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平成２８年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２８年３月１１日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

  

        日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 ２号 富士川町行政不服審査会条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ３号 富士川町法務専門職員の任用等に関する条例の制定に 

ついて 

日程第 ６ 議案第 ４号 富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

の定数に関する条例の制定について 

日程第 ７  議案第 ５号 富士川町水道料金等審議会条例の制定について 

日程第 ８  議案第 ６号 富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等 

の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ７号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ８号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議 

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１１ 議案第 ９号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第１２ 議案第１０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

例について 

日程第１３ 議案第１１号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１２号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第１５ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第１６ 議案第１４号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１７ 議案第１５号 富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に 

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１６号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１９ 議案第１７号 富士川町物品調達基金条例を廃止する条例について 

日程第２０ 議案第１８号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 
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日程第２１ 議案第１９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３号） 

日程第２２ 議案第２０号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２３ 議案第２１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２４ 議案第２２号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予 

             算（第１号） 

日程第２５ 議案第２３号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第２４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３号） 

日程第２７ 議案第２５号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第２８ 議案第２６号 平成２７年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第２７号 平成２８年度富士川町一般会計予算 

日程第３０ 議案第２８号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３１ 議案第２９号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３２ 議案第３０号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３３ 議案第３１号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３２号 平成２８年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３５ 議案第３３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３５号 平成２８年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３６号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予 

             算 

日程第３９ 議案第３７号 平成２８年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第４０ 議案第３８号 平成２８年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財 

産区特別会計予算 

日程第４１ 議案第３９号 平成２８年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予 

             算 

日程第４２ 議案第４０号 平成２８年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４３ 議案第４１号 平成２８年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４４ 議案第４２号 富士川町過疎地域自立促進計画について 

日程第４５ 議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第４６ 議案第４４号 財産の貸付について 

日程第４７ 議案第４５号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に 

伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件 

日程第４８ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

        ８番  鮫 田 洋 平        ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢       １１番  市 川 淳 子 

 １２番  齊 藤 欽 也       １３番  井 上 光 三   

１４番  神 田   智       １５番  小 林   進 

      １６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

８番  鮫 田 洋 平        ９番  長 澤   健 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 笠 井 千 尋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史 

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

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね   

農 林 振 興 課 長 内 田 一 志  建 設 課 長 細 野 幸 男 

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

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 小 林  恵 

書    記 樋 口 一 也 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 富士川町告示第５号をもって招集されました、平成２８年第１回富士川町議会定例会に議員

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

ざいます。 

 ただいまの出席議員は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２８年第１回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ３月に入り暖かい日が続いています。大法師さくら祭りの準備もはじまり、町内に春の訪れ

を感じられるようになりました。今定例会が終わるころには、桜も見事な花を咲かせ、町に活

気と賑わいをもたらせてくれることと思います。 

今日は、３月１１日です。忘れることのできない東日本大震災の日から、５年が経ちました。

震災後、国を挙げて復興に取り組み、ライフラインを始め、道路も整備され、団地が建設され

るなど、復旧が進んだものの、未だ１８万人もの被災者が元の生活には戻れず不自由な生活を

余儀なくされています。日々メディアで伝えられる現地の様子をみますと、福島県では原発事

故で排出された汚染物質が、行き場のないまま整然と並べられ、復興にはまだまだ長い年月を

要し、多くの人の手が必要とされています。災害を他人事とはせず、国民の一人ひとりが、何

ができるか、またどう備えるかを、改めて考えることが重要であると感じます。 

災害に遭われた多くの方々に、心から哀悼の意を表します。 

さて、内閣府が発表した２月の月例経済報告によりますと、景気は、このところ一部に弱さ

もみられるが、緩やかな回復基調が続いているとしつつ、中国を始めとするアジア新興国経済

の動向や、金融資本市場の変動に留意する必要があるとしています。 

こうした中、今月３日に安倍首相は来年四月の消費税率１０％の再増税について、予定どお

り実施する意向を表明しました。国民への影響を考慮した軽減税率制度の導入の検討とともに、 

制度導入により、事務負担が増す中小零細企業への配慮も重要になってくると思われます。消

費者だけではなく、企業にとってもわかりやすく混乱が起きない制度となるよう願います。 

また、国は少子高齢化の対策として「一億総活躍社会」に向けたプランを５月にまとめると

しており、保育や介護の現場で働く人を増やすため、待遇改善に取り組むとしています。この

施策の基本には、都会に多く見られる保育所の待機児童の問題や、親の介護により離職を余儀

なくされ貧困に陥る「介護離職」の問題などの解決が必須であり、国民にとっても早急に対応

を望む事案であります。介護を取り巻く問題解決については、わが町にとっても大きな課題で

あります。国の動向を注視するとともに、われわれ議会も町とともに対応していきたいと思い

ます。 

さて、今定例会は平成２８年度当初予算、条例制定や条例改正などについて、審議をお願い

することとなります。会期は、２５日までの１５日間を予定しております。 

 議員各位におかれましては、健康管理に十分ご留意され、各議案の慎重かつ丁寧な審議をお

願い申し上げ、ごあいさつといたします。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
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   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、 

  ８番 鮫田洋平君  

  ９番 長澤健君 

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２５日までの１５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２５日までの１５日間と決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。このほか、議員各位に

は、各種行事などにも積極的に参加していただき大変ご苦労さまでした。 

 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。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２８年３月 富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、全員の御出席を賜り、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、１０月から１２月期の実

質ＧＤＰの成長率は、前期比で0.4％減、年率 1.4％減となり、２四半期ぶりのマイナスとなっ

ており、「景気は、このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」と、

しています。 
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  一方、先行きにつきましては、「雇用、所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあっ

て、緩やかな回復に向かうことが期待される。」と、しておりますが、「海外経済で弱さがみら

れており、中国を始めとするアジア新興国や資源国の景気が下振れし、我が国の景気が下押し

されるリスクや金融資本市場の変動の影響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、１月２２日に「平成２８年度の経済見通しと

経済財政運営の基本的態度」を、また、２月５日に「産業競争力の強化に関する実行計画 2016

年度版」を、閣議決定しました。 

また、日本銀行は、１月２９日、２％の物価安定目標の実現のため、マイナス金利付き量的・

質的金融緩和の導入を決定し、今後は、量・質・金利の３つの次元で緩和手段を駆使して、金

融緩和を進めていくとしています。これにより、２％の消費者物価上昇率を達成し、デフレか

らの脱却を目指すとしておりますが、地方経済においても、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、公共施設の再配置及び移転についてであります。 

本町では、平成２７年２月に公共施設再配置計画を策定し、町有施設の整理・統合に着手した

ところであります。その第一弾として、町民会館を鰍沢福祉センターへ移転し、同時に駐車場

など施設周辺の整備を行い、本年４月から新町民会館としてオープンすることとなりました。

この新町民会館は、生涯学習機能や中央公民館機能を備えると同時に、地域住民の安全、安心

な暮らしを守るため防災機能も備えた施設としての整備を行って参りました。特に、大地震発

生時には、水道管の寸断等により消火栓の使用ができなくなることが予想されることから、そ

の重要な防災対策の一つとして、併設する駐車場地下に 100 トンの耐震性防火水槽を整備し、

更なる消防、防災の充実、強化 を図ったところであります。 

次に、鰍沢分庁舎は、昭和４３年１０月に鰍沢町役場として完成し、合併後も、建設課、農

林振興課、商工観光課の分庁舎機能及び鰍沢サービスセンターとしての機能を果たして参りま

した。 

建設以来４８年が経過し、耐震基準を示すＩｓ値は、  ０．１７と低く、非常に危険な建

物となっていると同時に、近年は経年劣化に伴う維持補修費が増加していることから、別の建

物への移転が必要となっております。今回の町民会館の移転に伴い、現在の町民会館を含めた

東別館の活用が可能となったことから、住民の利便性を図るため、分庁舎機能を移転させるこ

ととし、今定例会に分庁舎の移転に関する所要経費を計上しております。 

なお、鰍沢サービスセンターは、鰍沢地区の住民サービス拠点として存置し、教育文化会館

へ移転することとしております。 

次に、学校施設の窓ガラス飛散防止対策についてであります。 

本町では、地震や偶発的な事故による窓ガラスの飛散防止を図り、安全な環境を整えるため、

すでに強化ガラスを採用している施設を除き、公共施設へ順次、飛散防止フィルムを貼付して

おり、本年 度までに、保育所、児童センターついては、完了したところであります。今後は、

学校施設の飛散防止対策を講じることとし、まず、増穂小学校を 2か年計画で実施して参りた

いと考えております。 

また、増穂中学校においては、昭和４６年に建築され、既に４４年が経過しており、この間、
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昭和６１年に校舎の耐震化、平成１３年には一部改修を実施して参りましたが、建具等は建築

当時のままとなっております。特に教室の窓はスチール製であることから、振動にも弱く、地

震などの災害時、生徒への危険性が懸念されますので、建具改修工事としてアルミ化するとと

もに、強化ガラスへの入れ替えを行いたいと考えております。 

こうしたことから、安全な教育環境を整えることとし、今定例会に所要の経費を計上してお

ります。 

     次に、町消防団第３分団詰所の完成及び防火水槽の整備計画についてであります。 

     町消防団第３分団詰所は、建物の老朽化や狭隘化をはじめ、駐車場もないことから、その移

転、新築は長年の懸案でありましたが、地元の長澤区、大椚区をはじめ、関係各位のご理解と

ご協力をいただき、このほど、耐震性や利便性、機動性に優れた、新しい第 3分団詰所が完成

しましたので、今月 ２４日に竣工式を執り行うこととしております。 

また、近年、南海トラフ巨大地震などの大規模災害による被害が懸念されており、火災時の

被害を最小限に食い止めるためには、消防水利の確保を着実に進めていく必要があると考えて

おります。こうした中、明年度には、国からの財政的支援が得られる見通しとなったことから、

第３分団詰所敷地内に耐震性防火水槽を整備し、更なる消防・防災力の充実・強化を図って参

りたいと考えております。 

次に、トレーニング室の指定管理及びオープンについてであります。 

トレーニング室につきましては、リニア中央新幹線建設に伴い、移転先をフォレストモール

富士川の店舗内とし、本年４月オープンする運びとりました。 

     また、管理、運営については、利用者への質の高いサービスの提供、長期にわたり効果的で

効率的な管理運営を行う必要があることから、新たに指定管理者を募集し、提案を求めてきた

ところであります。こうした中、３社からの応募がありましたので、指定管理選定委員による

選定委員会において、それぞれの応募者から、事業計画、収支予測などの説明を受け、選定基

準に照らし合わせ、審査を行った結果について、答申をいただきましたので、甲府市の株式会

社「ブルーアースジャパン」を指定管理者とする、指定案件をお願いするものであります。 

なお、この新しいトレーニング室では、専属のトレーナーによる、器具の操作方法の指導、

個人運動プログラムの作成、各種健康づくり教室等を開催する予定であり、町民の皆様が気軽

に適度な運動を実践できる環境を整え、健康づくりや体力づくりを目的としています。 

次に、ますほ文化ホールの指定管理に向けた取り組みについてであります。 

ますほ文化ホールにつきましては、公共施設再配置計画に基づき、継続使用しますが、管理、

運営については、限られた財源の中で、効果的な方法を庁内検討会や文化ホール運営委員会で

協議を重ねて参りました。その結果、最も効果的な方法として経費の節減と、より質の高いサー

ビスが提供できる指定管理者制度を導入する方針としたところであります。 

なお、指定管理者の選定につきましては、住民ニーズに沿った管理運営ができる団体を考え

ております。 

次に、町道北新町 1号線ラウンドアバウト交差点の完成についてであります。 

峡南医療センター富士川病院 西側の北新町１号線交差点は、円形の環状交差点「ラウンドア

バウト交差点」として、整備を行って参りましたが、今月２４日に供用開始予定であります。 

この交差点は、県下で初めての環状交差点であり、信号機のない丸い交差点となり、停電時に

おいても、安全に車や歩行者が通行できるようになります。 
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また、環状交差点への侵入は、左折専用で、右折ができないことや侵入後は、円形の環状内を

時計回りに走行し、目的の道路へ左折して出ていくことになりますので、通行については、当面、

鰍沢警察署の協力を得て、交通指導などをお願いしているところであります。今後は、町民のみ

なさまに安全で利用しやすく、また、愛される交差点となるよう期待しているところであります。 

次に、町民交流広場についてであります。 

町民交流広場につきましては、平成 24 年度に国土交通省の事業である「かわまちづくり」支援

事業の認定を受け、富士川右岸の河川敷にスポーツ施設等の建設を実施するものであり、国土交

通省においては、河川の整備として、平成 25年度から浸水護岸の詳細設計を、26年度は護岸の

工事の基盤整備が行われて参りました。本年度おいて、国土交通省による建設予定地の荒造成が

完了したことにより、町といたしましては、明年度から町民交流広場事業として、町民のスポー

ツ振興はもとより、「憩いの場」、「交流の場」として活用できる施設の建設に順次着手することと

し、所要の経費を今定例会に計上しております。なお、主な施設としては、ウレタン舗装による

８レーンの４００ｍトラックをはじめ、走り幅跳び、砲丸投げ、走り高跳びの競技が行える陸上

競技場や公式試合が行なえる人工芝サッカー場などのスポーツ施設とともに、休憩スペースとな

る東屋やベンチ等を備えた芝生広場、車いす使用者も利用できる散策路や約２００台が利用可能

な駐車場等を計画しております。 

次に、保育料の軽減についてであります。 

町では、子育て支援の施策とし、平成２２年度より同時に２人以上の子どもが、保育所に入所し

ている場合、第２子目は半額、第３子目以降は無料や年齢や所得階層により差がありますが、国

の基準額の約６割前後を上限とした保育料を設定し、保護者の費用負担の軽減を行って参りまし

た。こうした中、県は本年 4月から市町村民税所得割課税額が169千円未満の世帯において、第

１子の年齢に関わらず、第２子以降の子どもが３歳になるまでの保育料を無料とする方針を明ら

かにしたところであります。町といたしましても、県のこの方針のとおり実施に向け、要綱の制

定・保育料算定システムの改修等、準備を進めていく予定であります。 

次に、新ますほ児童センターについてであります。 

   リニア中央新幹線建設に伴い、移転予定の新ますほ児童センターについては、整備検討委員会を

立ち上げ、規模や機能と移転場所について協議を行って参りました。検討委員会からは、機能に

ついては町の子どもたちの育ちを支援する拠点施設として、規模については国の基準に沿った、

教室、遊び場、図書室、集会室などが必要なこと、また、保護者が安全に子どもの送迎を行える

駐車場の確保も必要であることから、広い敷地が必要との報告をいただいたております。 

また、移転場所につきましては、これまでに検討した規模・機能の条件に合う、現在のますほ

児童センターの北側３か所を候補地としたところであります。 

今後は、建設に伴う調査等が必要なことから、今定例会に所要の経費を計上しております。 

次に、重度心身障がい児医療費助成制度の見直しについてであります。 

山梨県の現行の重度心身障がい者医療費の助成制度は、国から課される国民健康保険への国庫負

担金減額措置のペナルティーが多額となり、助成制度自体の存続が危ぶまれるため、平成 26 年

11月診療分の医療費から窓口無料化方式を廃止し、自己負担分を一旦支払った後、全額を助成す

る自動還付方式に改め、本町においても県の方針に沿って実施して参りました。しかし、子ども

医療費は窓口無料化であり、健常児との窓口負担に差があるため、県は本年４月から、再び重度

心身障がい児の窓口無料化を中学校３年生までを対象に、実施する方針を示しました。この見直
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しに伴い、本町においても、方針のとおり実施するとともに、独自策として、子ども医療費助成

制度の対象年齢と同様な１８歳までを対象に、窓口無料化へ制度移行することとし、現在、制度

移行に向けた準備を進めているところであります。  

次に、旧五開小学校の校舎及び土地の貸付についてであります。 

旧五開小の利活用については、平成２２年３月末の閉校以来、地域と協議する中で、有効活用を

検討し、利用したい企業法人等を全国へ募集を行って参りました。今までに何件かの応募、問い

合わせがありましたが、条件に合わず、貸し出しには至りませんでした。こうした中、昨年、青

少年の健全育成を目的とする、特定非営利活動法人ウッドクラフトから活用したい旨、事業計画

書の提出があったところであります。この団体は、横浜市に拠点を置き、放課後キッズクラブを

運営委託するほか、青少年を対象とした野外活動事業を行っており、旧五開小を野外活動の拠点

とし、地域と連携した事業展開を実施したい計画であります。こうしたことから、地区説明会の

開催や五開地区方々の意見をいただく中で、貸し出しについて検討し、協議を進めて参りました

が、地域の活性化、交流人口の増加と新しい活力を生み出せる団体であることから、特定非営利

活動法人ウッドクラフトに旧五開小を貸し出すこととし、今定例会に財産貸付の案件と所要の経

費を計上しております。 

    次に、行政組織の再編についてであります。 

本年４月から、役場は新しい組織体制でスタートいたします。新体制では、効率的で効果的な行

政運営を念頭に、政策、企画部門と広聴広報、対外的庶務業務を所管する政策秘書課を新設し、

人事や給与など内部的庶務業務と財政管理を所管する財務課を新設するとともに、公共施設再配

置やリニア中央新幹線に伴う公共施設移転など、新たな施設整備が必要なことから、施設整備と

町有財産の管理、契約業務などを所管する管財課を新設することとしております。 

また、農林振興課を廃止し、商工振興、観光振興は、農林振興とも密接な関係にあるため、こ

れらを一元的に所管する産業振興課を新設し、建設課を一般土木と農林土木を所管する土木整備

課に再編し、町づくり推進室については都市計画づくりや都市整備、住宅管理等を所管する都市

整備課として新設するものであります。なお、下水道と合併浄化槽を担当する部署も異なりまし

たが、下水道関係は上下水道課に一元化することとしております。なお、組織再編による来庁者

の混乱を招くことがないよう、広報誌を利用し周知を図って参りたいと考えております。 

    次に、峡南医療センター運営負担金についてであります。 

    峡南医療センターの運営負担金は、安定的な医療の提供のための費用であり、医療センター企

業団規約により、本町からの運営負担をすることとしております。今回、本年度分の特別交付税

算入額が確定したことにより当初予算額を差引いた額の 14,000 千円余の補正予算を、 ２８年

度当初予算分といたしまして、普通交付税分 144,000千円余、特別交付税分 23,000千円余、合

計、167,000千円余の運営負担金を今定例会に計上しております。 

なお、企業団への出資金につきましては、施設の改善資金基金積み立てとして２町で 50,000

千円を折半し 25,000千円ずつ出資するものあります。 

    次に、条例制定についてであります。 

    農業委員会の委員及び農地利用最適化推進員の定数に関する条例の制定についてであります。 

   明年 9月、国では、農業の成長産業化を図るため、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律

を公布しました。この改正に伴い、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員がこれまで

の選挙制から市町村長の任命制に変わり、また、農地利用の最適化として、担い手の集積・集約
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化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入を促進するため、新たに農業委員会により委嘱され

る農地利用最適化推進委員が設置されます。こうしたことから、農業委員及び農地利用最適化推

進員について、地域の実情に応じた定数を定める必要がありますので、今定例会に制定のための

条例を提出しております。 

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

ました。 

なお、今定例会に提出いたしました案件は、条例制定案件４件、条例改正案件１１件、条例廃

止案件１件、補正予算案件９件、予算案件１５件、計画案件１件、指定案件１件、財産貸付案件

１件、規約変更案件１件、道路認定案件１件、合わせて４５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。 

 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時３２分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

   日程第４ 議案第 ２号 富士川町行政不服審査会条例の制定について 

日程第５ 議案第 ３号 富士川町法務専門職員の任用等に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第 ４号 富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例の制定について 

日程第７  議案第 ５号 富士川町水道料金等審議会条例の制定について 

 以上の４議案については、条例制定案件でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ４議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第２号から第５号までの補足説明を求めます。 

 まず、議案第２号および議案第３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２号及び第３号の補足説明をさせていただきます。第２号富士川町行政不

服審査会条例の制定についてでありますが、昨年６月行政不服審査法の全部改正が５３年ぶり

に行われ、本年４月１日から施行されることに伴い、地方自治体においても、有識者からなる

第三者機関の設置が義務づけられたため、条例を制定するものであります。第３号の富士川町

法務専門職員の任用等に関する条例の制定につきましては、第２号と密接に関連しておりまし

て、第３号は、自治事務、法定受託事務等の処分庁が町の場合に、これまでは、不服申し立て

改正後は、審査請求と申しますけれども、これが出てきた場合に審査会の審査手続の整理進行
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を行う専門的な職員、難しい場合には弁護士等になりますが、これを任用するための条例を制

定するものであります。これにより、２号で設ける審査会で不服審査が行われることになりま

す。それではめくっていただきまして１ページをごらんください。不服審査会条例は第１条で

設置の趣旨が書かれております。第２条組織につきましては、委員が５人以内、今のところこ

の５人の員さんにつきましては、既存の情報公開審査委員会の委員さんについてお願いする予

定であります。それから第３条の２項で、委員の任期が２年となっております。第６条庶務を

財務課において処理する、いうことになります。それから第８条の罰則でございますけれども、

これは重くなっておりまして、秘密を漏らしたものは１年以下の懲役または 50 万円以下の罰

金に処するいうことでございます。附則の２項になりますが、失礼しました。附則の３項にな

りますが、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改正も

ここで行いまして、行政不服審査員さんについては、１回１万円の報酬を支払うというふうに

改めるものでございます。これが、不服審査会条例のあらましでございます。めくっていただ

きまして、１ページでございますけれども第３号の法務専門職員の任用等に関する条例、第１条

は趣旨でございます。第２条は趣旨ということで、審査請求事件の審査手続を行わせるもので

あるというところでございます。それから第３条ではこの職員については特別職とするという

ことでございます。第６条、罰則でございますけれども、任用され、業務に携わった者が秘密

を漏らした場合は１年以下の懲役または 50 万円ということで大変重くなっております。それ

から、附則の２項では、、やはり先ほどと同様に非常勤の者の報酬及び費用弁償にかかる条例の

一部改正を行いまして、当該法務専門職員については１日１万円というふうに加えるというも

のでございます。補足説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に、議案第４号の補足説明を求めます。 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

それでは、議案第４号の富士川町農業委員会の委員及び、農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例の制定についての補足説明をいたします。 

主な改正点は農業委員の選出方法が、変更になったこととですね、あと新たに農地の集積や、

耕作放棄地の発生防止等の現場活動を行う農地利用最適化推進委員の新設であります。これに

伴いまして両委員の定数の制定になります。まくっていただきまして、２条の委員の定数、委

員の定数は１４人とする。第３条で推進員の定数は８人とする。附則としまして第１項で、第

施行期日としまして、この条例は平成２８年７月２０日から施行する。第２条は富士川町農業

委員会委員の定数条例の廃止でございます。第３条は富士川町特別職の職員で非常勤の者の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、別表中の農業振興地域整備促進協議

会委員の前に農地利用最適化推進委員が入りまして、１日の日当が７千円に改めると。以上で

足説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５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、議案第５号富士川町水道料金審議会条例の制定についての補足説明をさせていた
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だきます。概要につきましては現在水道料金簡易水道料金については、合併以前の料金体系に

で徴収しており、また、下水道使用料につきましては、合併時に統一した料金体系で徴収して

おります。しかし、合併の協定事項では水道料金等について、合併後、水道施設の現状分析を

行い、適正料金を念頭に、統一的な料金体系の構築を検討することとなっております。また平

成２５年３月に策定しました、富士川町の財政改革プランの中で、平成２９年度末までに水道

料金の統一化など取り組むことを位置づけております。こうしたことから、平成２８年度水道

料金等のあり方を検討する上で、使用者等、多方面の方々からご意見を伺っていく必要がある

と考えておりますので、上水道、簡易水道料金下水道の使用料などの一つの審問機関で調査審

議できるよう新たに富士川町水道料金等審議会条例を制定するものであります。それではめ

くっていただきまして、１ページになりますが、内容について説明さしていただきます。第１条

では、条例の設置を規定しており、水道事業及び下水道事業にかかわる、料金等の適正化を図

るため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、富士川町水道料金等審議会を設置

するものであります。第２項では所掌事務を規定しており、町長の諮問に応じ、水道料金加入

金及び手数料、下水道使用料受益者負担金、助成金及びの融資制度に関することなどを調査審

議することを規定しております。第３条では、組織を規定しており町議会の議員、水道及び下

水道の使用者、学識経験者、各種団体の代表者のうちから１５人以内をもって組織することを

定めております。第４条で委員の任期。当該諮問に係る審議の終了時までとするとし、第５条

では会長及び職務代理に関すること。第６条では会議の要件に関することを定めております。

２ページをお願いいたします。第７条では審議会の処分に関すること。第８条では町長の委任

に関することについて定めております。附則としまして第１項は、施行日を定めており、平成

２８年４月１日から施行することとしております。第２項では会議の招集の特例を規定してお

り、第３項では、この条例制定に伴い富士川町公共下水道審議会条例及び、富士川町水道事業

等運営委員会条例を廃止することとしております。さらに、第４項では、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かかる条例の一部改正についてであり、別表中簡易水

道事業運営委員会委員年額３千円。及び公共下水道審議会委員、年額 3千円を、水道料金等審

議会委員年額３千円に改めるものであります。なお、富士川町公共下水道事業審議会条例は例

規集第２巻２７８１ページ、２７８２ページ。富士川町水道事業等運営委員会条例、同じく例

規集第２巻３６６０ページと３６６１ページになります。 

以上で補足説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願

いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

日程第 ８  議案第 ６号 富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改

正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ７号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ８号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ９号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第１２ 議案第１０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 
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日程第１３ 議案第１１号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１２号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１５ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担 

額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１４号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１７ 議案第１５号 富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１６号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

  以上の１１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） 

 ―――― １１議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第６号から第１６号までの補足説明を求めます。 

まず、議案第６号から議案第１０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６号から、議案第１０号まで続けて、補足説明をさせていただきます。 

なお、第６号議案から第１０号議案につきまして、５本の条例改正整備条例でございますの

で、都合１６本の関係条例の改正となっておりますので、この点につきましてよろしくお願い

申し上げます。はじめに、第６号議案の富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

等の一部を改正する条例でございますけれども、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

改正、一部改正法の施行に伴いまして、関係する町条例３本の一部改正であります。人事評価、

分限処分等により、職員の意に反する降級、心身の故障による降級、降任、免職等についての

規定を詳しく、追加した改正となっております。めくっていただきまして１ページをごらんく

ださい。第１条で、富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正がござい

まして、第２条で、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正がございます。

この分限は身分保障を受ける公務員の身分の不利益な変動という部分を分限と言っております。

それから３条では富士川町職員給与条例の一部改正ということでございます。めくっていただ

きまして４ページになります。対照表をごらんいただきたいと思います。まず、１条関係の人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例の新旧対照表でございますけれども、年に一回、前

年度の人事行政の運営等の公表をしておりますが、この報告事項が列挙された第３条に、左を

ご覧いただきますが、２号、職員の人事評価の状況と８号、職員の退職管理の状況を加えるも

のでございます。続きまして、５ページでございます。第２条関係の新旧対照表でございます

が、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例ということでございます。そこの第２条、

まあ第１条からそうなんですが、後任免職及び休職となっておりました旧条例を降級の自由及

び、並びに職員の意に反する後任、免職及び求職および降級の手続き効果に関するというふう
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に加えられてございます。第２条では降級の種類をうたっておりまして、降格と降号がござい

ます。第３条は降格の事由について述べてございます。１号では勤務実績がよくない場合であっ

て、その当該職員がその職務の級に分類されている職務遂行することは困難であると認められ

た場合と、それから第２号は、心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合。というよう

に、それから第３号とございますが、降格の事由ということで第３号に規定されております。

それから第４号は降格の、降号の事由ということでございます。それから第５条でございます

が、いずれも心身の故障による場合にどういう手続をするかということでございます。医師２名

による診断という部分は同じでございますが、その下１号が、これは公務員法２８条第１項２号

の規定になりますが、職員を降任しまたは免職する場合、それから２号が休職をする場合。３号

は降格をする場合というふうに手続を規定しております。それから、第３条関係の富士川町給

与条例の改正でございますけれども、第４号が給料表ということでございまして、めくってい

ただきまして、８ページの下と９ページにかかるわけでございますが、これは別表の改正でご

ざいまして、そこに旧条例では級別職務分類表ということでうたってございますがこの名称を

級別基準職務表というふうに改めます。中身は同じでございます。まあ３０数年以来、ずっと

この表できたわけですけれども、名称が変わるということでございます。戻っていただきまし

て第５条の２項では職員の昇給でございますけれど、これは勤務成績に応じて行うというのは

旧来でございましたが、今回職員の昇給は１年間の間において、懲戒処分を受けることその他

これに準ずるものとして、規則で定める事由に該当したときには、これらの自由を合わせて考

慮して、昇給すると。こういうことを謳っております。それから、第１７条の４の勤勉手当ご

ざいますが、勤勉手当も６月、１２月その者の基準日以前における直近の人事評価の結果と、

それから６カ月の期間における勤務状況に応じて支給するというふうに改正されたものでござ

います。以上が議案第６号でございます。続きまして議案第７号でございますけれども、人事

院勧告、それから県人事委員会委員勧告の実施によりまして鑑みまして、行政職看護保健職給

料表の改定を行うというものでございます。平均の改定率は 0.4%のアップとなっています。そ

れから勤勉手当支給月数 0.1月の引き上げということでございまして、期末勤勉手当等は、合

計しますと 4.1カ月が 4.2カ月にアップするというものでございます。それから、１ページを

ご覧いただきますが、この一部改正条例の第１条で附則の第２項によりまして、平成２７年度

にさかのぼりまして、適用されるというものが第１条でございまして、勤勉手当 17 条の４の

２項第１号で 100分の 10上げる部分。それから別表第２の２ということで給料表の改定を行

う部分。それから、第９条の２第１項では、初任給調整手当ということで歯科医師の手当等の

引き上げが書かれております。それから第２条は、９ページになります。第２条につきまして

は、その下記にございますように附則の第１項によりまして、適用が平成 28 年４月１日から

適用するというものでございまして、先ほどの勤勉手当の100分の 10を、６月と 12月で、そ

れぞれ 100分の５、100分の５といたしまして、0.1合計では引き上げるということでござい

ます。 

それから、続きまして議案第８号でございます。富士川町長等の給与及び旅費に条例及び富

士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正ということでございまし

て、人勧及び県人事委員会の勧告に鑑み改正された一般職員の給与等と同様に、町長及び教育

長の期末手当を０．１カ月引き上げる一部改正と、それから議員の期末手当を 0.05月引き上げ

る、条例の改正でございます。一枚めくっていただきますと、１ページに改正条例がございま
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して、１条、２条は、附則で平成２７年１２月１日からと適用される区分でございます。それ

から３条、４条につきましては、平成２８年の４月１日から適用というふうに謳っているとこ

ろでございます。続きまして、議案第９号でございますが、富士川町職員の勤務時間休暇等に

関する条例の一部を改正する条例についてということでございます。これはまだ学校教育法の

一部改正を受けまして所要の改正ということでございます。めくっていただきまして２ページ

に新旧対照でございますのでご覧いただきます。第８条の２でございます。育児または介護を

行う職員の早出、遅出勤務の適用者、この第２号の部分でございますが、従来は小学校に就学

している子のある職員というふうになってございましたけれども、ここを小学校、それから義

務教育学校、小中一貫校でございます、の前期課程または特別支援学校の小学部に進学してい

るこのある職員というふうに改められました。続きまして、議案第１０号でございますけれど

も、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例ということでございまして、議

案第２号でも説明をさしていただきましたように、行政不服審査法の施行に伴いまして、第１条

で情報公開条例の一部改正から始まりまして、第８条まで特定個人情報保護条例まで、８本の

関係条例の整備条例であります。従前、同法の不服申し立てという考え方が、審査請求に変わ

りました。これが最も大きなところでございまして、そののち、審査手順や提出書類、審査請

求に係る手数料等が見直され、関係例規に幅広く改正がおよんだものでございます。これにつ

きましては、後ほどのページ１ページから 30 ページまで、条文と新旧対照表がございますの

でご覧をいただきたいと思います。 

以上、議案第６号から第 10 号まで補足説明をさせていただきました。よろしくご審議いた

だきまして、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０４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。 

     次に、議案第１１号の説明を求めます。 

税務課長 磯野英秋君。 

〇税務課長（磯野英秋君） 

     議案第１１号の補足説明を行います。 

     ２８年度税制大綱におきまして、個人利用番号の取り扱いが一部変更されましたことによる

税条例の改正であります。２ページの新旧対照表をご覧ください。町民税の減免に関する申請

書の記載事項の変更ということでございます。旧の方にまたは名称住所もしくは居所または事

務所、若しくは事業所の所在地及び個人番号、または法人番号を記載しなさいとなってること

に関しまして、新の方に、住所氏名、法人にあっては法人番号、住所氏名、この記載でＯＫで

あると。こういう改正であります。同様に次のページをめくっていただきまして特別土地保有

税の減免に関しましても、記載を省略して、住所氏名及び法人番号でいいと、こういう旨の改

正でございます。ご審議、ご可決のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第１２号の補足説明を求めます。 
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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１２号、富士川町重度心身障害者医療費助成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、重度心身障害者の医療費

助成金の支給方法を１８歳までの者につきまして、平成２６年１１月から実施されておりまし

た。自動還付方式から窓口無料方式に変更するための改正であります。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明をいたします。新旧対象表をご覧ください。

２ページをお願いいたします。第８条第３項につきましては、対象範囲を窓口無料にするため

の規定となっております。第３項のあとに第４項を追加し、１８歳となった最初の３月３１日

までの窓口無料になり、医療費の精算方法を規定しております。第５項につきましては町が保

険医療機関に支払いをしたことで、助成金の支給をしたことをみなす規定になっております。

附則１号ですけども、施行期日でありますが、平成２８年４月１日からの施行となります。 

 以上で、議案第１２号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議ご議決のほどよろ

しくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に議案第１３号及び議案第１４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１３号富士川町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

等に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。この条例の

改正につきましては政令改正に伴い、多子世帯、ひとり親世帯の利用者負担額の軽減措置の拡

大について定めたものであります。新旧対照表をご覧ください。 

別表第１、第３条関係の備考欄ですが、４項の後に５項と６項を付け加えるものであります。

５項につきましては、ひとり親世帯の利用者負担額等の軽減措置について示しております。６項

につきましては、多子世帯の保育者負担額等の軽減措置について示しています。次に別表第２の

第３条関係ですが、やはり備考欄の５項の後に、６、７とつけ加えております。６項につきま

しては、やはりひとり親世帯の利用者負担額等の軽減措置について示しております。７項につ

きましては多子世帯の保育者負担額等の軽減措置について示しております。以上でございます。

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

     すみません、続きまして議案第１４号の補足説明をさせていただきます。勤労青少年福祉法

の一部を改正する法律の施行に伴いまして改正するものであります。新旧対照表をご覧くださ

い。８項の職業能力開発促進法、昭和４４年法律第６４号、第１５条の旧では６となっており

ますが、その６を新で７に変えていただきます。以上で終わります。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） 

     次に、議案第１５号の補足説明を求めます。 

     農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     それでは、議案第１５号富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に関する条例

の一部を改正する条例について補足説明をいたします。これは農業委員会法の一部改正に伴い
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ます、改正でございます。２ページ３ページの新旧対照表をお開きください。２ページの富士

川町職員定数条例の第１条中の第２０条第２項を、第２６条第２項に改正し、３ページの富士

川町証人等の実費弁償に関する条例の第１条第６号中の第２９条第１項を、第３５条第１項に

改正するものであります。以上で補足説明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願い

いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第１６号の補足説明を求めます。 

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１６号の富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について、補足

説明をさせていただきます。今回の一部改正につきましては、現在町民体育館にありますトレー

ニング施設を移転することに伴い、同施設を社会体育施設に加え、また、指定管理者に管理さ

せることのできるように、条例を改正するものになります。１ページをお開きください。まず

３条の改正につきましては、トレーニング室の管理を指定管理者に管理させることができる規

定を新たに加えたものでございます。３条の２につきましては、指定管理者の業務について新

たに条を加えたものです。第５条の改正につきましては、指定管理者が教育委員会の承認を得

て休業日を変更することができる規定をただし書きで加える改正になります。９条の２につき

ましては、利用料金の収入は、指定管理者の収入とする旨の条を新たに加える改正になります。

１３条の改正につきましては、社会体育施設条例の第６条から第１１条までの規定を指定管理

者が管理を行う場合に準用する旨の準用規定を、新たに加えたものであります。２ページをお

願いいたします。別表の改正につきましては、移転後の町民体育館のトレーニング室をサブア

リーナとするため、サブアリーナの使用料および、移転した新たなトレーニング室の使用料を

別表に加える改正であります。施行日につきましては平成２８年４月１日になります。それか

ら、富士川町都市公園条例の一部の改正でありますけども、移転後の町民体育館トレーニング

室をサブアリーナとして利用するための改正になります。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） 

以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

日程第１９ 議案第１７号 富士川町物品調達基金条例を廃止する条例について 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

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

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第１７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） 

議案第１７号の富士川町物品調達基金条例を廃止する条例の補足説明をさせていただきます。

この物品調達基金の当初の目的は、集中購買を行うことで、物品の取得及び管理に関する事務

を円滑にまた、効果的に行うことでした。しかし、現在では物品の品目品種の多様化や、価格
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の低減化、また即時に購入できるということから、２８年４月１日から、基金条例を廃止する

ものでございます。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） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

   日程第２０ 議案第１８号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第２１ 議案第１９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３号） 

日程第２２ 議案第２０号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第２１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第２４ 議案第２２号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第２３号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第２４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３号） 

日程第２７ 議案第２５号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２８ 議案第２６号 平成２７年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

  以上の９議案は、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

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） 

     ―――― ９議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第１８号から第２６号までの補足説明を求めます。 

 まず、議案第１８号の補足説明を求めます。 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

 議案第１８号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算第５号の補足説明をさせていただき

ます。 

 補正予算書の裏面をお願いいたします。 

 （以下、平成２７年度富士川町一般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、事項別明細書にて説明させていただきます。事項

別明細書の１ページをお願いいたします。それぞれ款、項の区分それから補正額、主な内容の

み説明を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） 

 予算書の６ページまでにお戻りいただきたいと思います。第２表繰越明許費の説明でありま

す。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

続きまして７ページをお願いいたします。第３表地方債の補正であります。 

 （以下、第３表地方債補正朗読説明） 

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

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第１９号および第２０号の補足説明を求めます。 
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 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１９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ご覧ください。 

 （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） 

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

ます。事項別明細をお開きください。 

 （以下、平成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） 

 続きまして、議案第２０号の補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書の裏面をご覧ください。 

 （以下、平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

 第１表 歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明いたします。事

項別明細をお開きください。 

 （以下、平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

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

たします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第２１号および第２２号の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長、依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

 それでは、議案第２１号、第２２号の補足説明をさせていただきます。 

 まず、第２１号の表紙をめくって裏面をお開きください。 

 （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させていただきますの

で、事項別明細書をお開きください。 

 （以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

続きまして、議案第２２号 富士川町介護サービス事業特別会計予算（第１号）の補足説明

をさせていただきます。表紙の裏面をご覧ください。 

 （以下、平成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させていただきますの

で、事項別明細書をご覧ください。 

 （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） 

以上で、議案第２１号、２２号の補足説明とさせていただきます。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） 

     ここで、暫時休憩とします。 

     再開は午後１時からとします。 
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休憩 午後１２時００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、議案第２３号の補足説明を求めます。 

 教育総務課長、野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

 それでは議案第２３号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）の補足説

明をいたします。裏面をおめくりください。 

 （以下、平成２７年度富士川町富士川町奨学金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、事項別明細書で説明させていただきます。 

 （以下、平成２７年度富士川町富士川町奨学金特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第２４号から第２６号までの補足説明を求めます。 

 上下水道課長、志村正史君。 

〇上下水道課長（志村正史君） 

 それでは議案第２４号 富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３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年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。事項別明細書の１ペー

ジをお開きください。 

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

明） 

 補正予算書の３ページにお戻りください。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

なお、事項別明細書の１３ページが地方債の現在高の見込みに関する調書となっております

ので、ご参照ください。 

 次に、議案第２５号 富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３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年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

 前に戻っていただき、補正予算書の３ページをお開きください。 

（以下、第２表繰越明許費、第３表地方債補正朗読説明） 

 なお、なお事項別明細書の１３ページが地方債の現在高の見込みに関する調書となってお
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りますので、ご参照ください。 

引き続きまして、議案第２６号 富士川町水道事業会計補正予算（第１号）の補足説明をさ

せていただきます。次ページをお開きください。 

 （以下、平成２７年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 

 詳細につきましては、水道事業会計補正予算説明により説明させていただきますので、３ペー

ジをお開きください。 

 （以下、平成２７年度富士川町水道事業会計補正予算説明） 

 以上で、議案第２４号、２５号、２６号の補足説明を終わらせていただきます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２９ 議案第２７号 平成２８年度富士川町一般会計予算 

日程第３０ 議案第２８号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３１ 議案第２９号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３２ 議案第３０号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３３ 議案第３１号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３２号 平成２８年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３５ 議案第３３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３５号 平成２８年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３６号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第３７号 平成２８年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第４０ 議案第３８号 平成２８年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第４１ 議案第３９号 平成２８年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第４２ 議案第４０号 平成２８年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４３ 議案第４１号 平成２８年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は、平成２８度の予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    ―――― 平成２８年度 富士川町一般会計及び特別会計予算編成の概要説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で町長の提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。 

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

会条例第６条の規定によって、全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審

査したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号から第４１号までの平成２８年度富士川町各会計予算は、予算特

別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定しました。 

ここで委員名簿を配布します。 

（書記、委員名簿配布） 

お諮りします。 

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

４項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって予算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

ここで暫時休憩します。 

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

い。 

休憩 午後１時４０分 

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

再開 午後１時４２分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて、再開します 

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

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

なお議案付託表、予算特別委員会分科会名簿、日程表については、議会終了後配布しますの

で、ご了承願います。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４４ 議案第４２号 富士川町過疎地域自立促進計画についてを議題とします。 

     町長から、本案について説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第４２号の補足説明を求めます。 

     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４２号 富士川町過疎地域自立促進計画につきまして補足説明をさせていた

だきます。補足説明に入ります前にですね、１カ所訂正をお願いいたします。計画のですね

４２ページをお開きいただきたいと思います。４２ページのですね（２）のその他のアのとこ

ろにですね、雇用促進住宅の改修とございますが、こちらを町有住宅に訂正をお願いいたしま



 ２５

す。それに伴いましてですね、下の事業計画の欄の（１）の過疎地域集落再編整備の事業内容

の中にもですね、雇用促進住宅という記載がございますが町有住宅に訂正をお願いいたします。

大変申し訳ございませんでした。 

それでは、過疎地域促進自立法のですね自立促進計画の説明に入らさせていただきます。今

回の計画につきましてはですね。過疎地域自立促進特別措置法が改正となりまして計画期間が

５年間延長となりましたことから、旧鰍沢町地区の過疎地の過疎計画を定めるものでございま

す。それでは計画書の表紙をお開きください。はじめにということで計画策定の趣旨が記載し

てございます。過疎地域自立促進特別措置法第３３条第２項の規定により、旧鰍沢町の地域を

過疎地域対象とすることが記載されております。続いて、目次がですね、２ページにわたりま

すが３ページからですね、基本的な事項となります。ここではですね、まちの概要、過疎の状

況などを記述いたしまして、富士川町全体を表現し、鰍沢地域の状況を説明ならびに３ページ

の一番下の欄からですね、これまでの過疎対策の実施状況を記載してございます。その中ので

すね、産業振興につきましては、中山間地域の農道及び水路の整備や観光施設整備を中心に事

業を実施をいたしました。交通通信体系の整備につきましては地域内の町道、農道、林道など

基幹道路の整備を重点的に行い、あわせてデマンドバスの整備や防災行政無線の整備を行いま

した。生活環境の整備では、簡易水道施設整備、リサイクルステーションの整備、消防施設整

備、地籍調査事業を中心に事業を行いました。高齢者等の保健及び福祉の向上では、配食サー

ビス事業ふれあいサロン事業、学童保育事業、鰍沢福祉センター整備事業などを行いました。

教育振興では、校舎耐震化、各小中学校のエアコン整備、小中学校の太陽光発電設備整備など

を実施いたしました。集落の整備につきましては宅地分譲を実施をしたところでございます。

続きまして、６ページ、７ページには、人口の推移が掲載してございます。それから８ページ

から１０ページにかけましては住民基本台帳の人口並びに産業別人口の動向が掲載させてござ

います。１２ページをご覧ください。こちらにつきましてはですね、町村財政の状況といたし

まして旧鰍沢町の平成１２年度、平成１７年度、平成２２年度、平成２５年度の財政状況が記

載してございます。１４ページをご覧ください。こちらにつきましては、地域の自立促進の基

本方針が記載してあります。１５ページでございますが、こちらにつきましては項目ごとの基

本方針が記載してございます。産業の振興では、新たな特産品の開発、観光資源の発掘や、中

部横断自動車道の全線開通を念頭に、東海方面から誘客を促進するため、町内三筋や近隣町村

との連携による観光周遊ルートの確立などを記載してあります。交通通信体系の整備では、道

路網の整備、災害に強い道づくりなどを中心に、高齢化に伴う交通弱者対策として、コミュニ

ティーバスやデマンド交通の整備、情報ネットワークの整備などを記載してあります。生活環

境の整備では、地域防災力を確保するため、自主防災組織を確立させまして要援護者の救助救

出が円滑にできるよう、災害に強いまちづくりを推進することとしております。１６ページを

ご覧ください。こちらにつきましては、高齢者等の保健及び福祉の向上で児童、母子福祉対策

といたしまして、すべての児童が心身ともに健やかに成長できますよう子育て支援を充実させ

ることとしております。医療の確保では、地域住民が生涯を通じて健康な生活を送れるよう、

富士川病院を中心に地域医療体制の確保に努めることとしております。教育文化振興では、生

涯学習施設やスポーツ施設の整備、地域の資源や廃校になった小学校をはじめとする、地域内

の施設を活用して、地域の活性化を促進していくこととしております。地域文化の振興等では、

文化資源の保護、伝承事業の文化意識の醸成と高揚及び住民による文化活動等を、積極的に推
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進していくこととしております。集落整備ではコミュニティー活動を推進するため、自治組織

の活動を支援する施策を展開することとしております。１７ページをご覧ください。計画期間

は法律に基づきまして平成２８年４月１日から、平成３３年３月３１日までの５年間としてお

ります。１８ページからが、それぞれの項目の具体的な振興策となります。それぞれの項目に

おける主な事業を説明させていただきます。１９ページをご覧ください。産業の振興における

本計画での主な新規事業といたしまして、農業基盤整備事業、上北町ちびっこ広場整備、公園

長寿命化計画及び修繕事業、大法師公園植栽事業であります。継続事業を含め総事業費額は約

３億７００万円でございます。２２ページをご覧ください。交通通信体系の整備における本計

画での主な新規事業として、箱原１０号線、鳥屋大塩線、上北梅林線、橋梁長寿命に伴う橋梁

補修及び耐震化になります。継続事業を含めまして、総事業費は約８億９４００万円でござい

ます。２９ページをご覧ください。生活環境の整備における本計画での主な事業といたしまし

て、耐震性貯水槽整備事業、地籍調査事業などでございます。継続事業を含めて、総事業費は

約９億６３００万円でございます。３４ページをご覧ください。高齢者等の保健及び福祉の向

上における本計画での主な事業といたしまして、学童保育事業、ふれあいサロン事業などであ

ります。継続事業を含め、総事業費は約１億１３００万円でございます。３６ページをご覧く

ださい。医療の確保における本計画での主な事業といたしまして、峡南医療センター企業団事

業運営負担金、いきいき健康づくり事業などであります。継続工事事業を含め総事業費は約２億

７２００万円でございます。３９ページをごらんください。教育振興における本計画での主な

新規事業といたしましてタブレット及び電子黒板整備事業、図書購入、機器購入費であります。

継続事業含めまして、総事業費は約１５億４５００万円でございます。４１ページをごらんく

ださい。地域文化の振興等における本計画での新規事業として、山車巡行まつり、兎王サミッ

トであります。総事業費は１６００万円でございます。４２ページをご覧ください。。集落にお

ける本計画での主な新規事業といたしまして中山間地域等における住宅用地取得費補助事業、

空き家改修費補助事業、定住奨励金事業であります。総事業費は約１億４４００万円でござい

ます。４５ページをご覧ください。その他地域の自立促進に関し、必要な事項における主な事

業といたしまして、過疎地域自立促進基金であり、総事業費は１億９０００万円でございます。

４６ページをご覧ください。こちら過疎地域自立促進特別事業分といたしましてソフト事業の

１９事業を取りまとめてございます。 

以上、全事業を取りまとめますと総額で約４４億４０００万円となります。事業を執行する

に当たりましては、予算の段階におきまして、議会でご審議をいただくこととしております。

なお計画の変更案は議会に上程して議決を得ることになります。以上、富士川町過疎地域自立

促進計画案の概略を説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４５ 議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

町長から、本案についての提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第４３号の補足説明を求めます。 

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４３号の補足説明をさせていただきます。公の施設の指定管理者の指定に

つきまして、管理を行わせることとなります対象施設は、富士川町トレーニング室であります

が、指定管理者となる団体の名称は甲府市大里町１，０４０番地１、株式会社ブルーアースジャ

パン。代表取締役福田康博で、指定期間は平成２８年４月１日から、平成３３年３月３１日ま

での５年間であります。これにつきましては、昨年１１月９日から、１２月４日にかけまして、

指定管理者の募集を行なったところ、三社の応募がございました。これに対して、本年１月

１８日、富士川町指定管理者選定委員会を設置いたしまして、書類審査による一次審査を実施

いたしました。その後、選定委員による候補者のヒアリング及び選定基準による二次審査を２月

５日に行い、採点の結果候補者を選定し、２月１６日に町長に答申がなされましたので、本日、

公の施設の指定管理者の指定についての議案を提出させていただいたところでございます。以

上で補足説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４６ 議案第４４号 財産の貸付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４４号の補足説明を求めます。 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

それでは、議案第４４号、財産の貸し付けについて補足説明をさせていただきます。旧五開

小学校の校舎および土地について、１、建物の所在及び表示、（１）土地所在、富士川町柳川１，

１３４番地１７の一部及び同字１１３４番地１９の一部、面積１８９０平方メートル。（２）建

物、構造鉄筋コンクリート造り３階建。面積１０７４平方メートル。２、貸し付けの相手方。

住所、神奈川県横浜市中区若葉町２丁目３３番地 第５東園ビル２階。名称、特定非営利活動

法人、Ｗｏｏｄｃｒａｆｔ 理事長野本千恵子。３、貸し付けの目的、山と川に囲まれた、豊

かな自然の中にある旧五開小学校を青少年の野外活動拠点として活用し、交流人口の増加と新

しい活力を生み出し、地域の活性化につなげる。４、貸付料、（１）土地 年額３６万２，８８０円。

（２）建物 無償。５、貸付期間 平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
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     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４７ 議案第４５号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨 

県市町村総合事務組合規約の変更の件について 

を議題とします。 

     町長から、本案についての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４５号の補足説明を求めます。 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

それでは、議案第４５号に関しまして、補足説明をさせていただきます。山梨県市町村総合

事務組合の共同処理する事務が増えましたことによりまして、これの入札に参加する者が必要

な資格の審査議案に関する登録事務というようなことになりますが、これを増やすために組合

規約を変更するというものでございます。この事業につきましては、事務につきましては、甲

府市を除く県下２６市町村と５つの一部事務組合が参加をいたしまして、行われる共同処理さ

れるものでございます。めくっていただきますと、山梨県市町村総合事務組合規約の一部を改

正する規約ということでございまして、上から４行目ほどのところに第４号の次に次の１号を

加えるということで、５号としまして、競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事

務、これを加えるということでございます。その下の囲みの部分が第３条の５号に掲げる事務

ということのくくりの中で、先ほど申しましたように、２６市町村と、それから、この場合は

加入組合として、２組合の名称がここに記載されているということでございます。 

以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４８ 認定第 １号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

町長から、本案についての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、認定第１号の補足説明を求めます。 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 
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     認定第１号の富士川町道路線の認定についての補足説明をさせていただきます。今回認定さ

せていただく路線名は、追分大椚線、起点は青柳町１，３３３番３地先、終点は大椚２６４番

１地先でございます。延長５０８メーターの路線であります。次ページに地図がありますので、

ご覧いただきたいと思います。国道５２号の追分信号から、追分の交差点から大椚信号の交差

点までの間でございます。幅員につきましては、８．４メートルから１６．７メートルとなっ

ております。 

また、町道としての供用開始の予定は４月１日を予定しています。 

以上で補足説明を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日、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 午後 ２時０６分 
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平成２８年第２回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２８年３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  ５番  堀 内 春 美 議員 

                通告 ３番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

                通告 ４番   ３番  川 口 正 満 議員 

                通告 ５番  １３番  井 上 光 三 議員 

                通告 ６番   １番  小 林 有紀子 議員 

                通告 ７番  １２番  齊 藤 欽 也 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 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 選挙管理委員長 佐々木照美 

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 

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１回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は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布したとおりです。本日の会議に説明員として、出席通知のあ

りました者の職氏名は、一覧表としてお手元に配布しておきましたとおりです。 

 また、佐々木照美選挙管理委員長には、大変お忙しい中ご出席をいただき誠にご苦労さまで

す。 

 なお、防災課長秋山佳史君につきましては、本日と明日の２日間、都合により欠席との連絡

を受けておりますのでご了承願います。 

 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、簡潔にお願いし

ます。 

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

承願います。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は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） 

     おはようございます。９番、長澤健です。質問の前に、前回一般質問しましたフェイスブッ

クの活用の件でありますが、早速のフェイスブックの開設をありがとうございます。すでに

５００人近い人が登録をしてまして、本当に富士川町の情報発信が、今まで以上に出来ている

と思っております。ぜひこれからも、コンスタントに事業の発信をしていただきたいと思いま

すし、僕も情報発信には協力していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは通告に従いまして質問したいと思います。今回は大きく分けて３点について質問し

ます。それでは大きい項目の一つ目、森林整備、山林の活用についてです。富士川町内の森林

面積は、９，１９４ｈａ。内訳は、民有林が４，２６６ｈａ、町有林が５９ｈａ、県有林が４，

８５２ｈａ、国有林が１７ｈａであります。町有林が５９ｈａと少なく感じますが、１ｈａは

１万平方メートルなので５９万平方メートルと、非常に広大な面積であります。さて、その森林の
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状況は、どうなっているでしょうか。荒廃が進んで、木の枝が込み合い、日射しが届かず細く曲がっ

て木の価値としては低いというのが現状です。原生林も鳥獣被害で荒れてしまっています。富士川

町の大切な財産である木材、また景観は長い年月をかけて、手をかけて整備すべきと思います。こ

れは未来への投資でもあります。そこで、森林環境整備、山林の活用について何点か伺います。そ

れでは（１）の質問に入ります。富士川町総合戦略には、林業労働者９名を雇用し、間伐などの整

備を行い、藪化した里山の整備、森林の維持推進を図るとありますが、現在の町有林の管理の状況

と今後の林業従事者の雇用、町有林の活用について考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     お答えします。本町の約８２％を覆う森林は、洪水や土砂災害の軽減を図るほか、二酸化炭

素を吸収して地球温暖化を防止するなど、多くの公益的機能を有しております。しかし、社会

環境の変化や木材価格の低迷により、森林の多くは手入れが行き届かず、荒廃が進み、森林の

持つ機能が十分に発揮できなくなっている状況であります。これまで町では、町有林の管理に

ついては、平林地区において、２１世紀の森づくりの会が間伐を行った他、平成１６年度には、

平林地区と小室地区の１．７ｈａを、平成２４年度には、小室地区２．６ｈａを峡南森林組合

に委託し間伐を実施し、さらに民間の事業者で、平成１８年度から２０年度にかけて平林地区

の６ｈａを木材の売却費用を活用し、作業道整備や間伐を実施したところです。 

また、林業従事者の雇用につきましては、今年度より５年の計画で、 米地区の民有林の整

備に国の補助金と県の森林環境税を導入して、約３０ｈａの間伐などの整備を始めたところで

あります。この事業は、峡南森林組合が事業主体になり実施する事業でありますので、現在の

従業員数７名からの増員が期待され、また、長期的に町内の集落周辺の里山の再生を図ってい

くことにより安定した雇用につながるものと考えています。一方、町有林の活用については、

近年木材価格が若干の上昇傾向にあるものの、依然として低い状況であり、伐採の適期を迎え

ている林地もありますが、公売したとしても買い手がつくかどうか、その判断は、難しい状況

であります。しかし、町有林の適正な管理という視点から考えますと、伐採、地ごしらえ、植

栽、間伐等の管理を含めた町有林の整備につきましては、国有林、県有林の施業計画と民有林

の管理状況など、林地調査も実施する中で適正な利活用を検討して参りたいと考えています。 

     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） 

     この総合戦略の計画というのが、２０１５年から２０１９年の確かに５年で、５年間は民有林の

方を整備していくということで、ただ町有林の方は今聞いた話では調査をして利活用していくって

言うんですが、その調査した後の利活用の手法というものはどのように考えていますか。 

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） 

     利活用につきましては調査した後、利活用を検討していくということで、まだはっきりとしたも

のはありません。 
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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、はっきりしたらまたそれを聞きたいと思いますけれども、ぜひですね、この山

林というのはこれから長期の取り組みをしていかないことには、いつまで経っても荒廃したままだ

と思いますので、ぜひ５年と言わずこれから長期計画で取り組みをしていただきたいというふうに

思いますけれども、それの考えはいかがでしょうか。 

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） 

民有林につきましては、今回ですね、森林環境税を導入しまして、 米地区から整備を始めてい

るところです。また、事業につきましては、各集落周辺のですね、整備をして里山化を図っていき

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） 

町有林の方はそういった森林環境税が使えないというところで、確かに、これから財源確保は厳

しいと思いますけれども、これからじっくりと時間をかけて、森林整備の方をしていってもらいた

いなと思います。では次の質問に移ります。（２）です。県有林、恩賜林は、明治４４年以降、ス

ギ、ヒノキ、カラマツなどを植樹してきましたが、間伐などの森林整備、県産材としての活用

が進んでいません。県の峡南林務環境事務所と連携しての県有林の活用、整備についての考え

を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     お答えします。本町にある県有林は、丸山林道、池の茶屋林道、櫛形山林道、足馴峠林道沿

いに位置し、総面積が、４８５２ｈａであり、山梨県峡南林務環境事務所が所管しております。

森林の状況については、スギ・ヒノキ・カラマツなど人工的に植林された山林であります。県

有林の整備については、公益的機能の保全に配慮しつつ、森林資源の充実を図り、再生可能な

木材を計画的・持続的に供給するため、山梨県が県有林管理計画に基づき計画的な森林整備を

実施しています。 

こうした中、県では、平成２６年、２７年度に十谷、平林、小室、髙下地内の１１４ｈａを、

国の補助事業及び森林環境税を活用して植栽、下刈、除伐、間伐等の整備事業を実施しており

ます。一方、本町における県有林の活用については、県が実施する「おもてなし森林景観創出

事業」により、池の茶屋周辺の遊歩道、儀丹の滝の展望施設、林道丸山線沿いの展望台、櫛形

山登山道の整備など、数多くの事業を県と連携して行っているところであります。今後も、県

と町が連携し、県有林の活用を図っ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） 
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     １１４ｈａを今やっているということで、これから多分毎年毎年やっていくと思いますので、木

材の方の活用のほうはしっかりと町からも提案していってもらいたいといます。またあの景観の部

分ですけれど、「おもてなし森林景観創出事業」って言うですか、今やって、景色が見えるように伐

採しているという話ですけれども、実際、林道丸山線や櫛形山線、五開茂倉線などは、僕も昔から

よく林道に入っているんですが、当時僕が二十歳のころですね、富士山や甲府盆地なんかは本当に

よく見えたんですけれど、今木が非常に成長してしまって、景色がほとんど見えないような林道に

なっています。なので、これは以前にも質問したんですけれど、林道の道路の下の方も木を伐採し

て、景色を望めるようにぜひ提案してもらいたいんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

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） 

眺望についてもですね、また県の方と協議する中で、できるところを検討しながら、協力をして

いきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

はい、ぜひよろしくお願いします。それでは三つ目の質問に入りたいと思います。今後、本庁舎

をはじめ多くの公共施設がつくられる予定ですが、地元木材を活用した公共施設の建設についての

考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

   ただいまのご質問にお答えします。本町の地元木材の活用につきましては、平成２４年３月

「富士川町内の公共建築物等における木材の利用促進に関する方針」において、木材の利用促

進について基本的な事項が定められています。この方針の中では、木材の利用を促進すべき公

共建築物として町の本庁舎、体育館及び保育所等も含まれておりますので、今後の公共施設の

建設計画においては、建築基準法及びコスト面等を十分検討する中で、地元木材を活用して参

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） 

林野庁のホームページを見させてもらって、今課長が答弁したように、市町村方針っていう

のがつくってあるっていうんですが、公共建築物等木材利用促進法ってのが平成２２年５月に

成立して、１０月に施行されました。全国で、全市町村で公共建築物等の木材利用促進法に基づ

く市町村方針ってものをつくるということが書いてありまして、さらにみていくと山梨県の２７の

市町村すべてがそれをつくっているってあるんですね。その中で富士河口湖町は、ホームページで

この部分はＰＲ，公表してあります。けれども富士川町ちょっとその辺がないんで、詳しいことが

わからないのでちょっとその辺を聞かせてもらいますけれど、木材の利用促進に関する法律の第

９条を見ると、これは、市町村方針というのがあってその中で利用の目標というのが掲げてありま

す。それは課長が言ったように本庁舎とか体育館に活用していくっていう部分だと思いますけれど
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も、それは、木造化の部分とあとまた木質化といって例えば壁材とか、本棚、机、椅子とか、また

公共事業でいうベンチとか看板とか、いろんな活用ができるんですが、その辺ていうのはどのよう

にお考えでしょうか。 

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） 

この木材の利用に関しましては、木造化、木質化ということで、目標化を掲げておりまして、ど

の位目標にしているかという、達成の目標のですね、指標みたいなものはありません。そういうも

のに原則として木造化を図るとかという形での目標になっておりますんで・・・・そういう形の目

標ということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

はい、ぜひ木は町の木を使ってもらいたいんですが、その中でですね、ただ、活用はそれではな

くて、第１０条の方にはですね、木材製造コード化計画の認定という部分がありまして、ただ伐採

して木を運び出すんではなくて、しっかりこれを加工して、販売するというようなルートもしっか

りとこれからは確立していかなければならないと思いますけれども、そういった加工とか販売の部

分に関して、ちょっとどのような考えがあるかお伺いします。 

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） 

一般的な流通ということでよろしいんですかね。木材の流通につきましては、、組合等の素材生産

者がですね。立木の伐採をして、原木市場に運んで、そこで入札を行うような格好になります。そ

こで製材業者が丸太を買い付けて、柱や板という形の製品にしまして、そこで、そこから工務店が

買い付けるという形になっております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     伐採した木をぜひですね、町内でしっかりとした加工、また販売まで、本当に町内で活用出来る

ようなルートというものをつくっていただきたいと思いますし、また確かにコストは上がってきて

しまうと思いますけれども、ぜひそのように、雇用にもつながってくると思いますので、よろしく

お願いします。木材は以前に僕も小菅村のほうに行ったことがあって、そこでは、本庁舎や、体育

館等が木造で作ってあります。そこで話を聞いた時に、傷んだ箇所のみ部分的に改修できるという

ことで非常に長期活用ができるメリットというものがあるので、ぜひこれから庁舎検討委員会もあ

りますが、庁舎、学校、児童センターなど、木のぬくもりが感じられる公共施設を推進していって

もらいたいなというふうに思います。それでは、次の質問に移ります。 

     違うな、（４）の質問です。 

大法師の桜、これは日本の桜名所１００選にも選ばれていまして、非常に有名であります。もう

すぐ桜まつりが始まりますし、多くの、観光客が訪れることだと思います。しかし残念ながら、花

の命は短くて、２週間ほどで散ってしまうので、やはり年に２週間程度の観光客誘致ということに
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なってしまうので非常にもったいないというように思います。富士川町は森林に囲まれているので、

四季折々の景色が楽しめます。中でも秋の大柳川渓谷の紅葉は絶景です。五開地区で、もみじ祭り

が開催されていますので、ぜひそこは、十谷筋はもみじを売りにすればいいというふうに僕は思い

ます。この県道十谷鬼島線沿い、また大柳川渓谷にもみじを植樹して、もみじ街道としてＰＲする

というのは、どうでしょうか。桜街道ともみじ街道で四季を通じて、観光客の誘致をするという提

案について、当局の考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。大柳川渓谷は、春には新緑、秋には紅葉と、四季折々

の自然を満喫でき、また、大小１０本の吊り橋と８つの滝があり、子どもからお年寄りまで気

軽に散策を楽しめるトレッキングスポットとなっております。また、平成７年度には、大柳川

流域一帯を「もみじの里」として景観形成を図るために、県道十谷鬼島線沿いに１００本のも

みじを植樹し、平成１０年度から、大柳川やすらぎの里もみじ祭りにおいて、大柳川渓谷を歩

く「のんびり歩こうもみじの里ウォークラリー」を開催し、誘客を図っているところでありま

す。 

しかし、県道沿いのもみじについては、枯れている木が多いため、今後は、さらに大柳川流

域一帯を充実させるため、もみじの補植を行うとともに、新たな散策ルートの設置を予定して

おります。こうしたことにより、春は大法師山を中心とした桜、夏にかけての新緑、秋のもみ

じの街道、冬のダイヤモンド富士など、四季を通して町全域に訪れていただけるよう取組んで

参りたいと考えております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     前向きな答弁ありがとうございました。ぜひですね、大法師の桜に負けない全国屈指のもみ

じの里になるよう期待していますので、しっかりと活動してもらいたいと思います。富士川町

にさらに多くの観光客が訪れることを期待したいと思います。 

それでは、大きい項目の二つ目、ますほ児童センター候補地についてに移ります。（１）です。

昨年、新ますほ児童センター整備検討委員会を立ち上げ、会議を重ね、今の建設候補地を３カ

所に絞りました。その候補地はすべて、リニアのルートより北側で、学校から遠い場所なので、

その経緯を質問しようと今回その通告書を提出しました。その後の通告書を提出した後、２月

２９日に検討委員会が開催され、その委員会でも非常に心配な声が多く出て、最終候補地の選

定はできなかったというふうに聞きました。なぜ、この不安な声が多い中で、その場所に至っ

たのか、その経緯について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

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。リニア中央新幹線建設に伴い、移転予定のますほ児

童センターについては、昨年１０月に新ますほ児童センター整備検討委員会を立ち上げ、規模

や機能と移転場所について協議を行っているところであります。移転場所の候補地については、
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現在、増穂小学校を中心に南側に南児童クラブ、北側に児童センターが位置していることを考

慮する中、幼児や児童が安全に健やかに過ごせ、利用しやすい建物、グランドなどの必要面積

が確保可能な場所として、ますほ児童センター北側の３か所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） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

確かに南側にはありますんで、北側にということで、ただですね、リニアの場所のすぐ脇で

してね、安全に健やかにという部分でちょっと疑問を感じる場所だと僕は感じています。また、

多分その整備検討委員会の方でも、納得はしていないというふうに思っていますが、多分これ

は何が問題かといえば場所だと思うんですけれど、最終的にあれですか、場所の結論というの

はこの整備検討委員会で、答えを出すということでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今、検討場所の経緯について課長のほうから説明いたしましたが、これ長い経緯がありまし

て、本来は増穂小学校の中が一番最適ではないかという議論から始まっております。学校の方

も調査をした結果、空き教室がないということから、本来であれば周辺がいいわけであります

けども、南側に一つ児童クラブがある。現在、現在地で今児童クラブやっているという中で、

９カ所くらいの検討をする中で、最終的に３カ所に絞ってきたというところであります。この

検討委員会で今検討をしていただいている段階ですんで、私の方で今いろいろ結論的なことを

いう訳にはいきませんけども、検討委員会から報告書を受けたのちに町の方として、最終的な

判断をしながら、総合的に場所は決めていきたい。こんな手順で今考えております。 

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） 

     それでは、後の質問にもかぶってしまいますので、一旦ここで切って、次の質問のほうに入

りたいと思います。（２）です。新ますほ児童センターの移転についてはまあいろんな意見があ

ります。今も町長が言ったようにですね、学校の中にという話もあったり機能を分散させて、

児童クラブは学校で、他の方は別というような話もいろいろありますが、僕も県内でいろんな

ところを視察した中で、学校の余裕教室を使ってるところは結構ありますが、ただですね、今

回のますほ児童センターの移転というのはリニアのルートにかかって、やむを得ず移転すると

いうことであって、やはり現状のますほ児童センターと同じ機能を持った施設をつくるべきと

僕は考えています。放課後児童クラブだけではなくて、ぴよぴよクラブのように、乳幼児、子

育て中の母親の活用、また不登校児の対応というようにですね、ゼロ歳児から１８歳まで活用

できる施設を建設すべきだというふうに僕は思います。以前にも質問をしたんですがやはり

３世代交流ができる場という幅広い活用というのもぜひやっていただきたいというふうには

思っています。そこでですね、今度考えている、新ますほ児童センターの規模、機能、また敷

地や建物ですけど、それについての当局の考えを伺います。 



 ４０

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。児童センターにつきましては、児童福祉法、児童福祉施

設「設備」及び「運営に関する基準」に基づく、町の子どもたちの育ちを支援する拠点施設で

あり、また夢のあるこどもの城として、地域とのつながりを大切にした施設としております。

規模、機能については、児童クラブ室が、児童１人当たり１．６５㎡以上が必要となり、１２０人

の収容を想定し、２１０㎡となります。また、遊戯室、集会室、創作活動室、図書室、トイレ、

相談室などが必要なことから延床面積を約１，０００㎡と考えております。さらに駐車場

８２０㎡とグラウンド８００㎡も含め必要最低の敷地面積を約２，８００㎡としております。 

     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） 

     ということは、機能というものやはりそこにすべて集約したセンターとしての機能というこ

とでよろしいでしょうか。 

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） 

     はい。そうです。 

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、次の質問に移りたいと思います。（３）です。今後リニア建

設が始まれば、工事車両も多く通ると予想されて、子供たちの安全を考えると、リニアのすぐ

脇は危険が伴うと思います。子どもを預ける親としては、安全、交通安全対策をしっかりする

とはいえ不安だと思います。そして何と言っても、今の候補地では学校から遠い、県内で１番

学校から遠い児童センターというふうにも聞いています。昨年９月に町に提出された、ますほ

児童センター移転に関するアンケートにおいてもですね、「学校の近くがいい」「今の場所は遠

い」という意見がありました。９割近い保護者が小学校付近を希望している声は、重く受けと

めるべきだと思いますが、町の見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

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。増穂児童クラブ保護者会で行った「ますほ児童センター

移転に関するアンケートについては、児童クラブ通っている７６世帯にアンケートを配布し、

３３世帯分を回収しました。回収率４３．４%という結果の報告を受けました。アンケートに

限らず、いろいろな場面におきまして保護者の皆さんそれぞれのご意見はお聞きしております。

町といたしましては、増穂小学校を中心に南北に地域を分け、利用状況などを考慮する中で、

現在の児童センターから程近い場所を建設候補地として提案し、検討委員会において検討して
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いただいているところであります。 

なお、リニア建設に際しては、新ますほ児童センターに通う児童のみならず、通学路として

利用する児童、また地域住民の方々に危険が伴わないよう、ＪＲ東海より工事中の安全対策に

ついて示されておりますが、今後、施工業者が決まった段階で、交通安全には万全を期すよう

徹底させることとしております。 

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） 

     どうしてもそのなんていうんですか、代替地がちょっと納得いかない場所でありまして、代

替地の登録してある地図をちょっと見せてもらいましたが、結構リニアより南側にも、代替地

があって、そのリニアの工事中にそこへ行かなくても済むような場所があります。先ほど課長

さんの答弁で２８００㎡、トータルであればいいという意見もいただきましたが、その代替地

がですね、天神中條の増穂小学校、これ地番は最勝寺になっちゃうんですけど、増穂小学校の

すぐ西に代替地があります。そこはトータルで４０００㎡ほどの土地が確保できます。そこは、

もうそこの地主さんが納得はしている場所でありますので、ぜひですねそういった場所を検討

していただきたい。確かに南北で分けてという話も分かりますけれど、北に作ってもですね、

親は最終的には児童センターに迎えにくるので、その辺は特に難しく考えなくても、学校の近

くに二つあれば僕は本当にいいと思いますので、ぜひその子どもたちの安全確保のために、も

う一度候補地の選定というものをし直す考えがあるか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     検討委員会に提案した候補地は、先ほど言いましたように９カ所程度、事前に調査をした中

でやっております。増穂小学校の西側に空地はあることは十分承知をしておりますが、今使っ  

ている長澤地区、大椚地区の人たちが迎えにくるのに遠くなってしまう。そして、南側には児

童クラブがありますんで、多分小学校の南側の人たちは南へ行ってもらわなければ、そこだけ

が集中的に人が多くなってしまうとかありますんで、１カ所ですべて終わればそれにこしたこ

とはないんですけども、今現状とそれはに南にも児童クラブ持ってますんで、この利用者を分

散もしていかなきゃならない。そして天神中條の北側の人たちも、今北児童クラブを利用して

おります。そして、大久保、舂米、小林、長澤、大椚の人たちの利用状況を考えると、やはり、

小学校より北側につくったほうがいいんじゃないかな。それと、天神中条の中でも何カ所か候

補地もありました。ただ、そこで事前の打診をしたところ、ここは売らないというふうなかた

くななところもあります。そういう中で、今の児童センター付近の３カ所を町とすれば、絞っ

た段階で、検討委員会で御検討いただいているという状況です。 

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。確かに、なんて言うんですか、使っている子どもたちを分散させるのに、長澤や大椚
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の子たちのことも考えたって思いますけど、結局の児童センターというか、放課後児童クラブ

の活用というのは、学校からそこへ子どもたちが放課後行って、そこでずっとそこで勉強した

り、遊んだりしてそのあと親が迎えに来るまでそこになきゃならないとことで、特にその長澤

から迎えにくるのは大変といっても、大体親は車で迎えに来たりするので、その建設場所との

やはりリニアの近くよりも、そういった、学校の近くで危なくない場所の方が、僕はいいとい

うふうに思いますし、さっきもいましたこの代替地の部分で、小学校の西側に、４，０００㎡

ほどの代替地提供の場所もあるのでぜひそこも検討してもらいたいというに思いますけれども、

もう一度いかがでしょうか。 

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） 

それではただいまのご質問にお答えします。今議員さんがおっしゃられた増穂小学校の西側

ですが、最初にそこのところへは、私たちも現地の方へ出向いて、調査もしたわけですが、車

が入るところが難しいとか、家の近くに建てるようになってしまうのかなというような懸念も

ございました。それで、、南には南児童クラブがあるので、じゃあ北側を文化ホールの周辺から

当たってのいろんな土地を検討してきました。そして第１回目の検討委員会におきまして、そ

の説明をさせていただきまして、３か所ということで、委員の皆さんの承諾を得た中で進めて

きたわけですが、第２回目で、委員さんの中でいろんな皆さんのご意見を伺ったということで

意見が出まして、それではもう一度それを持ち帰って、また検討をするということで今の状況

なんですが、またこの議会の内容を踏まえまして、また第３回目の検討委員会もございますの

でそちらのほうで検討をしていただくという形でいきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほど来、お話が出ております増穂小学校西が、確か土地は空いておるんですが道路がつい

ていないというところがあります。そこに新たに道路をつけてですねすると、ＪＲ東海から補

償料はいただけるとはいいましても、全額がくるわけでありません。この規模の児童館を造る

だけでも６億ぐらいの予算は必要になってきます。それに道路というと２億ぐらいまたかけな

きゃならん。こういう状況となりますんで、既存の道路を活用する中で、やはり子供たちの分

散をうまくできる方法等も考えながら、今検討委員会でご検討いただいているところでありま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

僕がちょっと提案している土地っていうのは既存の道路、昔のいわゆるバス通りと言うんで

すか、天神中條の旧道ですね、通っているんで多分車とか入っていけると思うんですが、そこ

を、まあここでこれを何回も言ってもあれなんで、ぜひですね今後の第３回の整備検討委員会

の判断にも注目したいと思いますので、以上でこの質問は閉じたいと思います。それでは、次

の質問に入ります。 

     大きい項目の三つめ、３番投票率の向上についてです。 
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     ２０１４年の衆議院選挙の投票率は５２．６６%と、史上最低を記録しました。住民に身近

な地方選挙でも過去最低の投票率を記録する自治体が増えています。特に若い世代の選挙離れ

が顕著にみられます。しかし若者のアンケートを見ると、投票には行くべきだというふうな声

が多数あるように、決して無関心ではないと思います。政治を身近に感じない、また政治でこ

の住民の生活は変わったという実感がないから投票に行っても意味がないというような声も聞

きます。これは我々議員にも責任があると思います。で行政もこの時代のニーズに合った投票

など、検討すべき時期に来ているのではないかというふうに思います。そこで投票率の向上策

について何点か伺います。（１）です。次期参院選から１８歳から投票権が得られました。若者

への啓蒙についての取り組みについて伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会書記長 増原俊郎君。 

〇選挙管理委員会書記長（増原俊郎君）  

  ただいまの質問にお答えします。昨年の６月１７日に、公職選挙法等の一部を改正する法律

が成立し、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢が、満１８歳以上に引き下げられました。こ

うした経過の中、国、県、町においては、各機関連携のもと、若者が政治や選挙に対する関心

を高めてもらえるように、様々な啓蒙活動を実施しております。現在は、選挙を通じた政治参

加が、より身近なものとなった高校生に向け、選挙制度の解説書となる副教材の配布や、模擬

選挙などの出前講座を実施しながら、政治や選挙に対する主権者教育に取り組んでおります。 

  以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     主権者教育ですか、これはぜひやるべきだと思いますけれども、町内にも増穂商業高校、ま

た増穂中学校、鰍沢中学校とありますが、その子供たちへの主権者教育というものはどのよう

に考えているでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会書記長 増原俊郎君。 

〇選挙管理委員会書記長（増原俊郎君）  

     実は今日ですけれども、本日ですが増穂商業高校のほうで出前講座ということでちょうどあ

のただいまぐらいの時間で実施していると思います。また、選挙年齢、引き下げられたという

部分でございますけれども、まず第一に主権者としての教育、そういう基本的な資質というも

のを醸成していかなければならないと思っておりますので。第一義には、まず、教育機関にお

きましての選挙に対しての、あるいは政治に対しての教育というところを充実さしていただけ

ればというふうに思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     今日は、増穂商業の方で出前講座をやっているということで、ぜひですねこれからも主権者

教育というものは中学生からでもいいと思いますんで、やっていただいきたいなというふうに

思います。それでは（２）の質問のほうに移ります。全国では、いろんな自治体で、投票率を
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上げる手法として、投票所、期日前投票所の増設をしたところもあります。商業施設や、学校

構内、駅構内などで、投票者が増えた成果もあります。そこで、町内の高校、また、フォレス

トモールなどの商業施設への投票所の増設について考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会委員長 佐々木照美さん。 

〇選挙管理委員会委員長（佐々木照美さん） 

     ただいまの長澤議員のご質問にお答えします。投票所の設置については、公職選挙法第３９条

により、選挙管理委員会が指定する場所に設けることになっております。一方、近年の投票率

の低下や、投票環境の向上の面から、これまで設置している投票所以外に、商業施設等への新

たな増設も検討されているところでもあります。しかし、投票所の設置については、大前提と

して、ミスや事故を起こさない適正な管理執行ができる環境が確保できること、また、選挙人

の秘密の保持が確保できる独立した空間であること等が必要となってきます。さらに、投票所

として施設を提供する側の、設置に対する理解と協力を得ることが必要となります。このよう

なことを踏まえながら、投票所の増設については、選挙管理委員会において、今後協議をして

いきたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     選挙管理委員長さんが来てくれたということで、すみませんでした。お忙しい中を。 

     これからは、やっぱり今言ったようにセキュリティーの部分が非常に問題になってくると思

いますが、特に、多分二重投票とかそういう部分だと思うんですよね。そういった部分をクリ

アすることは意外とシステムの部分でクリアできる問題だというふうに思いますが、こんなこ

と聞いたらまずいですか、いいですか。いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会書記長 増原俊郎君。 

〇選挙管理委員会書記長（増原俊郎君）  

     お答えいたします。投投票所につきましては、当日投票所、それから期日前投票所と二つの

種類に分かれるわけですが。この当日投票所をですね、例えば集客施設等の場所で開設すると

いうようなことは非常に難しい問題がたくさんございまして、今現在の段階では不可能だとい

うふうに思っております。それから期日前投票所につきましては、これは先ほど議員がおっしゃ

いましたようにセキュリティー等の問題等は機械的な問題ではないかということですが、当日

投票所も含めてですが、全てをオンライン化していくというような、例えば当日投票所は１９あ

ります、それから期日前投票所は２カ所ということですから、これらがですね、実はオンライ

ンで全てのデータが、すぐに誰がどこでやった、投票が済んだというのが瞬時に分かるような

システムが構築されない限り、基本的に難しいものだと思ってます。それからですね単にその

セキュリティーという問題とですね、もう一つは、選挙人の秘密保持というようなことが大事

なことになって参ります。どういうことかと申しますと、例えばはどこかの体育館のロビーで

やっていたとしますが、外からですね、内部に誰が入って、投票行為をしたんじゃないかとい

うようなことが、公職選挙法上ではそういうなことをさせてはいけないということですから、
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秘密保持というのも、いろんな面の問題も含んでおりまして、この辺につきまして、今後かな

り検討していく必要があろうかというふうに思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     期日前投票、特にそこで、２カ所なんで、その１カ所だけ例えば一日だけ増穂商業に移動す

るとか、フォレストモールに移動するとかそういったセキュリティーの部分も動かせると思う

んですよね移動は。そうやって例えば、１日だけそこに投票所にするとかっていうふうなこと

は出来ないですかね。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会書記長 増原俊郎君。 

〇選挙管理委員会書記長（増原俊郎君）  

     システムを実は構築をしている現状というのがですね、役場の庁舎内に本体がございまして

役場の関係の機関は基本的に光回線で結ばれて、専用回線で結ばれています。ですから、どこ

かに移すというようなこと、期日前投票所だけをどこかにまた持っていくということは可能な

んですが、新たなところにということになりますと、例えばＶＰＭ回線とかですね、特殊な専

用回線を引くというようなところから始まりまして、機器の増設というものもあります。期日

前投票のシステム自体はあるんですが、それを違うところに移していくということになります

と技術的な問題、また費用的な問題もいろいろ出てくるというようなっております。それから

甲府市で山梨大学に、期日前投票所を開設しましたが、やはり利用者の数が非常に少ないとい

うこと、限定された部分になっていきます。それからその人が投票するためにはですね、選挙

人名簿の突合ということになりますが、どこの人が来るかわからないということになりますと

膨大な数の選挙人名簿をそこに置くか、あるいはどうするかということになりまして、今回の

場合には、甲府市では、期日前投票所と本部を電話で結んで、電話によるやりとりで、本人を

確認したというようなことですので、一人当たりの処理時間も相当かかったというなことで、

あまり評判は良くなかったというふうなことを聞いております。 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

     せっかくのマイナンバー制度になりました。きっとこれはできない問題ではないと思います

し、多分思ったほど難しくないとは思います。実はですね、全国の議員の有志で今回、投票率

向上っていう部分を一般質問で提案しようということで、県内の議員でも投票率向上タスク

フォース山梨チームというものを立ち上げて、今各議会で一般質問が行われています。非常に

やはり、行政のほうで慎重論が出ているのが現状ですが、意外と大型ショッピングモールのイ

オンとかですね、ラザウォークのほうでは、期日前投票に前向きな答弁もいただいております

ので、ぜひ若者がとにかく投票しやすい、ただ投票しろじゃなくて、やはり若者が投票するこ

とによって、やはり若者たちの声も政治に届くようなことがやっぱりこれから必要だと思いま

すので、そういった時代に合った、投票所の設置というものはこれからも検討していってもら

いたいと思いますし、今後もこの部分は質問をしていきたいなというふうに思います。それで

は、最後の質問です。（３）です。多くの町民に選挙にかかわってもらうために、投票の立会人
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として、公募で定年退職者、主婦または主夫、または学生などを登用するという考えについて、

伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

選挙管理委員会委員長 佐々木照美さん。 

〇選挙管理委員会委員長（佐々木照美さん） 

     投票所の立会人については、公職選挙法第３８条により、選挙管理委員会が選任することに

なっております。投票立会人は、同法第３８条で定められているように、各投票所の投票にお

いて不正がないかどうかを監視する重要な役割を担うことから、各投票区の選挙人を十分熟知

している方を選出し、任命している現状であります。このようなことから、投票所での投票の

適正な管理執行ができる体制を確保することを前提としながら、公募による登用についても、

選挙管理委員会において協議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） 

     はい、ぜひ前向きにお願いいたします。以上で一般質問を終わりますが、ぜひ、これからも

時代に合った改革というものをしていってもらいたいなと思います。以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１番、９番 長澤健君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

 通告２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。それでは一般質問をさせていただきます。まず、ますほ児童センターの整備

についてお伺いいたします。ますほ児童センターの建設される場所が３カ所に、候補地がですね、

３カ所になったということで、その場所がですね、今の利根川グラウンドの東側、それから現在あ

るますほ児童クラブ、北児童センターの西側で北側の元食堂があった北側の畑、それからその道路

を挟んで西側の畑。そこの３カ所が、候補地に絞られたということですが、この候補地はどのよう

な基準で決められたのでしょうか。 

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） 

     それではただいまのご質問にお答えします。新ますほ児童センター移転場所候補地につきま

しては、児童が安全に健やかに過ごせ、利用しやすい場所であること、また、現在の場所が、

増穂小学校を中心に、南側には南児童クラブがあり、北側には、児童クラブの機能を持つ児童

センターが位置していることから、現在地周辺を基準に整備検討委員会でただいま協議をいた

だいたところであります。 
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     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     児童センターを作る最大の目的は、児童が放課後から、放課後ですね保護者が児童を迎えにくる、

その児童を保護者に手渡すまでの間、安全安心に過ごせる場所でなければならないと思うんですけ

れども、この候補地に挙がっている３カ所はですね、小学校から８００メートル以上離れている。

そしてその道路が非常に危険であるということ、通行量が多くてですね。そしてさらにその候補地

に挙がっているところがですね、リニアの北側なんですね。そうすると、リニアの工事が始まりま

と、工事用のダンプが激しく行き交う場所になるんですね。とても安心安全と言えるような場所で

はないと思うんですけれども、何でこんな危険な場所に決めなければならないのか。また、児童の

安全を守るのが目的なのに、返ってこんな危険な目に合わせることになると思うんですが、その辺

のところはいかがでしょうか。 

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） 

     ただいまのご質問にお伺いします。やはり南には先程の答弁でも申し上げましたが、南側には南 

児童クラブということで、増穂小学校を中心に、やはり北側を探しました。候補地として探した訳 

ですが、文化ホール周辺なども、６候補地ですね、１２月の常任委員会でもご説明したとおりで 

ございますが、その時にも申し上げましたように、いろいろな条件が整わないということで、今 

の３カ所を候補地として挙げていますが、今まだ決定段階ではございません。検討委員会に持ち 

かけまして、今のところ検討をしていただいているところでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     もう一度いいますけれども、第一に児童の安全ということを考えて、場所を選定しなければなら

ないと思うんですけれども。リニアが通るその近くに、そのセンターを造って、リニアが人体にど

んな影響を与えるかっていうこともまだ分からない段階でですね、私たち年配者はいいですけれど

も、これから成長する子どもたちがですね、そういうリニアの影響を受けるような場所であるとい

うことには納得がいかないんですけれども。もっと富士川町の、この次の富士川町を担う子どもた

ちがですね、危険のない場所に、環境のよい場所で健全に過ごせるようなところにするべきだと思

うんですね。それから前の議員の、町の方で答えてるのに、分散する必要があるって言われました

けれども、分散する必要はないんじゃないですか。なぜならば、夕方親御さんは、車で迎えに行き

ますよね。長澤であろうと大椚であろうと、天神中條であろうと、車で迎えに来る分には余り関係

ないと思うんですけどね。だから南児童クラブがあるから、こっちの方へというのはちょっと納得

がいかない。それから何よりもリニアの影響を子どもたちに与える場所っていうのが、納得いかな

いんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     ただいまの児童センターの候補地についてのご質問にお答えをいたします。リニアの磁場と

いうのは危惧する方々もおりますけども、これまで実験線のリニアのすぐ近くでＪＲ東海も

データの検査をし公表しております。今の実験線の周辺の皆さんもかつては磁場を心配してお

りましたけども、今は磁場はほとんど声は聞こえません。それと、中道の小学校あるいは田富

の小学校も、今の小学校の付近に造る、当然リニアはその傍を通ります。リニアもですね、離

れれば離れるほど半減し、通常の２５メートルの高さを通りますから、今のこの状態と何ら変

わらない、磁場のことになっております。ただ、工事中は工事をいたしますけれども、あそこ

は、コンクリートの構造物をつくる予定になっております。当然、一度資材を運び込むときに

にトラックは通ります。そして、側道も含めて、２２メートルの幅で全部工事用のフェンスを

造るはずですんで、周りから音は聞こえますけども、車が直接往来するようなことはほとんど

ありません。いざコンクリートを打つ時にまた装車は入ってくると思いますけども、トンネル

から出る土を運ぶような車が、頻繁に動くようなことはないと思っております。そういう中で、

今ＪＲ東海の方もですね標準的な工事の安全説明会みたいなのをしておりますが、先ほど答弁

させていただいたようにこれから施工業者が決まった段階で、その施行業者とですね、これは

児童館に限らず、いろんなところを交差して行きますんで、全ての交差点で安全を確保してい

ただけるように町の方ではやっていくつもりであります。工事の期間は、多分平成３６、７年

にはもう工事が終わっていかなければ営業線になりませんので、その間でありますけども、

３１年から工事に入る。工事期間がリニアの方は、５年ぐらい。そしてまた、児童館の方は３１年

からは、工事に入りたいということでありますんで、それまでには移転をさしていかなきゃな

らないということで、安全にはですね、当然町の子どもたちが、これから過ごすところですの

で、しっかり町の方でもやっていきたい。それと同時に、子どもたちが、すべての親が車で迎

えに行くわけじゃないんですね。あそこいる子どもたち全て親が車で迎えに行くわけではなく

て、親御さんも仕事があったりする、仕事が無いときには当然迎えにも来ていただきたいと思

うんですけれども、歩いて帰らなきゃならない子どもがいるということはご承知おきいただき

たいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     リニアの、磁波が人体に影響が余りないと今町長おっしゃられましたけれども、これは何年か経

たないと、この磁波というものが人体にどのくらいの悪影響を及ぼすかということは出てこないよ

うに私は思います。医者じゃないからはっきりしたことは言えませんけれども、何にも、人体に悪

影響がないということは言えないんじゃないか。現実にですね、富士川町にリニアが来るから子ど

もを育てるのが危ないからといって、越す、若い夫婦も出てきてるんです。私が今子どもを出産す

る時でしたらば、私もちょっと考えます。そういうことから言いましても、子どもたちが安心安全

に過ごせる場所という観点から見ましても、今の３つの候補地は余り適切な場所ではないように思

いますが、しっかりと検討してください。それでは、次の質問に移ります。 

この児童センターはいつまでに完成させるのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 



 ４９

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。新ますほ児童センターの整備につきましては、

リニア中央新幹線の建設工事が、平成３１年度から開始予定となっておりますので、完成は、

平成３０年度を予定しております。なお、平成２８年度には、地質調査、不動産鑑定、用地交

渉、基本設計・実施設計等を行い、平成２９年度から３０年度の２か年で、建設を行う計画で

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） 

     ３１年に、３１年４月に完成するということですね。３１年度中ですか。３１年の４月ですか。 

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） 

     ３０年度で完成を予定しています。 

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） 

そうしますと３１年の３月までということですね。そういうことですと、遡って素人ですけれど

も、計算してみましても今年急いで測量設計に入らなくても十分間に合うように思うんですけれど

も、もっと児童にとって安心安全な場所を慎重に、検討するべきではないでしょうか。２回くらい

開いた検討委員会で、性急に決めるべきことではないように思います。ここへ通っているですね、

７０名の児童の命がかかっているのです。その命をもっと重く受けとめてほしいと思います。私た

ち親はですね、特に母親は、子どもたちの命を守るのが、母親の使命なんですね。そういうことか

ら考えますと、もっと安全な場所を慎重に、審議をしてもらいたいと思います。それから、３１年

の３月に完成ならばですね、３０年から建設に入るということになってもですね、２８年、２９年

に土地をしっかり探して検討に入っても遅くないと思うんですけどいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     工事の工程からいってもですね、やはり２８年度までに、実施設計を仕上げ、そして２９年

度、３０年、２カ年の建設計画でしなければ、工事的にも無理だと思っております。 

     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） 

     設計、施工に２年もかかるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     設計は、２８年度いっぱいで仕上げなければならない。２９、３０は工事期間になります。
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当然、２年間に渡る債務負担行為あるいは継続費を計上しながらの予算計上なりますけども、

大きな建物になりますんで、単年度で建てるような建物じゃないと思っております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     工事の建設計画っていうのは、素人ですからわからないんですけれども、この建設場所につ

いては、もっと慎重に運んでもらいたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今規模、機能、また建設場所について、新ますほ児童センター整備検討委員会でご協議をい

ただいている段階です。それがいただいてから、町の方として再度総合的に判断をしながら、

最終的な候補地を決める予定でおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは、３番目の質問に入ります。私は児童センターと放課後学童クラブは分けて整備し、

児童センターは小学校の付近へ、それから放課後学童クラブは小学校の空き教室を使用して、

整備するべきだと思いますが、町のお考えを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     堀内議員の小学校に空き教室についてのご質問にお答えします。 

     放課後児童クラブを学校の余裕教室で実施できるかについては、平成２７年６月議会の一般

質問におきましてお答えしたとおり、増穂北児童クラブの利用児童数を考えると３教室が必要

とのことから、庁内検討会をはじめ、増穂小学校と教育委員会で協議した結果、増穂小学校の

余裕教室は、パソコン教室などの特別教室や日本語・外国語教室、児童相談室、会議室等に整

備したほか、少人数学習や女子の更衣室など様々な用途として使用している状況であることか

ら、増穂小学校における利用可能な教室数が１教室であること。また、学年の児童数により、

毎年度、教室数が変動することから、余裕教室を普通教室に変更する場合があること。さらに、

学校の管理と区分して外から直接出入りできる状態に改修しなければならないこと。などの理

由が挙げられ、児童クラブは新設する児童センター１カ所で開設する方が安全で効率よく運営

できるとの結論に至ったところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     えーとですね、私たちも先日増穂小学校を見学っていうか視察をさせていただきました。全

部の教室がそれなりに、埋められていましたが、物置に使っている教室もあったんですね。で

すから、全く余裕がない状況ではないというふうに思いました。ただ、今の校長先生が、この
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３月に退職になりますので、そういうことを考えると校長先生も、うかつなことは言えないと

いうことがあるのだと思いますが。えーっとですね、ここに教育員会から出された資料があり

ます。この資料を見ますと、３１年度には生徒数が７９に減ります。教室も３教室減ってきま

す。そういうことをですね、考えた場合、空き教室を使うっていうのも考えた方がいいんじゃ

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

ただいま、３０年、３１年にクラス数が減ってくということでございますけども、これは将

来的な見通しでありまして、現在１年生２年生については、３０人学級をしております。９１人

になりますと、４学級になったりしますし、各教室、物置になってるということもございます

けども、現在教室が非常に狭くて、子どもが持っている用具なんかも教室の後ろの棚に入り切

れないというような部分もありますので、そういう教室も使いながら、子どもたちが勉強して

るという状況でございます。各学年におきましてもそれぞれ余裕教室を持っておかないと、ク

ラス編成があったときにやはり、余裕教室を使っていくというようなことがありますので、現

在のところは１カ所というふうなことになってございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ２月の１６日に山梨市の議会を訪問しまして、学童クラブおよび児童センターの視察をして

きました。加納岩学童クラブはですね、加納岩小学校の中にありまして、しかも校長室の隣に

ありまして、子どもたちは非常に伸び伸びとその中で宿題をしたり、それから高学年の児童が

運動場で、すぐここが運動場ですからね、運動場で遊んだりしてまして、非常にですねこの山

梨市では、子どもたちを大事にしている地区だなっていうふうなことを感じました。それから、

議会との話し合いの中でですね、感心しましたのがこの学童クラブについては、校長先生の方

から、学校を使ってくださいという申し入れがあったと聞きました。それから、山梨市ではで

すね、施設１３施設あります。そのうち小学校の空き教室を使っているところが４カ所。小学

校の敷地内、また隣接に児童センターがあるのが９カ所でした。ですから子供たちは、学校の

隣接地ですから道路を渡らなくても、もうすぐそこの児童センターに行かれるんですね。です

から道路の危険も一切なくて、本当に町の児童たちを大事にするという姿勢を感心してきまし

た。この地区の保護者も安心していられるだろうし、これこそ子育て支援の最も大事なことだ

というふうに思いました。なおですね、笛吹市でも６校が小学校の空き教室を放課後学童クラ

ブとしています。また隣の南アルプス市でも、５校が小学校の敷地内を、学童クラブ、センター

として使用しています。県内でもですね、また近隣の町でもこれだけ事例があるのですから富

士川町でも、参考にするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

ただいまの各市等の事例もご説明いただいたわけですけども、町としても、１教室、大体他

の市町村におきましても、１学級、児童クラブですね、１教室の設置ということで、４０人な
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り５０人の児童のクラブを設置してるということだと思っております。この場合富士川町にお

きましては、１００人以上の子どもを児童クラブに、定員として入れていきたいということで

ありますので、やはり同じ場所で、子供の安全を確保していくということが一番重要じゃない

かなということを思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     かつて増穂町時代に、今の児童クラブを使っておりましたが、利用者数がふえてきました。

そのときに出た話が、北側に一つあるから、南側に一つ造ってほしいということで、増穂商業

高校の西側にあったところが、企業がやめたところがありましたんで、そこに南児童クラブを

造った経緯があります。そうしたところ、あの建物もまだつくって間もないものですから、い

ずれ、長い将来的にはまたそういうこともあるかもしれませんが、現在の南児童クラブを考え

ますと、やはり北側に一つ児童クラブが必要ではないかな。それで、南の児童クラブもですね

なくして、新たに全部入れる児童クラブが出来ればこれにこしたことはないんですけども、そ

うするとまた、費用的にもものすごいお金になりますし、規模も大きくなりますんで費用もか

かります。ますほ児童クラブも活用しながら、北児童クラブの今の位置で、今検討委員会で検

討していただいてるとこであります。 

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） 

     小学校の空き教室を使う。それから、児童センターは学校の近くにつくる。そういうふうに

しますとね、新たにグラウンドをつくらなくても、グラウンドがそこで使える。そういう利点

もありますので、そういったことも考えていただきたいと思います。それからですね、全国学

童保育連絡協議会というのが東京にあるんですけれども、そこのデータによりますと全国の学

童保育施設数は２万５，５４１カ所。入所児童数は１０１万７，４２９人。そのうちですね、

学校施設内に開設しているのが、１万３，８５７カ所で全体の実にですね、５４．２％に当た

ります。そのうち小学校の空き教室を活用しているのが６，３４７、学校敷地内施設活用が７，

５１０カ所です。年々小学校の空き教室を利用する地域が増えてきているのが現状です。また、

国はですね、国は学校施設の徹底活用で、学童保育を増やす方針になっています。２，０１４年

に策定した放課後子ども総合プランにおきましては、学童保育の利用児童を、２，０１９年末

までに３０万人増やすために、新規開設分の８割を学校施設を徹底利用していく方針を国は決

めています。今ですね安倍内閣が打ち出しております１億総活躍社会がですね、女性も社会の

重要な生産力であり、また女性も働かないと生活をしていけない時でもあります。女性が母親

がですね、安心して活動できる社会、地域にしていかなければならない。子どもは地域の宝と

して地域も一体となって育てていかなければならない時代であります。またそうでなければこ

の富士川町の未来もないと思います。子供たちを安心安全な場所で過ごさせてあげるよう我々

大人が慎重に考えていく必要があると思います。放課後学童クラブおよび児童センター建設に

ついては子どもたちにとってどうしてあげたらいいか、というのを一番に考えて、子どもたち

への愛情を、第一に考えて進めていっていただきたいと思います。箱モノは造ってもそこに愛
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情がこもっていなければただの器になります。子どもたちを地域の宝物として、みんなで見守っ

ていかなければならない。そのためにはどうしたらいいか。まず第一に考えて進めていってほ

しいと思います。 

以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、通告２番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて、通告３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番青柳です。これからの質問は担当課へ行って確認すればわかるような、少し細かい質問

もありますけれども、町民の皆さんをはじめ、傍聴の方々、ここにいる皆さんに知っていただ

くために、あえて質問いたしますんで、ぜひお答えいただきたいと思います。それでは始めに 

    新町民会館について伺っていきます。町民会館の管理者の配置および館内の飲食等、今後の管

理運営計画について４月５日から現在の鰍沢福祉センターへ移りますんで、その管理運営計画に

ついて伺いたいと思います。 

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） 

     青栁議員の新町民会館についてお答えします。新町民会館は、町民会館条例に基づき、これ

までの町民会館と同様に管理人も配置し、管理運営を行って参ります。なお、これまでの鰍沢

福祉センターにおいては、大ホールなど一部で飲食を禁止しておりましたが、今後は、町民会

館として会議や催しものが増え、長時間利用者も増えることから、大ホールも含め、食事や水

分補給などができるよう、全室において飲食可能とすることとしたところであります。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     私が一番心配しておったところです。というのは私も文化協会のクラブへ入れていただいて

おりまして、５月に県下の大きい大会があり、大体８０人から９０人が集まるということで、

２月４日にですね、現在の町民会館の方へ申し込みをさせていただきました。その時「新町

民会館は、４月以降の申込で全館飲食禁止となります。ご協力ください」というパンフレッ

トをいただきました。それで非常に不安に思うというか、その県下の大会はお昼も出るし、

皆さんお茶も持ち込むし、主催者はお茶も準備するというようなことでありましたので、不

安に思っていたわけです。たとえば峡南地域や県内外を対象とした会議とか講演会等で参加

者が個人的に飲み物や菓子類を持ち込むケースもあるかと思います。あるいはそれを禁止す

るということになると当町には７、８０人入るような飲食可能な公共施設はいまのところあ

りません。現町民会館では和室が利用できるので、そういう対応もできたんですけれども、

せっかく新町民会館がですね、いままで上履きに履き替えて入室していたのを今度、下履き

といいますか、土足可としたのに、汚れるから飲食不可ということでは、ちょっと片手落ち
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ではないかなと思っていました。あるいは、夏の時期にですね、講演会を聞きにいって飲み

物もだめということだと、熱中症対策はどうするのかもと思っていました。そういう中で今

の課長の答弁で飲食全館可というお話えお伺いまして、安堵したところであります。ぜひ今

後も利用者の立場に立って運営に当たることを期待します。 

      次に参ります。現町民会館のほうですけれども、最近町民の方からですね、７月か８月には分

庁舎の各課が現町民会館に引っ越してくる。そして分庁舎は取り壊すらしい、といった話を耳に

していました。公共施設再配置計画は、２８年度から２９年度の間に移転し、取り壊すというよ

うな審議会の答申が出ておりましたけれども、また、質問の通告の締め切りが２月の２９日でし

たんで、その時には移転と。それから予算的にも移転費用予算を計上しているということが新聞

に掲載されました。この時点では、議会にアナウンスがありませんでした。大事な情報を新聞で

知るということは、もうちょっと議員として恥ずかったんです。町の人たちは、７月か８月とい

う話をしていましたけれども、多分あの検討着手ということを事業実施というふうに読み違った

ものと思っておりました。ただ町民の関心が高い再配置なので質問をさしていただきます。最初

に公共施設再配置計画に基づき、分庁舎の各課が町民会館へ移転する計画について伺いたいと思

います。できれば、新聞報道にも出ましたんで、何月何日に移転の計画、というように具体的な

答弁を期待いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     青栁光仁議員の分庁舎の各部署の移転計画についてのご質問にお答えします。富士川町分庁

舎は、昭和４３年１０月に鰍沢町役場として建設され、合併後も、商工観光課、農林振興課、

建設課が入所する分庁舎として、また、鰍沢地域のサービスセンターとしての機能を果たして

参りました。しかし、建設以来４８年が経過し、経年劣化と伴に維持補修費が年々増加すると

同時に、建物の耐震基準を示す Is 値というのは、0.17 と低く、非常に危険な庁舎となってお

ります。こうした状況の中、町民会館の移転に伴い、現在の町民会館の新たな利活用が可能と

なることから、危険な分庁舎における住民利用や執務の回避と、行政手続きなどの利便性の向

上を図るため、現在の町民会館と東別館をも含める中で、分庁舎の業務を移転させることとし、

今定例会に分庁舎の移転に要する経費を計上しております。なお、鰍沢サービスセンターは、

鰍沢地区の住民サービスの拠点として、教育文化会館内へ移転することとしております。 

     今回の移転につきましては予算計上したときに、議会のほうにも説明をしております。また、

秋の幾月幾日とはまだ言えませんけども、秋口、秋ごろまでには移転をさせていとと言います

のは、東別館、現在の町民会館の中を少し改修をしていかなきゃなりませんので、必要な日数

を要するということであります。なお、現在の分庁舎は、当面防災無線の設備なんかも入って

おりますんで、また、今すぐ取り壊すということではなくですね、今しばらくは置いておきた

い。しかし Is値が非常に低いものですから、そう長くは置かなくてですね、あそこの跡地の利

活用も今後検討していかなきゃならな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） 



 ５５

     今いただいた答弁だと、新聞報道のとおりというふうに受けとめました。分庁舎の移転について

は、２月末にですね、役場の幹部職員何人かに問い合わせをしましたけれども、または聞いていな

いということでした。計画の進捗状況とかですね、中間予定もできれば議会にアナウンスしてもら

いたいというふうに感じております。次に、町の広報では、現町民会館は４月からの利用できなく

なると。図書館は従来どおり利用できますということ。それから休館日は毎週月曜日と祝日及び年

末年始と広報されております。２番目の質問といたしまして、現町民会館の管理運営について、４月

からの管内の防災、防犯等管理体制はどのように行うのか伺いたいと思います。 

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） 

     青栁議員の現町民会館の管理運営、防災、防犯等管理体制のご質問にお答えします。現町民会

館は、４月１日から管財課所管の本庁舎別館となり、町の事業として利用する以外は、一般開

放しないこととしております。また、館内にある図書館は、生涯学習課の所管の行政財産とし

て管理していきます。このようなことから、防犯上の対策として、階段手前の防火シャッター

を閉めるとともに、エレベーターも電源を切断し、２階への出入りを制限いたします。館内全

体の管理経費は、財産管理費に計上しており、必要最小限の清掃を行い、夜間は、これまで同

様に機械警備を委託いたします。なお、日中の防犯防災管理体制に関しましては、今後、生涯

学習課と協議して、体制を整えたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     少し、わかってきましたけれども、防火シャッターを閉めるということであれば、２階３階は、

行き来はできなくなるわけですけれども。あの関連してですね、三つ目の質問として、図書館司書

が現在お一人なんですね。そうすると２階以上は、今の答弁でよろしいかと思うんですけれども、

２階にも書庫があります。それから１階のトイレ、あるいは和室の方ですね。和室の水を利用する

ところ。それから、テーブルが置いてあるスペースもありますけれども、今後、利用者のほとんど

が図書館ということで小中学生が中心じゃないかというふうに予想されます。そういう中で、今言

いましたトイレの管理、和室の管理。あるいはフルオープンになるわけですから、変な人が入って

くるとかいうのを、女性一人の管理に任せるのか、あるいは司書という役柄に上乗せしてトイレと

か、和室とかの管理もさせるのか。その辺もお答えいただければと思うんですけれども。 

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） 

     先ほども答弁で申し上げましたとおり、館内全体の管理経費は財産管理費に計上しており、必要

最小限の清掃等はこの中で行なって参りたいとように考えておりますので、図書館司書と兼務とい

うことは考えておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

私が伺ったのは、防災防犯ということですからその掃除とか、建物の管理という面でなくてです

ね、図書館司書一人が常駐するということでいいのかという思いがあります。移転実施までですね、

分庁舎の各課のが移転してくれば、大勢の人が、職員が入るわけですから心配はないと思いますけ

れども、移転実施の秋口までにですね、管理を置いたらどうかと。再検討を求めておきます。ここ

で町民会館については、終わりにしておきます。ぜひ御検討ください。 

次にですね、峡南医療センター企業団の支援について伺いたいと思います。既に予算も計上され

ていますが、１番目の質問として町としての今後の財政支援について、町長の方針とお考えを伺い

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） 

峡南医療センターの今後の財政支援についてのご質問にお答えいたします。峡南医療セン

ター企業団は、峡南北部地域住民への安全、安心の医療を提供し、「地域完結型医療」の実現を

図ることを目的に本町並びに市川三郷町が出資をする中で一部事務組合として設置したもので

あります。こうしたことから、企業団を存続していくことは、開設者としての責務であると考

えております。明年度当初予算における、財政支援につきましては、高度医療に要する経費や

緊急医療の確保に要する経費などを、企業団規約に基づき、運営費負担金として支援すること

としております。この企業団規約に基づいた経費については、交付税としてそれぞれの町に措

置されることとなっております。 

また、企業団財政の安定のため、今後、２町で毎年度一定額負担をしながら、資金不足の解

消や、設備改善が図られるよう、出資金として、平成２８年度予算に計上させていただいたと

ころであります。 

なお、単年度貸付金につきましては、平成２８年度の企業団予算を審議する、議会が２月に

ずれ込んだため、当初予算には計上しておりませんが、企業団が資金ショートを起さないよう、

６月補正において予算化をしていかなければならないものと考えております。 

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） 

     短期資金の支援が、今後も必要じゃないかなと私も考えておりますんで、６月補正に、提出する

予定だということで少しは同じ考えだなというふうに思っております。今後も地域医療を守るため

に、峡南医療センターを何とか守っていかなきゃならん。それと同時に改善を図ってもらわなきゃ

ならんと思っております。そこで昨年１２月に実施した、長期と短期の貸付についてですけれども、

長期の方は３０年債ということですから、資金的にもそんなに負担はかからないと思いますけれど

も、短期資金については、今年度末に、両町合わせて４億３，０００万を返さなきゃならんわけで

すけれども、その１２月にですね、一体いつ、両町併せて７億３，０００万のほうですね。７億３，

０００万円の長期資金も含めて、貸付申請がいつあったのか、それを伺いたいと思います。すみま

せん、（２）、次の質問です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

青栁議員の質問にお答えいたします。 

昨年の１２月１８日であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     そうすると、引き続いて３番目の質問ですけれども、貸付審査会というのが設けられております。

１２月１８日、議会の最終日。当局から提出された補正予算が議会で承認されました。そこで、１２月

１８日に病院から貸し付けの申請が当日にあったと。貸付審査会は貸付申請に対してどのような審

査をして貸付を適当と判断したのか、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） 

お答えいたします。峡南医療センター企業団から、財政支援の依頼を１０月２９日に受け、

企業団への貸付について、市川三郷町と協議し昨年１２月補正予算に計上させていただきまし

た。 

この貸付につきましては、平成２６年度に企業団が金融機関から借りた運営資金が、今年度

末に返済期限を迎えることから、その返済にあたっては、１月から３月の診療報酬等を段階的

に充てるため、その間、資金不足が生じることから、資金ショートを起こさないよう、企業団

と２町で協議をし、短期と長期の貸付金としたところであります。 

この貸付にあたっては、昨年１２月１８日、富士川町峡南医療センター企業団運営資金貸付

審査委員会を開催し、企業団からの償還計画書や収支計算書等の提出を受け、貸付金の期間と

金額、また利率について審査をし、１２月２５日に貸し付けたところであります。 

なお、このうち短期貸付金の、町への返済は、企業団が金融機関から新たに借り受けをして、

今年度末までに返済することとなっております。 

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） 

     私はですね、、この１２月１８日に議会で承認されて、２５日くらいには、貸し付けが行われたと

いうふうに伺いましたんで、その間には土日があって祭日があって、３日くらいしか営業日がない

わけですね、銀行から振り込むにしてもですね。それで、ちょっと審査がどう行われたのかと思い

まして、２月の２２日に、公文書の公開条例に従いまして、貸付申請書の添付書類だけ、海その写

しを請求しました。３月６日に開示がありました。これによると、当該年度の簡単な事業計画と、

当該年度じゃないですね、簡単な事業計画と短期と長期の貸付金返済計画。これはあの短期借入は、

３月３１日に一括返済。長期は５年据え置きで、元利毎月６百２、３十万ですかね、２５年間で返

済すると。いわゆる、元利金の返済予定だけですね。貸し付け申請書そのものには、銀行口座も記

入するような書式でしたんで、添付書類だけの公開をお願いしました。収支計算書が添付されてい
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ますけれども、収入は、両町からの借入金７億３，０００万。それから、支出は、給料や手当のほ

か、人件費と材料費で７億３，０００万。いわゆる使い道、借入金の使い道が記されているだけの

書類です。長期については、今言ったその償還計画書と打たれてますけれども、１月から３月まで

に７億３，０００万を諸支払いに使って、１２月に借り入れた短期資金４億３，０００万は３月末

に返すということだけの書類なんですけれども。それで、３月末に返せるのかなという判断をする

書類が何もついてないんですね。当然私にはこの書類だけでは判断できません。一般的には、売り

上げや給料が毎月いくら入るから、その中から毎月いくら返してきます。無理なく返済できますと

いう収支計算書ですね。あるいは金融機関から何月何日にいくら借りてそのお金でもって返済しま

す。といったような収支計算書がないと、貸し付け判断はできないんじゃないかというふうに感じ

ました。そこで再質問ですけれども、１２月の何日に審査会を開催したのか。また審査結果はいつ

病院に対して、医療センターに対して通知したのか、伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

先程お答えしましたとおり、審査会は１２月１８日に実施をいたしました。その後１８日付

で貸し付けの決定通知のほうも送付いたしました。 

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） 

     この貸付申請書に書類を添付しなさいという、要綱になっておるようですけれども。償還計画書、

それから当該年度の事業計画書及び収支計算書とあります。ところが私が今、お伝えしましたよう

に、当該年度の事業計画書、確かに事業計画書はついておりましたけれども、２病院が一つとなり

医療機能の強化や経営改革を進めるとともに、地域の診療所や山梨大学などと連携を図りながら、

高齢者や子育て世代への対応といった地域の特性上期待される医療サービスを、急性期から慢性期、

在宅医療支援に至るまで一貫して提供していくことにより、地域住民との結びつきがより強い病院

なることを目的とします。これは経営理念のようなものですよね。当該年度の事業計画とは言えな

いと思うんですよね。あと事業の内容として市川三郷病院ではこういう医療を提供します。富士川

病院では、内科外科整形外科リハビリテーションというような旧診療科の医療を提供します。ケア

センター市川では、入所定員７０名の介護を提供します、サンビューふじかわでは、１００名の介

護を提供します。これだけしかないんですね。収支計算書の方は先ほど言いましたように、収入の

部は両町の借入金、支出の部は給料手当、それから材料費等で同じ７億３，０００万。償還計画の

方は、返済計画ですね、償還計画書とあるけれども、返済計画。短期資金は、３月３１日に、富士

川町については２億１，５００万を返済します。長期資金については、３０年間にわたって返済し

ます。これだけなんです。これで審査ができたのかと。なぜこの質問したかというのはおわかりと

思いますけれども、１２月１８日に支援貸付について議会承認となりまして、同日付で、この要綱

もつくられております。今の答弁にありました審査会も同日で開かれております。各貸し付け決定

も同日に通知したと。貸し付け要綱には、この告示は公布の日から施行するとありますんで、１２月

１８日でもいいわけですけれども、１２月１８日議会で承認された時点では、償還計画とか収支計

算書、あるいはそういった収支計算書ですね、この返済計画でなくて収支計算書、そういったもの
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は企業団の議員にも、町の議会に対しても示されていませんでした。わずか３日間というよりも、

今の答弁だと１日間ですね議会承認を受けた夕方から、まあ夜中の１２時まで時間はありますけど

も、わずかその日のうちに要綱をつくって審査会を開いて、しかもこの不足の添付書類でもって審

査をしたと。１１月の２７日とか１２月３日、全員協議会でも資金繰表を出してくれということを

お願いしておきましたけれども、それも提出されない。臨時議会、いや１２月議会でもって、深く

検討できないまま採決され、非常に残念に思ってるところです。そこでの次の質問ですけれど、４番

目ですね。町長は審査会を受けて・・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁議員、４番目に移りますか、ここで。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     はい。 

〇議長（齊藤正行君） 

ちょっと待ってください。 

質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

再開は午後１時といたします。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

わかりました。 

休憩 午後１２時００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。 

 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

休憩の中断がありましたけれども、通告してあります、４番目の質問から入らせていただきます。

先に述べましたように、審査会が開かれて町長に答申をしたわけですけれども、町長は審査会の答

申を受けて、企業団と金銭消費貸借契約を１２月の何日付で取り交わしたのか、伺いたいと思いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えします。昨年の１２月１８日付であります。 

以上です 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

深くは追及しませんけれども、まず医療企業団を支援して、そして地域医療をしたいという思い

から、１２月１８日に要綱をつくって、１８日に審査会を開いて、１２月１８日に融資決定をして、

町長も１８日に契約を取り交わしたという流れのようであります。そこで次に５番目の質問としま

して、町長からの告示５８号ですね。運営資金貸付要綱について伺いたいと思います。貸付要綱の

第２条の２項に町長が貸付金について、「町長は、必要があると認めるときは、企業団に対して指示
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をすることができる。」とだけありました。これは何の指示かってことが書いてないんですけど。何

の指示か伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

お答えいたします。峡南医療センター企業団運営資金の貸し付けに関する要綱、第２条第２項に

ついては、町の貴重な財源を貸し付けることになりますので、貸付金に係る債権の管理又は保全の

ため必要がある場合には実地検査を、または関係資料の提出が求められるよう規定したものであり

ます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そこまでしっかりしているのであれば、今の答弁を「指示できる」の前にですね、書いておかれ

る方がいいんじゃないかと思います。なんにも前段がなくてですね、必要があると認めるときは、

指示できるとだけしか書いてありませんので、もう一度見直していただきたいと思います。再質問

ですけれど、今、答弁のあった指示についてですね、第８条で今の、第２条２項にある町長の指示

に従わなかったときは貸し付けの決定を取り消すというふうにあります。審査会が適当と認めて、

その後にですね、町長が貸し付けの決定を取り消すというようなケース、どんな支持違反か、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） 

８条の貸付決定の取り消しということで、借り入れて返済ができないような見込みが出て来たよ

うな時ということで考えております。現状では可能、３月末に返していただけるということの、約

束になっておりますけれども、現在の状況が、確認していますところ、それぞれ月々返済を病院の

経費のほうから貸し付けの金融機関へ返済をしているということ、また、３月には一時借り入れを

して、こちらのほうへ全額を返してくれるということで、順調に動いているようですので、そうい

うところが出来なくなってきた時には、立ち入りとか、検査をしていくという形で考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

申し訳ないけれども、答弁の内容がちょっとわかりませんでしたけれども、この貸付要綱という

のがですね、職員が正しく事務処理ができるようにという要綱だと思います。また第９条にはです

ね、長期資金について、貸付を受けた年度から５年間、元金も据え置くという要件も入っておりま

した。たまたま今回は３０年という長期ですから、５年間据え置いて、あと分割返済していくとい

うことだけであれば、該当する訳ですけども、１年以上は長期資金ということになります。そうす

ると３年や５年の借り入れ申し込みがあった場合も、５年間据え置くのかと。そうすると一括返済

ということになりますよね。これについて、疑問もあるわけですけども特に答弁は求めません。事

務要綱ですから、担当がかわっても事務が出来るように、もう少し丁寧な要綱をつくってですね、

貸付審査会も町民の税金から高額な貸し付けを行うんですから、慎重な審査を期待して、私の質問
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を終わりたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、番４番青柳光仁君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて、通告４番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ３番川口です。今回は町政推進のポイント、及びリニアの影響が川の水量予測調査、いよいよこ

の町にも影響が及ぶことになる。その対策について伺って参ります。町の未来づくりのために、地

域や団体または若い年代の意見などにも配慮することが肝要です。町政には町民がともに知る、理

解する、考える、創造していくような場づくりや環境に配慮する必要があります。皆が町の実情と

将来について考え、意見して、参加することが重要です。そこで大きい１番は、町民と合意形成の

努力についてです。１点目、まちづくりの一環として町長が、町民に意見を求めて諮問する検討委

員会があります。最近の委員会において公募枠が埋まらなかった委員会ごとに実情を伺います。 

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） 

ただいまの川口議員の質問に対してお答えいたします。 

町では、町民の期待する行政を遂行していくために、住民の方々の幅広い意見を適切に行政

に反映していく有効な方法として、各種検討委員会の設置にあたり、委員の公募制度を実施し

ているところであります。こうした中、近年設置した委員会での委員の公募状況は、本年２月

に設置した庁舎整備検討委員会が、公募委員の募集５名程度に対し２名の応募があり、委員総

数１８名で検討を始めたところであります。また、平成２６年６月に設置した公共施設再配置

計画策定検討委員会では、公募委員の募集１０名程度に対し３名の応募があり、委員総数２４名

で検討が行われました。 

平成２６年５月に設置しましたますほ文化ホール運営委員会では、公募委員の募集１０名程

度に対し応募者はなく、いずれの委員会においても、応募者は少ない状況でありました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、公募の大切さとその実情について３委員会の状況が話された訳ですけども、公募枠がですね、

埋まらないというか、２名、３名という町民の公募された委員の小さい意見になりそうだというこ

とで残念です。町民が公募に対して、なぜ消極的かどうかどのようにお考えですか。（２）に移りま

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） 

委員の公募については、町広報及びホームページにおいてお知らせし、募集期間を、約１カ

月間設けて行って参りましたが、募集委員５名に対し応募者は２名でありました。町民の方々
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が公募に対して消極的な理由は定かではありませんが、今後も公募の実施にあたっては、周知

方法や参加しやすい条件等検討して参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     参加しやすい呼びかけの努力ということをですね、やはり常々反省して活かしていくと。決して

報酬があるなしではないと思います。よろしくお願いします。今回、庁舎整備検討委員会１８名で

スタートしている訳ですけども、庁舎問題についてはですね、利便性、公平性、地域性についての

検討と、一方町民に負担を生じることについても、理解と合意ができるよう対応していくべきと考

えます。重要性にかんがみて公募期間を延期して追加募集するという努力はされなかったんでしょ

うか。再質問です。 

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） 

     今回の庁舎整備検討委員会の公募に当たりましては、従来よりも募集期間を長めに設定をさせて

いただきました。ちょっと応募の数が少ないかもしれないということもありましたので、そういっ

た検討もした上で、実施して参ったところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それぞれ工夫されていらっしゃると思います。３点目に移ります。庁舎整備の検討は、将来にわ

たる多額の財源も必要となり、また、地域性にもかかわる重要な課題です。町民に対しては、委員

会の情報を即座に公開して町民が共に検討していけるような創意工夫は必要です。どのように 着

手されていらっしゃいますか。 

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） 

     今回設置しました庁舎整備検討委員会では、委員の皆様の忌憚のない活発な御意見をいただきた

く、非公開といたしましたが、その検討内容が町の将来にかかわる重要問題であることや、町民の

関心が高いことを踏まえ、次回以降の検討委員会からは、公開して参りたいと考えております。 

  また、検討資料や検討内容につきましては、ホームページをはじめ総務課窓口において、文書に

より公開して参ります。今後検討や協議の進行状況によりまして、庁舎整備の方針等がある程度ま

とまった段階で、広く町民の皆様からご意見を伺う機会を設け、整備方針に反映できるよう努めて

参りたいと考えています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今後、検討委員会で公開するという、非常にですね、前向きで町民にとっても、好ましいことで

なによりだと思います。会議内容をすみやかに、町民が情報を得られると、討議された内容と経過

を理解でき、風通しがよくなり、町を挙げて関心が高まります。これまでのですね、検討委員会等
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は検討、提言が出来るまで閉じた委員会というふうな面がありましたけれども、今回の庁舎問題、

その重要性にかんがみて公開されるということで、よろしくお願いいたします。さて、庁舎問題は

重ねて質的、量的にも、これまでの委員会とは異なり市民と情報を適時に公開し共有化して、合意

形成を得られるように十分留意していただきたくお願いいたします。大きい２番をお願いします。 

関連しますが検討委員会での、透明性、公開性、情報の即時開示についてです。地方自治法では

審議会等は執行機関の附属機関とされ、検討委員会も事務を執行手続の一方法であり、行政の透明

性、公開性に基づき委員会などの情報を開示する原則が望まれるとしています。具体的に、３点町

の方針と見解を伺います。まず、ホームページの行政情報を開きましたが、会議録提言書が開示さ

れていない検討委員会があります。実情と開示の方針について伺います。 

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） 

     川口議員のご質問にお答えいたします。町が、これまで開催した主要な検討委員会あるいは

策定委員会の１３件につきまして、ホームページ等での会議録の公表状況につきましては、公

表をした、あるいは今後公表するとした委員会は２件でありました。こうした会議録の公表が

少ない状況は、これまで、公表に対する町としての統一された公表基準がなかったことが原因

であると考えております。今後、許可・認可等の審査、行政不服審査等、公表が適当でないと

判断した場合を除き、原則公表することとして、基本的な方針をとりまとめて行きたいと考え

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） 

     こちらもを公開を原則とするということで何よりですけども。ホームページ見ましてですね、

ちょっと気が付いたところですと、例えば町民交流広場の検討委員会、これに２７年３月に、提言

書が出ておりますが、ホームページにはアップされていなかったと思います。それから道の駅なん

かもですね、検討委員会、当然、持たれたわけですけども。それから行財政改革推進委員会、これ

私も公募委員としてですね、数年前手を挙げたころですけども、こちらの会議録もアップされてい

ませんでした。それから児童福祉計画策定委員会、これも報告書はもらってますけれども、ちょっ

と見当たらなかったようですけども。それから最近でのますほ児童センターですね、会議録を今後

公開されるようにお願いいたしたいと思います。ぜひ行政と町民との問題意識や、方向性の一体感、

連帯感を持てるように、努めてお願いいたします。２点目です。庁舎整備検討委員会など、町長の

言葉で、「将来展望にかかわる事案」に関する委員会では、町の未来について議論する場です。先ほ

ど公開して傍聴もできるということで何よりですが、これは質問通告をした後、今後は公開するよ

ということですから、これについて既に他の市町ともですね、検討されて決められたと思いますけ

ども、ご確認のほど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。町では、これまで、審議会や委員会等の会議につきまして、統

一した公開基準がなかったことから、公開・非公開を明確にしておりませんでした。しかし、
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町の施策の企画立案などに重要な役割を担っている、審議会等の会議の透明性や公平性を確保

するためには、町民が参加できる環境を整えていくことが、重要であると考えております。こ

うしたことから、今後町では、町民・学識経験者等を構成員として設置する審議会・審査会・

委員会等の会議の傍聴等について、許可・認可等審査、行政不服審査等公開が適当でないと判

断した場合を除き、原則公開することとして、基本的な方針をとりまとめ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） 

     ぜひその方向で検討委員会の設置要綱案を取りまとめて、実行のほどお願いします。参考までに

市のレベルなりますけども、帯広市などは、審査会などを除いて附属の機関の会議を常時公開して

いる。武蔵野市の地域医療のあり方検討委員会でも、原則として公開している。笠間市の支所のあ

り方についても公開していますし、和泉市なども公開している。それからリニアの関連では、静岡

県の中央新幹線環境保全連絡会議なども議事録を一字一句公開しているわけです。今回ですね、今

後公開するということですんで、旧態依然としたやり方から、脱却、改革していただけるというこ

とで期待をしております。３点目でお願いします。公開される会議に傍聴できない方もたくさんお

られます。そういう町民のために議事録の会議録を、その都度ホームページで公表をして、町民が

情報を適時に共有できることが求められています。この町の防災友好都市の町田市では、公開でき

る会議録や当日の資料を市政情報課で公開しています。会議録のその都度公開の必要性について、

見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えします。会議運営の透明性や公平性の確保、審議状況を明らかにし、町政に

対する町民との協働の推進を図るため、会議録の公表は必要であると考えております。このよ

うなことから、今後は会議終了後、速やかにホームページで公表できるよう努めて参りたいと

考えております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     力強く宣言いただいて、ありがとうございますと申し上げたいと思います。ぜひ、町民とです

ね、公開された会議録をその都度、ホームページ等であるいは、窓口で見せてもらえるというふう

な取り組みを通じまして、町民と協働の取り組みが推進されるように期待しております。検討委員

会等の会議はですね、事務方の案に対して承認しますと、いうふうなレベルではないと思いますが、

活発に討議された町民の声が反映されると願っております。それでは大きい３番をお願いします。

広聴広報活動を積極的、効果的に取り組む方向についてです。近年パブリックコメントを求めた事

案と応募された件数、それとトップページ等にあるんですけども、ホームページに町民からの意見

や提案を求めていますが、何件くらいありましたでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 
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〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。本町で、パブリックコメントを募集した事案について、平成２６年度は、

地域防災計画、子ども・子育て支援事業計画、第２次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計

画の３件でありました。このうち、第２次高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画に対して

ホームページに寄せられた意見が１件ございました。また、平成２７年度は、人口ビジョン・

総合戦略について募集しましたが、意見はありませんでした。なお、現在公共施設等総合管理

計画、男女共同参画推進プランについてパブリックコメントの募集を行っているところでござ

います。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     こちらのパブリックコメントですね、非常に少ない件数で、今のホームページの重要性を、町か

らも広報という観点、それで町民も広聴なり意見をしたいということで、ちょっと使われるわけで

すけども、このようなパブリックコメントが少なかったということはですね、先ほどからの会議が

公開されていなかったとかですね、あるいは答申、提言書が半年後とか、そういうふうな閉じた町

政であったのかな、今後は開かれた町政が実行されていくわけですから、パブリックコメント等も

ですね、増えていくと思います。ぜひ、行政と町民にはですね、常に対話型で双方向の取り組みを

進められるよう改善策を期待しています。２点目ですけども、町民がともにまちづくりに参加でき

るような環境づくりのために、町政モニター制度の意義があります。昭和町では、何年も前から数

次年度に分けて各地区から、２名の町政モニターを通じてまちづくりに意見を反映しています。町

でも検討してほしいとの声もありますが、前向きに設けるよう、ご見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。これまで、町では、町民の自由で清新な意見を、町政に反映していくこ

とを目的に、町政モニターを公募や各区からの推薦により委嘱をして参りました。 

しかし、公募での応募者がないこと、各区において推薦者の選考に苦慮したことから、その

代替策として、現在、意見箱の設置や町長との車座座談会、タウンミーティングを実施するほ

か、ホームページ上で町民の皆様の幅広い意見をいただいているところであります。 

今後も、こうした施策を継続し、町民の皆様からの自由な意見や提案などを町政に反映でき

るよう、広聴広報活動を行って参りたいと考えておりますので、町政モニター制度は考えてお

りません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ３点目に移ります。町政モニターの代わりにですね、今答弁されましたような、町民との対話集

会等々を、拡充されていくということですが、公共施設再配置計画、あるいは図書館などを町民に

を大いに関心を持ってもらい、町の未来づくりに参加してもらうよう、その必要性は高いわけです。
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昨年の町長主催のタウンミーティングでは、町長が総括されましたが、地域のニーズを聞けた、地

域の活性化対策や安全安心なまちづくりを要求されたと前回も伺っております。しかし、参加者も

少なかったようですが、今後幅広く、踏み込んだ意見交換を通じて、町民が町政について共に理解

して考え、参加することを通じて合意形成していくと。そういう観点で総合計画でも、年２回と決

められた町民対話集会を、２８年度に行う方針と予定を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。町では、町政への理解を深めていただくとともに、町民の皆様の幅広い

意見を町政に反映することを目的として、昨年６月から９月にかけて、町内１５地区を会場と

し、タウンミーティングを開催したところであります。その際、昨年２月に策定いたしました、

公共施設等再配置計画をはじめとする、町の主要施策について説明させていただくとともに、

地域における今後の課題等をテーマに、ご意見をいただいたところであります。また、町立図

書館については、教育関係者や図書館利用者代表などをメンバーとする図書館基本構想検討委

員会において基本構想を策定し、町へ提言がなされたことから、すでにその内容をホームペー

ジに公表しております。今後は、必要に応じてタウンミーティングを開催していきたいと考え

ております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町民対話集会ですけども、前の答弁の中で対話集会等を通じて、町民の意見も広く求めていたい

と。そういう、町民参加のですね、場づくりのために２８年度の具体的なちょっと予定を、もう決

められませんでしょうか。秋口には１回とかですね。 

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） 

２８年度につきましてはですね、必要に応じてタウンミーティングを開催させていただくという

ことを考えております。 

     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） 

     その点ですね、今の情報の発信ということで、検討委員会等は公開していくと。あるいは情報も

会議録も発信していくということですが、併せてですね、やはり一緒に考える場、環境というもの

もですね、拡充していっていただきたいと思います。では４点目のですね、ホームページに関して

お願いします。昭和町のページ案内ではですね、一人の声とか、よくあるご質問、区からのお知ら

せなどもあり、トップページには一覧性があり、町民が分かりやすく、使いやすく、町政に参加の

機会を開いているように感じられます。その中には、議長の所管というふうな、ページもあるんで

すけども、この町のホームページの利用を高めるために、改善を工夫する対策について伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君 

     お答えいたします。町のホームページについては、わかりにくく、使いづらいとのご指摘が

あったことから、昨年９月にレイアウト等の大幅なリニューアルを行ったところであります。

今回のリニューアルに際しましては、トップページや全体構成をできるだけシンプルにし、ユー

ザーの求めている情報が容易に取得できるように配慮して作成をいたしました。また、動画や

フェイスブックを導入したことにより、アクセス数の増加につながっているところであります。

現在のところ、町民の皆様から、ホームページの改善を求める意見は伺っておりませんが、今

後も、さらに見やすく、わかりやすいホームページの運用に心掛けるとともに、開かれた行政

サービスを推進するため、より多くの情報を積極的に発信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） 

     あの、町のホームページですね、昨年動画も発信されて、全国から動画をクリックする人々もか

なり多かった。さてそこからですね、ホームページをどれだけ見てもらって、この町の魅力を探し

てもらう、あるいは情報をそれぞれの関心の分野をですね、見てもらう。そこのですね、現実的な

使いやすさ、情報の深さ、そういうものが求められている訳ですが、先ほど今後は改善するという

ことですから、ぜひお願いしたいと思います。例えば総合戦略ですね、市町村の連携ということも

ありますが、ホームページにもですね、大いに近隣市町村、県のリンク集を張り付けるとかですね、

そうすることによって、向こうのページからも飛んでもらうというふうなこととかですね、区のお

知らせなんかも載せてですね、やはり協働の取り組みを具体化できるように工夫をお願いしたいと

思います。近年は、ホームページなどを活用した情報戦略により、地域の情報発信力、経営力が町

内外から試されています。町民皆さんにもホームページを活発に利用してもらい、意見を大いにも

らえるように、今後とも着手実行の努力をお願いします。それでは４項目にお願いいたします。 

リニアトンネルによる大柳川などの水源量減少の調査結果について、何点か伺って参ります。一

つは、三つ川の水量が４から２５％減るということですが、説明会に関連して地表水の流量予測が

どのような結果だったのか。地域の方々にもわかるように簡単に説明をお願いします。 

〇（１０番議員 （１）ですか、内容が違っています。） 

〇３番議員（川口正満君） 

     説明会に関連してです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     通告のとおりお願いいたします。 

     通告の４の（１）の質問ですね。それを質問してください。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃあ１番。大柳川渓谷の自然資源や農業用水に影響がないかどうか、ＪＲ東海に対して説明会

を要求するべきであり、対応策を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。昨年１２月にＪＲ東海が公表した「巨摩山地における水収支解析」では、
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トンネル工事及びトンネルの存在により水資源への影響があると認められた町内８カ所の河川

について調査をし、このうち工事完成後、河川流量が減少するという予測がなされているのは、

畔沢川が５％、南川が２５％、大柳川農業用取水堰が２０％となっております。しかし、これ

は、何の環境保全措置を実施していない最も厳しい条件下での予測であり、事業の実施にあたっ

ては、様々な環境保全措置を実施することとしております。なお、説明会については、現時点

では利害関係者から開催の要望は聞いておりませんので、考えておりませんが、今後、早川町

で行った工事説明会同様、本町におけるトンネル工事の工事説明会の際には、ＪＲ東海から環

境保全措置について説明があるものと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、水収支解析について報告書の説明がありましたが、私もリニア推進課から報告書いただ

いて、議会の特別委員会の方にも、なげているわけですけども、これはちょっと参考までにで

すけど説明書のですね、水の減量が、調査書では熊沢川５％な訳ですけれども、朝日新聞の１月

１４日では４％。大柳川渓谷は調査中で２０％になってるんですけども、朝日新聞では１７％。

電卓をたたくと朝日新聞の方が正しいわけです。関連質問ですが、どのようにＪＲ東海に地域

に対して、あるいはこの町に対して、大柳川渓谷の自然資源や滝の流量、農業用水、生活用水

に影響を及ぼすのか、説明会を直ちに開くよう速やかに要求するべきと思いますが、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） 

先ほどですね、答弁させていただきましたとおり、この水収支解析につきましてはですね、

何の環境保全措置もしていない最も厳しい条件下での数値だというふうに理解しております。

ＪＲ東海に…失礼しました。環境影響評価書の中にもですね、トンネル工事に当たりましては、

環境保全措置を今後取組むとして、実施することが明記されております。その中でですね、ト

ンネル工事に伴う水資源の影響につきましては、工事着手前、工事中、工事完成後に流量等の

状況を定期的に監視いたしまして、トンネルの渇水状況調査とあわせて実施するということで、

明記されておりますので、それを町では着実に見守っていくということで考えておりますので、

現在のところ説明会を実施する考えはありません。 

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） 

 関連するわけですけども、大柳川などの水の減量は、町の観光産業にも大きな影響を危惧す

るわけです。今回の７地点調査だけでは、大柳川の滝の水量の検証が今後一世紀にもわたる影

響を予測するにはまことに不十分です。町は調査地点を拡大して、集水範囲と渇水影響圏につ

いて、持続的な影響調査を真剣に要求するべきであり、見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 
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〇企画課長（田辺明弘君） 

その点につきましてはですね、町としても要望していきたいと思います。それでですね、も

し、工事等によりましてですね、住民等の生活に支障をもたらすような事態が生じた場合には

ですね、当然、事業者の責任におきましてＪＲ東海の方で、速やかな対策と町への報告がある

かと思っていますのでそういうことで町の方は対応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） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

やはりもう１点ですね、今回の水量予測の箇所は大柳川近辺であり山の山頂から、トンネル

まで土被りですね、わずか１００メートルほどという地点です。滝への流量、水道水源や、温

泉源についてはまだ詳しく調査されてません。農業用水への影響をどのように回避するのか。

先ほどＪＲ東海へは、要求していくということですけど、より明確な保全対策をどのように具

体的に行うのか、もう一度お答えください。 

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） 

保全対策については、町が行うのではなくて、ＪＲ東海の方でその辺につきましてはですね、

支障がないように、工事をしていただけるものと町では考えております。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） 

 最後、水量に関してもう１点ですね、近年、地球温暖化により降雪も少なくなり、釜無、富

士川の一級河川の水量も減っており、地下水も減少していると。これからリニアトンネルによ

り水量の不足。地下水や水源に影響がある場合、報告書にもあったわけですけれども、応急措

置の整備や、代替水源を確保するために事業者にどのような代償を求めていきますか。 

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） 

ただいまのご質問でございますけども、もし支障が生じればそれなりの、ＪＲの方でも代替

措置また金銭補償なりが当然あるかと思いますので、そういうものを町では見守っていきたい

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） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

水量減少について、これは要望ですが、戸川から小柳川の区間の水資源については、これか

ら調査予定ということです。この流域には、土砂の埋め立て、変電所、保守基地、および非常

口口も建設されるので、調査の予定を早めに通知するようＪＲ東海に要求してください。 

２点目に移ります。水枯れの問題です。実験線のトンネルにより、境川の一級河川、古川は
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枯渇し、武井地区の井戸水は減ってしまい、約１００世帯が使っていた簡易水道の水源も枯れ、

ＪＲ東海が市の上水道に、接続して対応したと。工事者は、水源の水を溜める層近くを掘削し

たことが原因と、因果関係を認めています。これらの補償関係は３０年といわれ、その後はな

んと自己負担とされるのです。町民が水枯れの実情について的確に知り、その対応策を学び、

検討するためにも、御坂町の環境視察、現場の視察を実施できませんか。伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。リニア実験線での水枯れ等の問題については、すでに新聞、テレビなど

のマスコミ報道やインターネットで広く周知されていると認識しております。また、水枯れ等

の被害については、すでにＪＲ東海が金銭補償や代替水源の確保等で対応しているため、町で

現地の視察は考えておりません。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     実験線が４２キロのですね。実情については、ぜひ、その教訓を関係者が互いに十分生かす

べきだと思います。ぜひ検討をお願いします。３点目に移ります。十谷地区は、土砂災害特別

警戒指定区域でもあり、地域の安全安心を確保するために、学識者を交えた対策協議会を設け

るべきと考えますが、環境と地域を守る、保全対策をぬかりなく実施する必要性があると思い

ますが、どのように考えられますか。 

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） 

     お答えします。十谷地区に指定されている土砂災害特別警戒区域の区域内には、リニアのルー

トが重ならないため、トンネル工事及びトンネルの存在による影響はないものと認識しており

ます。しかし、トンネル工事により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、当然事業者の責任において、速やかな対策と、町への報告を要請してまいりたいと考えて

おります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町のご認識がですね、甚だ及び腰というか、あるいは楽観過ぎているということで、心配す

るわけですが、最後の質問に移ります。リニアトンネルにより、静岡県大井川の流量が毎秒最

大２トン減るという予測に関して、流域の水道水局に影響する重大実態に対して、静岡県は、

国交省、環境省などとも、リニア環境保全連絡会議や大井川水資源検討会を立ち上げています。

また、静岡市、菊川市などは条例の制定や、要望書、意見書を提出しました。長野県の南木曽

町では既に１１回の対策協議会を県とともにを行い、幅広い問題についてＪＲ東海の回答を得

るなど、事前協議や意見をしています。それらの会議録はもちろん、すべて公開されているわ
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けです。行政がリニアの影響について、いかに深刻に受けとめているか、真剣に対応している

か、推察できるわけです。この町でも同じような対応策を取れませんか。伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。今回公表された「巨摩山地における水収支解析」調査結果による、大柳

川等の水量減少については、ＪＲ東海に対し、工事前に十分な環境保全措置計画と施工面での

防止策強化を要望していきたいと考えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今回は水資源の保全策について、調査結果が出たためにですね、伺っているわけですけども

先ほどからのリニアによる３つの公共施設の移転もあります。地域や県とともに早くに協議し

て、ＪＲ東海とは具体的な要望や、意見をする、また対応策についても協定書を交わすなど、

絶対に必要と考えますが、町長いかがでしょうか。ご見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     リニア中央新幹線の建設に伴う本町の影響はいろんなところにあるわけであります。既存の

公共施設はもとより、今生活をしている皆さんの住居、あるいは田畑までも今回は対象になっ

ております。特には、いろいろお話がありました中山間での水の問題、あるいは環境の問題い

ろんなものがありますけども、これらについてはですね、できるだけ現状保全を前提にですね、

そしてまた移転を余儀なくされる皆さんについては、その人達が困らないように、誠意を持っ

て対応してくれるようにＪＲとは常に交渉を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） 

     まとめますと、ぜひリニアですね、さまざまなリスク、未知の危険性があります。このリス

クがたくさんある国策民営事業に対しては、町は県ともですね、ぜひ毅然とした対応で町と町

民の将来への安全安心を守るために、ぜひ真剣勝負での対応をお願いしたいと思います。以上、

質問を終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、４番、３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

     ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５２分 

再開 午後 ２時０３分 

 

〇議長（齊藤正行君） 
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     休憩を解いて再開します。 

 続いて、通告５番、１３番、井上光三君の一般質問を行います。 

 １３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     それでは早速ですが質問に入らせていただきます。私は今回、大きく３点通告をさせていた

だきました。まず１点目は６次産業化の推進についてということでございます。６次産業化は

雇用を生む産業の創出を促進し、地域の再生と活性化をもたらすものと期待されていますが、

これまでの取り組みにおいては期待するような成果が上がっていないような状況があります。

今後、町においても積極的な支援策を講じていく必要があるかと思いますが、それで次の２点

についてお伺いをいたします。まず１点目。農林水産省では、６次産業化支援対策として、２８年

度予算の概算を公表し、その中で市町村の戦略についての方針を打ち出していますが、これを

受けて町では町としての戦略を策定する考えがあるかどうかお伺いをいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

お答えをいたします。６次産業化とは、農林漁業者等が主体となって、自らが生産した農林

水産物等を活用した新商品を開発する取り組みや、既存の販売ルートではなく、直接消費者に

販売することなどにより新たな販路を開拓していく取り組みなどであります。本町における

６次産業化の取り組みとしては、団体、個人で生産した農林水産物である、ゆず、西洋ナシ、

柿、大豆、芋、魚などを加工して、開発した商品の販売を行っているところであります。こう

した中、国では、平成２８年度予算において、６次産業化ネットワーク活動交付金事業等の支

援策を打ち出したところであります。こうしたことから、農林漁業者や各種団体の皆様と意見

交換を行い、山梨県などが開催する研修会や相談会に参加していただくよう啓蒙するとともに、

今後、農林漁業団体、商工会、金融機関などと連携した、地域協議会を立ち上げ、売上等の目

標を掲げた６次産業化戦略の策定をして参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     再質問ですが、今の答弁ですと、これから国の戦略を受けて町での戦略をということなんで

すが、富士川町戦略というふうな文書化したものを造る予定は、文書化というかですね、その、

国の確認を受けて、これはこうですよとか計画みたいなものをつくる予定はないということな

んですか。 

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） 

この戦略につきましては、文書化したものをつくっていくということです。これを国や県に

提出して、これに基づいて進めていくというような形になろうかと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 
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〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますと、うちの町ではこれは国の事業、事業というかですね、これも国の取り組みの

ものを持っているんですが、これを受けて町としては、その内容に沿った形で取り組むという

ことでよろしいんですね。確認です。 

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） 

     町としての戦略をつくった中での、市町村戦略となります。国がどういうものをということ

ではなくてですね、町の６次産業化の戦略を作っていくということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     当然富士川町の戦略ということになるでしょうけども、まだそれは今後取り組んでいくとい

うことですので、ぜひともですね、やっていただきたいというふうに思います。で２点目です

ね、６次産業化についての２点目の質問に入りますけれども、本町の６次産業化は先ほど課長

のお話のあったとおり、いろんな団体、個人、グループ等が主体となって実施している訳です

が、一部やっぱり資金不足等で活動が制限される場合があります。こうした団体や個人等につ

いてですね、ハード、ソフトを含めて幅広い助成ができるようにですね、町独自の補助金制度

が導入できないか、お伺いをいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     お答えいたします。本町では、地域活性化や、特色ある強い産地づくりの中で、特産品の生

産や販路拡大を行い、県の「山梨県農業ルネサンス総合支援」事業を活用して、各種団体に加

工用のミキサーや、冷蔵庫、冷凍庫の購入補助など、事業展開に必要となる農林水産物の加工

機械等、ハード面での整備に対し上乗せ補助を行ってきたところであります。現在は平林、

米、穂積、鹿島、箱原地域において、中山間地域連携活性化プロジェクトの地域活性化計画事

業として、県の「地域活性化推進アグリビジネス支援事業」を取り入れ、中山間地域の今後の

事業展開に対する計画作りとともに、６次産業化の戦略を策定することにより、ソフト・ハー

ドを含めた各種事業に対する国・県の補助金採択が優位になることから、これらの補助金の活

用を考えておりますので、町独自の新たな補助金制度については考えておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     これまでもですね、国の事業、県の事業と先ほど答弁の中にありました、ルネサンス事業等

ですね、多く事業を活用して、今、６次産業を進めている団体は、ここまでやっと上りついて

きたというところなんですけれども、なかなか継続した形でですね、その県なりの事業の助成

が受けられない状況の中で、先ほど言いましたように、行き詰まった状態が出ているというこ

となんでね、町の財政も、厳しい財政の中ですから町独自のっていっても難しいかと思います

けれども、将来にわたってですね、私は富士川町やっぱり６次産業化を進めていかないと特に
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農業の産業はですよね、農業は行き詰まってしまうと。このままだと衰退してしまうんじゃな

いかというような思いがありますので、将来に向かって、今、町独自の補助金制度は考えてい

ないということで、将来に向かってですね、そういったことも検討できる範囲があるかどうか

ということだけちょっとお答えいただきたい。 

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） 

     今進めている県のですね、アグリビジネスの支援事業の中で、今後の計画ということで、そ

の中でいくつか補助金をとれる事業があります。また今回ですね、市町村戦略、これを立てる

ことによりまして、ハードまたソフトの面でも補助金の活用ができると考えておりますので、

今のところは新たな補助金考えておりません。 

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 ぜひですね、町独自のそういう制度が導入できないということであれば、フルに活用してい

ただいて、今一生懸命やっている団体なり個人なりが途中でそこでストップしてしまわないよ

うな形でぜひ支援をお願いしたいと思います。それでは、大きな２点目。子育て支援のまちづ

くりにつきまして質問をさせていただきます。町では、子育て支援について、これまでさまざ

まな施策を講じてきているところでございますけれども、他の自治体も同様な取り組みを行

なってきております。以前私は、富士川町は子育てするなら富士川町というふうなことで、他

の自治体にですね、自慢的に話をしていた、そういう経緯もあるんですが、ここにきて他の自

治体も同じようなことをやってきていると。ですからそんなああいうキャッチフレーズは余り

通用しなくなってきていると。今後さらにですね、充実した対策や、特色ある取り組みを行なっ

ていく町の必要があると思いますが。そこで次の２点についてお伺いをします。富士川町で子

どもを安心して産み、健やかに育てるためには、地域全体で取り組んでいく必要があるかと思

います。こうしたさまざまな活動を円滑に推進していくために、子育て支援基金を設立し、子

育て支援環境の更なる向上が図れないか、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。子どもが健やかに成長していくためには

地域ぐるみで子育て支援をすることが重要と考えております。地域の子育て支援として、母と

子のふれあい声掛け活動を基本にした愛育会活動や、子育てサポート養成講座を受講した地域

のボランティアも子育て支援活動を行っております。 

一方、町では各区に、さまざまな活動支援のための「地域力創造交付金」を交付し、地区活

動の支援をしております。なお、子育て支援基金に関しましては、厳しい財政状況下では基金

の原資となる財源が確保できないことや、マイナス金利などの経済情勢により基金の運用益が

見込めず、果実を活用した政策の展開も困難なことから、新たな基金の設置は難しいものと考

えております。今後も地域と行政が一体となった活動を実施していく事で、子育て支援の環境

のさらなる向上に努めて参りたいと考えております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     子育てをしっかりしていただいてると私も理解しておりますし、町でもですね、子育て支援

課というものをつくって、いろんな対策をしていただいてるというここも理解をしております

けれども、先ほどの課長の答弁の中でですね、地域みんなでやっていく、ボランティアなど活

用しながら、子育て支援をしていくっていうようなご答弁ございましたけれども、そういった

地域みんなでですね、ここで私は、通告の中で地域全体で取り組んでいくっていう、これは行

政にここまでお任せしますんじゃなくて、私たちも含めて子育て支援をみんなでやってきま

しょうと。そうしますといろんなところで、いろんな部分でここに資金が足りないのでという

ことが出てくるんですね。ですから今回この子育て支援基金というのは、ここで一般質問とし

て設立したらどうかというな話を出したんですが、先ほどの６次産業化もそうですけれども、

町の財政が厳しい中でですよね、基金にそれだけ一般会計から例えば基金に出していくってい

うのは非常に厳しいと思います。よその事例を挙げますとですね、この基金は法人なり団体な

り、あるいは個人なりの寄付金を当てて、基金にしているというところがあるんですよ。やっ

ぱり富士川町でもですね、みんなが、みんなで子育て支援していくっていうふうな考えがあれ

ば、そういう団体なり法人なり、あるいは個人なりが出てくると思うんですよね。子どもはや

はり、地域の宝ですよね。ですからそういう形で基金づくりをして、その基金を設置したらど

うか。基金は使えるところがあるんですよ。いろいろとですね先ほどボランティアで一生懸命

やってくれてる人もいますよ。ただ、その中にはいろんな資材を買ったりとかですね。これは

町の子育て支援の今の予算の中でやってる部分もあるかもしれないんですが、もっともっと地

域全体が関わってくると、そこに関わる経費も増えてくるかと思うんです。そういうところへ

ね、この基金を使ってほしいと。ですから、非常に財政のことでということでありましたんで、

これ要望ですよ。ぜひ、寄付を活用した基金というのはですね、今後ぜひ考えてほしいと。こ

れは要望で止めておきます。じゃあ２点目、子育て支援の２点目に移ります。最近の子どもに

やさしいまちづくりというのを掲げてですね、子ども条例を制定する自治体が増えてきていま

す。こうした条例が子どもの権利等を条例化したものが多いんですけれども、本町においては、

子どもの権利ばかりでなくてですね、子育て支援という考え方から本町独自のよそにないよう

な本町独自の子ども条例が制定できないか、お伺いをいたします。 

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） 

それではお答えします。子どもの幸せや子どもの人権については、「子どもの権利条約」をは

じめ、日本国憲法や児童福祉法、児童憲章などにも謳われており、子どもを取り巻く環境整備

が重要であると考えております。こうした中、町では、平成２７年３月に「富士川町子ども・

子育て支援事業計画」を策定し、子どもの利益が最大限に尊重されることを基本方針に掲げ、

保育サービスの充実、児童虐待の防止や健診及び相談体制の整備などを進めております。こう

したことから、国の法令を遵守し、子どもの人権が保護されるよう、住民への周知に努めると

ともに、「富士川町子ども・子育て支援事業計画」を着実に実行していくことにより、子どもの

人権を守り、健やかな成長を保障して参りたいと考えております。 



 ７６

〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     確かにですね、２７年３月に子ども子育ての事業計画という計画書ができました。立派なも

のですよ。あれを見てですね、うちの町ではこういう形で子育てに取り組んでいくんだなとい

うのがよくわかります。ただ、冒頭申し上げましたけども、富士川町は子育て支援に非常に強

い思いで取り組んでいるということをですね、外に知らしめるためには、子ども条例というも

のもつくって、富士川町ではこんなものをつくってやってるんだなってことも、私は一つの取

り組みの一つだと思いますよ。この子ども条例、山梨県ではどこもないんですよ。他の自治体

では、最近になってつくってきたこともありますけれども、ただここをですねこの条例をつく

るのに、ちょっと足ぶみを踏んでるところの内容はですね、これをつくったことによって、学

校教育に支障を来すとかですね、家庭のしつけに支障を来すととかっていうそういう意見が

あって、これ大学の先生たちがそういう意見を述べているところがあるんですけど、そういう

意見があって二の足を踏んでいる自治体もあるんですけれども、私はそういうことじゃなくて、

権利ばかりを主張する条例じゃなくて、本当にこの町で、子育てを本当にこうしていくんだと

いうようなことも含めた条例が出来ればなっていうような、これは私の思いで今回こう提案さ

せてもらったんで、これもやっぱり、将来的に考えてください。こういう計画書があるからこ

れでいいんだということじゃなくてですね、うちの町ではこういうものをつくってるんだと。

これ内外にアピールしながらですね。ちょっと前にもどって申し訳ないですけど、子育て支援

基金と定住促進を一緒にした、要綱をつくってるところがあるんですよ。ですからこういう条

例があれば、よその町から富士川町に行って子どもを育てようというのが出てくるんじゃない

かという思いがありますので、これぜひ、将来考えてください。では、大きな３番目に移りま

す。３番目は観光振興についてですね。観光振興につきまして、観光振興については、観光振

興計画に基づいて、取り組みが行われているところでございますけれども、年間を通じて安定

した観光客を誘致するような状況にはまだ至ってないんですね。一時的には多くのお客さんが

来ますけれども。今後多くの課題について対策を講じていく必要があるかと思いますが、そこ

で、やはり２点ほど質問をさせていただきます。町のホームページを見ますとですね、観光案

内としてさまざまな内容が掲載されているんです。これ一つ一つ見ていくと、非常に充実した

内容だなと思いますが、まだまだちょっと細かい部分が不足している部分もあります。大変参

考になりますが、こうした内容は、観光客だけでなくてですね、すべての町民に知ってほしい

し、また今後の観光客へのガイドでも、共通認識として必要な情報だと、私は思っています。

そこで、富士川町ガイドブックのようなですね、さまざまな内容を掲載した冊子を作成して、

町民全体で情報を共有できるようなになるかと思ってますが、町のお考えをお伺いします。こ

れちょっと富士川町ガイドブックっていって、これは観光で質問しますので、観光に特化した

内容ということで理解をいただいて、お答えいただければと思います。 

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） 

     ただいまの井上議員さんのご質問にお答えします。本町の観光情報については、観光客の誘

致を目的に、ホームページへの掲載、ＱＲコードでの観光資源の動画やナビゲーションによる
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案内、「富士川町観光ガイド」「ふじかわさんぽ」「富士山ビュースポットマップ」「富士川町ト

レッキングマップ」「大柳川渓谷散策マップ」等のパンフレットを作成し、情報発信を行ってお

ります。また、町の様々な内容を掲載した「富士川町タウンセールスブック」の見直しを行っ

たところでもあります。こうしたことから、これらの冊子等を利用し、町民全体の情報共有を

図るとともに、それぞれの観光の目的にあったガイドマップを作成し、観光客の誘致に取組ん

で参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     今現在ですね、課長の答弁にもありましたように、各パンフレットはあるんですよ。ホーム

ページにも載ってますしね。それぞれの今、答弁の中で、それぞれの状況にあったガイドブッ

クを・・・そこがもう一つわからなかったんで、どういう内容か、そこをちょっともう一度再

質問ですけど、お願いできますか。 

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） 

     お答えいたします。議員さんのおっしゃいます、観光に特化したガイドブックという冊子と

いうものは、今のところ、当面作成は予定しておりませんが、それぞれの目的というガイドマッ

プというのも、既にあるものもありますけれども、例えば平林筋は平林、穂積は穂積、五開の

五開等々、それぞれに、目的に合った、それぞれのガイドマップを作成して、観光客の誘致に

取り組んでいきたいと考えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

私が今回この質問をしたのはですね、イメージとして、旧増穂町時代にかなりの厚みのある

冊子を作ってあるんですよね。実は私は小室地域のそこの部分については執筆の一端になった

というふうな覚えがありますんで、ああいうものがあればいろんなところで、町全体のことも

分かりますけれども、その冊子の、増穂町時代作った冊子のことを課長はご存じですか。 

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） 

はい。存じ上げております。ただ、あの冊子は、観光だけに特化したものと私は認識してお

りませんで、神社仏閣とかすべてのものが網羅されているなと、私も思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

観光だけでなくてですね、例えば歴史とか旧所名跡とかも含めて、あの内容になってると思

うんで、私は非常に参考になるということなんで、今までの答弁の中でですね、それぞれ例え
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ば地域別であるとか、内容別であるというようなものを今後、整理していきたいということで

すので、当分は、それを活用していけばよろしいかと思いますが、ぜひですね、まあこれもやっ

ぱりお金がかかることなんですね、また新たにガイドブックをつくるなんていうのは。お金の

かかるということなんで、これもやっぱり将来に向って考えてほしいと思います。では２点目

に移ります。町では三筋の観光振興という考え方を示していますが、三筋の横の連絡というの

が、なかなか今出来ていないんですね。そのアクセス道路の整備が十分でないというような意

見があるんですね。そうした中で平林と穂積を結ぶ道路が、今回、クロスカントリーでルート

が定着して、２回ほど実施されましたけれども、これがトレッキングコースとしても利用可能

になってるんですが、これは十谷と穂積を結ぶ線、いわゆる髙下と清水のところまでつながっ

て、清水から十谷までつながってるルートについては、なかなか私も何回か通りますけれども、

非常に、観光ルートとしては、利用が厳しい状況でありますし、あそこをなかなか通る人が少

ないですよね。この道路を観光ルートというか、常に、例えば穂積にあがった人が、十谷へ抜

けるような、もっと利用しやすいルートにできないかですね、年次計画ですよ、これもやっぱ

り。その辺の町の考えを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

ただいまの井上議員さんの、十谷と穂積を結ぶ道路について、観光ルートとして年次計画で

整備できないかというご質問に対してお答えいたします。十谷から髙下を結ぶ道路につきまし

ては、町道十谷清水線及び林道立石清水線により繋がっており、町が、年間を通して車両の通

行が出来るよう、除草や崩落土の撤去等の維持管理を行っているところであります。また、道

幅は狭いのですが、トレッキングコースや観光ルートとしての利用は可能と考えておりますの

で、現在、拡幅整備の計画等はありません。今後も車両の通行やトレッキングに支障をきたさ

ないよう適切な、維持管理を実施して参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

私がここに質問したのはですね。拡幅しろとかですね、そういうことじゃなくてですね。通っ

たときに、まあ感覚としてですね、今はたまに通ると、木が道路の方へ入ってきたりですね、

今、年間何回か整備していますのでって、土砂も何回も落ちてくるんですね。それが年間何回

かでの整備では、不十分なところもあるんですけれども。こんなところにこんな道路があった

んだ、すばらしいなっていうような感覚で皆さんに通っていただけるような、そんなイメージ

で、そういうふうに整備できないかという、拡幅しろということじゃなくてですね。ですから、

今日の最初の長澤議員の質問の中でですね、箱原から十谷をもみじ街道と言いましたですよね。

そのもみじだって、十谷から清水ぐらいまでは、もみじ街道にしろということじゃない。そう

いうふうに、ここへ来るとこんなすばらしいとこもあるんだなっていうような、そういう整備

ですよね、そういう整備をこれもやっぱりお金もかかることですから、年次計画でやっていた

だきたいというようなことがあるんですよ。その他にも髙下十谷線の途中から、足馴林道に抜

ける道路がありましたですけど、これちょっと通告にないですけれど、関連してるから、これ

前にちょっとあそこが、車で来たらもう通れない状況になっていたけども、その後どうなりま
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したっていうような、そこも観光で含めてなんですが、それ課長にも話したことがあるんです

が、それはその後、どうなりましたか。申し訳ない。 

〇議長（齊藤正行君） 

建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

ただいまの十谷清水線から入ってきまして、赤石髙下林道に入ってきまして、通称海に抜け

る道の方が、ちょっと通れない状況であったと思います。その辺も、ちょっとあれ林道になる

んですが、林道の方も年間維持修理して通れるようなような状況にはしております。また今言

われましたように、この十谷から髙下へ向かう道路は県道十谷鬼島線の、あそこは通行止めに

なったときの迂回路としてますので、いつでも通れるように町のほうでは、整備しているつも

りでございます。だから土砂が落っこった情報があれば、すぐに撤去して通れる状態になって

ますけれども、今言われてましたように、やっぱり木を切って、眺望をよくするとか、そうい

う計画は今のところ、建設サイドのほうではちょっと考えておりませんけれども、道路をいつ

でも通れる状態には、今後維持管理していきたいと思ってます。 

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） 

厳しい財政状況の中ですからですね、ここもしてほしい、ここもしてほしいというのは大変

酷なことかと思いますけれども、観光ルートとしてはですね、三筋の観光ということで平林筋、

穂積筋、それから五開筋というふうなことで、これは町長も一番最初のときにそういう考え方

で、観光振興を行なっていくっていうのは、答弁もありましたんでですね。私はぜひその横の

連絡を、上に登ってからの横の連絡をぜひ、こんなところにこんなところがあったんだなと、

いうような思うような形で、進行していただければというふうに思ってます。 

以上で私の質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告５番 １３番 井上光三君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 続いて、通告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。始めに、多くの犠牲者を出した、３月１１日の東日本大震

災から５年が経ちました。この震災を決して忘れることなく、この教訓を活かした、防災・減

災の町づくりに努めていきたいと思います。犠牲になられた方々のご冥福と、被災された方々

の復興を、心よりお祈り申し上げます。 

それでは、大きく３点にわたりまして、質問させて頂きます。始めに、子どもの健全な育成

環境の支援について、お伺いします。１番目の質問として、人口減少対策として、女性が安心

して子どもを産み育てられるよう、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援体制が、喫緊の課

題となっております。その中、特に幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要

なものです。全ての子どもに幼児教育を保障するため、国は、低所得の多子世帯及びひとり親
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世帯等の支援の拡充を、２８年度予算に盛り込みました。多子世帯の保護者の負担軽減として、

年収３６０万円未満相当の世帯について、第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料の無償

化。ひとり親世帯等の保護者負担軽減として、市町村民税非課税世帯の保育料を無償化。年収

３６０万円未満相当の世帯の第１子保育料を半額、第２子以降の保育料を無償化としています。 

これらの動きを受けて、県では、全国初となる、年収約６４０万円未満の世帯に、第２子以降

（３歳児未満）の保育料無償化を発表しました。これを受けての、本町の対応と、子育て支援

に対する、町長の見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     小林有紀子議員の保育料の無料化に対する町の考えに対するご質問にお答えします。町では、

子育て支援の施策として、これまで、年齢や所得階層により差はありますが、国の基準額の約

６割前後を上限とした保育料を設定し、保護者の費用負担の軽減を図るとともに、平成２２年

度からは、同時に２人以上の子どもが、保育所に入所している場合、第２子目は半額、第３子

目以降は無料とする保育料の軽減策を展開して参りました。こうした中、国では、明年度４月

から、年収約３６０万円未満の世帯について、多子世帯の軽減を図るため、年齢制限を撤廃し、

第２子半額、第３子以降の無償化と、ひとり親世帯等への保育料の優遇措置の拡充として、第

１子半額、第２子以降の保育料の無償化を実施することとしております。また、本県では、明

年度４月から市町村民税所得課税額１６万９０００円未満の世帯において、第１子の年齢に関

わらず、第２子以降の子どもが３歳になるまでの保育料を無料化する方針を明らかにしたとこ

ろであります。こうしたことから、町といたしましても、所得階層別の軽減保育料は据え置き

つつ、国と県の多子世帯やひとり親世帯の軽減策の実施に向け、要綱の制定、保育料の算定シ

ステムの改修等、その準備を進めていくこととしております。 

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） 

     本町においては、先進的に支援策を取り入れ、大変充実していることが良くわかります。 町

長の、子育て支援に対する意気込みが強く反映されて、担当課の皆さんの日頃のご苦労の賜物

だと私は感謝しております。  

それでは、２番目の質問として、前回の議会で貧困対策について質問いたしました。その時

に、先進的に取り組んでいる足立区を紹介しましたけれども、そこで先月、足立区役所に伺い、

担当課から話を伺って参りました。貧困対策に、特効薬はなく予防施策が必要として、特に、

貧困の連鎖については、貧困それ自体よりも、むしろ世代が変わっても、貧困状態から脱却で

きないことが、根深い問題であると認識しさまざまな解決に努めていったそうです。その様な

中、国が平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行、８月には「子ど

もの貧困に関する大綱」を制定し、国が真剣に取り組むなら、今がチャンスと捉えて、同じ８月

に「子どもの貧困対策本部」を設置、２７年の９月までに「未来へつなぐ あだちプロジェク

ト」というタイトルの「足立区子どもの貧困対策実施計画」が策定されております。２７年度

を子どもの貧困対策元年と位置付け、６つの新規事業と３つの拡充事業が実施されています。

子どもの貧困対策担当部は政策経営部の中に設置されています。つまり、全庁的な取り組みに
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するためには、財政面・全庁の進捗・調整をできる部署ということです。縦割りではなく組織

を横断し、連携した取り組みでこそ効果が出るということです。更に驚いたことは、この計画

をコンサル会社にまかせるのではなく、担当部で作成したということで、この施策に対する強

い想いを感じて参りました。山梨県でも、２８年度から３２年度までの「山梨県子どもの貧困

対策推進計画（素案）」を策定されています。 

国や県が「子どもの貧困対策」に本腰を入れて支援策を強化している今、本町においても、

富士川町の未来のため、全庁あげて取り組む、職員の意識改革が必要と考えますが、町長の見

解をお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     近年、貧困ということが非常に大きな問題になってます。この貧困という範囲ですが、働く

人たちの平均給与の半分に満たない人が貧困という今定義づけで、日本全国の６人に一人が貧

困というふうなことを言われております。果たしてそれが本当に貧困なのかどうなのかってい

う事はちょっと分かりませんけども、町の子どもの貧困対策につきましては、ひとり親家庭の

支援等は子育て支援課、就学援助費など学校教育に関する事は教育委員会が主となり支援をし

ているところであります。また、経済的に困窮している家庭への生活支援は福祉保健課が窓口

となり、内容によっては県の福祉事務所を含め、相談や支援を行っておるところであります。

こうした中、どこの窓口に相談が来ても各関係機関課と連携をし、情報を共有しながら、場合

によっては庁内検討会を開催することで支援体制を整えておりますので、貧困対策についての

職員の意識はもとより、体制も整っているものと考えております。 

 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、子どもの健全な育成に全ての視点をおいて取り組んで頂きたいと思っております。再

質問ですが、全庁あげての取り組みとして、この足立区では、各課の相談窓口に来られた方に、

初回の窓口では、直接の相談内容に対する対応に止まらず、その背景にある問題の有無など、

丁寧な聞き取りを心がけているそうです。複数の悩みを抱えている相談者には、すぐに、悩ん

でいる内容を書き込む「つなぐシート」を作成し、関係所管・機関に相談者を案内するなど、

支援を必要とする方に確実に届け、各所管同士が連携して対応し、その背後にいる子どもたち

に支援が届くよう、早期の改善を図っているそうです。一つの課だけでは解決出来ない問題が

往々にしてあるはずです。ぜひ、本町の庁舎内の所管の連携にも活用出来ないでしょうか。ア

ナログでつなぐところに、心から町民に寄り添える職員としての、更なる意識改革につながる

ものと思われます。このような取り組みを、検討出来ないでしょうか。お伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

足立区の取り組みは非常に参考になると思います。そして足立区の場合はですね、庁舎が一

つでワンストップでできるという利点があると思います。富士川町は、今、庁舎が狭くて、福
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祉保健課は長澤の方に、そして教育委員会は鰍沢の方に、そして子育て支援課はこの本庁舎に

ということで、この子育てといいますか、そういう部分での福祉面ではですね、行ったり来た

りをしなきゃならない。非常に住民の皆さんにご迷惑をおかけしてるなってことは、常々思っ

ております。そういうことから、できるだけ同じ敷地内で１日も早く業務ができるようにやっ

て参りたいなということは思っております。また、それぞれの課の連携についてはですね、こ

の貧困対策だけではなくて、これから高齢者もおります、そして役場の難しい用語はよく分か

らない方々もおりますんで、窓口に来た皆さんには、今、手をとり案内をするような形で、次

の窓口の方にですね、バトンタッチをしてるのが、今の現状でありますんで、今後もそういっ

た、先ほどアナログという言葉でましたけれども、きめ細かな対応ができるような役場を目指

していきたいなと思ってます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、取り組んで頂ければ、と思っております。よろしくお願いします。 

次に３番目の質問として、本町では学習支援として小学１年から中学３年生を対象に、基礎学

力を定着させたり、つまづきを解消する学力向上のための、「学力向上フォローアップ事業」を

月２回実施していますが、学習支援の場があっても、参加出来ていない子どももいるのでは、

ないでしょうか。その点、共働きやひとり親家庭の小学生を預かる放課後児童クラブなどの学

童保育には、毎日多くの子どもたちが集います。本町では、教員のＯＢの方々が子どもたちを

見守り、宿題などを通して、学習支援も行って下さっているとお聞きしました。 

最近では、学童保育は「預かる」から「学びの場」へと進化をしています。民間企業が学童

保育に参入する動きが各地で相次いでいます。公設でも、民間企業やＮＰＯ法人と連携し、学

童保育の内容を工夫する動きが出ています。体験学習を積極的に取り入れたり、地域の高齢者

を招き、子どもの思考力や記憶力を鍛える将棋教室や、体操教室が人気だそうです。本町にお

いても、家庭での学習が困難な子どもや貧困等の支援が必要な家庭の状況など、経験豊かな先

生方の目を通して寄り添い、心の居場所を兼ねた学習支援の場として、取り組むことは出来な

いでしょうか。学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、この「学力向上フォローアップ

事業」に繋げることが出来れば、貧困の連鎖を断ち切るうえでも、連動した支援が出来ると考

えますが、その点いかがでしょうか。 

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） 

     小林有紀子議員のご質問にお答えします。学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、町

では、昨年度から補習学習の機会として、学力向上フォローアップ事業「そよ風教室」を実施

しております。本年度は、小中学校４教室でそれぞれ２１回の学習会を実施し、７３名が参加

したところであります。この教室へは、町内の小中学校の児童生徒であれば、誰でも参加でき

るということでありますので、居場所を兼ねた学習支援という事にもにもつながっているもの

と思われます。また、就労等により保護者が日中家庭にいない小学生を対象とした、放課後児

童クラブにおいては、個々の学習の時間も設けておりますけれども、さらに学習支援が必要な
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場合には、課の連携を取りながら「そよ風教室」で支援ができるようつなげていきたいと考え

ております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ早期の学習支援が大事ですので、よろしくお願いいたします。  

次に大きな２番として、町立図書館建設について質問い致します。１番目として、昨年の

１０月に「富士川町立図書館基本構想」が策定されました。長年、公民館施設の中の狭いスペー

スで、学習室も狭く、一般利用者にとって大変に使いづらいうえ、蔵書数も少なく、貸し出し

数も住民一人あたり１．１冊と大変に少ない状況です。多様化する町民一人ひとりの生涯学習

を支援するため、一日も早く、町立図書館の建設が望まれます。図書館施設計画について、国

のシビックコア地区整備との合築が計画されていますが、現在の進捗状況をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

生涯学習課長 依田正一君。 

○生涯学習課長（依田正一君） 

     小林有紀子議員のご質問にお答えします。図書館基本構想は、国の合同庁舎との合築整備を

進める上で必要な規模や機能を検討したものであります。現在は、「図書館基本構想」を基本に、

国土交通省関東地方整備局と協議を進めているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     国のシビックコア地区整備との合築で計画されているわけですので、もう少し具体的に示し

て頂けないでしょうか。再質問でお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

     お答えさしていただきます。シビックコア地区整備計画等の進捗ということでございますけ

れども、今年に入りまして、国との協議でございますが、１月２９日に関東地方整備局に持っ

ていって協議をしております。それから、３月の４日につきまして、甲府財務事務所で打合せ

を行なっておりまして、敷地の利用方針、それから供用部分の考え方等についてすり合せをし

てるとこでございます。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

      長年の構想が着実に進展していることが、良くわかりました。２番目の質問として、「富士

川町の文化や地域活性化の拠点としての図書館のあり方を定める」と図書館基本構想に明記さ

れています。旧鰍沢町時代、地域の人々の安全で豊かな生活を支える官公庁施設と民間建築物

等が連携して、そこで暮らす人々の利便性の向上を図り、魅力と賑わいのある町の拠点地区の

形成を推進するものとして、そして基本方針に「舟運の歴史と大法師公園の桜をモチーフにし
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たまちづくり」として、平成１８年１月にシビックコア地区整備計画が策定されました。国の

施設に図書館を合築することは、大変大きな経費削減であり、位置及び敷地についても、町全

体の公共施設再配置のバランスの観点からも、最も適しているものと考えます。地域の文化を

継承していく上においても意義は大きいと考えますが、町長の見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本町では、公共施設再配置計画やリニア中央新幹線の整備計画の進展に伴い、多くの公共施

設の整備が必要となって参ります。こうした中、公共施設再配置計画の目的として、公共施設

の利活用を見直す中で、新たな住民ニーズに対する公共サービスの充実を図り、さらなる住民

サービスの向上を行う必要があることから、かねてから住民の要望の高かった町立図書館につ

いては、国の合同庁舎と合築することにより、用地取得をはじめとする建設費用が抑えられる

ことや、懸案事項であるシビックコア地区整備事業が実現できることから、現在、国土交通省 

関東地方整備局と協議を進めているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     町長の考えを伺い安心致しました。この人の流れが出来れば、近くには、鰍沢小・中学校が

あり、交通のアクセスもいいので、商店街の活性化に、そして子育てを考える若い方の定住に

繋がることを期待します。３番目の質問として、「図書館基本構想」の中で子育て支援図書館と

して、「子どもと保護者がゆっくりと向き合い、心ふれあう場を提供する」「子どもの感性や人

間性を育む読書活動を支援する」と明記されています。読書を子育て支援の一環として位置付

けする上で、過去２回質問させて頂きましたが、赤ちゃんが生まれた時のお祝いとして、絵本

をプレゼントするブックスタート事業は、一番最初の本を通しての子育て支援です。絵本を読

んでもらった時の親子の温もりは、その子の一生の宝となって、絵本と共に残ります。読書を

通して、親子がふれあう大事な子育ての環境づくりとして、図書館基本構想の一翼を担うもの

と考えます。親子の関係が希薄化して、育児放棄や幼児虐待などの悲惨な事件が後を絶ちませ

ん。施設を立派にするだけではなく、根本の子どもの健全な育成のため、図書館建設と併せて、

ブックスタート事業を実施する考えはないか、お伺い致します。 

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） 

小林有紀子議員のご質問にお答えいたします。図書館基本構想においては、図書館の機能を

十分に活かして、様々な角度、視点から多彩な子育て支援を行い、子どもと保護者がゆっくり

と向き合う場の提供に努めることとしております。 

このことから、図書館建設が具体化した段階で、図書館基本構想で掲げた目的達成のために

様々な事業を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） 

     小林有紀子さん。 
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〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、構想として中に入れていただきたいので、よろしくお願い致します。そして、再質問

ですが、これからの建設計画の中に、子育て支援としての図書館としてのスペースを、十分に

確保していただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。 

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） 

     スペースの点でありますけども、基本構想の中にも、子育て支援図書館、先ほど小林議員さ

んがおっしゃられたこの中にも、子どもと保護者ゆっくり向き合うスペースというふうに書い

てありますので、これを基本構想にですね、また、ここにありますように、図書館建設が具体

化する段階に取り入れ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） 

ぜひよろしくお願い致します。大きな３つ目の質問に移ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林議員、質問の途中ですけれども、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時５７分 

再開 午後 ３時０６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） 

     それでは、大きな３つ目の質問として、中山間地域の環境整備について、お伺いします。１番

目の質問として、先日、五開地域でシカが防護ネットにかかり、駆除しようとした地元の方が、

シカの角に刺され、ドクターヘリで病院に搬送されました。近年、野生鳥獣による農作物への

被害が深刻化、広域化していますが、住民に直接被害が出た事は、大変に深刻な問題です。中

山間地域では、人口減少・高齢化が進む中、常に野生鳥獣の被害に悩まされています。住民の

安心安全の観点から、鳥獣害対策の強化が必要と考えますが、町の考えをお伺いします。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。町では、現在、五開地区をはじめ、農作物への獣害

対策として、県営事業の中山間地域総合整備事業及び県単鳥獣害防除事業により電気柵の設置

を進め被害の軽減を図っております。また、電気柵の設置により、農作物の被害の軽減だけで

なく獣の侵入を遮断することにより、地域住民への被害を防ぐ安全対策となっていると考えて

おります。一方、電気柵等を設置しても侵入する獣については、町の猟友会に捕獲の依頼をし

て、住民や農作物への被害の対策に努めております。こうしたことから、今後も、農作物被害

防止や住民に被害が及ばないよう、電気柵等の設置を進めて参りたいと考えております。 
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なお、捕獲時に事故が起きている事例もありますので、十分注意喚起を行うとともに、猟友

会において研修会の実施もお願いしているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     今までも、担当課の皆さんや猟友会の方々に、大変にご苦労をおかけしている訳ですが、自

然豊かな中山間地域にお住まいの方々が安心して住み続けて頂くため、更に対策をしっかりと

強化して頂きたいと思います。 

     ２番目の質問として、国の補助金を活用して、鳥獣害防止の電気柵の設置を進めているわけ

ですが、設置状況と被害状況の推移をお伺いします。 

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） 

本町の鳥獣害防止電気柵の設置状況は、４２．６Ｋｍの計画に対し、本年度末において、３１．

７Ｋｍの設置が完了し、整備率７４．４％となっており、昨年度末に対し４．３％整備率が上

昇しております。また、被害状況につきましては、被害報告を受けたもので、平成２５年度、

２６年度とも、被害面積は約２．２ha、被害額は６百万円弱で推移していますが、地域によっ

ては、整備途中でありますので、被害の軽減には至っていない状況であります。 

なお、県で実施した電気柵の設置が完了した地域へのアンケートでは、鳥獣による農作物被

害は、設置前の被害率４１．７％から４．４％と減少しています。 

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） 

     電気柵を設置して被害が少なくなってきているということですけれども、再質問ですが、そ

ういう報告が、効果が現れてるわけですけれども、実際シカの被害があった五開地域も、人家

の近くにシカが現れたわけですし、私の地元でも電気柵の中にシカが入り混んでいました。電

機柵を設置しても、沢などで繋がっていない箇所があるわけで、シカやイノシシが入って被害

が出ています。そのような箇所に対して、もっと継続した対策の方法を指導すべきと考えます

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） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     設置が全部完了していないところとですね、河川や沢などについての件だと思いますけど、県で

できる範囲で、今、設置を行なっています。その他の沢とかですね、河川等設置できない部分につ

いては地元でですね、対策を今お願いしていただいてるところです。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
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     電気柵も設置した後の状況がどうなのか、住民への聞き取りもしっかりと行っていただきた

いと思います。電気柵の管理に対して、その後の木を伐採するとか草刈りに対してとか、とて

も負担が大きかったりするわけですので、そういう部分の対策などもしっかりと行っていただ

きたいと思います。 

     ３番目の質問に移ります。町としても、猟友会の皆さんに、イノシシやシカや猿の捕獲をお

願いしているわけですが、年間の捕獲目標はすぐに達成し、あとは補助金の対象にならない中、

捕獲をしてくださっている状況です。被害の実態に即した、年間の捕獲目標を増やして頂きた

い。そして、猟友会の担い手の後継者不足の解消のため、真剣に育成に取り組んで頂きたいと

思いますが、今後の取り組みについてお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     お答えします。年間の捕獲目標については、県が管理捕獲の対象としている、サル、イノシ

シ、ニホンジカであり、平成２７年度の目標は、サルが６０頭、イノシシ８０頭、ニホンジカ

３００頭としています。また、本町の現在の猟友会の会員は、４９名で、５年前と比較して１２名

の増となっています。今後、新規の担い手の確保等については、新規狩猟免許の取得に関わる

県・町の助成制度もありますので、会員の募集等を含め、町の広報誌やホームページで周知を

して担い手の確保・育成に繋げて行きたいと考えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     １２名増えて、猟友会の方が増えられたということで大変有り難いなと思っております。担

当課の皆さんや猟友会の方々が真剣に取り組んでくださっているおかげだと思っております。 

     そこで再質問ですけれども、農林水産省では、平成２４年度から地域における鳥獣被害対策

の担い手確保とともに、対策の実効性を一層高める観点から、鳥獣被害防止特措法に基づいて

「鳥獣被害対策実施隊」の設置を重点支援として、進めています。猟友会の全員が隊員とする

ことが出来ますし、狩猟税の２分の１が軽減され、隊員として公務災害が適用されます。県内

では、南アルプス市や北杜市、韮崎市、身延町や早川町など１９の市町村で設置しております。

このような取り組みも、ぜひ、今後検討してみるべきではないでしょうか。その点についてお

伺い致します。 

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） 

     現状ではですね、電気柵を設置することによりまして、被害も軽減しております。また猟友

会の協力を得てですね、被害軽減に努めておりますので、今のところ実施隊の検討はしていま

せん。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
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     わかりました。ぜひ何かの機会がありましたら、猟友会の方たちともまた話をしていただい

て、ぜひ前向きに検討していただければなと思っております。 

次に４番目の質問に移ります。ようやく旧五開小学校が、青少年の野外活動拠点として、利

活用が決まりました。都会から多くの子どもたちとその家族が五開地域を訪れ、地元の皆さん

と交流し、地域の活力となることが期待されます。受け入れる側の住民の意識向上を図るため

にも、里山整備や情報発信、特産品開発などを積極的に担う「地域おこし協力隊」を募集し、

活性化に拍車をかけて頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。昨年の３月議会でも質問い

たしましたが、「総合戦略の事業も実施していくことから、受け入れについて、検討していく」

との回答を頂きました。再度、見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君）  

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。地域おこし協力隊制度は、人口減少や高齢化等の進行が著しい

地方において地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図ることで、地域力の維持・

強化を図っていくことを目的とした制度であり、平成２６年度現在、全国で４４４団体が導入

し、１，５１１名の隊員が各地域で産業、観光振興等に従事しております。本町では、今年度

策定した富士川町総合戦略の基本目標の一つである「富士川町に新しい人の流れをつくる」の

中に具体的な施策として地域おこし協力隊事業を掲げ、今後５年間で導入していくこととして

おります。こうしたことから、現在、地域のニーズや実情を考慮する中で、地域おこし協力隊

の業務内容や募集方法について検討しているところであります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、よろくお願い致します。最後に５番目の質問として、中山間地域の環境整備として、

今、なくてはならないのが、インターネットの情報通信網の整備です。２６年の１２月議会で

質問させていただき、厳しい財政状況の中、町単独で事業を行ってもいいとの答弁をいただき、

心から感謝しております。光ファイバーの事業化に向け、昨年１２月の補正で、調査設計費が

盛り込まれました。ようやく希望の光が見えてきたところです。県下で唯一整備がされていな

いのが、中部・五開地域だけです。町内三筋の中でも、小室では、Ｗｉ－Ｆｉも整備され、格

差がありすぎる状況です。地元の皆さまと何度も話し合い、一日も早く、全町で網羅して頂け

る事を地元の若い方々が強く要望しているところです。今回の予算に盛り込まれませんでした

ので、早急に整備を進めて頂けるよう、財源確保の見込みと進捗状況をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。中部・五開地区の情報通信網整備につきましては、事業実施に向け昨年

１２月議会において、光ケーブル整備に係る設計委託料を計上し、現在、委託業者が今月２５日

までの工期で、設計業務を行っているところであります。今後、光ケーブル整備の財源として

過疎債を充当したいと考えておりますので、財源確保ができた時点で予算措置し、整備を進め
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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） 

     再質問ですけれども、それは年内に財源確保をしていただける方向で考えてよろしいでしょ

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） 

     財源確保につきましてはですね、現在、県の市町村課と協議を進めておりますので、その目

途がつき次第、すみやかに実施をしていきたいと・・事業の方を実施していきたいというふう

に考えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ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。 

〇議長（齊藤正行君） 

     続いて、通告７番、１２番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 

 １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、本日一般質問最後になりますけれども、私の一般質問を順次行なっていきたいと

思います。まず一つ目。大きな一つ目はますほ児童センター移設計画についてということであ

ります。午前中から長澤健議員やあるいはその後も堀内議員等々で多く質問されておりますの

で、簡潔にですね、答弁等も含めながら、質問を行なっていきたいとます。まず、第１点目。

一つ目ですけども、ますほ児童センターはますほ北児童クラブを併設し、二つの機能をはたし

ています。当局は、新ますほ児童センター整備検討委員会を立ち上げ、現在地近辺に新設する

方向で話を進めているようですが、移転に関して児童センターの役割を踏まえた環境、あるい

は適地というものがあろうかと思いますがその点についての町の考えをお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

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。リニア中央新幹線の建設に伴い、移転を余儀

なくされているますほ児童センターは、増穂小学校を中心に、南側に南児童クラブがあり、北

側には児童クラブの機能を持つ児童センターが位置しております。新ますほ児童センターは、
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センター機能と児童クラブ機能の二つの役割を合わせ持つことから、センターでは、保護者の

子育て支援の場や乳幼児の遊びの場として、また、各種イベントなどの対応が可能な規模が必

要になるとともに、児童クラブでは、共働き家庭が増える中、今後利用者の増加が見込まれる

ところであります。こうしたことから、利用者や活動内容に合わせて、教室、遊び場、図書室、

集会室、さらには、運動場や保護者の送迎用駐車場も必要となることから、その用地確保が可

能な場所として、現在地周辺を適地としたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     えーとですね、適地という場合に、午前中から質問によく出ておりますけども児童の安全面

ということはやはり大事だろうと思いますけども、その点についてはどのようにお考えでしょ

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） 

     安全面というのは、やはりリニア関係の交通の面でしょうか。すみません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

    リニアということではなくして、子どもが今ある北クラブはですね、約８００メートル移動し

ているわけですけども、リニアということではなくして、一般的な意味で子どもが、児童センター

なり児童クラブへ通うにあたって、その安全面ということでお答え願えれば結構です。 

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） 

     申し訳ありませんでした。今の児童センターの機能を全部備えているものとして、今通って

いる子どもたちがいます。それで安全面は確保できるとものと思っております。現在の児童セ

ンターに子どもたちが、今通っているわけですよね。それには安全性が確保できていますので、

そういうことでは、安全面については心配ないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     申し訳ありません。私の質問の仕方が悪かったようなんで、改めてお伺いします。例えばで

すね。学校があります。子どもたちが、よい環境で教育を受けるというふうに考えると私なん

かが一般的に思うのは、周りが静かで、そして交通上の安全性も確保されてゆとりのある、騒

音も少ない場所で健やかに、学校では勉強し、放課後は児童クラブで親がお迎えに来るまで過

ごすという。そういう一般的な、個別具体的な話でなくして一般的にどのようにお考えかとい

うことを伺います。 

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） 

     安全面の質問についてお答えをいたします。現在の児童クラブはですね、北児童クラブや、

北児童館はですね、そういった意味の安全面では、不十分だと思います。といいますのは、町

民誰しもが利用できる駐車場がそばにあり、そして、体育館と駐車場を行き来する人たちも相

当の数がいると思います。運動場もありませんので、そういった面では安全面では十分でない

と。ただ南児童クラブは、これは児童クラブとして造りましたから周りはフェンスで全部囲ま

れておりますし、施錠もできるようになってますんで、そういう面では安全だと思ってます。

これから造る新児童クラブ、児童センターはですね、しっかり敷地を用意する中で、世間とは

一つ遮断が出来るんじゃないかなと思いますんで、新しい児童クラブでは安全性は十分確保で

きるもと考えております。 

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） 

     それでは、次に二つ目の質問がありますんで、そちらまずお答え願いたいと思います。二つ

目、放課後児童クラブについては、児童の安全を考慮し余裕教室の利用が全国的に進められて

います。増穂小学校においては、今後児童が減少します。また学校給食のセンター方式の導入

も検討されていまして、場合によってはセンター方式が導入されれば、敷地内の学校給食室は

不必要ということにもなろうかと。今進められている移設計画はですね、そういった多面的の

こと考えたときに、あまりにも拙速というか、あの早すぎるのではないかというふうに思って

おります。その点について町の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     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） 

     それではお答えします。今回の児童センター移転につきましては、リニア建設に伴うもので

あり、平成３１年度には、工事が着工される予定となっておりますので、平成３０年度までに

は、整備し移転を終える必要があります。また、現在利用している児童を収容するための既存

の代替施設がないことから、現在のような移転計画を進めているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     再質問させていただきたいと思います。午前中からずっと具体的にですね、移設問題が議論

されて参りました。検討委員会、第２回目の検討委員会ですか、２月の末だったと思いますけ

ども、そこでは、結論を、今ちょっと出すわけにいかないということで先送りなったと。この

議会が終わった後に、最後の検討委員会を開催しておおよその意見をまとめようということの

ようでありますけれども。午前中からずっと聞いておりまして、感じますことは、町長は確か

所信表明で、現在地周辺ということを明言されました。子育て支援課長は、まだ検討委員会の

答申が出ていないんで場所はこれからですというお話をされました。両方とも、同じといえば

同じなんですけれども、違うと言えば違うというように私には聞き取れるわけですけれども、
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検討委員会で、今からどのような結論を出すのか、具体的場所を出すのか。あるいは、こういっ

た方向性で検討してほしいと、再度検討してほしいと方向性を出すのか別として、もう既に決

まっているように話を一方でされる。一方で今からですという、ここんとこについて、ちょっ

と違和感があるのですけれど、ご答弁をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     児童センターのですね、移設先については検討委員会が立ち上がるよりも、相当前から、リ

ニア中央新幹線というものが計画をされたときからですね、これは今までも、午前中にも言い

ましたけども、南児童クラブをつくったときの経緯が、北に児童クラブがあるから、南側に一

つ児童クラブをということで、増穂商業高校の西側につくった経緯があります。そうしたこと

から、やはり北側が適地じゃないかということから、検討委員会を立ち上げる前に議会の質問

でもお答えをしていると思いますけれども、所信でも言わせていただきました。児童クラブに

つきましては児童センターにつきましては、現在地周辺で９カ所ほどの候補地を検討する中で、

ある程度、検討委員さんに全てお任せ、丸投げという訳にはいきませんので役場の考え方とし

て、現在地周辺の３カ所に絞ったことを、委員会には話をさせていただいて、そして委員会の

方で、もう１度の検討会で結論が出るかどうかも、これは委員会のお考えですからわかりませ

んけれども、町とすれば答申を、報告書をいただいたのちに、町としての総合的な検討をする

中で、建設予定地を決めていきたい。こういうスケジュールであります。 

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） 

     設置場所について、学校の南に今、現在ひとつあるんで、これまで北にあったから北という

お話が、議論のなかでもありました。これはですね確かに南に造った経過というのは、町長の

おっしゃったとおりですけれども、これはたまたまあの利根川の施設が、払い下げになったと

いうことでこれは便利だということに始まったのが出発で、最初から北へつくるというような

話でも何でもなくって、それは町長も、当然ご存じのことであると思います。ですから、何も

南にあるから北なんだという発想で、全く必要ない話だろうと思う。そして町長の答弁の中で、

あの以前のですよ、答弁の中で、例えば児童クラブ、北にあれば、長澤とか向こうの親たちが

迎えに来やすいじゃないかという話もありました。だけども逆に言うと子どもたちはそこまで

歩かなくちゃいけない。非常に危険が伴う。で、実際にですね児童クラブ、これはますほ北と

南なんですけども、確かに、南にはですね、最勝寺、青柳の方、多いです。北は、中條、小林、

長澤の方が多いです。ですけれども、両施設ともそれぞれ地域の人が、例えば５人なり６人な

りで、皆さん子供たちそれぞれ利用されておる。ということを考えれば、その何も、わざわざ

離れた地域に造る必要はないだろうし、というふうに思っておりますが、その点についてはど

のようにお考えになっておりますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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本来であれば学校の中、あるいは学校に隣接したところが理想だと思います。ただこの旧増

穂町時代からですね、利根川のあれは児童センターとしてつくったものではなく、武道館とし

てつくったものなんですね。それを空いている、子どもの居場所の環境を確保するということ

から、あれを児童センターにした。そして北側には、児童クラブ児童センターらしきものがあ

るのに、南側の人たちが使いづらいということから「南に児童クラブ、南に児童クラブ」と言

うことから、増穂商業の西側に用地を取得してつくった訳です。で、今度はその逆の現象が起

きてます。南側には、児童クラブがあるけども北側にはないじゃないかと。こういう議論があ

ります。本来であれば、まあ、お金も裕福にあればですね、すべてを一つにして小学校の近く

に適地があれば、また道路も入れながら、そういうところにつくれればいい訳でありますけれ

ども、今、現実に南側に一つある。そして北側にもこれまで使ってるところがあるということ

から、現在の皆さんの利用の状況、そしてまた、これから子どもは減ってはくるとは思います

けども共働きの家庭は増えてくると思います。国の方も１億総活躍社会ということを言ってま

すんで、子どもの数とは関係なくですね、児童センター、児童クラブを利用する人たちは増え

てくると思いますんで、皆さんのそれぞれ利用地域を分ける中で、一つは、まだ残りますんで、

そんなふうな形で小学校の北側を町とすれば視野に入れながら、これまで私も、発言をしてき

ましたし、今、小学校の周辺に適地がございませんので、今の児童センターの周辺ということ

で、検討委員会に提案をしているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

公共施設の再配置で整理統合しながら、町有地は、あればできるだけ町有地を、新たな土地

を取得するんじゃなくて町有地を利用しようというような一方で、そういう方向性であります。

今回リニアが３１年に工事が始まるということを前提に考えた場合に、ここでですね、新しく

用地を取得して新設を急がなくちゃならないという町長のご発言でありますけれども、確かに

児童センターがなくなれば、当然児童センターの機能を持った施設は、私も必要だと思ってお

ります。ただ財政が厳しいということを考えていったときに、余裕教室を使おうと。で、教育

長の話の中では確かに余裕教室、一つなりなんなりあっても、それはまた学級数が増えればか

えなくちゃいけないと、これも事実であろうと思います。ただし現実的にですね、今後数年間

の話ですけども、わずか数年間ですけど、非常に大事な数年間だと思っております。それは

３１年、３２年がですね、今の試算では２１教室で済むと。それまでに２４教室必要だと。少

なくともこの２年間は、３教室ある意味では余裕教室が持てるんですよ。この３２年までは。

今、先ほど私言いましたけども、給食センターの話があります。これの結論がいつ出すために

やってるか知りませんけども、長くても今年中の話だろうと思いますけども、結論が出る。仮

にセンター方式をどこかに作ろうということになれば、小学校にある給食室のスペースという

のは空くだろうと思います。そこも利用できる。で、今の町民会館、庁舎の検討委員会の中で、

町民会館へ一旦、分庁舎が入る、で、庁舎は新設するのか、あるいは耐震化するのかは別とし

てですね。この近辺に全てを基本的に集めてやっていこうとなれば、あるいは東別館を解体す

るなりなんなりという話になってくれば、その辺一帯の土地というのも、有効に活用できるだ

ろうと私は思っております。その辺も含めてもっと慎重にしてもいいんではないかというのが

私の持論であります。長澤健議員さんが指摘された小学校の西側に、結構広い土地もあるよう
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ですけども、やっぱり教室を利用しながら一時しのぐという方法もあるし、そうすれば余分な

施設をつくらなくても済むし、校舎の中で学童保育を続けていく方向も、見えてくるだろうと

思っています。先ほど、子育て支援課でしたかな。新たにつくるのであれば、大体２，８００㎡、

広大な土地に必要だというけれども、これも検討し直すことができる。要するに学童保育が学

校近辺なり学校の中でできるということが、実現するんであれば、児童センター自体もそんな

に大きなスペースは要らないと思います。ですから、今言ったようなことをもう一度私は、考

え直してもいいんじゃないかと思いますけども、その点についていかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今の児童クラブ、ますほ南児童クラブをですね、小学校に全部集約すると、ますほ南に通っ

ている子どもたちも入れてあげなくては、かわいそうな形になるんじゃないかなと思います。

そして、今は北児童クラブだけを考えると、３クラスが必要になる。ますほ南も入れると４ク

ラス必要になっってくる。そういう中でですね、ますほ南児童クラブもまだ補助金を全部、補

助金適化法もありますし、起債も充当してますから、それらの償還も終わってない状況であり

ますんで、これはこれとして活用するのが一番得策ではないかなと。その中で、話が繰り返す

ようになりますけども、小学校の空き教室はないと、使えないと、今いう状況を学校の方から

も受けておりますんで、それらを考慮すると、やはり新たにつくっていかなければならないん

じゃないかなと。これが、あんまり遅くなるとですね、子どもたちの居場所がなくなりますん

で、今まではなかった待機児童をみたいな形で、この町でも生じてくるというふうな状況にも

なりますんで、早急にこれはリニアがあそこを通るということから始まってるわけであります

けれども、補償の問題等々も含め、この時期になってきたんですが、私も前々から言っている

ように、児童センターについては、現在地周辺、体育館についてはもっと広大な土地が必要と

なることから、今のところまだ場所の検討はしておりません。そしてまた庁舎の問題もですね、

これから検討委員会の中で、どこに建てればいいか、機能はですね、補助金もない施設の整備

になりますんで、起債の計画の中に、課長は何㎡、町長は何㎡、係長は何㎡というのはありま

すから、基本的な規模のあれは分かりますけども、検討委員会の中で、こういう時代だから、

子どもを遊ばせる場所も少し設けろだとか、そういった意見も取り入れながらですね、庁舎の

方はやっていきますが、まだどこへ造るか場所も決まっていません。それが利用する子どもた

ちの今後そのですね、２０年後、３０年後の数値は図り知れないところがある訳でありますけ

れども、今、小学校の傍へという議論と、今の町民会館のところっていうと、ちょっと距離が

出てくるんですよね。そうすると南に一つ児童クラブがありながら、そして今の北の児童クラ

ブを利用している皆さん等々を考えますと、やはり小学校を中心に、南北にひとつずつあった

ほうが、子どもたちの分散をするにしても町とすればいいんじゃないかなという考えから、現

在地周辺ということを言ってるわけであります。それと先ほど来お話ありますけども、児童ク

ラブ、本当に送迎の人たちも結構来てくれますが、これから共働きが増えてくると、その時間

に迎えに来れない、お母さん、お父さんもいるわけです。そうすると子どもは自分の足で家ま

で帰らなきゃならん。そういうことを考えますと、ある程度一つに集約をするよりも、分散を

しておいた方が、今後のためにもいいんじゃないかな。利用勝手がいい悪いは別にしてですね、

そういった現実の問題も一つ考えると、そういったことも一つ視野にれながら検討すべきでは
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ないかなと思っております。 

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） 

     私は町長は常日頃から、将来をかなり見据えている方であろうというように評価しておりま

す。例えば５年後にですね、５年、まあ５，６年先のこの富士川町っていうのはどうなるんだ

ろうなと考えたときに、今言った庁舎の問題は、またこれから検討、これから検討はまああり

ます。増穂商業の問題もありますよね。もう統合しようというとこまで決まった。で、新設校

を町内にするのか、市川三郷との駆け引きで、運動をこれからやっていこうということで、商

業の跡地も一体どうなるんだろういうことも当然、町長の中には視野にあるだろうと思います。

いろんなことを考えたときに本当にこの５年先の富士川町の全体像を描いたときにですね、今

ここで、新たに３，０００㎡近い施設をまた造ってどうするんですかと。私は非常に、井上光

三議員が、今回いろんなことを要求したかったけれども、予算を心配して、控えていらっしゃっ

たけども、本当にこの公共施設再配置計画をやっていく中で、この児童館ていうのはある意味

では、全体構想をもう一回練り直すという大きな課題であると思います。私はそこをもう一回

検討すべきだと思いますけれども、最後に、その点をお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

当然長い視野で煮詰めていかなけりゃならないと思いますけども、現在の配置状況というの

もこれ現状でありますんで、やっていかなきゃならないと思ってます。理想論だけで行けば、

学校の配置にしてもですね、本当そこがいいなのかどうなのか、今の数がいいなのかどうなの

か、保育所にしても同じことが言えると思います。ただ保育所も朝夕送り迎えがある訳であり

ますけれども、やはり、子どもがお年寄りと一緒に帰ることもある。そうするとやはりある程

度、身近なところに置いておかなきゃいけない。中学校と高校になりますとある程度自力があ

りますから、それは集約してもいいとは思いますけれども、児童クラブ、児童センターを使う

のは、乳幼児から小学生が中心であります。あんまり１カ所に集中するのがいいなのか悪いな

のかということは、またこれ議論はあるとこでありますけども。私は長澤から鰍沢までを大き

な拠点、その中に適切にいろんな施設を配置しながらしていく。まあ、そしてまた中山間は小

さな拠点として、しっかりそことはですね、通信網であれ交通網であれ、連携をとりながらやっ

ていかなきゃいけないじゃないかなと思っております。これは今検討委員会で、検討していた

だいておりますんで、その結果を報告書をいただいた中で町として再度検討しながら、総合的

に判断する中で、適地を決めていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ぜひとも検討委員会がどんな結論出すのか、注目しておりますけれども、尊重するようにお

願いしたいと思います。それでは大きな二つ目に移りたいと思います。峡南医療センター経営

改善計画についてと。実は、昨年の１２月議会において医療センターへですね、貸付をすると
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いう、融資をするという時に、議会として附帯決議をつけさせていただきました。町から企業

団に対して、経営改善計画をしっかりして出すようにということをお願いしてくださいという

ような付帯決議添えたわけです。その後ですね、企業団の方から今年になって、経営改善計画

なるものがですね、出されました。それを踏まえて質問したいと思っておりますけども。今回、

一つ目の質問ですね、一つっていうか、一つしかありませんけれども。今回企業団から示され

た経営改善計画および経営予測は、その根拠があいまいであると思います。開設者ある町当局

が、この計画を了承したのは、当然実現性が高いという判断があってのことだろうと思います

が、その根拠、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） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センターの新たな改善計画および経営予測についてのご質問にお答えします。峡南

医療センター企業団の経営改善については、平成２７年１２月、富士川町議会定例会における

一般会計補正予算（第３号）の採決において、企業団への貸付金に付帯決議がなされたことか

ら、町としても早急に、更なる経営改善策を求めた結果、本年２月 峡南医療センター企業団

から新たな経営改善計画が示されたところであります。 

この新たな経営改善計画と、昨年１２月に示された民間コンサルの改善計画とを比較します

と、内容を効率的な診療体制に一部変更したことにより、経営予測が平成２８年度の経常利益

では赤字が増加するものの、２９年度以降は黒字に転ずることとなっております。 

この黒字の理由は、診療体制の見直しにより、費用合計も増加いたしましたが、全体の医業

収益と医業外収益を再精査した結果によるものと聞いております。 

この改善計画並びに経営予測につきましては、峡南医療センター企業団の内部で十分検討、

精査された上での内容と数値であり、実現性が高いと判断されたものと考えております。 

また、この計画に基づいた平成２８年度峡南医療センター企業団会計予算は、企業団議会に

おいて議決され、新年度へのスタートが切られるところであります。こうしたことから、町で

は、企業団がこの計画により経営改善を図り、健全な経営運営ができることを期待しておると

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） 

     実は議会にはですね、議会っていうか企業団議員さんとは別で、議会にはこういった１枚の

紙っぺラの改善計画案というのが示されました。これは要するに数値が書いてあって、いわゆ

る先ほど言った民間のトーマツ案に対して、今回の計画で行けば収支がこうなりますという説

明です。先ほど、町長答弁では企業団内部で十分検討しただろうという話なんですけども、ま

あ、もちろんこれは信頼関係の問題ですから、当然、一生懸命やってるは当たり前のことであ

ると思いますんで。ですけれども、町の方にはですね、こういった資料の基になるものがです

ね、細かい数値を入れたそういったものが出されているんでしょうか。その点お伺いします。 

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） 

これは峡南医療センター企業団から、第二次中期経営計画、経営安定計画ということで冊子

が出ております。当然持っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今お手元にある、それがそうですか。何ページくらいのものですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

４２ページにわたってます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ではすみませんけれども、それをできれば議員さんのほうに、見せていただければと思いま

すけども、お願いできますでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

企業団に言っていただければお渡しできるんではないかなと思います 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

今お願いしたんで、それは見させていただきますけれども。ただまずこれを見てですね、一

番最初に感じたことを、私の気持ちをいいます。医業外収益、要するに町から出したお金が

あるから、かなりそれが改善点につながっているということと、それと、いわゆる地方交付

税等々、国からくる補助金等を最大限に見積もったというところが一番大きいのかなという、

私はこれ見て思っております。そうであるならば、それとですね、もう一つはここでは、こ

れまで市川三郷病院については療養病床にするというのをですね、変更して一般病床にする

ということで、改善が図られていくというような内容になっておりますけれども、私はこれ

を見て果たして本当にそうなのかと。本当に経営努力されているのかと。というのは、当初

の計画は、富士川病院に基本的に手術等々を集約して、市川三郷病院は療養型病床としてやっ

ていくと。そういう機能分化を図ることによって経営をよくしていくんだという話だったの

が、今回示されたのはもう一回市川三郷病院は、一般病床にしますよということを、また機

能がもう一回分散されるのかなという内容に思えるんですけれども、これで果たしてうまく

いくのかという疑問がありますけれども、その点についてどうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センターのですね、経営目標と言いますか、機能分化につきましては、期間診療型 
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病院は富士川病院で、そして総合型診療病院は市川三郷病院でということで、当初からそうい

う計画ではいたんですが、なかなかそういうふうに、まあそれぞれ違う病院が一緒になったも

んですから、うまくいかなかった。２８年度におきましても一部一般病床としてですね、やっ

ていかなきゃならんと。ただ稼働率をもうちょっと上げようということで経営改善はされてい

るのかな。といいますのは、富士川病院で手術を行なって安定期になったものをこれまでは、

一般病院へ動かしていたものをですね、医療センターの中で、患者を動かすことによって市川

の病床の稼働率を上げていく。そしてまた２８年度はまだそう状況でありますけれども、２９年

度以降は、回復病床、あるいは療養病床に市川の方を活用していこうという計画になっており

ますんで。２８年度は、若干のまだ赤字が出るものの２９年度以降についてはですね、１日も

早くそういう形態に持っていっていただきながら、黒字化を目指していく計画になっておりま

す。また、富士川病院の方もですね。１３３床あります病床について、この稼働率を７５％ま

で持っていこうという目標値を持っておりますんで、これらが達成できるように、病院の方も

企業団で努力をしていただいてですね。そういうことをすることによって、２７年度の決算よ

りも２億円強のですね、医業収入も出てくる。そして、医業外収益の方は、当然両町で出す運

営負担金の部分もありますが、今回議会にお願いしてます、資金不足とこれからの改良資金の

積み立てのかんじでですね、市川三郷と話をする中で、当面、２，５００万ずつ出していこう

と。そういう分も今までの部分から落ちておりましたんで、その部分は５，０００万ずつ上がっ

ていくというふうなこともありますんで、今回つくった新たな経営改善計画が絵に描いた餅に

ならないように、これはですね企業団の方もしっかりやっていただかなきゃいけないし、私ど

も、約束したことはしっかり守っていかなきゃいけないなと思っております。 

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） 

私もですね、今回２５００万出資するということで、これ自体は４年間ですか、差し当たっ

て、ある程度やむを得ないのかなと。病院がですね、健全に経営されるんであればですね。た

だ、しかしこれあの正直町長は以前、町は基本的に出さないんだと、企業団にやってもらうん

だって。交付金と特別交付金、昨年の実績でいけば１億・・・どのくらいでしたかね、約７，

０００万くらい、町から向こうへ出した訳であります。来たものを出したということなんです

けども、それとはちょっと相反するのかなっということありますけども、それでやれるんであ

れば、それはそれでいいだろうという思いがあります。まずじゃあ、その点について。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

赤字に対する補助金とか、そういう補てんをするつもりは、今でもありません。ただ資金不

足というのはですね、病院を運営していく上で、これはこれから病院がいろんな医療機器を整

備するにしても、施設改善をしていくにしてもですね、建築ではないですよ、施設の中の改良

等をするにしても、やはりこう、病院事業債というもを借りていかなきゃなならん。そこに、

いろんなとこからいろんなことを言われなくても病院独自の運営ができるようにしていくには、

ある程度の資金を持っていかなきゃえらいんじゃないかなということから、２町で５，０００万
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当面出していきましょうという話で、してる訳でありますが、これは、病院の会計とすれば、

一般に赤字補てんに埋まっていくもんではなくて、しっかりその部分は、残っていく、決算上

は残っていく勘定になると思います。地方公営企業法でいきますと、出資の追加が出来ないと、

予算は出資金となっておりますけども、資金不足比率の改善資金のために、出資金という名目

で出してはいますけども、これは、基本の原資を割り増ししてる訳じゃなくてですね、これか

らいろんな、まあ病院も老朽化もしてくる、そういう中で施設改善も含め、ありますんで病院

の手持ち資金ていいますか、お金には色がありませんので、当然、余っていれば運営費にもま

わると思われますが、決算上はしっかり残る勘定で、置いておくようにこれからも指導をして

いきたいと思ってますんで。病院に赤字が出たから、その赤字の補てんは一般会計で補てんす

るという、やわな気持ちは今でも持っておりません。 

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） 

今後、企業団としても、今度市川三郷病院の建て替えということを真剣に取り組んでくとい

うようなことも一部表明されてますんで、ちょっとまあ、非常に、さらに厳しくなるのかなと

いう思いがあります。で、ちょっと一点だけ、以前から実は気になっていることがあってお聞

きしたいんですけども、ちょっと個人名をだすのは差し控えたいですけども、最近もですね、

あの町長や議長が、山梨大学医学部へ医師の派遣、多分要請で両町でいかれたと。非常に努力

されているんですけども、開設した時に非常にご協力願った医大の教授に顧問料、結構払った

んだと思うんですけども、その意味合いってのはやはり大学との接点で、医師の派遣等いろん

な点に便宜を図っていただきたいという思いが特に強かったのかなと、私は当時思ってました

けれども、その方たちっていうか、それが今、どのようになっているか、そこをちょっと一言

お願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

当時関わっていただいた先生は、今も顧問として残っていただいております。これは医大か

ら今後もですね、先生を派遣していただくために、この峡南医療センターの実情も医大のほう

に逐一状況が分かっていなければ、どういう先生方を送り込むばいいなのか、ただ単にですね、

診療科目を持ってるんではなくて、そこのポストによってはいろんな人を指導、また、してい

かなきゃならんとこともありますんで、そういう中で今後もですね、地域医療を専門に担う先

生でありますんで、医療センターの方では、必要な枠としてとっておかなければ、医大との細

かな連携が切れてしまうということも懸念されますんで、今もおりますし、今後も置いておく

んではないかなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

医療センターについてはですね、皆さん非常に心配してますし、それが、正直このあと公共

施設のところでも発言しますけども、医療センターにお金かかるということが、公共施設再配
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置にも影響しておるし、また、児童センターの件では、私が先ほど質問したのも、やはりそう

いうことがあって、非常に厳しい状況に置かれてるという認識のもとで、発言させていただい

ています。ところで最後ですけども、町長の方から企業団にお願いしていただければいいこと

なんですけども、実はあの企業長の給与改定ということで、企業長の給与っていったいどうな

るんだろうなと思って、例規集みたいなものを見ようと思ったら、事務局にもないということ

だったんで、当然そういったものは簡単な仕様のものであるだろうと思いますんで、ぜひ議員

さんたちが見えるような状態で、事務局に１冊においていただけるように、また企業団の方へ

お願いしていただければなと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

市川三郷町立病院は、昔からそうちゃんとなってましたからある訳でありますけれども、富

士川病院の方がつい数年前までは、ＲＦＯの傘下にありましたんで、給料も向こうから全部出

ておりますから、そういうのが整ってなかったと思います。で、もし今ですね、企業長の給料

の定めがないのであれば、企業長は医師としてもらっているだけで、企業長としての部分がな

いんじゃないかなと思います。私ども逐一全部調べる訳にもいきませんし、課題、問題になる

ところは病院の方に聞きながら、いろんなことをやっておりますけども、もしそういうものは

まだ定まっていないようであれば、これは組織管理をする根幹にかかわる問題だと思いますん

で、早めにですね、そういう給料体系を決めながら、職位に応じた給料を払えるような、そし

てまたそれが払えるような病院経営をしていただくように、また私の方からも言っておきたい

と思います。今言ったやつはですね、今ないんであれば、これは出すわけにはいきませんけど

も、早急につくっていただいて皆さんに分かるように、公務員ですからわかるようにしていき

たいと思ってます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

じゃあ、よろしくお願いしたいと思います。それでは大きな三つ目に移りたいと思います。 

大丈夫です、すぐ終わりますんで。それではですね、再度の大きな三つ、公共施設整備計画

について。まず１点目ですけども、庁舎検討委員会、今度庁舎整備ですね、この庁舎の整備検

討委員会が立ち上げられることになるわけですけども、そこで、検討する内容等について、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。 

○総務課長（増原俊郎君） 

     齊藤欽也議員の庁舎検討委員会で検討する内容についてお答えいたします。新庁舎の整備に

ついては、これまで第一次富士川町総合計画や富士川町公共施設再配置計画などにおいて、

住民の利便性の向上や防災機能の強化を図るとともに、分散している行政機能の統合による

業務の効率化を図るため、新たな庁舎の整備が必要との方針が示されております。こうした

ことから、庁舎整備検討委員会では、これらの上位計画に基づき、町が今後作成する庁舎整

備基本構想における望ましい庁舎のあり方について、基本となる建設場所、規模、機能など
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をご検討いただくこととしております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今の建設場所、規模というご発言がありましたけども、建設場所っていう意味は新たに建築

という方向で、検討するということでよろしいんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

基本的な方針として、そのように進めて参りたいということで検討をお願いしたいと思って

おります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     先程からたびたび出ていますけれども。実はですね、この医療センターをうちの町で運営す

るというふうになる以前、までですけども、実は私はあの新たに建て直した方がいいだろうと

いう考えで、何回か意見も申し上げた経緯があります。以前ですね。ですけれども、今日、正

直医療センターに関わって以降ですね、将来負担比率も昨年相当上がってきたと。さまざまな

方面で、いろんな経費がいるということを痛切に感じております。ですから、庁舎についても

ですね、建設ありきではなくして現庁舎を延命化し、耐震化し、場合によってはスペースがな

ければ増改築ということも含めてですね、いま一度検討すべきと思いますけども、その点を、

検討の中に入れていただけるかどうかお願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。 

○総務課長（増原俊郎君） 

ただいまの点につきましても、比較検討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） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは今アルプス市でいろいろと議論になってますけども、ああいった形ですね、例えば

数字的、建設費ならどうなるかとか、こうだとかいったような資料もですね、できれば早いう

ちにですね、検討委員会等でも当然議論するでありましょうから、示していただければありが

たいというふうに思います。 

それでは次の二つ目、新町民交流広場についてですけども。新町民交流広場の年次整備計画

では、陸上競技場だけが先行整備と現段階ではなっております。休息施設等ですね、は後年度

と、いうふうになっておるわけですけども、その理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 
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     齊藤欽也議員の新町民交流広場、休憩施設等の整備が後年度になっている理由についてお答

えします。町民交流広場については、リニア中央新幹線建設に伴い、平成３０年度末には、利

根川公園スポーツ広場の一部が利用できなくなるため、代替施設として、町民交流広場の整備

を行っているところであります。また、利根川スポーツ広場は、サッカーをはじめ各種スポー

ツ競技、体育祭・お祭りなど、多くの町民が使用していることから、先行して整備をする必要

があります。さらに、町民交流広場の整備には多額の費用を要することや、渇水期での施工と

なることから、平成３０年度までに、広場全体を整備するのは困難であります。こうしたこと

から、陸上競技場及びサッカー場など利根川公園スポーツ広場と同様な競技ができる施設を先

行して整備することとし、平成３１年度からは、順次、休憩施設等の整備を行う計画としたと

ころであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

グラウンドがリニアにかかるんで、代替施設というお話なんですけど、これ、代替えなんで

すか。要は本格的なちゃんとした陸上競技場もつくるし、サッカー場もつくると。予算の、予

算ていうか、使うお金の関係があって町民交流広場という名称でやっているだけで、自主的に

は富士川町総合グランドあるいは競技場というものであるというふうな位置づけで考えてよろ

しいのかどうか、明確にお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

      今整備を始めている町民交流広場につきましては、国土交通省と合築みたいな形でやって

おります。そしてその国土交通省の事業が「かわまちづくり」ということで、私は、私ども

はその支援を受けながらやってく。その中の事業名が、町民交流広場となっておりますんで、

完成するまではこの言葉でいきながら、また仕上がった段階で、皆さんに親しまれるような、

愛称なり正式名称なり、グランド名を付けていきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     先ほど予算の問題もあるんで、年度をちょっと分けてという話、これは非常に理解できるん

ですけども、陸上競技場ができれば当然、３０年、うっかりすると３０年の秋の富士川まつり

あたりから、例えば使うと。これでいくと３０年度から利用するってなってますから、競技等々

利用すると、当然トイレ施設等は必要になるわけですけども。この計画上ではですね、トイレ

施設等はその後になってしますということで、実際に供用開始とは言われても、なかなか難し

いのかなというふうに思うんです。その点についてお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

今の交流広場は、平成３０年度までということで、３１年の３月まということで、完成を目

指しています。あの渇水期にしか工事出来ないということなんで、６月から９月まで・・・１０月
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までかな。その時期は工事が出来ませんのでどうしても春になろうかと思います。交流広場と

してはですね、サッカー場を交流的に効率的に使えような整備、あの人工芝の上でも、いろい

ろなものができるような整備をしていきたいと思っております。その後それに伴う芝生広場や、

それから管理棟、それらも随時整備していくわけなんですけども、予算のつけ方によってはそ

れ以外のものも、その時期に整備できる可能性もあります。国の補助金の付け方いかんによっ

て大分違うことになろうか思います。 

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） 

まあ、屋外トイレだけはですね、少しでもあの、予算次第じゃなくて作る時にはしっかり一

緒に造るぐらいのことをやってもらいたいと思っております。それでは、次の最後の質問に移っ

ておきたいと思います。公共施設総合管理計画（案）いうものが最近、議員さんに示されまし

た。そこにおいてはですね、施設の総床面積２０％削減を目指すと。いうことが書かれておる

わけですけども、その具体的な内容について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。公共施設等総合管理計画は、個別施設の方針をまと

めた再配置計画とは違い、町全体の公共施設等を長期的な視点により管理し、今後必要となる

維持更新費を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現するために策定する

計画となっております。こうしたことから、この計画は、富士川町全体の公共施設を３０年間

という大枠の中で、更新時期や財政状況などを総合的に管理し、時代の変化に対応しながら総

延床面積の２０％縮減を目指すとしたものであるため、具体的な年度や施設名を挙げて縮減を

行うものではありません。 

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） 

     要は、個別具体的には、まだこれからと。検討していくということなんでしょうけれども。 

    とはいえですね、あそこにはっきり縮減目標数値と、２０％っていうのが設定してある訳です

けれども、その理由なり根拠というものは当然あるんだろうと思いますけれども、その点につ

いてお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     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。この２０％の削減の根拠につきましてはですね。総務省が本町

と同規模のですね、類似団体の数字といたしまして、施設の年間１人当たりの年更新費用単価、

それとですね１人当たりの延床面積を総務省の方で出しております。これにですね、本町の１万

６，０００人の人口を乗じますと、かけますと、町全体の年更新費用と、延床面積の削減目標
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値が算出されます。これをですね、現在町の現状の年更新費用と延床面積と比較しますと、

２０％が、削減が必要となるということで、今回この２０％という目標を設定したところであ

ります。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     お話よくわかります。同規模の類似団体ということなんですが、今そこでですね、１万６，

０００という数字が出されました。これは人口ビジョンで１万６，０００を目指すという、非

常に良い意気込みなんですけども。ただ私、あの時も言わせていただきました。現実的には１万

３，０００人程度ということで考えていかなければならないんじゃないかという話をさせてい

ただきました。その点も含めて今の数値っていうのがどうなのかなと逆に言えば思うわけです

その点についていかがでしょうか。 

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） 

     ご質問にお答えします。町のですね、今後の中心となります総合戦略におきましてですね、

１万６，０００人という目標を掲げましたので、この人口を維持していくということで町は目

標を設定しておりますので、あくまで、この１万６，０００人という数値に単価を乗じまして

ですね、算定をさせていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     町長に一言お聞きしたいんですけれども、やはり施設ってのは、あのときにも私が危惧した

のは、目標を掲げるということと、実際に施設運営管理していくということに、経費を削減す

る点も考えたときには、目標数値１万６，０００だから、１万６，０００のもので物事を全て

考えるというのは、現実的ではないと思うんですけども、町長その点一言お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     町の将来像としての１万６，０００の目標数値を掲げました。しかしですね、現実と目標と

は乖離はするもんだと思っておりますんで、今後建てていく施設については、現状の人口の人

が使える部分、それと将来予測をしながらですね、施設規模は考えていかなきゃならんものと

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） 

関連して一言ちょっとお聞きしたいことがあります。それは小林議員が、町民図書館、シビッ

クコアについて質問されまして、私も実は質問していましたけれども、同類だったんで削除さ

せていただきましたけども、１点だけお伺いしたい、そのことについて。実際にシビックコア
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計画、具体的に何年を目標として今進められているのか、一言お願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

国とも合築になりますんで、私どもの方から何年ということは言えないと思いますが、本来、

私どもとすればこの平成２８年度の国の予算に調査費なり設計費なりを計上していただきたい

という要望はいたしましたが、国の方もいろんな財務省、国土交通省、そして、その中にはい

ろんな省庁の出先がありますから、それらの今すり合わせをしている段階であって、平成２８年

度には予算化はされておりません。しかし、私どもの要望とすれば２９年度予算化、設計いや、

調査費ですね。そしてできれば、３０から３２ぐらいまでには、完成をしていただければとい

う思いは持っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ぜひですね、２９年度は、ああ２９年度ですか・・には何とかなりますように、そうしない

と、先が見えないなという思いがあります。ぜひとも頑張っていただきたいと思います。これ

をもって私の一般質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告７番 １２番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、一般質問を終わります。 

     本日の日程は、全部終了しました。 

     本日は、これにて散会とします。 

     起立願います。 

     ご苦労さまでした。 

 

散会 午後４時２０分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２８年第１回富士川町議会定例会３日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は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おりますが、議案第７号及び第８号の条例改正案２件と、議案第

１８号から第２６号までの補正予算案９件及び議案第４３号の指定管理者の指定案件1件につ

いては、質疑終了後、討論採決を行いますのでよろしくお願いします。 

また、議案第２号から第５号までの条例制定案件につきましては、お手元に配付しました議

案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 

また、議案第２７号から、議案第４１号の当初予算案１５件については、予算特別委員会へ

付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。。 

 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいます

ようお願いいたします。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、町長より昨日の一般質問における答弁で、一部訂正したい旨の申し出がありました。

これを許します。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     昨日の一般質問の中で、新ますほ児童センターに対する答弁の中においてですね、一部誤解

を招くような発言がありましたので、訂正をしたいと思います。ますほ児童センターにつきま

しては、児童センターの部分と児童クラブの部分を併設しております。児童センターにつきま

しては、好きな時間に、開館している好きな時間に行って、好きな時間に帰れるようなシステ

ムになっておりますが、児童クラブにつきましては、すべて車で迎えにくるというような発言

に対しですね、まあ、すべて車ではない、自分で帰る場合もあるという発言をいたしましたが、

引き渡しの際は保護者に引き渡すということです。すべて自動車でなくて、当然おじいさん、

おばあさん、保護者が歩いて迎えに来る人たちもありますんで、そういった利便性を配慮した

際にですね、そういった発言をいたしました。皆さんに誤解を招くような発言でありましたの

でここでお詫びをして訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

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

〇議長（齊藤正行君）  
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日程第 ２ 議案第 ２号 富士川町行政不服審査会条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ３号 富士川町法務専門職員の任用等に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第 ４号 富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例の制定について 

日程第 ５  議案第 ５号 富士川町水道料金等審議会条例の制定について 

  以上の４議案は条例制定案でありますので一括して議題とします。 

本案は、常任委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから議案第２号から第５号まで、一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     １点だけお伺いしたいと思います。水道料金審議会の制定ということなんですけども。ここ

にですね組織構成の中に、町議会の議員というが入っています。これは、例えば上位法令か何

かで、そういった指定をされているのか、どうか。そこだけお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     上下水道課長 志村正史君。 

〇上下水道課長（志村正史君） 

     それではお答えします。ただいまの質問につきましては、上位法令等で制定されてるもので

ございません。現在ございます水道料金等審議会条例及び下水道審議会条例等でも、町議会議

員さんを構成員としてさせていただいていますので、引き続きお願いしたいと考えております。

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

了解しました。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） 

同じ水道料金等審議会条例です。ここの中にはですね、昨日、各種の審議会検討委員会では

公開しますよと、いうことだったんですけど、この条例の中には公開を原則とするとかですね、

記されておりませんが、この審議会も当然公開されるということで、記載はありませんが、大

丈夫ですか。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。昨日答弁させていただきましたとおりですね、今後

そういうことに関しまして、細部につきまして詳細な、内容を詰めていくということでござい

ます。 

以上でございます。 
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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） 

いずれも重要な審議会、検討委員会が続くわけですけれども、特にこの水道料金ですね、暮

らしに直結するということで値上げは必至なるわけで短期中期ですね、重要な問題を町民とと

もに考えていきたいので、公開ということで、その都度会議の状況を公開すると。 

よろしくお願いします。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに、質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第２号から５号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第 ６  議案第 ６号 富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を 

改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ７号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ８号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の議員 

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ９号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１０ 議案第１０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につい 

             て    

日程第１１ 議案第１１号 富士川町税条例の一部を改正する条例について    

日程第１２ 議案第１２号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１３ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

担額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１４号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１５ 議案第１５号 富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に関する条 

例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１６号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

     以上の１１議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

     これから、議案第６号か第１６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）  

     １点だけお聞きしたいんですけれども、議案第１６号、社会体育施設条例の一部を改正する

条例について、今まで利用料が３１０円だったんですけれども、これを４３０円にしたという、
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理由を聞きたいんですけども、よろしくお願いします。 

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） 

     鮫田議員のご質問にお答えいたします。現在の料金体系ですけども３１０円であります。

４３０円に値上げをするのはということですけども、今度は４月から指定管理者に運営を任せ

る方向で考えております。指定管理者には専属のトレーナー、それから器具の操作方法の指導、

そして個人のですね、プログラム作成というふうなこともございますので、４３０円が適正で

はないかということで４３０円にしたわけです。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） 

     わかりました。トレーニング室が充実するということなので、いいかと思います。 

     それで、これを聞いていいのかわからないですけど、使用年齢みたいなのを何か検討された

ことがありますか。今までは多分、高校生以上だったんですけれども、その部分というのは変

更にはならないんでしょうか。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     使用年齢につきましては、現在とい同じ高校生以上というふうには考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     わかりました。中学生からもそういう要望、声を聞きますんで、その辺もちょっと検討をま

た、よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに、質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     同じくこの社会体育施設条例の一部改正に関しましてですね、大綱ということなんで、条例

に直接ということではないんですが、間接的にですね、影響すると思われます、リニアに伴っ

て移転せざるを得ないということで、このスポーツジム、トレーニング室については既に移行

を先行している訳ですけれども、これについてですね、どのようにＪＲ東海あるいは県ですか、

に対して補償対価を求めていくことになるのかと。その辺についてお聞きします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただいまの質問にお答えいたします。リニア中央新幹線の建設に伴いまして、影響を受ける

施設は体育館ばかりではなくですね、町民広場と、あと当然体育館、児童館、町の駐車場そし

て公営住宅があります。まだこれから、個別の契約っていいますか、全体の契約もしていく訳

でありますけども、いずれにいたしましてもリニアの建設に伴いまして移転を余儀なくされて

おる施設でありますんで、そのうちどの部分が、補償対象になるかというところはですね、実
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際動かしてみなければい分からない部分もありますんで。そしてまた補助基準はありますんで、

それに該当するものについてはすべて当然要求をして、補償をしていただくような形になりま

す。ただ、実際、華美なものについては補償対象外にもなるでしょうし、今までの経年劣化の

部分についても補償対象外になってくると思います。まだまだいろんなものを拾いながらです

ね、やっていく、今最中でありますんで、最終的な契約というのは、全てがまとまった段階で、

さかのぼる形になると思いますけども、補償契約を結んでいくという形にはなるかと思います。

ただ、個別には話をしながらですね、やっておりますんで、その辺は町の主体工事であります

し、意見も入ってますし、ＪＲ東海もいますんで、そこでいろんなものを進めながらやってい

るという状況であります。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） 

丁寧に説明ありがとうございます。まとまって、後日にということですが、あのこれだけの

この町に対してですね、国策民営事業のリニアを通させてくださいということで町は協力者と

なるわけですけれども、後日にまとまってということではなくて、先行してですね、なんか基

本協定書みたいなものでですね、移転の目的あるいは、今おっしゃられたようなですね、内容

を書面で書かすと。そういう予定はありますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口君、リニアの質問ではないと思うのですよ、この場は。体育施設の移転の部分の質問な

ら結構ですけれども。 

〇３番議員（川口正満君） 

その・・・間接的には関係するんですけど、この条例に網羅されていない部分ですよね、確

かに。町長の説明も受けましたので、できれば追加してと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この体育施設のですね、条例の中にリニア云々をうたうわけにはいきません。リニアは一時

のものですから、その体育施設を今後うまく運営していくための条例でありますんで、これも

トレーニング室だけの条例じゃないんですね。富士川町の全体の社会体育施設の条例の一部を

ということでありますので、今回はトレーニング室が新しく移るということで、一部改正をし

てる訳でありますけども、リニアの補償に関して言えば、今各家庭でもですね、まだ交渉もし

ていない段階であります。ただ、もう当たるというところは土地も探してるんですね。そこに

契約がもう結んであるかって言ってもそれはまだできない話であって、順次、それはやってい

くということになると思います。これは公共施設であれ、一般の建物の補償であれ同じ結果に

なると思いますけれども。その辺をすべて契約が結ばれてからではリニアが予定どおり開通は

できないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい、今回こういうふうにですね、条例が先行してるわけですけども、ぜひ町はですね、町
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民に負担をかけないように、不安がないようにという十分な配慮を持って、今後とも取り組

みをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑はありませんか。 

     １０番 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは、先ほどの皆さんと同じ議案第２６号の社会教育施設の一部改正ですけども、これ

は今回初めてのケースだと思うんです。社会体育施設が、民間の施設を指定するということで、

今までは町の所有のものが体育施設ということだったと思うんですけど。この民間の施設を無

料で使用貸借ということだと思うんですけど、この契約っていうのはですね、どのような内容

になっているのか、教えていただきたいんですけれども。 

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） 

     遅くなって申し訳ありません。指定管理者と・・・・。フォレストモールとの契約につきま

しては、トレーニング室についてはですね、無償というふうなことになります。ただ、そこに

かかる固定資産税相当額分をですね、町の方の負担としているというふうな事、契約でござい

ます。共益費につきましては、指定管理者が払うと。ですから、１月に仕上がりましたので、

あ、ちがう１２月に仕上がりましたので、評価が１月になると。１０月ごろ、そこのＧ棟って

いいまして、そこには、トレーニング室を含め、あと、２店舗入っております。そこで、うち

の借りているところの按分をしまして、固定資産税相当額をですね、町のかかった分をですね、

来年からお支払いをするような契約でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     細部にわたっては、そういう契約だと思うんですが、そうじゃなくて基本的な部分ですね、

例えば、いつから何年契約で、例えば修繕とかそういうものが出た場合とかですね、例えば火

災が起きた場合とかいろんなケースが想定されると思うんです。そういった根幹部分でのフォ

レストモールと町との契約っていうのはどんなものになっているのか、教えていただきたいの

ですけれども。 

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） 

     使用の賃貸借の期間でございますけども、平成２８年４月１日から平成３８年のですね、３月

３１日、１０年間というふうに契約をいたしまして・・・・・。期間を１０年間の契約という

ふうにしております。それから後は、先ほども申し上げましたように、固定資産税及び都市計

画税につきましては、10年間・・・・この期間さらに５年延長をできるというふうな、その後

において期間が満了の時はまた同様というふうにするようにしております。それから保険期間

等、修繕等につきましては、町のほうで、内装につきましては町の方で修繕を行うというふう

なことを決めております。火災等の保険につきましては、当然フォレストのほうでは外装の部
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分は保険を掛けてるんですけども、内装の部分は町のほうで保険を掛けるというふうなことで

ございます。大まかなところは以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そうするとですね、民間施設なんで１０年間ぐらいは継続して事業するだろうということも

あるんですけど、万が一にもですね、例えば、不測の事態で経営状況が悪化してですね、もう

これはスクラップアンドビルドで、ここは閉鎖しなきゃいけないという事態になってときには

どういうふうに町で対応するかは、考えているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

万が一のことでございますけども、うちとすれば、内装部分ですので、そこのところは、た

だその協議のうえでそのままとか、あとはスケルトンな形で、返すような方向ではおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

現状をもとに戻して返すということに、例えば１０年契約してるけれども、例えば５年で閉

店になってしまったと。事業を継続できないといったときには、もとに戻して返すという契約

になっている・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

３回目です。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

ということなのかなと思いますけれど、その辺についてはですね、また後日教えていただき

たいと思います。じゃあ次にですね、もう１点ですね、お聞きしたいんですけども。議案第９号

のですね、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正ということで、これはで

すね、あくまでも法律が変わってですね、小中一貫教育が出来るということですんで、それに

伴って条例を改正するって提案理由ではあるんですけれども、確かに、この新旧対照表、２ペー

ジですね、２項ですか、小学校、教育学校全教育課程または特別支援学校の小学部に就学して

いるってあるんですけど。この教育学校の全期課程というのは確か小中一貫校のことだと思う

んです。この特別支援学校の小学部っていうのは、今回の学校教育法の一部改正に伴ってはい

ないと思うんですけどここも含めて、今回伴ってるっていうことなんでしょうか。 

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） 

     ただいまの秋山貢議員のご質問にお答えをいたします。今回の改正につきましては、学校教

育法等の一部改正を受けてということでございまして、その中で従来は小学校に就学している

子のある職員というものが、早出遅出勤務の適用者であるというところを、小中一貫の義務教

育学校の全期課程、それと特別支援学校の小学部というところに就学している子のある職員と

いうふうに改定があったということでございます。 
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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） 

     今回の改正は、学校教育法の大きな改正というのは、義務教育学校を新しく種類として新設

したんだと思うんですよね。この特別支援学校の小学部っていうのは、今回の改正には関係な

いと思うんですけど。そういう認識じゃなくて、支援学校の小学部についても、今回の学校教

育法の改正に伴って、一部改正しなきゃいけないという考え方ということですか。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     法改正を受けまして、条例改正を行う部分につきましては、そのときの法改正がそのまま反

映される部分と、それまで、既に変わっていた部分が載せていなかったというようなときには、

機会を一にして改正を行うというようなことになろうかと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そういうことですね。特別支援学校の小学部っていう対象の子は、前から対象だったけれど

も、これも一緒にあわせて、変えていこうということですね、わかりました。それと一つ確認

したいんですけれども、特別支援学校には幼稚部というのもありますよね。その子たちは、ま

あ幼稚園とか保育園の子どもたちと同じ考えということで、この１号のほうの小学校中学校の

始期に達するまでの子のある職員というのは、ここに幼稚部の子どもたちはここが対象だから、

幼稚部というのはあえて条例化、明確にしなくてもいいということでよろしいんですよね。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

今回のその小学部ということで、そこに就学している子どものある職員が早出遅出をする場

合というふうなケースを想定していますので、幼稚部について…。今２号の話をさしていただ

いたんですが、そこの１号、（１）の方ですが、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

と。この条項で拾っているのだと思います。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     はい。わかりました。 

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番議員（井上光三君） 

  それではですね、まず１点目は、確認だけなんですが議案第６号の人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例等の一部を改正する条例について、その中で、新旧対照表のところで一番

わかりやすいんですが、５ページのですね、これ確認だけ、降格の事由とか降号の事由という

のがちょっと言い回しがですね、よくわからないなというのは、これの言い回しは地方公務員

法がもうこういう言い方をしているということで、よろしいんでしょうか。そこだけ確認した

いんです。上位法律がこういう言い回しをしているんでこういうふうにしたということでしょ

うか。そこだけお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

  総務課長 増原俊郎君。 
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〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの質問にお答えします。上位の法律ですけれども、地方公務員法の方で規定されま

したので、それを受けての改正ということでございますので、上位の指示に従った部分で改正

されております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

 はい、わかりました。次に、別の条例改正なんですが議案第１６号、先ほどからちょっと何

件もありますけれども。ここでですね、ここも確認したいんですが、先ほどの鮫田議員が料金

のところでですよね。トレーニング室が体育館にある時は３１０円だったのが４３０円になっ

たそこの理由は、まあ指定管理のという説明をいただきましたけれども、残ったところのサブ

アリーナが４３０円になってるんですね。ここを見ますと例えば五開体育館は４１０円ですよ

とかですね。。もともとあったトレーニング室には機材があって３１０円だったのが、今度移っ

て指定管理となって別のところでは４３０円これ納得できますけれども、何もなくなったとこ

ろのあの部屋が４３０円というのがちょっと。そこはどういう設定をされたのか。 

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） 

     残ったサブアリーナのほうの金額が４３０円の理由でありますけども、町民体育館、電気料、

それから管理人の使用料をですね、そこのところで年間で割り戻して、時間あたりの電気量が

１００円ぐらいかかるというふうなことで、割り戻しましてそれで、４３０円というふうなこ

とができたわけです。ですから、町民体育館全体の支出のところをですね、計算をしまして、

そのサブアリーナの面積で割ったところですね、その金額をこちらのほうで出した次第であり

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

そうしますとですね、町民体育館全体がですね１，２３０円なんですよね、その広さからサ

ブアリーナを計算すると４３０円。そうしますと今までの３１０円というのは広さではなくて、

機能的に利用に当たって３１０円に設定していたとしていたということなんでしょうか。まあ、

あまり難しく考えなくてもいいかもしれませんが。 

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） 

３１０円につきましては、利用料ということでトレーニング室の器具を使うというふうなこ

とで３１０円という、今度は、サブアリーナとして、あそこのところをいろいろなことに使っ

てもらいたいというふうなことで使用料ということで、４３０円というふうにしたのですけれ

ども。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     わかりました。承知いたしました。以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 ほか質疑ありませんか。 

 １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（斉藤欽也君） 

ええとですね、第６号の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例というところですけれ

ども、今回人事評価の状況について公表しなさい、すると、いうことでなってる訳ですけど、

人事評価についてはですね、ようやく軌道に乗ってるんだろうと思います。ただこの公表の形

式というか、それをどのように考えているのか。ちょっとイメージがつかないので説明をお願

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） 

ただいまの議案第６号の部分につきまして、ご質問ありましたのでお答えをさせていただき

ます。公表の形でございますけれども、現在まだこれは確認をしておりません。ただし、人事

評価の状況を説明するということでございますので、対象となる人員がどのくらいあったとか、

ランクをどのように評価したとか、そういうふうな部分でお答えをしていきたいと。これはま

た、県下の状況を見ながら、その内容について確認をさせていただきまして、そして公表させ

ていただきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（斉藤欽也君） 

人事評価は非常に難しいだろうと思いますけれども、かといってあの、社会的にもそれを示

していかなくちゃならないでしょうから、その辺のバランスもですね、慎重にしながら、あの

早い段階で、形式等決まりましたら、議会の方にも報告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） 

 ほか質疑ありませんか。 

     ６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     ６番秋山勇でございます。今の齊藤欽也さんの質問に関連するんですが、議案第６号のです

ね、人事評価の関係をちょっとお聞きしたいと思います。この中で、降任、降格だけがうたわ

れておるんですが、これはある一部の条例改正だと思うんですが、私がちょっと知りたいのは

ですね全体的に降任降格だけでなくて、昇給昇任なんかもあるのかどうか、その辺。それから

この人事評価というのは、各職員から上げていただいて、それでもってどなたが評価、一次評

価する、あるいは二次評価する。最終的には任命権者に評価するようになると思うんですが、

その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

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） 
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 秋山議員のご質問にお答えをさしていただきます。人事評価をもとにしました昇給等につき

ましては、既にこれは、昇給の原則が決まっておりますので、今回の改正では、職員の分限に

関する手続及び効果に関する条例という部分の中の、降級、降任等について明らかに、細かく

明らかにしたところでございます。それから、人事評価の仕方でございますけれども、一次評

価が担当課長、二次評価は総務課長というふうな格好で、最終、町長に確認していただくとい

うことになろうかと思います。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

各職員からですね。年間の目標とかそういうものを挙げていただいての評価になるのか、そ

の辺もお聞きたいと思います。 

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） 

人事評価の１年間のやり方っていいますか、予定ということになりますけれども、期首期末

というふうな設定をしておりまして、最初に目標設定をして、途中１０月で評価をしまして、

それから最終評価になるというような３段階を経て、実施しておるところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

本人の目標を掲げていただいて本人が評価してですね、一時評価は担当課長になると思うん

ですが、担当課長が客観的に評価できればよろしいんですが、非常にこの人事評価というのは

難しいと思います。その辺をどんなふうに考えているか、先ほどの齊藤欽也議員もちょっと難

しいということ言ったんですがね。やはりルールがあると思うんですよね。何でも評価するよ

う、客観的な評価が必要だと。担当課長だけが評価してはいけないし、二次評価としては関連

の課長を集めてやるとか。あるいは最終的には任命権者のところへいくと思うんです。その辺

のちょっと方法とか、そういうものをちょっと教えていただきたい。非常にこれは重要の・・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山議員、秋山議員。関連はしておりますけれども、今回の条例改正の部分ではない訳でし

て、今、秋山さんがおっしゃっていることは。 

〇６番議員（秋山勇君） 

あると思いますよ。降格降級なんかも、やっぱり自分ではいいという評価をしたにもかかわ

らず、課長が、いやこれはだめだという判断を下せば、降格降級になると思うんですよね。そ

の辺が非常に難しいと思うんですが。その辺をちょっと教えていただきたい。 

〇議長（齊藤正行君） 

     いいですか。 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

人事評価制度の客観性という問題なんですけれども、人事評価制度を行うにあたって難しい
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のが、まず最初に、目標を設定をするという部分だと思っています。これにつきましては、当

該職員とリーダー、それから課長で、この部分については、あの、しっかり目標設定をしても

らうということがまず大事だろうと思います。それから、それらにつきましては、じゃあ、例

えば中間期にどのくらい進捗したか、最終的には１００％行ったのか行かなかったのか、これ

は数値で出てくる事だと思っています。本人もよくできたという評価もするだろうし、やっぱ

りできなかったと。しかし、上席のものは、よくやっていたと。結果がこのくらいになったけ

れども、それで十分じゃないのかと。そういうふうな、評価が最終的にはされていくんだろう

というふうに思われます。それから、その設定はやっぱりこれから何年か経過していく中で、

精度が高まっていくというふうに思っています。ですから現在、試行をしてきましたけれども、

なかなかその目標設定が難しくてですね、これじゃちょっと設定が甘いんじゃないかとか、そ

ういうふうな論議があります。全体には今のところ少し甘めの人事評価かなというふうには

思っていますが、これは上振れをしておりますので、修正を少しずつ研修等を加えながらやっ

ていくということになろうかと思っています。また評価の段階につきましても細かく定めてき

ておりますので、それが現実の本人の実績というふうなものと、できるだけうまくマッチング

していくというような、運用面の課題はたくさんあると思っていますが、現在そんなところで

進めているところであります。 

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） 

それから、今回ある分限懲戒の部分の改正を公務員法を受けてやったわけですけれども、分

限懲戒というのは先ほどおっしゃったとおり、本人の意に任せないで、出た結果についてこれ

は正しかったのかどうかということで、分限懲戒委員会をつくって結論を出していきますので、

この結論が出たものについて、どういうふうに降任なり降級をするのかということを今回、細

かく定めろということになりましたので、条例改正をいたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山勇君。 

３回目です。 

〇６番議員（秋山勇君） 

ありがとうございました。ぜひですね、この降格降級の場合には、職員が沈んじゃうといけ

ないと思います。ぜひこれをですね、昇給昇格の方にね、導くのもやっぱり担当課長の責任だ

と思うんです。あるいは評価する人の責任と思いますので、その辺もですね優秀な職員がたく

さんおりますから、降格降級だけでなくて、昇給昇格の方にも目を向けていただければよろし

いかと思います。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。 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６号から第１６号までの質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

これから、議案第７号および第８号の討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第７号および第８号の討論を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

これから、議案第７号および議案第８号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号および第８号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１７ 議案第１７号 富士川町物品調達基金条例を廃止する条例について 

   を議題とします。 

これから、議案第１７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１７号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１８ 議案第１８号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１９ 議案第１９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３号） 

日程第２０ 議案第２０号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第２１号 平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第２２号 平成２７年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２３ 議案第２３号 平成２７年度富士川町奨学金特別会計予算予算（第１号） 

日程第２４ 議案第２４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３号） 

日程第２５ 議案第２５号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算第３号） 

日程第２６ 議案第２６号 平成２７年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の９議案は、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

これから議案第１８号から２６号まで一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

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） 

一般会計補正予算について、１点だけ質問したいと思います。 

事項別の１１ページになりますけども、土地開発基金の買い戻しについて、予算が計上され

ております。全協でもですね、説明を受けておりますけれども、余りにもですね、その取得価

格と、売却価格に差があるなと。で、説明では、１区画、この部分については、一つだけ公募
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したところ、一つだけ申し込みがあったという説明なんですけども当然、公簿は、一般的な最

低価格を決めて、それでなければ何回か下げていくという方法を取ったんだと思いますけども

その点について、ご説明をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

ただいまの齊藤議員の土地開発基金からの買い戻しに関する質問にお答えいたします。当該

土地に関しましては、最初は平成２３年の１２月に公募いたしました。ここから６回にわたり

公募してきたという状況でございます。最初の土地の価格に関しましては土地鑑定を行いまし

てその価格で４３２万８，０００円という価格で公募いたしました。これが平成２３年の１２月、

１カ月間行いました。そこで公募いたしましたけれども応募者がなかったということで、さら

に平成２４年の９月から１０月、今度は２カ月間に渡りまして、同じ価格で公募いたしました

けれども、やはり応募がありませんでした。ということで平成２５年度になりまして、価格を

２割下げまして、３４６万２，０００円と。ということで平成２５年の６月から８月まで、や

はり２カ月間ですけれども、公募いたしましたが、応募はありませんでした。さらに、年度を

変えまして平成２６年度になりまして、価格をさらに今度は３割落としまして、302 万 9,000

円ということで。平成２６年１月から２月いっぱい、やはり、二カ月ですけれども、公募しま

したけれども応募はありませんでした。さらに、平成２７年ですけれども、８月から９月の２カ

月間にわたり、今後さらに４割下げるというようなことで現在の価格でありますが、２５９万

円という価格で公募いたしましたけれども、そこで、応募がありませんでした。最終、平成 27

年の１０月からということで、ここから随時募集というような格好でホームページ、広報等に

かかげまして、２５９万で公募したところ、１名の方のこの価格での応募があったため、今回、

売渡すというような形になりました。以上であります。 

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） 

６回もやったということで、まあやむを得ない結果かなと思います。これからも、こういっ

たことはあると思いますけども、十分、努力していただきたいなということを最後に申し上げ

て私の質問は終わります。 

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） 

     補正予算の土木費・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     ページを言ってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

国庫支出金ですね、ページは３でお願いします。 

よろしいですか。まあ、大綱ということなんで、ここの中の・・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     大綱ではないですよ。これは補正予算ですから。 

     補正予算ですから、細かく聞いてもらって結構ですよ。 

〇３番議員（川口正満君） 

細かく聞いてもらって・・・ああ、そうですか。ありがとうございます。ああ、すみません。 

３ページの土木費国庫補助金ですね。この中で、３節、民間木造住宅耐震診断事業１２６万

の減、それから関連すると思いますが、４節の民間木造住宅耐震改修事業８９万８，０００円。

これ、全国的にですね、防災減災の必要性の中で、この町でも民間住宅の耐震の予算をとって

２７年度進めた訳ですが、計画としてはですね、それぞれ何戸を予定して、実績は何戸だった

のか。おそらく手を挙げた方が少なかったための減額と思うんですけど、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） 

     ただいまの質問ですけども。土木費国庫補助金の３節の民間木造住宅耐震診断補助金ですけ

れども、これは予定が７４戸予定していました。で実績の方は、１８戸ということで１件当た

り４万５，０００円の補助ということでやりました。それで減額になりました。それと、４節

の住宅費補助金ですけどもその中の木造民間木造住宅耐震改修事業、これ３戸予定してました

けども１戸になりました。それから、一番下のほうの耐震対策緊急促進事業。これは５件予定

してましたけどもゼロ件でありました。その実績によりまして減額となりました。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     いずれもですね。計画のもくろみに対してですね。少なかったわけですけど、広報とか、啓

発の活動がですね、不十分だったのかと思いますが、その点反省して２８年度も、その点の反

省の状況を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

この木造耐震住宅の関係ですけども、広報等でも多分出しているのと同時に、県とローラー

作戦といいまして、その住宅へ行っていろいろお願いするわけなんですけども、この対象とな

る住宅が全部の住宅ではございません。年度がちょっと今細かい資料持ってなくて申し訳ない

んですけども、昭和何年度以前の住宅とか、そういうので耐震化を図るということででござい

ますので、それと避難路とかいろいろな制限があったり全体的なものは、古い住宅ということ

でやってますので、県からもローラー作戦をしようということで、個々も歩いてるわけなんで

す。でも実際、その中で結果がこういう結果ということで、また今年度も、来年度もあります

ので、その辺をまた推進していきたいと思ってます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

より積極的にですね、上手に使っていただきたいと思います。別の質問でよろしいですか。 

〇議長（齊藤正行君） 
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どうぞ。 

〇３番議員（川口正満君） 

同じこの住宅費補助金なんですが、その下の公共施設耐震診断事業ですね。金額は小さいで

すが、２５万４，０００円。これも恐らくこれは、追分館やなぎ亭かどこかの診断事業でしょ

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） 

この公共施設耐震診断事業っていうのは追分館と長澤の中宿集会場と、それから第四分団詰

所、この３カ所をやった結果で増額ということで補正したものでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

これで今３回です。同じ目ですから。 

〇３番議員（川口正満君） 

今、別の質問に切り替えたんですけど。 

〇議長（齊藤正行君） 

違う目にいくんですね。目で３回だから、今同じ目です。ここを離れた、違うページへ行き

ますか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     違うページへ行かなきゃだめ。 

〇議長（齊藤正行君） 

違うページなら結構ですよ。やってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

では、目としてはこれでいいです。また別の機会で詳しく。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかにありませんか。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

１点確認させてください。一般会計のページでいきますと、２２ページ。商工総務費の緊急

雇用創出事業償還金ということで、これはあの説明も受けましたし、森林組合との関係で返還

するという説明を受けまして。この説明の中でですね、実はあの私の森林組合の役員をやって

まして、森林組合でもここ、かなり揉めたんですよね。こんな金を出すんだと揉めたですけれ

ども、平成２２年、２３年の分がうちの町の関係なんですが、それより以前、２２年以前ある

いは２１年以前の部分について・・・あっ すみません。 

厚労省の判断がまだ出ていないので、当面ここは載せてないということなんですが、その判

断というのはいつごろ出るのか、情報として持ってますか。 

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） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。２１年が時効に相当するかどうかという情報ですけ

れども、ただいまのところ入ってきておりません。まだ調整段階ということでございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

これ、情報が入るとすれば、２８年度中には、入るという考え方でよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     はい。こちら、担当といたしましてもそのつもりでおります。２８年度中ということ。２８年

です。来年。 

〇１３番議員（井上光三君） 

２８年度ですよね、了解しました。じゃ、ついでにもう１点。ほかの人が言うかと思ったの

で、ページが戻りますが１３ページのところの計画調査費の中で、情報ネットワーク系の強靭

化対策の関係ですよね。これまあ、国の補正で出てきたもので、うちでも、ここをやるという

ことでその中でですね、備品購入費の２，２００万ほど、ここのちょっと中身をもしわかれば

教えていただきたいと思います。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。この備品購入費のですね、情報系ネットワークの強

靭化対策の備品ですが、こちらにつきましてはですね。ネットワークを分離するにつけての機

器、付属機器購入費の費用でございます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

分離する機器っていうのがよく・・・。よくいくつかサーバーをこういうふうにおいて、ま

あ稼働するにあたっては、まず必要ですよってことなんですね。おおよそ検討は・・・・。 

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） 

 ただいまの件について、若干説明させていただきます。ネットワーク系を二つにといいます

か、２系統に分けて、ということですので新たにネットワークを組む、関連の機器がございま

して、ネットワークハブ、スイッチングハブとかですね、ちょっと特殊な機械が必要になって

きます。また、サーバー等につきましては、最近のサーバーはブレードというサーバーの中に

差し込んで機能を高めていきますので、そういう付属機器は若干必要になると思います。特に

このネットワークって、回線を構成する途中で、いろんな機械が入ってくるわけですけども、

そういった機械を必要とするということでございます。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     ありがとうございました。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

 質疑の途中ですが、ここで暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１４分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

     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） 

     すみません。確認を１件お願いしたいと思いますけども、１６ページですね、下の方の、８目の

年金生活者等という５，９５９万４千円。国庫支出金が出ておりますけれども、これは例の安倍政

権の年金生活者への、一人３万円という新しい交付金で出たということでよろしいんでしょうか。 

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） 

     ただいまご質問ですけども、そのとおりであります。安倍政権の３万円の交付金になっておりま

す。以上です。 

〇議長（齊藤正行君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

もう一点、１９ページ、次をめくっていただいて、４目衛生費ですね。衛生費の峡南医療センター

に関わる１，４８６万円。国庫支出金の方が、減額になってますんで、最初私、特別交付金の確定

によってかと思ったんですけど、この金額はどういう内容か、教えていただければと思います。 

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） 

この１，４８６万円につきましては、特別交付税分の額の算定が確定しました。それから当初、

計上した分を引いた残額の１，４８６万円になっております。 

   以上です。 

〇議長（齊藤正行君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     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） 

     ５ページをお願いします。民生費補助金の・・・。５ページです。２節の児童福祉費補助金の中

で、昨日からも問題の放課後児童健全育成事業ですが、現在、学童８０人が利用されてると思いま

すが、ここにかかわる費用も、どうして５５６万も減額になったのか、ご説明をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 
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〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

ただいまのご質問ですが、放課後児童健全育成事業の減額ですが、詳しいことにつきましては、

後刻調べてご報告いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

後刻詳しく、お願いいたします。その予算のですね、内容とその予算に対する各項目の減額です

ね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１８分 

再開 午前１１時３０分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

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） 

はい。それでは先ほどのご質問にお答えいたします。放課後児童健全育成事業でございますが、

これにつきましては法改正によりまして、補助率の変更により改正するものでございます。当初、

３分の２であったものが３分の１に確定した数字でございます。 

 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ちょっと今、私も常任委員会違うもんで、詳しくわからなくて・・・・。今のちょっと説明、わか

らないです。もうちょっと詳しく、どういう事業で、国からのどういう事業で、３分の２が３分の１に

なったのか、説明お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

放課後児童に対する育成する、クラブで育成する事業の内容について、県費が３分の２補助から

県３分の１、国が３分の１補助に変更したということでございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃあ、別の目で３つ目の質問ですね、させていただきます。同じ目で下の方に、子どものための

教育保育給付事業５７万７千円の補正の増。それと同じ子どものための教育保育給付費ですけども、

その上の民生費県負担金、３節に１４９万５千円あるんですが、それぞれどういう内容なのか、教え

てください。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 
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〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     子どものための教育保育給付事業ですが、これは、１号認定幼稚園入園児童の施設給付費につい

ての補助でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     これで３回目です。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ありがとうございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     答弁もれになっていた件について、建設課長から答弁をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

     先ほどの川口議員の民間公共施設耐震診断事業の、それぞれ追分館、長澤中宿集会所、第四分団

詰所の診断費用はどのくらいかということですけども、追分館につきましては、３８万８千円、そ

れから中宿集会所につきましては、２８６万２千円。第四分団詰め所につきましては２７０万円で

ございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第１８号から第２６号までの質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

これから、議案第１８号から第２６号まで一括して討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第１８号から第２６号までの討論を終わります。 

これから議案第１８号から、議案第２６号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第１８号から議案第２６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２７ 議案第２７号 平成２８年度富士川町一般会計予算 

日程第２８ 議案第２８号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第２９号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議案第３０号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計予算 
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日程第３１ 議案第３１号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３２号 平成２８年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３３ 議案第３３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３５号 平成２８年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３６号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算             

日程第３７ 議案第３７号 平成２８年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３８ 議案第３８号 平成２８年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会 

計予算 

日程第３９ 議案第３９号 平成２８年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第４０ 議案第４０号 平成２８年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４１ 議案第４１号 平成２８年度富士川町水道事業会計予算 

     以上の１５議案は平成２８年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

本案は、特別委員会に付託しましたので質疑は大綱のみに留めてください。 

これから、議案第２７号から議案第４１号まで一括して質疑を行います。 

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） 

当初予算の質疑ということで、大きくは２点お伺いしたいと思います。まず１点目ですけど

も、当初予算の中に、定住促進政策に関する予算がですね、一つは定住奨励金４５０万円、そ

して、これは以前にも私、質問してますけど太陽光発電システム設置補助金２８５万円と。こ

れらは町内町外の区別があって、補助してます。その主な目的というのは町外からの移住を促

進すると。確か平成２５年の３月の議会において、私が太陽光発電システムについてですね、

町内町外の区別というのは、撤廃したらどうかというような質問をしました。そのときに町長

は、そうは言っても一定の成果があったというように認識していますと。だけど今後検討もし

てみたい、という発言で答弁いただいていますけれども、最近ですね、他町ではこの定住促進

についてですね、町内者の流出を防ぐという意味もあって、町内町外の区別というのをなくし

てるところはいくつかあるようなんですけども、その点についてどのように考えているのか。

私としてはそういった区別はなくすべきではないという思いで、お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 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ご質問にお答えしたいと思います。今、齊藤議員から出されましたと

おり、住宅用の太陽光発電施設システム設置費補助金につきましては、新エネルギーの導入の

積極的推進を大きな目的としまして、それとあわせまして、富士川町の魅力の一つとして転入

への動機づけの一つとして、補助額に差をつけてきたところであります。ただ今年度より、定

住奨励金補助制度が導入されたこともございますので、今おっしゃられたとおり、他の市町村

の状況や、ほかの助成金とのバランスも考えて、検討して参りたいと考えております。 

以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございます。ぜひともですね、検討していただきたい。もう１点、これは町長に

お答え願うことになると思いますけども、開会の初日に町長がですね、所信表明の中で、昨年、

地方創生交付金で実施した学校給食費助成制度などの事業についてですね、梯子を外された思

いがすると言っておりました。この学校給食について、私、確か昨年ですか、質問の中で、助

成がなくなったらどうするんですかという話をした時に、町単でも続けていきたいという、ご

答弁があったんですけども、事業の継続の可否と、続けるかどうかということを別にですね、

例えば助成の内容基準等についての見直しをしたらどうか、あるいはそういった勇気も必要で

はないかと。いうふうに思いますけれども、その点についてお考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

お答えいたします。地方創生の交付金につきましては、２５年度の補正予算で、国が付けて

から、２６年度この町におきましても、プレミアム商品券、子育て応援券、そしてまたホリデー

バス、そしてさらに子どもたちを持つ親の負担軽減ということで、給食費の半減制度もしまし

た。この地方創生交付金は、最低でも５年間は続けてほしいというのが地方６団体の願いであ

りましたけども、今年になって、後ろを向いたら本当、登った梯子を外されたような思いで今

います。そうは言いましても、このまちの子育て支援というところからですね、子育て支援と

同時に、子どもを持つ親の負担軽減という意味から、これは、国の制度が例え５年であれ、な

くなってもですね、この人口減少の中で、親御さんの負担軽減を図るためにやっていこうとい

う決意のもとにやっておりますんで、今回の当初予算にも、プレミアム商品券は計上しており

ませんけれども、この、給食の補助制度については、町単で計上させていただいています。こ

れからも無駄な事業は省きながらですね、地域の皆さんが望むサービスに向けて、役場の方も

頑張っていきたいと思ってます。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） 

大変だと、正直思っております。今後またこういったような交付金がいろいろ出るんだろう

と、その時その時に。ですけど、今回の事例もあったんで、子育てというのは大事な話なんで、

これはこれでいいんだろうと思いますけども、これからは国があてにならない部分もあるんで、

ぜひとも慎重にですね、継続的な事業については精査していただきたいし、また頑張っていた

だきたいというふうに思います。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑はありませんか。 

     １１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

大綱ということなんですけれども、先ほど齊藤欽也議員さんがそのおっしゃった、助成金の
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話とかということもちょっと含めて、考え方としてお聞きしたいんですけど、例えば地域力創

造交付金というのが１３５万円ほど今年盛ってありますけれども、町長は、あまりひも付きで、

これに使ってください、これに使ってくださいということであると、それぞれの区が、使い勝

手が余りよろしくないということで、どのように使っていただいても構わないというように、

かなり枠を緩めた形で、各区にですね、人数割とか、いろんなことで計算して、それぞれに支

給をしていますけれども、逆にこういうものにいくら、こういうものにいくらというふうに、

することが良いって事じゃないんですよ、良いって事じゃないんですけれども、余りにもお任

せし過ぎて、それがほんとに地域の創造、地域力を高めるような交付金になってるのかという

ようなことを、検証するような場というか、そういう事って、今回のこの予算の中ではどのよ

うな評価があったんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

地域力創造交付金の質問についてお答えいたします。地域力創造交付金につきましては、そ

の根幹はですね、富士川町第１次総合計画をつくるときに、地域ですること、地域と行政が一

緒になってやること、行政がやるべきこと、この三つの大きなキーワード中で計画をつくって

おります。地域にでやれやれと言っても、基になるお金がなければ何もできないということに

なりますんで、これまでの、地域に交付していた補助金を整理統合する中で、それに、もう少

し地域力と、そして地域のそれぞれにあった考えのもとに行動できるように、縛りをくれない

交付金ということで、地域力創造交付金を造らせていただきました。区によっては、今まで体

育の支部にはですね、１００万近いお金が行っていたのが、地域の人数も減ってくる、区費も

減ってくるということから、そちらを減らして、そして、ほかの方に回したり、あるいは積立

金の方に回したりということで、各地域が長期的な視野に立って物事を今考えてくれるように

なってきているんじゃないかな。これまでは区費と町からの補助金、それだけで、単年度の運

営をしてたやつが、今この地域力創造交付金は貯金をしても結構ですと。単年度で少なければ

数年貯めて使ってくださいという意味合いも、各区には伝えてありますんで、そういう中で、

今、最勝寺は公民館を建て、そして、他の地区でも公民館の建設に向け、少しずつ貯めていた

りですね、そういった地域のことは、地域で考えるような気運が出てきたんじゃないかなと思っ

ております。まだまだ、検証はしてもらっておりません。ただ、それぞれの区でですね、どん

なところに使ったか、使途報告は役場の方でとらせていただいています。その中には、貯蓄へ

まわした部分も記載をしていただくようになってます。それは今後のためにということでして

おりますから、各地域が、本当に無駄に使ってる部分が相当減ってきたんじゃないかなと。そ

して、鰍沢地区は新しい区が出ましたんで、区の行政間の一体化を図るという意味でですね、

スポーツ大会を開催したり、防災訓練のときに、防災道具を配付したりとか、それぞれの地域

に応じた、活動をしていただいておりますんで、今しばらくですね、この交付金は、今の基準

で出しながら、それぞれの地域の力をつけていただきたいなと、こんなふうに思っております。

今年度も、昨年同様の試算で計上さしていただいております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
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     質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑はありませんか。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

以前から、この予算に対して私も気がつくのがちょっと遅かったですけれども、職員の人件

費の中でですね、残業料について、総務管理費のほうには計上されてるんです。これは時間外

手当、ほかの課は１件も計上されていないんですね、予算計上が。例えば上下水道課の特別会

計に至るまで、時間外手当が計上されておりませんので、その時間外手当というのは、どうい

う費目で予算化されてるのか、それを教えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ただいまの青栁議員のご質問にお答えをいたします。人件費の関係につきましては、総務の

一般管理費で計上しております。全体をまとめた金額で計上しております。 

〇議長（齊藤正行君）  

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 大綱ですからあれですけれども、私の自宅前の教育委員会なんかを見てますと、議会の前に

は１０時、１１時まで電気がついております。ぜひ、皆さんが、何と言うんですかね、サービ

ス残業にならないように、全体で年間２，０００万円という残業料は、ちょっと少な過ぎるよ

うに思うんで、早帰り運動をしていただくとか、サービス残業が無いように、頑張っていただ

いてる職員に、対応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。 

３番 川口正満君。 

大綱でお願いします。 

〇３番議員（川口正満君） 

大綱になると思いますけど、商工観光事業に関しまして、２８年度の予算にですね。青柳宿

活性館の事業をどうするかと。観光事業に関しまして、もう一年もですね、閉鎖された町の資

産が休眠状態であると、町民が非常に心配しておりますし、今回１２月のですね、隣のやなぎ

亭も耐震の必要性があって、急きょ閉鎖されましたけども、この２８年度、どういうふうにで

すね、この休眠の施設を利用するのか、あるいは補強、耐震するのか・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

     それは、特別委員会で、担当に聞いてください。 

〇３番議員（川口正満君） 

特別員会で・・・・。はい、予算に計上されていなかったもので。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     （ な し ） 
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質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第２７号から、第４１号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４２ 議案第４２号 富士川町過疎地域自立促進計画についてを議題とします。 

これから議案第４２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第４２号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４３ 議案第４３号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

これから、議案第４３号の質疑を行います。 

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） 

まず、１点だけ確認したいんですけれども、指定管理の議会の説明の時に、ネーミングライ

ツを導入という話をちょっと、聞いた気がするんですけども、そのへんちょっと確認をお願い

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） 

ご質問にお答えいたします。現在ですね。指定管理候補者のブルーアースから、名称と金額

の提案を受けております。名称につきましてはですね、ブルーアース、カタカナですけれども、

ブルーアースＭＹＢＯＤＹ・・マイボディは英文字でございます。富士川と。ブルーアースＭ

ＹＢＯＤＹ富士川と。富士川は漢字でございますが、こういう名称のご提案を受けております。

それから、契約につきましてはですね、年４万円ということで、提示を現在受けております。

この件につきましてはですね、正式にご議決をいただいたのちにですね、速やかに町内の広告

審査委員会を開催いたしまして、審査をいたしまして、最終的な判断をしていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第４３号の質疑を終わります。 
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これから議案第４３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、議案第４３号の討論を終わります。 

これから、日程第４３ 議案第４３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声。 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４４ 議案第４４号 財産の貸し付けについてを議題とします。 

これから、議案第４４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４４号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

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

村総務事務組合規約の変更についてを議題とします。 

これから、議案第４５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４５号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第４６ 認定第１号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

これから、認定第１号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、認定第１号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 
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ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時５６分 
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平成２８年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２８年３月２５日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 ２号 富士川町行政不服審査会条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ３号 富士川町法務専門職員の任用等に関する条例の制定につ 

いて 

日程第 ４ 議案第 ４号 富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

の定数に関する条例の制定について 

日程第 ５  議案第 ５号 富士川町水道料金等審議会条例の制定について 

日程第 ６  議案第 ６号 富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等 

の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ９号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

例について    

日程第 ９ 議案第１１号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１２号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第１１ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第１２ 議案第１４号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１３ 議案第１５号 富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に 

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１６号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１５ 議案第１７号 富士川町物品調達基金条例を廃止する条例について 

日程第１６ 議案第２７号 平成２８年度富士川町一般会計予算 

日程第１７ 議案第２８号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１８ 議案第２９号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１９ 議案第３０号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２０ 議案第３１号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度富士川町奨学金特別会計予算 
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日程第２２ 議案第３３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第３４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３５号 平成２８年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第３６号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予 

             算 

日程第２６ 議案第３７号 平成２８年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財 

産区特別会計予算 

日程第２８ 議案第３９号 平成２８年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予 

             算 

日程第２９ 議案第４０号 平成２８年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３０ 議案第４１号 平成２８年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３１ 議案第４２号 富士川町過疎地域自立促進計画について 

日程第３２ 議案第４４号 財産の貸付について 

日程第３３ 議案第４５号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に 

伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件 

日程第３４ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第３５ 富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第３６ 同意第 １号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め 

             ることについて 

        日程第３７ 同意第 ２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会 

        の同意を求めることについて 

        日程第３８ 同意第 ３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第３９ 同意第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第４０ 発委第 １号 富士川町議会の議員の定数を定める条例及び富士川町議 

会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第４１ 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４２ 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４３ 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４４ 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 

（１６人） 

町       長 志 村  学 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） 

 本日は第１回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、本会議、委員会にと慎重にご審議をいただきました、第１回定例会も本日が最終日と

なりますが、ご審議の程、よろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は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２８年第１回富士川町議会定例会４日目の会議

を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程はお手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案として、富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙、及び公平委員会

委員人事案件１件、固定資産評価審査委員会委員人事案件３件、発委案１件、閉会中の継続調

査申出書４件が提出されています。 

よろしくご審議くださいますようお願いします。 

また、教育長川手貞良君につきましては、都合により欠席との連絡を受けておりますので、

ご了承をお願いします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ２ 議案第 ２号 富士川町行政不服審査会条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ３号 富士川町法務専門職員の任用等に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第 ４号 富士川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に 

関する条例の制定について 

   日程第 ５  議案第 ５号 富士川町水道料金等審議会条例の制定について 

を議題とします。 

去る３月１５日の本会議で、各常任委員会に付託しました、議案第２号から第５号について、

委員長の報告を求めます。 

まず、第２号及び第３号の報告を求めます。 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

      ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 

長澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第２号及び第３号の質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第２号及び第３号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

長澤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

次に、議案第４及び第５号の報告を求めます。 

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４号及び第５号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第４号及び第５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、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、議案第２号から第５号までの討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第２号から第５号の討論を終わります。 

これから日程第２ 議案第２号から、日程第５ 議案第５号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

議案第２号から議案第５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

委員長の報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号から議案第５号は委員長の報告のとおり可決とすることに決定しま

した。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第 ６  議案第 ６号 富士川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を 

改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ９号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ８ 議案第１０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第 ９ 議案第１１号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１２号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ
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いて 

日程第１１ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担 

             額等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１４号 富士川町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例に 

           ついて 

日程第１３ 議案第１５号 富士川町職員定数条例及び富士川町証人等の実費弁償に関する条例 

             条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１６号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

以上の９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。 

 これから議案第第６号及び第９号から第１６号まで一括して討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 以上をもって、議案第６号及び第９号から第１６号までの討論を終わります。 

 これから、議案第６号及び第９号から第１６号を一括して採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声。） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号及び第９号から第１６号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１５ 議案第１７号 富士川町物品調達基金条例を廃止する条例について 

     を議題とします。 

     これから、議案第１７号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと求めます。 

     以上をもって、議案第１７号の討論を終わります。 

     これから、議案第１７号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１６ 議案第２７号 平成２８年度富士川町一般会計予算 

日程第１７ 議案第２８号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１８ 議案第２９号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
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日程第１９ 議案第３０号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２０ 議案第３１号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２２ 議案第３３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第３４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３５号 平成２８年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第３６号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３７号 平成２８年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第２８ 議案第３９号 平成２８年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第２９ 議案第４０号 平成２８年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３０ 議案第４１号 平成２８年度富士川町水道事業会計予算 

     以上の１５議案は、平成２８年度予算案でありますので一括して議題とします。 

なお、本予算案につきましては、去る１１日の本会議で予算特別委員会に付託しました、議

案第２７号から第４１号について、予算特別委員長の報告を求めます。 

１４番 神田智君。 

〇１４番議員（神田智君） 

――――   委員会報告書の朗読  ――――  

〇議長（齊藤正行君） 

     神田委員長、しばらくお待ちください。 

以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 

お諮りします。 

予算特別委員長の報告に対する質疑は省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって予算特別委員長の報告に対する質疑は省略します。 

神田委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ３月２２日に行われた、予算特別委員会において提出された議案第２７号に対する修正案は 

採決の結果否決されました。 

 この修正案は出席委員１人以上の賛成があり、少数意見として留保されました。 

 よって、会議規則第７６条第２項の規定により、少数意見報告書が齊藤欽也君から提出され 

ましたので、提出者に報告を求めます。 

 １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

      ―――――― 少数意見報告書の朗読 ――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     これから、予算特別委員会の報告に対する討論を行います。 



 １４５

     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、予算特別委員会委員長の報告に対する討論を終わります。 

これから、日程第１６議案第２７号から日程第３０第４１号まで１５案件を一括して採決し

ます。 

議案第２７号から議案第４２号に対する委員長の報告は可決とするものです。 

委員長報告のとおり決定することに、ご意義ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、議案第２７号から議案第４１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３１ 議案第４２号 富士川町過疎地域自立促進計画について 

     を議題とします。 

     これから、議案第４２号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、議案第４２号の討論を終わります。 

     これから、日程第３１ 議案第４２号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することにご意義ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３２ 議案第４４号 財産の貸付について 

     を議題とします。 

     これから、議案第４４号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、議案第４４号の討論を終わります。 

     これから、日程第３２ 議案第４４号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 



 １４６

     したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３３ 議案第４５号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県 

市町村総合事務組合規約の変更の件 

を議題とします。 

     これから、議案第４５号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、議案第４５号の討論を終わります。 

     これから、日程第３３ 議案第４５号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、議案第４５号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３４ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

     を議題とします。 

     これから、認定第１号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、認定第１号の討論を終わります。 

     これから、日程第３４ 認定第１号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり認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、認定第１号は原案のとおり認定されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３５ 富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

を議題とします。 

富士川町選挙管理委員会委員長 佐々木照美さんから、富士川町選挙管理委員及び補充員の

選挙を行うべき事由が発生し、地方自治法第１８２条第８項の規定により通知がありましたの

で、同条第１８２条第１項及び第２項の規定により、これより富士川町選挙管理委員及び補充

員の選挙を行います。 



 １４７

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって議長の指名することに決定しました。 

推薦者名簿配付のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２５分 

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

再開 午前１０時２６分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

選挙管理委員に、秋山義宏君及び折居和雄君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま指名した方を、選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名した秋山義宏君及び折居和雄君が選挙管理委員に当選されました。 

次に富士川町選挙管理委員補充員には、第１順位 秋山稔君、第２順位 久津間恵理子さん、

第３順位 齋藤光江さんを指名します。 

お諮りします。 

ただいま指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名した秋山稔君、久津間恵理子さん、齋藤光江さんが、選挙管理委

員補充員に当選されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３６ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについ 

て 

を議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 



 １４８

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長の提案理由の説明が終わりました。 

この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって同意第１号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第３６ 同意第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第１号は原案のとおり同意とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第３７ 同意第２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め 

ることについて 

   日程第３８ 同意第３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め 

               ることについて 

日程第３９ 同意第４号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求め 

ることについて 

     以上の３議案は、固定資産評価審査委員会委員の同意案件ですので、一括して議題とします。 

     町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長の提案理由の説明が終わりました。 

この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって同意第２号から同意第４号については質疑と討論を省略します。 

これから同意第２号から同意第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって同意第２号から同意第４号は原案のとおり同意することに決定しました。 



 １４９

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４０ 発委第 １号 富士川町議会の議員の定数を定める条例及び富士川町議会委員会 

条例の一部を改正する条例について 

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。 

     １１番 秋山貢君。 

〇１１番議員（秋山貢君） 

        ――――― 提 案 趣 旨 朗 読 説 明 ――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、発委１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１号の質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上をもって、発委第１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１号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、発委第１号の討論を終わります。 

     これから、日程第４０ 発委第１号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することにご意義ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、発委第１号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４１ 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４２ 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４３ 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４４ 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。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 



 １５０

 （ 異議なし。の声 ） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続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。 

 １５日間という長い会期ではありましたが、議員各位には、慎重かつ熱心にご審議をいただ

き、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 

 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては、議案説明、答弁、委員会の出席にご協力を

いただき、ありがとうございました。 

 平成２８年第１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３７分 

 

 

 


