場の

機能が転入ををしてきた時に役場の戸籍で受け付けをし、お年寄りがいれば長澤の福祉保健課に行

かなきゃならない。そしてまた上水道で特に問題のあるのようなところは、プールのとこまで行か

なきゃならん。非常にこう住民の皆さんに歩いていただくのが今現状です。特に、毎月うちも入札

をやっておりますが、建設業者にしても水道関係は、入札は役場でし、契約は水道課へ行ってし、

そしてまた一般の建築、土木工事の皆さんも、ここで入札をし役場で契約をし、業務の内容とする

とまた鰍沢の分庁舎にいかなきゃならんというふうに、中には足の悪い方もおります。この本町舎

も２階で契約をしておりますから、この階段を上るのは非常に大変だと。そして鰍沢に行ってもで

すね、まず階段を上らなければ執務室にたどり着けない。そういった苦情といいますか、何とかな

らないかねという声も聞いておるわけです。そういう中で、新しい庁舎がどこになるか分かりませ

んが、これから検討委員会でご検討いただきますので、今ここの敷地の中も、道路はあるにしても

町民会館までが一体的な敷地になっております。仮にこの庁舎があるところへ新しく庁舎を造ると

すれば、東別館、町民会館は利用していかなければならないと思います。仮設の庁舎を造るでも、

ざっと考えても３億以上のお金はかかると思います。仮設を造れば本庁舎が作れないような状況も

にもなる可能性もありますんで、今しばらく町民会館も、解体という話もありましたけども、解体

せずに活用できるときにはしていこうと思っております。そういう中で、１番、危ないのが鰍沢の

分庁舎であります。先ほど議員さんが町民会館と比較して町民会館の方が数字的には３倍とＩＳ値

があると言いましたけども、まさに鰍沢の分庁舎は、１回が駐車場になっているもんですから、非

常に不安定な建物だと思います。その中で、雨漏りもするし熱効率も非常に悪いというなこともあ

ります。ここを、お金をかけて直すよりも町民会館が空くのであればそこに来て、そしてこの同じ

敷地のところで、一体的な行政が一時であっても、可能であれば私個人の意見ですがそういうこと

もしていければと思ってます。ただ町民会館のほうもですね、建ててからいろいろ改修もしてきて

ます。中には本当に危ないようなところもあるかもしれません。そのへんを調査させていただきな

がら、必要最小限な改修をする中で、効率的な余りお金をかけなくてですね、次の段階へ進めるよ

うな対応を町ではとっていきたいなと。当然本庁舎も耐震化してありませんから、どこにいても危

ないっていえば危ないわけですが一日でも早く安心して住民の皆さんも、役場を訪れていただける、

そして災害が来てもしっかりそこが災害の拠点として、住民の生命身体財産を守る拠点になれれば

いいかなと思っております。そして先ほど、齊藤欽也議員さんからありましたけども、庁舎もやは

り一緒に入れて行く中でですね、総体的な計画をつくっていかなければ、先ほどは小中学校と保育

所は除いてあるといいましたけれども、行政機能っていうのは、庁舎も含めた中でやっていかなけ

れば、庁舎を置いといてやると又は庁舎の部分がですね、プラスアルファの意見が関わってうまく

ありません。当然お金は十分今あるわけじゃありませんから、どれから手を付けて行くかというと、

今ある大型公共事業があります。多目的広場も、立ち退きの年限を決められております体育館、児

童館、こんなところがそれよりも先になっていくと思いますけども、それらを仕上げた後に庁舎の

方が手が付けられれば付けていきたいなと、こんな思いで今はいます。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     町民会館も必要最低限の改修で活用できれば活用していきたいとのことですが、確かに何千

㎡か仮庁舎をプレハブで建てるにしても億という単位でかかると思うんです。であれば多少の

不便も、例えば中部小学校、確かに遠くて不便だと思うんですが、でもこれ期間限定なんです

ね、何年も永続的に使うわけではなくて、もう大体庁舎が決まれば、大体何年後にはこれを使

えるという目当てがあれば町民は多少の不便は我慢していただけると思うんです。先が見えな

い待つ時間てなかなか待てないと思うんです。でも決まったところに庁舎ができるとなれば、

僕は町民は我慢してもらえると思うんです。ホリデーバスもできる、デマンドバスも運行してい

る、こういったものを駆使すれば、僕はそういった立地的に不便なところも、これも便利に使える

し住民がそういう意識を持てばですね、自分たちが我慢すれば新しいものが使えるんだよとこうい

う希望のある、町長の好きな言葉、夢と希望のある計画を示せば、町民は理解してくると思う

んですが、町長こういう考えはいかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     中部小学校につきましても検討しなかったわけではありませんが、役場も峡南広域と連携を

した情報機器を相当取り込んでおります。そういう中で、中部地区には光が行っておりません。

国道５２号には県の光が行っておりますから、それを借用することは可能かと思いますが、町

民会館はこれまで町民会館として使っておりますので、そして教育委員会かつて増穂時代は

入っておりましたから、ある程度の光も行っております。バージョンアップはしなきゃならん

と思いますけども。それらを考えますとやはりこう、近場にあった方がいいのかなということか

らですね、これは先ほど来言っていますけれどこれはまだ私の考え方で、実際に動かさなきゃなら

んとなれば、また庁内で検討さしていただきますけども、同じ敷地で行ったり来たりできる、役場

の機能としてもその方がずっと利便性が高いことも含めて、私の考え方、私案ですけれども、町民

会館、あるいは東別館を利用した、分庁舎の移転あるいは仮庁舎ということを念頭に今おいている

わけでありますが、庁舎の場所がどこになるかにもよってもまた変わります。今ご意見いただきま

したから、中部小学校なんかも一つの移転場所として、それともっと分からないのが、増穂商業高

校もどうなるかわからない、今、安易なことは言えないと思いますけれども、仮にここの場所でな

くなったても一度に３学年が一緒に入れるのかというのも、これまでの移転を見ても一学年ずつ移

転をしておりますから、すぐには使えないであろうなと。そういう中で、まあ町内にもほかにもで

すね、本当に格安で貸してくれるところががあれば活用できればやっていきたい。しっかりした仮

庁舎を造るには、学校の移転もそうですし、東北の震災のところの庁舎を見てもそうですが、これ

がそんなにかかるですかっていうくらい、やはり億単位のお金がかかりますので、そこまでお金を

かけなくても、あくまでも仮庁舎ですから一時をしのげればいいというふうな、趣旨のもとに仮庁

舎は考えていきたいなと思ってます。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） 
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     ぜひお願いしたいと思います。それでは（３）の質問に移らさせていただきます。図書館につい

ては検討委員会、図書館基本構想検討委員会で、議論しておりますけれども、今までにですね、ど

のような議論がなされているのか、同僚の井上議員からはお聞きしておりますけれども、具体的な

お話もお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     それでは、秋山貢議員の図書館についての検討委員会でどんな議論がされたかの質問にお答

えします。 

     図書館基本構想検討委員会は、教育関係者、図書館利用者など１５名を委嘱し、５月からこ

れまで４回委員会を行いました。委員会では、町民が利用しやすく、情報拠点としての機能や

子育て支援など、時代にあった図書館サービスと地域ゆかりの作家や地域の民話収集などの地

域にあった特徴ある図書館づくり、充実した図書館サービスが提供できるスペースなどについ

て、多岐にわたって意見をいただいているところであります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。多面的に図書館の機能、それから、ここに富士川町の特色ある富士

川町ならではの図書館の構想を考えているということでありますけれども、平成２４年の１２月に

ですね、文部科学省では、図書館の設置および運営上の望ましい基準を公表いたしました。設置の

基本の項目にですねこういった一文があります。 

「公立図書館の設置に当たっては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積地形交通網とを

勘案して、適切な位置及び必要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数等を確保するよう努

めるものとする。」と、ございます。新図書館ですね。先ほど課長さんおっしゃったとおりですね。

将来にわたってですね、交流と情報の拠点としての機能を求められております。世代を超える町民

が利用する新図書館の建設候補地については、一切触れられない基本構想というのはあり得ないと

思うんです。それがですね、やはり先ほど一般質問でありますけれど、文化ホールがいいとか、町

民会館の土地がいいとか私言いませんけれども、ただシビックコアのところで合築ということは、

町長の英断で決まったことかもしれませんけれども、しかし、やはり基本構想として、この委員会

で検討するならば、やはり一番の根幹ですよね建設場所というのは。そこをどういった理由で、こ

こにするのかということはですね、やはり検討委員会の中で議論していただいて町長の考えも盛り

込んだ中で、やはり基本構想の中に建設場所ということはしっかり伝えていくことが、これから将

来にわたって起債をすることもあると思うんです。そうであれば。垂直的な負担というものは当然、

自分たちの住んでいる、これから利用する可能性をのある人たちにとっても、説明責任をしっかり

果たすということであれば、基本構想の中に建設場所もしっかり明示するという必要性はあるかと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 
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     秋山議員の基本構想検討委員会の中で適切な位置を検討したかということのご質問に対して

お答えいたします。図書館については、耐震性のある公共施設、それから民間施設の利活用の

検討をしてまいりました。現代の公共施設や民間施設について図書館機能が確保できる施設が

見当たらなかったことから、シビックコア整備事業の中核である国の合同庁舎と合築を提案し

たところ、国においてもまちづくりの観点から提案を受けいただいたところであります。こう

したことから、国との協議に必要な図書館の規模を検討するために、町の図書館としての特色

や時代に合った図書館づくり、必要なスペース等の機能を検討するため、図書館検討委員会を

設置し協議をしていただいているところであります。ですから、図書館の検討委員会につきま

しては、先ほども言いましたように、特色あるどんなふうな図書館にしていくかというふうな

ことで、位置についてはですね、論議は今のところはしておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それはわかった上で言わせていただいたんですけれども、そうでなくていろんな町民の中には

複数の意見があるわけじゃないですか。文化ホールがいい、それから町民会館とかほかにもっと違

うところを考えている町民もいるかもしれません。でもやはりここに造るということを多くの町民

が、一人でも多くの町民が理解した上で、これも納得して支援していただけるという格好にしてい

かないと、やはり結局ですね、誰が決めたんだと、いや、町長の一言で決まったことだよと、とい

うことであれば、やはり住民の協力というものはなかなか得にくいと思うんです。だから僕はどこ

がいいとかじゃなくて、やはりここに決めるということであればですね、やはり基本構想の中にしっ

かり位置づけるということを言っておきたいと思います。じゃいくら言っても水掛け論になるんで、

再質問にさせていただきます。検討委員会の委員さん、１５人いらっしゃいますね。この中には教

育関係者として、学校図書司書代表の方が入っております。学校とのですね連携を密にするために

入っているということでしょうけれども、小学校の校長先生も入っておりますし、教育関係者５人

いらっしゃいますよね。そうであればですね、学校との連携ということであれば、校長先生に出て

いただいて、細かい話は学校の小中の司書さん方と、話をしていけばこの基本構想の中に十分盛り

込んでいただけるだろうと私は考えるんですけれども、現在ですね、町民と直接で対応している、

それから利用状況も把握している、図書室の司書さんという方がこの中に入っていないんですけど

普通だったらですね、入ると思うんですけど、なぜ入ってないのか。お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     検討委員会の中に、学校の司書は入っているけれど、町の司書が入ってないということに関

してお答えします。検討委員会につきましては、教育関係者及び利用者などの意見をいただく

ため、主に外部の方々を委嘱しました。こうした中、学校の図書館の司書につきましては、図

書館の設置及び運営上の望ましい基準において、図書館相互の連携のみならず、学校の図書館

との連携に努めることでありますから、図書館の基本構想の検討委員会に加わっていただいて

おります。また、町民図書室の司書につきましては、生涯学習課の職員でありますので、図書

館の状況や望ましい機能、資料の提供などにつきまして、事務の方に携わっていただいており



 ９１

ます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     これが５月２６日の構想検討委員会の会議録で、その中で副委員長の方がこう言っているんです

よね。３人の町民図書館の司書から、利用状況、貸し出しの状況を聞くことも必要ではないか、ア

ンケートについては基本的な考え方がまとまらず何を聞いていいかわからないではないか。こう

いったことで、図書館の司書さんの生の状況を聞いた方がいいんじゃないかとの発言をされている

んです。それで再質問ですけれどもね。これは課長さんじゃなくって、情報公開条例でいただいた

資料ですけれども、この中に、５月２６日の第一回の検討委員会で提出した資料に誤りがあったん

ですね。それはどこが違ったのかというと、平成２５年度の貸し出し状況がこの資料でいくと、個

人が１万１，７１７、それから団体３２３、合計１万２，０４０点と。これ、貸し出しの状況です

ね。それが。正しくはですね。個人は１万７，６９２点、団体が３４１点、合計１万８，０３３点

と、こういったミスがあったんですが、間違いですからね、だれでも、僕も間違うのでこういった

ことはあると思うんですよ。でも県立図書館の図書館白書にも載っている数字なんですね。こういっ

た統計の数値を間違えるということは、その町自体の信頼性を、非常に損なうじゃないかと思うん

です。確かに、統計的なことですけれども、やはりこういったことは、教育委員会としてもですね

十分注意してほしいなと思うんです。何を言いたいかといいますと、この資料には他の市町村とく

らべると平成２５年度の資料が載っているんですけれども、少なくともですね、こういった資料に

は、３年間の貸し出し状況を資料として提出していれば、こういった数字の間違いも経年的な変化

を交差することによって気付いたはずなんですよね。このほかにも、現状の資料として、こういっ

たものを載せたほうがいいんだと思ったのは、例えば平成２６年度の利用者登録数は個人が２，

７２９人。団体が２３、旧町別では、旧増穂地区が２，４０２人、旧鰍沢地区が１４４人、町外が

１８３人、合計２，７２９人。それから、このうち男性が、９９０人の登録、女性が１，７３９人。

こういった現状の、図書館の状況ということであれば、こういった数字も当然検討委員会の委員の

皆さんに知らしめるべきだと思うんですけれども、こういった説明はなされているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     第１点目の平成２５年度の貸し出し数、これにつきましては、６月、７月、８月分のですね

ちょうど５，９９３冊でありますけども、こちらのほうを入力にミスをいたしまして、申し訳

ありませんでした。今後再度チェックをしまして、白書のほうには間違いのないように届けた

いと思います。白書の方は県の図書館にきたところ、訂正、修正はほかの町でも、修正状況に

つきましても、問い合わせがありましたけれども、修正が出来ないということですので、今後

一切間違えがないようにいたしたいと思います。それから、貸出数、年間の利用者数、は旧増

穂、旧鰍沢の利用者につきましては、ちょっと資料的には検討委員会へ出しておりませんでし

た。また、後何回かありますのでご理解をいただいた中でこちらのほうの資料として検討員会

の方へ資料として出したいと思っております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 
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〇１０番議員（秋山貢君） 

     やはりですね。多くのデータを出すことによって、いろんな視野を広げた中で基本構想というの

が練ることが出来ると思うんです。やはりそのデータがしっかりしていないと考えがなんていうん

ですかね、広まっていかないと思うんです。だからその辺はしっかりですね、今、現状の町民図書

室の状況というものを把握できるような資料の提出というのは、非常に大事になると思うんでお願

したいと思います。それから再質問ですけれども。平成２６年度の個人登録者、２，７２９人です

ね。現在４月１日現在の町の人口これが１万５，９８９人、外国人を含む、ということですけれど

も、およそですね、登録している方が１７％なんですね。先ほど齊藤欽也議員が他町にも、富士川

町の町民の方が利用しているということなんで、図書館を利用している人が他にもいるということ

は重々承知しているんですけれども、実際の利用者っていうのはこの１７％余り登録している人よ

りも少ないと思うんです。基本構想の中でですね、やはり町民に親しまれる図書館それから、みん

なが利用する図書館ということであれば、やはりこういった登録者数をですね、どういうふうに目

標を設定していくかということが大事になってくると思うんですけれども。こういった利用者の登

録数を基本構想の中で、目標はどのくらいにするというようなことは話合われているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     蔵書数、それから、貸出数ということですね。統計をとりましては出ております。ただ、利

用者につきましては、先ほどの資料がございます。先ほど訂正した資料がございますのでそれ

の方をですね見ながら、検討をしている次第であります。各町の旧町、旧増穂、旧鰍沢、そう

いう細かいところまでデータをとり寄せて今から検討委員会の中でも出して、資料として使っ

ていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     数字というのは、非常に僕は大事だと思うんです。それから例えば利用者で、どの年代の方、

性別、男性なのか女性なのか、例えば３０代４０代５０代６０代の男性、女性、どこの年代が、

この図書館を利用してるかっていうことをですね、やはり、、検討委員さんにもですね、教えて

いただいて、部分大雑把ですけど、この３０代４０代５０代６０代、７０までの方の女性の方

がですね、本町の利用者数は多分、４５％、年度によって違うと思うんですけど、そのくらい

の利用度だと思うんです。だからこれから登録者数を増やしていくとなるともう目いっぱいの

ところは余り伸びないんですよね、そうじゃなくて、利用頻度の低いところに力をいれて、利

用登録者を挙げて利用ををしてもらうように、やっていかなきゃいけない。それにはやはり、

このデータをですねちゃんと分析して、どこが薄くて、期待して目標値を設定して、どこまで

だったら上げていかれる。そうすれば、登録者数も上がっていくということをですね、やはり

細かに構想というだけの立派なものをつくるのであればですね、ぜひそういったことをですね、

含めて考えていただきたいと思います。再質問ですけれども、例えば同構想の中にですね、青

少年へのサービス、これも話題に上ったと、井上光三議員から聞いております。それから。障

害のある方へのサービス、高齢者へのサービスこれも出ているでしょう。例えば、銀行のＡＴ

Ｍや郵便ポスト、Wifi接続サービス、バリアフリー、ユニバーサルサービス。細かく言えばで
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すね、雨天時の来館を容易にする優しい施設づくり、再生可能エネルギーの活用、それからEV

の充電設備の整備、維持管理、図書館サポーターとボランティア、地元産業、商業との連携、

建設方法、財源の確保、いろんなことなんですね構想には、考えられると思うんですよ。これ

全部しろとは言わないけれども、やはり僕は構想っていうだけのものをつくるのであれば、そ

ういったものをですねぜひ、議論の中に出していただきたいと思うんですけど、いかがですか。 

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） 

     先ほど、機能や子育て支援など、大まかにどのような特色のある図書館づくりということで、

先ほど秋山議員さんがように、細かいところまでまだ詰めておりません。構想ですので、ある

程度は、大まかなことになると思います。また、その後、基本構想とは別に細かいところまで

やっていかなければならないと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問ですけれども、最終的にですね、ある程度構想の形が出たときにですね、それを示し

て、町民の皆さんからアンケートをいただくようなことも考えてるんでしょうか。それとも考

えてないのか、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） 

     検討委員会ですけども、これの方は基本構想でありますので、これから町の方に提案をして

まとめたものは出して、ああ出したいと思いますので、この中ではアンケートは考えておりま

せん。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問ですけれども、町ではですね、１０月上旬にこの基本構想の策定を考えているようですけ

れども、先ほどもですね、国との協議を３回ほどなさってるということなんですけど、例えば基本

構想と、国との打ち合わせをするとどうしてもギャップが出てくると思うんです。そうすると、そ

うやって基本構想の計画と、国との協議の中で変更になったといったときにですね、これをこのま

ま進める、進めない、この判断というのは、構想のとおりのものができるということであればいい

ですけれども、やはり変わってくるといったときには、だれが判断す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） 

     図書館の、国との協議の中で変更ということでありますけども、この構想につきましては、県と、

国との協議をする中でどのくらいの面積が必要かというようなことを含めて、構想で検討さしてい

ただいております。この中では、概ね１，０００から１，５００㎡でということではきております
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けれども、国の敷地あるいは、その場所的な配置はありますので、これにつきましては、委員さん

の中にも、今後変更があるということはお伝えをして、今構想をつくっていただいている状況でご

ざいます。 

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） 

     そうすれば、ある程度委員さんには多少の変更のところは、供用できるということで、基本構想

を練っているということでありますけれども、やはり、構想と国とのすり合わせの中で、違うこと

ということが出て来たときには、ぜひですね。議員の方にも情報を伝えてほしいなと思います。そ

れでは、２の峡南地域の県立高校再編についてお伺いいたします。まず（１）ですけれども８月２４日

に県教委による再編整備に関する地域説明会が開催されました。存続を期待していた増穂商業高校

は、統合し北部配置校とする案が示されましたが、町としての考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長 田辺明弘君。 

     それでは、峡南地域の県立高校再編についてのご質問にお答えします。 

８月２４日に開催された、山梨県教育委員会による、峡南地域県立高等学校再編整備に関す

る地域説明会において、増穂商業高校を含む峡南地域３校を統合し、北部配置校とする再編整

備案が示されたところであります。増穂商業高校は、地域の貴重な資源であるとともに地域に

貢献できる将来性のある教育機関としても、その存続の必要性を強く認識しているところであ

ります。今後も、県の動向を注視するとともに、PTAや同窓会など増穂商業高校関係者の意見

を聞きながら対応をして参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     （２）ですけれども、今後の統合に向けた行程についてですね、県教委から、何らかの説明を受

け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。 

  お答えします。現時点で県教育委員会からは、統合に向けた行程についての説明は受けてお

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） 

     それでは（３）に移らさせていただきます。増穂商業高校統合後の施設利活用の検討ですね、

そろそろ視野に入れて考えていく必要があると考えるんですけれども、町の見解をお伺いいたしま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 
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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。地域説明会において、再編整備の方針案が示された段階であり

ますので、現時点では統合後の施設の利活用の検討は考えておりません。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

県教委とすればですね、高校の再編の基本構想というのが、平成３１年までに結論を出せば

いいというようなことは聞き及んでおります。しかしですね、今年度２７年度ですよね、こう

いった、再編案を示したわけですよね町民に。いくら時間的に、構想の中で猶予があるからと

いってですね、町としてはやはりもし進めるんであれば、例えば同窓会、それから地域住民、

アルプスも含めてですけれども、そういったところにより丁寧な説明をしてですね、自分たち

の再編案を指示していただけるようなやっぱり行動というものをとっていただかないと、教育

委員会とすれば３１年までに結論を出せばいいと、それまでに、再編をどうするかといったら

３学年いればまた３年先ですよね。それからまた施設をどうするかということになればもっと

先になりますよね。そんな悠長なことを言っていられないぐらいの今激動の富士川町の時期だ

と思うんです。先ほど町長も言いましたリニアの建設に伴って、体育館をどうするのか。庁舎

についてもそう。それからな図書館についてもそうであればですね。やはり増穂商業高校とい

う、立地条件、それからスペース、こういったものですね、町としても、もし利活用できるで

あれば、高校の再編の良し悪しは別にしてですね、そうやって県がですねある程度方向性を示

すのであれば町として悠長なことを言っていなくて早く、行動をしてほしいということをです

ね県教委にも強く言うべきだと思うんです。待っていればどうにかなるということでもなくて

ですね、やはり町は町として今後の商業高校の活用というものは当然視野に入れていかなきゃ

いけないと思うんですけれども。そういったことをですね県教委の方に強く、その行程を進め

てほしいということをやはり言うべきじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長 志村学君。 

     高校の再編の今後の行程についてはまだいつまでにどうこうというのはありません。これま

で、いろいろ統合してしてきた経過を見ますと、先ほどでたような平成３１年ぐらいを県教委

が視野にいれてるのかなと思っておりますが、先般各地域におきまして説明会をしたところで

あります。そこでの意見を集約をしながら、今後、県の教育委員会としての方針を打ち出して

くると思います。その方針がでる前に、この地域も行動を起こさなきゃならんと思っておりま

すけれども、以降、高校存続のための委員会が、つくられております。私どもでいつか知らな

いまにそこの発起人に入っておりましたようですけれども、それは全然やぶさかではありませ

んので、もっとオープンな形で、学校の関係者とですね町も、同じ方向に進むようなあれをし

ていただければと思っております。そういう中で県の方針が出る前に一つの行動を起こしたい

なと町は思っておりますが、その存続の委員会ががどういうふうな話になっているなのか、そ

の辺もですねまた委員会の皆さんと歩調を合わせる中で、そしてまた、一番通学をしてるのは

南アルプス市でありますんで、南アルプス市長も非常に心配をしております。もっとオープン
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な形でいろんな行動ができればいいかなと思っております。そしてまた、今、県が方針をつく

る前にですね、跡地がどうだこうだちゅうのは、今、適当な時期ではないと思いますんで一度

県の方針が出る前にそういったアクションを起こし、そして県の方針を見たのちにですね町と

すれば、今後の対応を考えていきたいなとこんな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） 

     では、再質問ですけれども、県はですね国に対して林野庁の森林技術総合研修所の誘致を、

提案したと聞いております。富士川町もですね候補地にのっていると新聞で見たんですけれど

も、これについてはですね。例えば県から具体的な相談を受けたのか。お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長 志村学君。 

      国の出先機関の地方移転ということで、いくつか候補があるわけですが、うちの町で受け入れ

られるものとすれば森林総合研究所の研究機能と、林野庁の持っています林業従事者の研修機能、

これをなんとか一緒にできないかということで、県とも歩調を合わせる中で、町もそれを進める

ていきたいという話の中から、候補地として出たわけですが山梨県の中でも３カ所あります。そ

して全国的に他の都道府県からも来てます。今後どうなるかわかりませんが県の森林総合研究所

の敷地は、こちらから見える山の大半は持っておりますし、そしてあそこへ今後リニアも入って

くる地域でありますんで、今の県の敷地以外のところにでもですね、またそういうものも可能で

あれば、国の動きも注視しながら、もしくはこの地域で、誘致可能であれば、ぜひアクションを

起こしていきたいなと思ってます。この林業研修所というのは年間、林業に従事する人たちを集

中的に研修を行う施設ということで、そこの研修生になれば、数カ月はこの地にですね、宿泊を

しながら、研修を受けていくということになっておりますんで、ぜひ、森林総合研究所がある富

士川町でありますから、県ともタイアップしながら、誘致を強く進めていきたいなと思っていま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     この施設が確か八王子かどこかにあるんですよね。地図だけでみて、あの施設がどのくらい

の面積規模かというのを、調べようと思ったんですけど、なかなか調べられなくて、地図を見てで

すね、大体スケールで、面積を見たら、２万６，０００㎡ぐらいの・・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山議員、増穂商業と関連があるですか。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     すみません。で増穂商業もちょうど同じくらいの面積になるんです。で、増穂商業のところにで

すね、県は考えているのかなと思ったんですけれど今町長にお聞きしたら、森林総合研究所の方も

広く山を抱えているということなんですけれど、そういった商業高校の先を見据えてという話は当

然なかったわけですよね。 

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。 

     現時点では、高校の再編ということで県教委の説明用の案は、聞かせていただきましたけども、

それがまだ県教委の方針にはなっていないと思います。そういう中で、その跡地利用で、国の林業

研修所という話は今のところ全然ありません。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ということで、関連で再質問さしていただきました。では３に移らさせていただきます。平林地

区の活性化策についてということで、（１）町道平林伊奈ヶ湖線の全線開通については、平成３３年

度と見込まれております。町はふるさと自然塾でも、団体客をはじめ、大勢の利用客が見込まれる

ことから、受け入れ態勢を確立した上で学校の課外授業の利用をはじめ、冬場の動物観察会やかん

じきの体験プログラム等を検討するとおっしゃっておりましたが、現時点での検討状況をお伺いい

たします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     ただいまの秋山議員さんご質問にお答えいたします。 

     ふるさと自然塾の冬場の体験プログラムにつきましては、これまで、薪割体験、シイタケ植

菌体験、カエルの観察会、雪上の動物足跡観察、こんにゃくづくり、豆腐づくり等を行ってお

りましたが、道路の凍結等により、参加者は少人数であったため、現在は冬季の期間を閉館と

しております。 

しかし、平成３３年度の町道平林伊奈ヶ湖線の全線開通により、大型バスの乗り入れも可能

となることから、学校での活用や、団体客の利用も見込まれるため、年間を通して利用できる

よう、新たな冬場の体験プログラムとして、１２月が繁殖期となるムササビの観察会、味噌づ

くり、星空・月の観察会等を検討しているところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     確か、冬場は冬期閉鎖ということで、施設を閉じるんですけどその時に伺ったのは、確か水

道なんかが凍結して、施設が使えなくなるということなんだけども、そういうふうにですね、

冬場も使うようにするといったときに、改修費用をかけなくてもそういったことはできるんで

しょうか。それとも、冬場は凍結するから保温の工事が必要だとか、そういったことあるんで

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） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。確かに冬場はテントサイトの方の水道の配管が凍る

ということで、費用も大変かかるということでございます。でも、それも含めまして平林伊奈ヶ

湖線が開通することによって、冬場も体験できる事業を検討しております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

それは、平成３３年度に全線開通をしたときに、実施できるように検討するということで、

じゃ検討・・・できるかどうか。実現性についての検討は、いつ判断するんですか。 

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） 

     ただいまの使用コストがかかりますので冬場は閉館とさせていただいておりますが、単発的な観

察会などは今も行っておりまして、全体の費用ということで考えますと、それに向けて検討してい

くというこということで考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは（２）に移らさせていただきます。町のホームページでは戸川渓谷妙連の滝遊歩道は、

台風の影響により、通行どめとなっていると、復旧は未定と表示されておりました。今後ですね、、

復旧工事を計画しているのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     はい。ただいまのご質問にお答えします。妙連の滝遊歩道については、平成２３年の台風によ

り、戸川の右岸の崩落及び丸太橋の流出により通行不能となったところでありますが、隣接する民

間の温泉施設の協力により、温泉敷地内の専用通路を利用し、妙連の滝までの通行は可能となって

おります。遊歩道の復旧については、県において平成２５年度に護岸の石積復旧工事が実施され、

一部の区間の通行が可能となっており、本年度、渇水期になりましたら、町において、未着手区間

の改修を行う計画であり、本年度中には復旧する見込みであります。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） 

この間も、今日も他の議員さんおっしゃっていたんですけれども、ガイドマップ、外国語でも３カ

国でつくったりですね。それからスポーツ合宿のホームページを立ち上げて、観光ルートもわかり

やすくしているということで、ホリデーバスの運行も本格運行ということで、交通手段はですね、

整備されたり、告知もされてきたと。ただ、やはりですね、平林とか三筋、先ほどもフェイスブッ

クで、大柳川渓谷は山梨県の宝だと。やはり妙連の滝もですね、非常にすばらしいんです。あそこ

へ行くまでに、雪害で、なかなか下が透けて危険な箇所もあるんで、それを整備していただくとで

すね、冬場もあそこは凍ると非常に神秘的なんですね。滝になる夏場も、とてもすばらしいと。や

はりそういった個々のですね。地域を整備して、周遊ルートをですね、広くアピールしていくとい

うことがとても大事だと思うんです。ぜひですね、取り組んでいただきたいし、できれば皆さんおっ

しゃるとおり、ＰＲビデオほんとにおもしろいです。であればですね、お金をかけずですね、そう

いった周遊ルートを役場職員が紹介して、動画でＰＲしていくということもですね、お金をかけな
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いＰＲ方法というものも、ぜひ商工観光課が先頭に立ってですね、取り組んでいただければ同じビ

デオを何回も見ても楽しいのはありますけれども、やはり、常に新鮮なものを考えていくっていう

こともですね、必要かなと思いますのでぜひ取り組んでいただきたいと思います。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 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） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時２８分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２７年第３回富士川町議会定例会３日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元へ配布しておきましたとおりです。 

 本日は質疑の日程になっていますが、議案第６４号については、質疑終了後、討論採決を行

いますのでよろしくお願いします。 

また、議案第５４号から第５６号までの条例制定案件につきましては、お手元に配付しまし

た議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託しますので質疑は大綱のみに留めてください。 

 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力をお願いいた

します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 報告第５号 平成２６年度富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて  

日程第３ 報告第６号 平成２６年度富士川町一般会計継続費精算報告について 

以上の２議案については報告案件ですので一括して議題とします。 

これから報告第５号及び報告第６号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、議案第５号の富士川町財政健全化判断比率についての部分のですね、将来負担比

率について質問したいと思います。監査委員さんの意見の中にですね、この部分について要は、

１３．４％増加したと。前年度３９．７から、今年度５３．１％。その説明として、峡南医療

センターの負担増ということが指摘されております。昨日の質問の中で町長から、この峡南医

療センターについては、本年度より前倒しで国からの地方交付税が入ってくるというお話で、

大変喜ばしいことだと思っておりますけども、今後やはり、この将来負担比率、どんどん上がっ

ていくのかなということも、危惧しておりますんで、この点についてご説明をお願いしたいと

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（齋藤靖君） 
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ただいまの質問にお答えいたします。将来負担比率のこの計算の中には、町が借り入れてい

る地方債の現在高、さらには町が加入している組合等の地方債の現在高というような話をさせ

ていただきました。この中で中巨摩広域やら、峡南広域やら、山梨県市町村総合事務組合の起

債額が増えていると。さらに２６年度の決算から峡南医療センター企業団が加わったというよ

うな説明をさしていただいたところであります。さらに、昨日の一般質問の中で町長も答弁申

し上げましたとおり、交付税の算定基準の総務省令がこの７月の２４日に改正となりました。

その改正内容というのは基準日を改正するというようなものでございまして、これまで前年の

３月３１日が基準であったものが、７月１日になりました。ということでこれまで３月３１日

の基準ですと、今年の決算では、峡南医療センターは２６年の４月１日からの設立ですのでそ

の前の年の３月３１日ではまだ設立されていなかったということで、２７年度の交付税の算定

基準に入っておりませんでした。しかしこの総務省令の改正によりまして、７月１日からとい

うことですので、２６年７月１日には既に峡南医療センター企業団が設置されておりましたの

で、交付税の算定になるというようなことになりました。ということで今年度交付税の見込み

ですけれども、１億３千万ほど上乗せで普通交付税が増えているのではないかという試算をさ

れております。こういうことでで改めてこちら峡南医療センター企業団の負担金というような

ことで支出するというなことで、補正に計上する予定でおります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

補足といいますか、追加の説明をさせていただきたいと思います。 

将来負担比率というのは、赤字の額ではなくてそれぞれの団体が債務負担行為なり、地方債

の借り入れをしたり、そういった将来の負担額からそれに対する、財源充当可能額を引いたも

のを、もう一つは標準財政規模から算入できる公債費との額を引いたもので割った部分が、将

来負担比率であります。峡南医療センターは赤字が出ておりますけどもこれは、資金不足比率

ということで別に出てきますんで、これは峡南医療センターあるいは、富士川町が加盟してい

る団体の借金をした部分の返済に対する将来負担比率ですんで、その辺は資金不足比率と、将

来負担比率の違いを、ちょっと確認しておいていただきたいということです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番（齊藤欽也君） 

     よくわかりました。この数値がですね、余り急激にならないことをお願いしたいと思います。

どうも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５号および第６号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４ 議案第５４号 富士川町特定個人情報保護条例の制定について 
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日程第５ 議案第５５号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第５６号 富士川町景観条例の制定について 

以上の３議案は条例制定案でありますので一括して議題とします。 

本案は、所管の常任委員会に付託しましたので質疑は大綱のみに留めてください。 

これから、議案第５４号から５６号までの質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

    大綱のみということで、議案第５４号について伺います。９月１３日の新聞でですね。市町村 

はマイナンバーに関してどのようにハッカー対策等を頑張ればよろしいのかと。他町村の事例が

出ています。さて、わが町では対策について、県内１０市町村のうち、この町はどのように、県

に回答したのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

もう一度、ちょっとわかりづらいですけども。 

〇３番議員（川口正満君） 

この新聞をですね・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

何の新聞ですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

山日です。 

市町村にマイナンバーに対する質問をしてるんです。 

それで、この町ではどのように回答したか伺いたいんです。 

質問の内容がわかりませんか。国はマイナンバー制度で個人情報を管理するシステムをイン

ターネットから遮断するなどの緊急対策を市町村に求めていると。これに対してどのように、

回答をしたかということですね。 

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） 

     ただいまの川口議員の特定個人情報のセキュリティーの関係につきましてのご質問にお答え

をさせていただきます。ただいまの新聞の内容ですけれども、多分、総務省のほうからですね。

各自治体の。情報システム管理などはどうなってるか、ということの質問だと思います。本町

では役場の内のシステムにつきましては、個人情報のほか個人番号管理をするシステムにつき

ましては、基幹系というシステムで管理をしております。もう一つですね情報系という系統も

ございますが、こちらにつきましては、一人１台パソコンのほうで、インターネットと接続が

可能で外部との情報のやり取りをするのがこの情報系でございますが、先ほど申し上げました、

基幹系につきましては、計算センターと役場の専用回線で結んでおりますので、総務省が言っ

てるのはこの基幹系と情報系がはっきり分かれているかどうかという、市町村への調査だと思

います。うちの方はこの辺は分かれておりますのでそういう回答をしているはずだと思ってま

す。心配されておられるのはですね。年金機構とかですね、長野県の上田市がメールの添付ファ

イルを開くと感染する標的攻撃、標的型の攻撃というんですか、それがあったというのが、先
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ほど申し上げました基幹系と情報系が区別されておらなかったということの中で、職員がその

基幹系のデータをですね、自分のパソコンへ取り込んで、操作をしていたということがありま

したので、そこへ感染する標的攻撃を受けたために、情報が流出したということだと思います

けれども、本町の場合はですね、先ほど申し上げましたように計算センターとの直接回線で結

ばれておりますので、ういうことは心配ないというふうに考えております。基幹系のデータを

扱うパソコンにつきましても、特定のパソコンに限られておりますので操作をする際にＩＤパ

スワード入力しなければ、それを取得できませんので、またそのＩＤパスワードを入力して操

作した記録はすべて残りますので、その辺の情報漏えいというものはないではないかというふ

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） 

     それでは、今、先ほどのご回答ですね、県内１９市町村では安全対策に不安を感じている、

と答えたんですけど、この町では、大丈夫だよということだったと、安心しております。 

     それでは、次の２点目お願いします。この条例に関しましてですね。情報の開示の請求があ

りますよね、条項が。それに関しましてですね、役所側の開示請求に対する業務がどれほど繁

忙になるのかと、いうことで心配も増えているわけですけども、その点ですね、このマイナン

バーに、関わってこの業務側のですね、どれだけの人あるいは時間が増えて、マイナス面もあ

るのかどうかと、その辺の心配について伺いたいと思います。 

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） 

     ご質問にお答します。現時点でですね、その開示の件数が何件あるかということもちょっと

今把握はできないわけですけども、現在ですね個人情報関係でも開示を行なっておりますけど

も、年間、事務的にかなりの時間を割くということは現在ないので、その件数によってもちろ

ん、その辺の事務的にはかなりハードになるかと思いますけど、現時点ではそれほど事務的に

負担がかかるということは余り想定しておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）    

     先ほど開示の請求は１３条ですね。無料で私の情報がどのように使われていくかという内容

を聞けるというものですけど、無料ですし、また立ち上げから不安ですし、問い合わせが殺到

するかなと、そういう懸念での条項ですね。それから、例えば開示が遅延するということで

２０条に関しましてはですね、こういう不安というか予想ということで条例化してるわけです

けども、その点について伺います。 

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） 

     今、議員さんが申し上げましたですね、開示関係につきましても、２９年１月からマイナポー
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タルといいまして、個人がインターネット上で開示の内容を全部閲覧できるシステムがありま

すので、そういう面も利用していただければそれほど、こちらに直接開示というのはないんじゃ

ないかというふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     条例の部分において、各条例を一つずつここで質問されましても、大綱のみになってますの

で控えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     最後ちょっと、前後の広報ですね。半ページ使った説明がありますけども、また、より町民

がわかりやすく丁寧にですね、改めての説明の機会をお願いしたいと思います。 

     ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それではですね。議案第５５号の富士川町病後児保育の実施に関する条例の制定についてと

いうことでお聞きしたいと思います。過日担当課からですね、病後児保育の開始についてとい

う資料をいただきました。その中にですね、町内の子育て世代に、ニーズ調査を行なった結果、

病後児保育の要望があったため、病後児保育事業を富士川町子ども子育て支援事業計画に位置

づけて実施に向けた峡南医療センター企業団と協議を重ねてきたところですとあるんですけれ

ども、この２６年１月に実施したニーズ調査結果報告を見てみるとですね、ここでは、病児、

病後児のため、保育施設を利用したいと思われましたかという設問はあるんですけれども、病

後児保育に限定した設問はなかったと思うんですけど、なぜ病後児保育に限定したのかお伺い

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。 

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。議員さんのおっしゃるとおり、項目につき

ましてはすべて病児、病後児保育となっております。概要説明の時に病後児保育に至るまでの

経緯を詳しく説明すればよかったのですが、主なところでということで時間の関係上、説明不

足になってしまったことをおわび申し上げます。このアンケートの調査ですが、子ども子育て

支援事業計画の策定のものでありまして、もちろんアンケートの結果を踏まえた上で検討を重

ねてきたものです。しかし、病児・病後児保育を実施するための要件を満たすことがなかなか

できずにいました。そんな中で関係機関と検討を重ねて、今年６月、富士川病院の小児科医、

看護師長、企業団と協力体制が整うということで、既存の施設も利用でき、保育士の確保も病

後児保育なら実施できるということで病後児保育を進めることにしました。病後児保育につき

ましては、子ども子育て支援事業計画の中にも記載してございます。病児保育を今の時点で実

施するには、施設面、保育士等の確保がとても難しいということで結論づけたところでござい

ます。以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     私もニーズ調査結果報告をですね。検討、よく見てみたんですけれども、例えば就学前児童

を持つ親の７９人が利用したいと言っていたんですね。これはアンケートを実施した３４２人

のうちの約２３％に当たるんですね。逆に小学校５年生までの児童を持つ親の場合にはですね。

利用したいとは思わないということで１０６人が利用はいいよとおっしゃっているんですね。

これが約２９３人のうち３６％。高学年になると２２人の親がそれでも利用したいということ

でこれに７．５%なんですね。これを読み取ると、小学生の親よりも就学前の児童を持つ親の

方が、病児病後児保育の施設利用を希望しているということだと思うんです。隣町の身延町で

は、病児病児保育を昨年１０月から飯富病院で実施なさってますよね。どのくらい利用者がい

たかというと、１０月からの３月の半年間で、まあ１１人の利用者がいたということなんです。

やはり、この場合にも、未就学児の利用が大半なんですね。飯富病院は確か小児科の診療科目

はあるんですけど現在休診で内科医が代わりを務めているということでも、病児病後内保育を

なさっているんですね。後やってるところっていうと南アルプスは病後児なんですけれども、

韮崎市も、病児病後児保育を実施してるんですね。ここでどのくらい利用者がいるかというと

２６年で３２９名の利用者がいたと。こちらもほとんどが未就学児であったということなんで

す。何を言いたいかというと、やはり当町のアンケート結果が、現実の傾向として裏づけられ

ているんだなと思うんです。富士川町では、ひとり親家庭への医療費助成を受けている世帯が

１１６世帯ございます。ほかのひとり親家庭の把握というのは難しいんですけれども、その中

で対象となる児童がどのくらいいるかということも、これも不明確でありますけれども、やは

り一人の親が育てているということであれば、なかなか就労にですね、差しさわりがあるので、

休むということが難しいと思うんで、こういった病児病後児の潜在的な需要というのは見込ま

れると思うんです。富士川町の保護者のニーズは先ほどおっしゃいましたけれども、小児科の

併設した施設で、病児病後児保育を受けたいということだと思うんです。幼児保育は確かに新

聞にも取り上げられていて話題性はあるかもしれないですけれども、町民のニーズにマッチす

る、病児、病後児保育を実施することがですね、住民が望む質の高いサービスを提供すること

につながると思うんですけども、課長さんはいかがお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     おっしゃられていることは、十分に、保育の必要性もわかっております。しかし、施設面、

病院に併設とはいいましても施設面におきまして、既存のものを利用するのでは、病児保育は

今のところできないいうことで病後児保育に決めました。病児保育については、私たち検討を

すごく重ねてきたんですが、部屋数も必要、保育士の確保も大変必要だということで先ほど申

し上げましたように、その点で今できること、そして少しでも早く子育て中の世帯に寄り添え

るように、まずはできることから始めたいという思いで、病児保育から手を付けたところでご

ざいます。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） 

     これで３点目ですけれども、峡南医療センター企業団に院内保育所がございますね。センター

職員の生後９週間から６歳の子どもを預かっていると。定員は１０名だけれども現在は、４名

が入所をして、一時保育の利用もあるということでございます。この院内保育は親が市川三郷

病院に勤めている他市町の児童も入所できることになっております。院内保育所の児童が、今

回実施する、病後児保育も利用できるということ聞いているんですけれども、そうなってくる

とですね、病後児と限定された中で院内保育所の子どもたちは非常に、多分使い勝手がよくな

るという状況になってくると思うんです。そうすると富士川町民のためというよりも、峡南医

療センターへ勤務する医療従事者の就業環境充実のために実施するのかというと疑念を持たれ

るおそれもあるかと思うんですよ。やはり時間がかかっても保護者が望んでいる病児病後児保

育の実施を検討するほうがむしろ、町民の需要に応える事業だと考えるんですけども、いかが

ですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     病後児保育の実施を予定しています施設の隣が院内保育所ということですが、院内保育所と

病後児保育は、全く別のものでございます。住民のためのもので、もちろん対象者は、富士川

町に住所はなくても、富士川町にお勤めをしている方のお子さんも、対象児童になっておりま

すが、申し込み時点では、同じ条件になっておりますので院内保育の利用者が優先的とか、そ

ういう特典がございません。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。    

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ３回させていただいたんで、これで終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     景観条例についてお伺いしたいと思います。景観条例の施行がされますと、だいぶ町長の諮

問して、計画審議会に答申を受けるということがいっぱい出てきます。景観審議会は、いつ呼

びかけていつつくるのか。１５名の中には町民からも募集すると、公募によるということもあ

りますけども、特に規制がかかる条項についてですね、１２月１日から施行するということで

あればあと二カ月しかありませんので、公募が間に合うかどうか、答申に間に合うかどうか、

その辺をちょっと伺いたいと思います。いつつくるのか。 

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） 

     ただいまの青栁議員さんの富士川町景観審議会委員を公募にするのか、またいつつくるのか

というご質問にお答えします。景観審議会にかかる案件につきましては、景観条例の１３条の

関係の中にあります、届出をしたものに対しまして、景観審議会の意見を聞きながら答申する
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ものとか、建物と樹木の指定の場合、審議会に掛けるようなことになってます。それで審議会

の委員の名簿とかそういうのは案件は、内部の中で、今後こんな組織でつくりたいというもの、

今のところ建設課内では検討しております。この議会が終わった後それぞれ、各種団体の代表

並びに地域住民の代表的立場にある方とか、関係行政機関の職員ということの中で、今のとこ

ろ公募ではなく学識経験者、都市計画審議会とか、山梨県県道整備課美しい県土づくり推進室

とかその辺を含めた中で検討していきますので、この議会で景観形成の条例が、制定された後

に、すぐに１２月までの間に審議会委員を決定していきたいと考えております。.以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     個別案件になりますからまた付託された、特別員会の方へお願いをしておきますけども、条

例の中に個別に応じた町民ということもありますんで、ちょっとお伺いしました。２点目とし

て、景観条例の中にはですね、重要公共施設の指定ということがありますけれども、例えば東

京でいえば多摩川なとか隅田川ですね。そういったところが指定されております。例えば石川

県であれば白山の景色がいいと、白山とその中間の部落、あるいは手前の湖、こういったもの

全体を重要公共施設に指定するといった動きがあります。あるいは指定されております。その

中で、私どもの町で言えば、ダイヤモンド富士、あるいは南アルプスと広域眺望保全というこ

とで櫛形山、こういったものを重要公共施設の指定ということで何かほかにも考えがあるかど

うか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。    

〇建設課長（細野幸男君） 

ただいまの重要公共施設っていうのは、公共重要建造物という意味合いでよろしいでしょう

か。景観形成の中に重要公共物の指定という条例は、確かうたってなかったと思われるんです

が、この景観重要建造物ということの中で景観に対して必要なときは、建物とか樹木を指定す

るということがありますので、そういった中では例えば景観が、ふさわしい建物があれば指定

ができるということになってますので、今言われたダイヤモンド富士とか、櫛形山ということ

じゃなくて、そうところでなんか重要な樹木があれば指定はできると思うんですけども、その

辺の景色そのものを指定するという条文はないと思っています。 

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） 

３ページのですね、個別になりますから余り言いませんけども、法第８条の規定に基づき、

景観計画を策定するというふうにありますけども、この辺を読んでいくと、現実に東京、先ほ

どいいました石川県の白山地域ですね、あるいは広域でもって、他の市町村と提携して、重要

公共施設の指定もできるわけですよね。建造物に限らないと思いますけれども。後でいいです。

委員会の方でまた聞いてもらいますから。私の質問は以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質議ありますか。 
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１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     議案第５５号について質問させていただきます。大綱ということなので、そもそも論のとこ

ろからお願いしたいんですけれども。目的のこの病後児保育の実施に関する条例のところが、

下から２番目の保護者の子育ておよび就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄

与することを目的とする、というふうに書かれておりました。児童の対象の第４条なんですけ

れども、ここがちょっとよくわからないんですけれども、あくまでもこれは就労している親御

さんが対象の児童というふうに理解するんですか。それとも全体的な対象の子どもさんをいう

んですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

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。対象は就労している親御さんのお子さんに限ります。 

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） 

     すみません。よくそこら辺が、明確に文書を読んでもわからなかったので、質問させていた

だきました。はい、就労ということで了解いたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それではちょっとそれぞれの条例についてひとつずつちょっとだけお聞きしたいことがあり

ますので、お願いします。一つ目は５４号の、川口議員が質問された、特定個人情報保護条例

の制定についてということで、簡潔にお願いしたいと思います。このマイナンバー制度につい

てはですね、多くの方が何となく不安を持っていると。かつて総背番号制なんてことも言われ

たものと同じではないかというふうにイメージを持っている方もおられると思います。そこで

ですね、特に、一点だけ、具体的に何に使われるのか。それと、今後、新聞紙上にもいろいろ

議論されてるようですけども、どのようなものに使われることになっているのか、今後のこと

はある程度見込みという話もなるんでしょうけども、その点についてだけお願いしたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは、ただいまの齊藤議員の質問にお答えしたいと思います。マイナンバーは、何に使

われるのかというご質問ですが、現在示されております利用される範囲としましては、社会保

障分野、税分野、災害対策分野の大きく３分野が示されておりまして、具体的な内容としまし

ては、社会保障分野では、雇用保険等の資格取得、確認、給付を受ける際の事務等、それから、

労働分野と、それから・・・今のが労働分野です。それから介護保険法、障害者総合支援法、

児童扶養手当法、生活保護法などの福祉分野。それから、年金への適用は、当面延期となって
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おります。税分野では確定申告等に記載され、当局の内部事務等に利用される予定でありまし

て、災害対策分野では、被災者生活再建支援金の支給や、被災者台帳の作成事務等に利用され

る予定であります。また、今後何に使われていくのかというご質問につきましては、平成２９年

１月には、先ほどもありましたが個人がネット上で、個人の情報をどう使われているか、確認

できるマイナポータルが運用されます。それから予防接種等の履歴情報等への活用などが盛り

込まれております。また、今月３日に成立いたしました改正前マイナンバー法では、平成３０年

から、預金口座にもに任意で番号を適用すること。また平成３３年以降は預金口座への適用の

義務化についても検討されているところでございます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございました。情報化にはしっかりと取り組んでもらいたいと思います。それで

は二つ目ですけども、次のですね５５号、病後児保育の実施に関する条例について、先ほどか

ら何人かの方が質問されています。病後あるいは病児というようなことも言われておりました

けども、私がちょっとお聞きしたいのは、多くの病後児保育では、保育を実施している市町村

では、小学校３年生までと、ある一定の区切りをつけています。恐らくそれは、私の想像です

けどもね、幼い子どもはやっぱり不安もあると。ある程度の齢になった子は、例えば、親がい

なくてもですね、言い聞かせて家で休ませておれば、２、３日ならとそういったようなことも

あるし、また施設面の対策も大変だということも多分あるんだろうと思いますけども、本町で

は１２歳までということにされたその理由について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。 

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します。児童クラブにおいても、６年生までの拡大を

今年度からしております。保護者の要望もあったということですので、病後児保育につきまし

ても、間口を広げることで、支援につながるとして６年生にまでとしました。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     １点だけもう一度再質問でちょっとお願いしたいんですけども。お伺いしてるところによる

と、施設の受け入れ態勢というのが３人ぐらいというお話のようです。そうしますとですね、

あんまり拡大していくと、何人も一緒に来た時にどうするんだろうと。例えば受け入れの順位

なり、優先順位なりということが、場合によっては課題になるのかなということも思いますけ

ども、その辺についてのお考えだけお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     そうですね、定員が３名となっております。大勢の方がいっぺんに申し込んできた場合です

が、病状とかまたはの家庭の事情とかを、精査する中で申請者に対して返事をすることになる

と思います。そのときの子どもさんの状況においても、お断りすることもありますので、そこ
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のところは窓口のほうで十分精査して、決定したいと思っております。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） 

     次に５６号の景観条例について。この景観条例、施行日の但し書きがですね、第２章第２節

の規定が２７年１２月１日から施行するというふうになっております。第２章ていうのは何か

といいますと、いわゆる規制にかかわる部分だろうと思いますけれども、この中では、これか

らですねもっと具体的に、景観計画策定してそれを公表すると。それについては、公表後皆さ

んから意見を聞くということだろうと思いますけども、例えば３０日間期間を設けております。

ただ私が思うのですね、この施行期日ですけども、景観条例は何が一番大事かというと、町民

の理解を得る、そして多くの方に理解していただいて、全町民で取り組んでいくと。もちろん

規制される部分については、これからも細かい意見は受けていかないとと思うんですけども、

そういう手順をしっかりやっていくとなれば、施行期日はですね、もうちょっと延ばしてもい

いのかなと。例えば京都市が今年からでしたか、広告条例を実際に実用化というのかな、施行

というのかな、規制を始めました。それに当たってはうろ覚えですけども、５年ぐらいその期

間いろいろ設けながら、かつ議論もしながらということがあったようですので、この期日につ

いてですね、もうちょっと、特にここで言われている２章の期日の部分の期日については、も

うちょっと他の設定の仕方がないのかなという気がしてありますけども、その点についていか

がでしょうか。 

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） 

     景観計画の２章のところの施行期日なんですけども、今まで景観計画を定めてきた中で、

２５年の２月にですね、景観計画の素案をつくりまして、２５年の３月に、１５日間のパブリッ

クコメントを実施しております。それから２６年になりまして、１２月に鰍沢と増穂地区でそ

れぞれ住民の説明会を開催しております。そういった中で、平成２７年の１月には、素案の概

要版をホームページ等で公表しております。そういう経過があるものですので、条例を制定し

た後に、その後１２月までに周知をして、１２月１日から施行をしたい、そういう予定で施行

期日を定めたものでございます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     この点についてまた委員会の方で、じっくりと議論していただければと思います。以上でそ

れぞれ条例指定についての質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     ３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     議案第５６号の富士川町景観条例の制定について伺います。すべての条例において、町長の

権限、裁量があるわけですが、１７条ですけれども、公文のですね、但し町長が富士川町景観
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審議会の意見を聞いたうえでやむを得ないと認めたときはこの限りではないと。このやむを得

ない場合とはどのような適用範囲かどうか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

    大綱でして、同じ産業建設の委員ですよね。委員会の中で、条例審査の中で聞いていただけれ 

ばと。 

〇３番議員（川口正満君） 

まあ、範囲も広くなるのか、狭くなるのか、その点をも伺いたかったんですけど。じゃあ・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

委員会審査でやっていたればと思いますけどもね。 

〇３番議員（川口正満君） 

     じゃあ、そうしましょう。ご準備をお願いします。 

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。 

     以上をもって議案第５４号から５６号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第７ 議案第５７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第５８号 富士川町公民館条例等の一部を改正する等の条例について 

以上の２議案は条例改正案でありますので一括して議題とします。 

これから議案第５７号及び議案第５８号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは公民館条例の一部改正について質問したいと思います。昨日ですか、一般質問の中

で、町民会館ということでいろんな質問が出されておりますが、施行日が２８年の４月１日と

いうことなんですけれども、条例で廃止ということになれば、当然使用料規定もないわけです。

昨日の話の中で、町長は建物は残るから、使えるよみたいな話も一部ちょっとしながら、もぞ

もぞしてたのかなという気もしますけれども、条例上廃止になってしまえば、使用料規定もな

くなるということになれば、当初建物は４月１日以降、一般町民は使えないというような形な

るんではないかと思いますけども、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） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     現町民会館の今後のことだと思います。新町民会館を４月１日から、現在の鰍沢福祉センター

のほうに移行する条例を今回出させていただいております。そして、建物は現町民会館は残り

ます。今後の活用方法の状況によってですね、役場の東別館みたいな形で残ることになると思

います。役場の庁舎については、設管条例はありませんので、役場で管理をするということに

なります。そこに、職員が配属されるようであれば、中の会議室等、全部を当面使いませんの
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で、一部、耐震化のＩＳ値は低いということはご承知おきいただきながら、この役場本庁舎も

ＩＳ値は低いわけでありますけども、役場の食堂も皆さんいろんな会合にも使っていただいて

おりますんで、中央公民館は使用料条例をつくってありますが、役場の庁舎の中は使用料を定

めておりませんので、そんな感じでご活用いただけるんじゃないかと、こんなふうに思ってお

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ある意味、これからもちょっと使いたいよという人にとっては、便宜を図っていくというふ

うに理解すればよろしいでしょうかね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今後の活用方法によってということでご理解いただければとます。使う予定がなくなれば、

閉鎖もいたしますが、建物は残っておりますけども入口は閉鎖する。中で執務をしているよう

であれば、職員が管理ができますので、制限をする時もあるかもしれませんが、今の役場の食

堂も皆さんのご希望によって、昼間でも夜でも利用できるようになっておりますので、そんな

活用もできるんではないかということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     説明は理解できました。ありがとうございました。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     ３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ５８号の公民館条例等の一部改正する条例ですけれども、町民会館は来年４月から鰍沢とす 

ると。今の町民会館の名称はどのようにするのかどうか、町民にどのように知らせていくのか。 

この辺の予定は・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

現町民会館の４月以降の名称という質問だと思います。先ほど齊藤欽也議員さんにお答えし

たとおり、東別館になるかとか、これから役場の１庁舎でありますので考えていきたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

これから検討となるということですけども、使用規則に関しても当然和室あるいは、使える

施設・・・ 
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〇議長（齊藤正行君） 

     今、齊藤欽也議員の質問の中で答えていますよ。 

〇３番議員（川口正満君） 

 

今回の条例には加味されていませんけれども、あの準備中、ということでよろしいですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

齊藤欽也議員さんにもお答えいたしました。役場の建物には設管条例がありません。使用料

も決めません。今、皆さんに食堂を夜もお使いいただいておりますけども、すべて無料です。

役場の許可をとっていただければ使えると。役場の庁舎の一部になりますんで、今度は住民の

皆さんのために作ってある建物ではなくなりますので、ただ施設はありますからそういう中で、

管理がしっかりできるようであれば、無料でお貸しすることはできるのではないかと。先ほど

齊藤欽也議員さんにお答えしたとおりであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     心配といいますかね、ちょっと抜けているんじゃないかなというのは、この条例、まず上物

施設、機能が移設する。さてこちらの残された施設がどのように、名称が決まり、あるいは使

用規則が決まり、残されているんだということを明示していかないとですね、そこんところが

まだ。今ここでも、従来どおりであれば従来どおりですし、そこら辺をですね。条例上も補足

しておく必要があるんじゃないでしょうかという質問です。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

住民の皆さんが使う施設については名称をつけながら、これまでも旧設置管理条例というの

があります。役場の庁舎にはありません。今の町民会館は今度は役場の庁舎の一部になるとい

うことですから、富士川町役場で十分通じると思いますんで、そういう規則も作る予定はあり

ません。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それを聞いて、ひと安心しましたけれども、その旨町民はわかっていませんからね。教えて

あげた方がいいと思いますね。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。  

     １３番 井上光三君。 

〇１３番（井上光三君） 

     公民館条例につきまして１点だけちょっと確認させてください。この改正条例のところの

３条のところにですね、第７条中、許可しないことができるを許可しないものとすると、でき

る規定をしないものとするとはっきりとこのようにしたところと、それから営利を目的とした

事業を行うというのをつけ加えているんですが、このできる規定から、はっきりとしたことと、
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営利を目的とした事業というのは何を想定しているのかその点だけ確認をさせてください。お

願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     井上光三議員の質問にお答えします。町民会館の機能を、新しい現代の福祉センターの方へ

移転するということで、現在の町民会館には、老人福祉センターというところがございます。

そちらについては公民館機能と違いますので、今までは、営利目的、例えば、健康器具の販売

じゃないですけれども、健康器具を展示とか紹介するというようなものは、そこの老人福祉セ

ンターを使ってもらうということでありました。これから、公民館機能を移転しますので、今

の福祉センターにつきましては、公民館というふうなことで、そこのところで、できないとい

うふうなことであります。それからもう一つ営利目的はですね、特定の営利事務について公民

館の名称を利用させ、ほかの営利事業を援助することができないということで、公民館の法の

２３条の規定のほうでなっておりますので、機能が移れば福祉センターは、公民館ということ

になりますのでできないものとなっております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番（井上光三君） 

     その営利を目的のとらえ方でも１点だけちょっと確認させていただきますけれども、そうし

ますとですね。例えば入場料をとるようなものの使用というのはだめということですか。入場

料を取るようなことで使いたいという団体が出てきて場合には許可をしないということでよろ

しいんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     今度のところは公民館機能でありますので、営利を目的とする、それから入場料を取るとい

うことはできません。すみません、失礼しました。目的によってですね、使えるというものも

あると思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     中央公民館につきましての営利目的ということでございますけども、物品の販売等について

は営利目的になりますのでこれについては、社会教育法２３条で公民館で行ってはいけないと

いう行為になっております。入場料を取るということで、営利を目的としているというような

目的にによっては、使えないということになると思います。その状況によりまして、また判断

はしなければならないかとは思っております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番（井上光三君）  

     わかりました。個々の判断ということですね。わかりました。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     なしと認めます。 

     以上をもって議案第５７号のおよび議案第５８号の質疑を終わります。 

     ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１０分 

 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

日程第 ９ 議案第５９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第６０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第６１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計予算予算（第１号） 

以上の５議案については補正予算案でありますので一括して議題とします。 

これから議案第５９号から第６３号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

    ８番 鮫田洋平君 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

    では、２つほど質問させていただきます。歳入の指定寄付ですね。ふるさと納税の寄付が歳入

７９０万ほど増えていますけれども、これは当初、予定ではそれほど金額はもってないんですけ

れども、何件増えたのか教えてください。 

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いたします。ふるさと納税寄付につきましてはですね、 

１月末で約９２１件ございました。その増加分といたしまして今後の見込みも含めまして、今

回、補正予算を歳入として計上させていただきました。 

 当初は、仮で１０万円ということでもってありますけれども、今後の増加分も見込みまして

７９０万を増額させていただきました。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） 

     これだけ増えたということは、うれしいことなので、職員がかなり努力されて、これだけ増

えたと思いますので、ほかの各自治体もこの部分というのは多分、力を入れている部分だと思

いますので、また今後も継続して力を入れてふるさと納税のほうもお願いいたします。 

次に歳出の２２ページ。ＩＣＴ教育の機器の購入費が５００万ありますけれども、どの程度
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の整備を予定されているのか教えてください。 

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。今回補正の小中学校へのＩＣＴ機器の整備についてでございま

すけれども､５００万円を計上さしていただきました。今回の補正の中身につきましては、主に

小学校につきましては、電子黒板､実物投影機の整備を考えてございます。中学校につきまして

は、タブレット端末。それからタブレット端末が自由に使えるような校内無線ＬＡＮ、２校分

の整備を考えております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     そうしますと、電子黒板とか投影機、タブレットの導入ということなんですけれども、こう

いったものを導入後、先生たちがしっかり使えないと宝の持ち腐れになってしまうと思います

けれども、その辺の先生たちの研修とか勉強会とか講習というのは予定されているんでしょう

か。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

     議員さんがおっしゃるとおり、機器を整備してあとは先生方がどのようにこれらを利用して、

わかりやすい授業を行なっていくかということが、非常に大切なことかなというふうに思って

おります。学校の現場のほうでも鋭意先生方が努力をされているわけでございますけれども、

研修としましては、県の教育センターのほうでタブレット機器の利用方法の研修等がございま

す。これらを受講していただくというようなことで、推進していきたいなというふうに思って

おります。各学校には、情報担当の先生が専門にございます。先生方と、教育委員会でこの辺

のところの協議を今年し始めているところでございますので、今後の推進方法等について、検

討を進め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） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     せっかく導入していくのですから、しっかり指導していただいて、有効に活用されるように、

よろしくお願いいたします。また順次整備していくっていうことだと思いますけれども、今後

の予定なんかがありましたら教えてください。 

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） 

     国では、第２次教育振興計画というものをつくってございます。この計画によりますと国の

推進としては、各小中学校の普通教室に電子黒板、それから実物投影機をそれぞれ１台ずつ整

備しなさいと。それからタブレット端末につきましても、教室内でグループ活動ができる、も

しくは環境として、一人１台を使いながら、ＩＣＴ教育が推進できるというようなことを目標
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に置いております。富士川町におきましても、当面この国の目標値を目標としまして、整備を

していきたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     ありがとうございました。富士川町の子どもたちも最新の学習ができるように、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありますか。 

     １１番 市川敦子さん。 

〇１１番議員（市川敦子さん） 

     １３ページになりますが、保育所総務費というところで、事前に議案の説明を聞いたときに、

保育所事業経費というのが５２万９，０００円というふうにお伺いしています。私の見方が多

分違うんだろうなと思うんですが、７番の賃金と１３番の委託料と備品購入費の１８番を合わ

せても、金額にちょっと足りないんですが、その他どこかに、もってあるものがあるんでしょ

うか。病後児保育に関する費用として。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。賃金といたしまして、病後児保育の賃金が７万。そ

して需用費として、消耗品について７万円、光熱水費を１万７，０００円、役務費として通信

運搬費と傷害保険料、保険料が年間１０万円になりますので、ここが１１万１，０００円、そ

して備品購入費としまして１６万８，０００円を計上しております。その合計でございます。

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川敦子さん。 

〇１１番議員（市川敦子さん） 

     この７番から、１１、１２、１３、１８も総合計ということで理解していいということです

ね。はい、それは確認でいいです。じゃ、次お願いします。病後児保育の賃金ていう部分のと

ころの７万円でございますけれども、この賃金というのは、その都度需要があったときに、誰

か資格のある保育士さんをお雇いになって、そこの業務に充てるというような形で７万円を計

上しているんですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     はい。実績で計算しております。予定でその日にある・・・すみません。病後児保育の希望

者は前日までに予約となっておりますので、その時点で病後児保育で受け入れられるという決

定をした時点で保育士に連絡するという形でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川敦子さん。 
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〇１１番議員（市川敦子さん） 

     ３つ目になってしまうんですけど、そのやり方なんですけど、例えば保育士のそういう方た

ちを登録しておいていただくとか、結局、病児保育の保育士さんというのは、非常に私なんか

はベテランの人にしてほしいなと。普通の保育とちょっと違いますので、そういう意味からし

ては人選には資格があるということだけではなく、経験がやっぱりがあってほしいなと思うん

ですが、そういうところでの配慮はしていただけるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     今町立保育所におきまして代替保育士で、お願いしている先生方に声をかける予定でおりま

すが、看護師も、そのときは一緒に保育にあたるということで、指導をうけながら、またこれ

から需要が多くなるということであれば、それなりの勉強もしていかなければならないと思っ

ております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川敦子さん。 

〇１１番議員（市川敦子さん） 

     確認ですが、委託料というのは看護師の方たちに対するものということの理解でいいと思い

ますが。質問ではありません。確認です。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは企画総務費のところのふるさと納税、ページ言った方がいいかな。１０ページなん

ですけれども。実はふるさと納税について、最近になってですね、いろんなところで、新聞誌

上目にしまして、あれ、そうなのかなといったことがありましたのでお聞きしたいんですけれ

ども。自分の町に、ふるさと納税をするということができるのかどうか、そして本町で、もし

それについて何か、企画課なりで考えていることがあるのかどうかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     齊藤議員のご質問にお答えいたします。うちのふるさと納税の場合ですね。町内の方が納税

した場合には、特産品を受けとることはできないという決まりになっております。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） 

     特産品が受け取れないという限定がついているが、ふるさと納税はできるということですね。

次にちょっと、税務課の方にご質問したいんですけども、実はこれ７月の２９日の、日経新聞

にですね、税金についての話が載っていました。これには実はふるさと納税が載っていまして、

タイトルは、寄付なのに儲かると。内容は何かっていうと、小牧市で市民に対してふるさと納

税を奨励したと。１万円寄付すれば、３千円を出しますと。要するに自分の町に寄附すれば返
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礼品がもらえて、なおかつ、税収も増えるんだと。だから、市民の皆さんどんどんふるさと納

税してくださいと。こういう記事が載りまして、非常に驚いたわけですけれど、税務課にも少

しお話を伺いに行きましたけども、これって、この内容ってのはどのようなものなのか。本当

にそうであればこれは町民に奨励しなくちゃいけないんですけれども。その点について伺いた

いと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     税務課長 磯野英秋君。 

〇税務課長（磯野英秋君） 

     お答えします。小牧市のこの例なんですけども、私どもの方でも中身を分析しました。結論

から言うとですね、前提になる、税の制度ですとか、法律の適用とかが誤っておりますので、

こういうことは存在し得ない。こういうふうに解釈しております。具体的に申しますと、１万

円を寄付すると、ご存じのように、領収書を持って確定申告いたします。で、その際に２千円

は必要経費になりませんので８千円が所得から差し引かれる。差し引かれると所得税は少なく

なります。一方、住民税の方なんですけれども、これは算出した税金から、８千円が差し引か

れると。この辺を、この新聞記事は、ごっちゃにしておると。それから。住民税をいきなりで

すね、案分率という概念を持ってきております。案分立が何かと言いますと、住民税とはご存

知のように、町民税分と県民税分に分かれております。大体、６対４。簡単に言ってしまいま

すと私どものところで１万円の住民税が入ってきますと、県のほうには４千円を差し上げる、

町の方には６千円が残る。当然こちらには手数料というのが入りますので、そういう仕組みに

なっております。でいきなり、これを６対４で分けるという話もしておる。所得税の方の税率

の話に参ります。所得は累進課税。所得の多い人はたくさんの税率。少ない人は税率も少ない。

具体的には５％。一番多いところで４０％。この中のですね、この例を分析しましたら、２０％

の所得の税率というのを採用しております。それでこの根拠が、そもそも不明。一方ですね、

住民税、町県民税の方はご存じのように、平成１９年の３兆円の税源移譲がらみの話で、１０％、

フラット１０の所得が少ないも１０％の所得への税率になっております。それでこれをいきな

り６対４に分けるという乱暴な話をしていると。いうことで、非常にこの理解不能いうことで

あります。さらに申しませば、住民税というのは、そもそも町及び県に、住んでいる方がそれ

ぞれの行政、福祉、いろんなことに使うお金を共同で集めて、それで町の費用を賄いますとい

う制度でありますので、いつかも言ったかと思いますが、それに関してこういう制度をして、

奨励するのはいかがなものかなと、そもそもそんな気がしております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございました。よく理解できました。それでは、次に行きます。生活推進費のと

ころの、いわゆるホリデーバスについてお伺いしたいと思います。同じページです。企画総務

費の後です。まず、この事業、この間も説明を受けたんですけども、予算的にも５５０万ばか

り国からの補助金でスタートということなんですけれども、これまでですねコミュニティバス、

あるいはデマンドバスにしても、たしか試行期間ということを設けてやってきました。今回、

いきなり本格運行という話なんですけども。私も町長にだいぶ前から、山間部へのバスがない

と、観光客がなかなか足がないよ、何とかした方がいいよという話はしてまいったわけですけ
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ども、やはり私なんか観光振興という頭から考えますと、今から、紅葉の時期とか、ある一定

の特定の時期に、多くの方が来たがるんだろうというふうに思っております。そういうことで

ありますから、考え方とすれば施行運転をやって、その後それを精査した中で、例えば季節運

行を考えるとかいろんな考え方が出てくるのかなと思ってますけども、いきなり本格運行とさ

れたその点の理由だけお願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの齊藤議員のなぜ試行運転をせずに本格運行から始めるのかというご質問にお答え

したいと思います。本格運行で開始する理由はいくつかあるんですが、その大きなものに、ま

ず、地域公共交通会議にかけて進められるということであります。地域の足として公共交通を

どう維持するかっていうのはうちの町だけではなく、いろんな市町村の大きな課題となってお

りますけれども、持続させるために地域公共交通会議があります。地域の方や民間事業者や行

政が意見を出し合ったり、計画から運営、利用促進に参画するという会議です。この地域のニー

ズを踏まえた交通網に取り組むことが必要と今されております。特に中山間地域のこの路線は、

地域の足としても利用されるわけですから、地域のニーズに対応しながら進めていくことが必

要であります。それで地域公共交通会議にかけて、本格運行で開始した経過もございます。ま

た、ホリデーバス運行につきましては、以前からの土日祝日のバスを出してほしいという地域

の方の要望や、鰍沢口駅からの観光客の足の確保という地域ニーズも踏まえて計画をしており

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） 

     この件についてはですね、またのデータ収集をしっかりやっていただいて、改めてまた検討

をできる体制をとっておいていただきたいと思います。次に、これは教育費の部分ですけれど

も、学校費のところのプールの改修、２０００万ちょっとですけども、塗装と改修というとこ

ろであります。改修の具体的な内容を金額が大きいのでちょっと教えてください。 

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） 

     齊藤議員のご質問にお答えいたします。増穂小学校のプールでございますけれども、昭和

６３年に建設されたということで、だいぶ老朽化が激しいという状況になってございます。特

にプールサイドの表面が剥がれるというようなことが起きておりまして、当然子どもたちが、

裸足で利用するというのに非常に危険な状態というような箇所が出ていような状態でございま

す。今回の補正予算の改修工事につきましては、このプールサイドのシート張りの改修。それ

から、プール及びプールサイドの壁の塗装、それから、管理棟の前に大型の日よけを設置する

ということで、日よけがなかったわけでございますけれども、管理棟前に日よけを設置する工

事ということで、改修することになっております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ありがとうございました。次に同じ教育費でも社会教育のところですけれども、天神中條区

へ屋根の改修ということで補助金を出しています。これには、もちろん補助規定に沿ってとい

うことだろうと思いますけれども、いわゆる地区公民館の改修といった場合に、どこまでが改

修なのか、あるいは基準ですね、その点ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

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。天神中條区から屋根を直したいということで補助金の申

請がございました。補助金の申請につきましては、富士川町公民館の改修修繕事業補助金のな

かにですね、交付規則がございます。地区の公民館の場合１件の事業費１００万円以上につき

まして、限度額１５０万円、補助率が３分の１以内となっております。全体の工事費の申請で

ありますけれども、３５６万８，０００円でありますので、これを３分の１としまして予算計

上を１１８万９，０００円ということで載せていただきました。どこまでが改修かということ

でございますけれども、改修につきましては１００万以上、それから修繕につきましては１件

の事業が２０万から４０万未満の場合は、限度額２０万で２分の１になると、１件事業費が

４０万以上で１００万円までだと、３３万円が限度額で３分の１の補助となっております。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） 

     すべての金額で定めているということで、よろしいかと思います。以上で私の質疑は終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     １点だけ確認したいと思います。今年度、ＰＣＢ廃棄物の処理が、当町も持ち込めるという

ことになったと説明を受けておりますけれども、学校関係で２，０００万くらい、農林水産、

それから衛生費、いろんな分野に分かれてＰＣＢがありますけども、総務かどこかで、まとめ

て当町に関する費用、あるいは量等をまとめていたら教えていただきたいとます。 

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） 

     ＰＣＢの量でございますけど、農林振興課、教育委員会、町民生活課と、３課に分かれてい

ます。農林振興課が高濃度のＰＣＢが２８７キロ。低濃度は４９８キロ。教育委員会の教育総

務課が高濃度が６４４キロ、低濃度が１，０９０キロ。生涯学習課が高濃度が５２．９キロ、

町民生活課が低濃度が１１６キロという内訳でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

すみません。ちょっと暗算ができないものですから、総合計、衛生費も関係してくると思う

んで。このまちの中に、今年度ＰＣＢ、特に補正ばっかじゃなくて、初年度で予定してあるか

もあるかもしれませんけど、当町の処理しなきゃならない保管ＰＣＢはどのくらいあって、２，

３００万じゃ、２，３００万でいいんですけれども。 

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） 

     保管してあるＰＣＢにつきましては、今現在、今申し上げた量でございます。合計は高濃度

が９８４，３キロ、低濃度は１７００，４キロという形でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございました。以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

     １３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     それでは一般会計の８ページ。コンビニ交付システム。今回、マイナンバー制に伴うコンビ

ニ交付システムの負担金だということと思いますけれども、これが、恐らく月割で、これから

の金額だと思うんです。年間いくらなのかということと、それから今現在住基カードについて

も、同じ負担金を出していますけれども、両方の年間負担金の額をお願いいたします。 

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） 

     ただいまのの井上議員のご質問ですけれども、ただいま住基、それからコンビニ交付の関係

の細かい資料がございませんのでまた後で提示させていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     金額は後で教えていただきたいと思いますが、私が質問したかったのはですね、今度の新し

い制度で、コンビニ交付システムが始まります。住基カードも現状のまま残りますと。事前説

明の時には。住基カードについては１０年間そのまま続きますという考え方だったんですね。

これは国等の指導が１０年間だと思うんですが、これ、ずっと並行して負担金を出していくと

いうのが１０年間というよりもですね、うちの町では例えば５年で切りますとかですね、そう

いう形で、一方の負担を減らしていくというふうな方法を考えてほしいんですが、そのへんの

ことはとどのように考えていますか。 

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） 
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     ただいまのご質問ですけれども、住民基本台帳法によりまして、住基カードの有効期限が

１０年と定められております。今後、勧奨しましてもしあの住基カードをほしいという方がい

ましたら、緊急性がない場合につきましては、マイナンバーの方をお勧めしたいと思っており

ますが、法律により決められておりますので、その辺の有効期限を市町村で変えるということ

ができない状況です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     事前説明の中ではどこかの自治体では、１０年のところを５年にということで住民に案内を

しているという話を聞いたんですが、またそれをは後でまた確認したいと思います。コンビニ

交付については以上ですが、もう１点だけちょっと伺いしたいと思うんですけれども、２４ペー

ジの社会体育施設費の鰍沢プール土地借地料ですね。これがここで補正で増えたというのは、

今までは、学校関係、教育課の関係だったので大変安かったんですよと。今度は学校関係でな

くなるの、高くなりましたということなんでこれも恐らく年間ですとこの倍になるのかわかり

ませんけれども、借地料も多くなったということなんですね。以前何年か前に私がこの借地料

を払っている部分については、町で購入したらどうですかという話をしたときに、これは非常

に安い借地料なので購入するよりも、借りていた方が、有利ですよというな話も聞いたんです

が、今度借地料が上がったということで、土地の購入について検討されているのかどうか、お

願いをしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     国の土地の借地料についてのご質問にお答えいたします。鰍沢プールの部分は、現在８０万

ほどが、先ほど質問にありましたように、今度プールから駐車場に変わるということで、半年

ですが、それが１３０万になるということで５０何万の計上をされていただきました。それ以

外に新町民会館の底地も借地であります。全部を取得すると１億数千万になると思います。今

まではこういうことから借りていた方が安いという答弁させていただきました。今後は半永久

的に使っていきますので、財務事務所と、そしてまた、その財源についても県の方とで協議を

しながら、取得に向けて、今交渉を進めております。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） 

ありがとうございました。たまたま、隣接の土地、開発基金の土地を買い戻した部分もあり

ますので、ぜひその辺は検討をお願いしたいと思います。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。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上をもって議案第５９号から第６３号までの質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
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   日程第１４ 議案第６４号 鰍沢中学校屋内運動場アリーナ他天井改修工事請負契約の締結につ

いてを議題とします。 

これから議案第６４号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     締結案件ということで一点だけですね、質問をしておきたいと思います。指名競争入札とい

うことでありますけども、何社されたのか。それともう一点は、指名ですからその基準につい

てお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ただいまの指名業者の件数ですけれども、これは８件でございます。それから、８件は内規

で金額によって定められております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

８社内規で金額でという話なんですけども、こういったものについては、選定委員会なり何

なり開くと思うんですけど、その点についてどのようにされたのかお伺いしておきたいと思い

ます。 

指名業者の選定に当たって、どのように、選定委員会なり何なりを開催するのかなとも思い

ますけども、その点についてお伺いしたい。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

指名につきましては指名会議を、毎回設けてございますので、関係をいたします課長たちが

指名委員長として出てきていただいた中で、協議をしております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

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。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６４号の質疑を終わります。 

これから議案第６４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。 
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以上をもって、議案第６４号の討論を終わります。 

これから、日程第１４ 議案第６４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１５ 認定第２号 平成２６年度富士川町一般会計および各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第１６ 認定第３号 平成２６年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので一括して議題とします。本案は予算特

別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから認定第２号および認定第３号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     総括質疑ということで、１点だけお伺いしたいと思います。２６年度決算についてという

１ページですけども、ここの中ほどのところにですね、町税に並んで大きな一般財源となりま

す地方交付税は、基準財政需要額の減少により、前年度比０，７％の減と。で金額的には２，

０００万ほどという一文があるわけですけども、２４年度の基準財政需要額が３６億９，

０００万円。２５年度は３６億８，０００万円と。大体１，０００万円ほど減少してるわけで

すけども、ここで０，７％でということで言われています。これが大きく変動したのかどうか、

またもし、変動しているんであればその理由をお伺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（齋藤靖君） 

     齊藤議員のご質問にお答えいたします。基準財政需要額というのは、共通の尺度をもとにし

て、全国統一的にその標準的に財政需要を図ろうというような、国が地方交付税を決める上で

算定した式であります。この中に、基準財政需要額を算定するのには、それぞれの種目ごとの

単位費用というのがございます。さらに補正係数というのもございます。これが毎年かわって

いるというのは現実であります。それともう一つ、基準財政需要が今回減っているというよう

なお話をさしていただきましたけれども、特に要因として考えられるもの一つを挙げるとすれ

ば、教育費の中で、学校の単位費用という部分がございまして、その中で学校数とか、学級数、

さらには児童数というものが、基準になってきます。このうちで考えていきますと、ここのと

ころ毎年小学校１校ずつ減ってるという部分もありますから、若干ではありますけれどもそう

いった部分で、基準財政需要額は減っているというようなことになります。以上です。 

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）  

     ありがとうございました。以上で質問を終わります。 

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２号および認定第３号の質疑を終わります。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時５６分 
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平成２７年第３回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２７年９月２８日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２  請願第 ４号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図 

るための請願について 

日程第 ３  議案第５４号 富士川町特定個人情報保護条例の制定について 

日程第 ４  議案第５５号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第５６号 富士川町景観条例の制定について 

日程第 ６ 議案第５７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について         

日程第 ７ 議案第５８号 富士川町公民館条例等の一部を改正する等の条例につい

て 

日程第 ８ 議案第５９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算(第２号) 

日程第 ９ 議案第６０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

(第１号)  

日程第１０  議案第６１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第 

１号)  

日程第１１ 議案第６２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算 

(第１号)  

日程第１２ 議案第６３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第 

１号)  

日程第１３ 認定第 ２号 平成２６年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第１４ 認定第 ３号 平成２６年度富士川町水道事業会計決算認定について 

        日程第１５ 発委第 ２号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第１６ 意見書案第２号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図 

るための意見書提出について 

日程第１７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１８ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１９ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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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．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 
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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 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 小 林  恵 

書    記 樋 口 一 也 
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開会 午前１０時１３分 

〇議長（齊藤正行君） 

 本日は、第３回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第３回定例会も、本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 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、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 なお本日、追加案件として発委案１件、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案

されています。 

 ご審議をよろしくお願いします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

     ここで町民生活課長佐藤洋子さんから、答弁保留の質疑について答弁したい旨の申し出と、

ホリデーバス運行開始のチラシについて、議会議決前の事前配布について謝罪したい旨申し出

がありましたので、これを許します。 

     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） 

     ９月１５日の質疑の際、井上光三議員より住民基本台帳カード（以下住基カードと申し上げ

ます。）負担金及びコンビニ交付負担金の今年度の予算について、及び住基カードの有効期限に

ついてのご質問がありましたので、ここに報告させていただきます。今年度、当初予算額は、

コンビニ交付システム関係負担金として、全国の運営負担金１００万円、県内７市町村が参加

する共同化負担金として３４１万６，０００円です。また、９月補正予算額は、コンビニ交付

システムの個人番号カード（以下マイナンバーカードと申し上げます。）対応に伴う改修費とし

て、４６７万４，０００円を計上しており、合計で９０９万円となっております。なお、住基

カードの発行は、平成２７年１２月２２日で終了し、かわってマイナンバーカードの発行とな

ります。既に発行された住基カードは、住民基本台帳法で定められた、１０年間の有効期限ま

で、利用することは可能ですが、住基カードと、マイナンバーカードの両方を持つことはでき

ません。どちらか一つとなりますので、番号法の周知とともに、マイナンバーカードへの移行

を勧奨してまいります。また、法律により、他市町村で、住基カードの有効期限を変更すると

ころはありません。この件につきましては以上です。 

加えて、富士川町ホリデーバスのチラシ配布についてのおわびを申し上げます。本日の議会

議決前の広報の配布とともに、ホリデーバスのチラシを入れてしまいました。誠に申し訳ござ

いませんでした。事前の全員協議会の折に、ホリデーバスの説明をさせていただいた際、事前
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のＰＲにつきまして、きちんと議員の皆様の了解を得ていなかったということでございます。

本当に、配布してしまったことにつきまして、おわび申し上げます。申し訳ございませんでし

た。 

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第２ 請願第４号 ３０人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願につい

てを議題とします。 

去る９月１１日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第４号について、委員長の報告

を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

          ―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。井上委員長、その場でしばらくお待ち

ください。 

これから、請願第４号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、請願第４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

これから、請願第４号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、請願第４号の討論を終わります。 

これから、日程第２請願第４号を採決します。 

請願第４号に対する委員長報告は、採択とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第４号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第３ 議案第５４号 富士川町特定個人情報保護条例の制定について 

日程第４ 議案第５５号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の制定について 

日程第５ 議案第５６号 富士川町景観条例の制定について 

以上の３議案は条例制定案でありますので一括して議題とします。 

去る９月１５日に各常任常任委員会へ付託しました。 

まず、議案第５４号について、委員長の報告を求めます。 

９番 長澤健君。 
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〇９番議員（長澤健君）  

          ―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 

長澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５４号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

長澤委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

次に、議案第５５号について、委員長の報告を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

          ―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５５号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５５号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

次に、議案第５６号について、委員長の報告を求めます。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

          ―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

市川委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５６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５６号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

市川委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

これから、議案第５４号から第５６号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５４号から第５６号までの討論を終わります。 

これから日程第３ 議案第５４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第５４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

これから、日程第４ 議案第５５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第５５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

これら日程第５ 議案第５６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第５６号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号は委員長報告のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第６ 議案第５７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第５８号 富士川町公民館条例等の一部を改正する等の条例について 

以上の２議案は、条例改正案でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第５７号及び第５８号を一括して、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５７号及び議案第５８号の討論を終わります。 

これから、日程第６ 議案第５７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５７号は原案のとおり可決されました。 

これから、日程第７ 議案第５８号を採決します。 
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お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第 ８ 議案第５９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第 ９ 議案第６０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ 

いて 

日程第１０ 議案第６１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１１ 議案第６２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ 

いて 

日程第１２ 議案第６３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

以上の５議案については、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５９号から第６３号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５９号から第６３号までの討論を終わります。 

これから、日程第８ 議案５９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５９号は原案のとおり可決されました。 

これから、日程第９ 議案第６０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６０号は原案のとおり可決されました。 

これから、日程第１０ 議案第６１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６１号は原案のとおり可決されました。 

これから、日程第１１ 議案第６２号を採決します。 



 １３８

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６２号は原案のとおり可決されました。 

これから、日程第１２ 議案第６３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第１３ 認定第２号 平成２６年度富士川町一般会計および各特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

日程第１４ 認定第３号 平成２６年度富士川町水道事業会計決算認定について 

平成２６年度の決算認定につきましては、去る９月１１日の本会議で、決算特別委員会に付

託しましたので、委員長に審査の報告を求めます。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

          ―――― 委 員 会 審 査 報 告 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で委員長の報告が終わりました。 

齊藤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号及び第３号については質疑と討論を省略します。 

齊藤委員長、自席にお戻りください。 

これから、日程第１３ 認定第２号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号は原案のとおり、認定することに決定しました。 

これから、日程第１４ 認定第３号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
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委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第３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２５ 発委第２号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。

提出者 秋山貢君から、本案について提案の趣旨説明を求めます。 

１２番 秋山貢君。 

〇１２番議員（秋山貢君） 

          ―――― 議 案 の 提 案 趣 旨 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、発議第２号の趣旨説明が終わりました。 

秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、発委第２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、発委第２号の質疑を終わります。 

秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、発委第２号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって発委第２号の討論を終わります。 

これから、日程第１５ 発委第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第１６ 意見書案第２号 ３０人以下学級実現義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見

書提出についてを議題とします。 

意見書案第２号の提出者に説明を求めます。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

          ―――― 意 見 書 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
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     以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、意見書案第２号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 

これから、日程第１６ 意見書第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

  日程第１７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１８ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１９ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の４議案は、閉会中の継続調査案でありますので一括して議題とします。 

各常任委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

平成２６年度の決算認定案など、重要案件を熱心にご審議をいただき、ここに無事閉会でき

ますことを厚くお礼申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、質疑、答弁、決算特別委員会、

各常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 
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これから、各種行事が催される時期となります。何かとご多忙のことと存じますが、健康に

は十分ご留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平

成２７年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時４５分 

 

 

 

 


