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平成２８年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

平成２８年６月１０日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

        日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 １号 平成２７年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ５ 報告第 ２号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の 

             件 

日程第 ６ 報告第 ３号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第 ７ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例 

等の一部を改正する条例） 

日程第 ８ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町一般会計補正予算（第６号）） 

日程第 ９ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

日程第１０ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）） 

日程第１１ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

日程第１２ 議案第４９号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一  

      課税に関する条例の制定について 

日程第１３ 議案第５０号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

     び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１４ 議案第５１号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第５２号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第５３号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１７ 議案第５４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１８ 同意第 ５号 富士川町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれ 

らに準ずる者の割合を４分の１以上とすることにつき 

同意を求めることについて 
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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 

７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

 １５番  秋 山  貢 

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

１０番  齊 藤 欽 也       １１番  井 上 光 三 

 

 

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 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人 

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史 

税 務 課 長 田 辺 明 弘  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 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠 

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 永井たかね 

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 小 林  恵 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 富士川町告示第３２号をもって招集されました、平成２８年第２回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２８年第２回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ６月に入り、町内の景色も緑を増し、小室山のあじさいも、もうすぐ見ごろを迎えます。議

員の皆様、執行部の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと思います。 

 さて、４月１４日から１６日にかけ、熊本県阿蘇地方において、震度７の地震を観測しまし

た。熊本県、大分県では、その後も震度６の大地震が頻発し、ひと月以上が経過した現在でも、

地震による避難勧告が出され、多くの方が、避難所生活を送っています。復興に向けて、懸命

に奮闘している方々や、不自由な生活に耐えながら懸命に日々を送られている方々を思うと、

一日も早い復興を切に願うばかりであります。それと同時に、地震列島である我が国において

は、またいつ災害がおきてもおかしくない状況であることから、本町でも行政と住民が一丸と

なって、実行性のある減災の取り組みが急務だと感じます。災害によって亡くなられた方々の

ご冥福を心よりお祈りいたします。 

安部晋三首相は６月１日、来年４月に予定していた消費税率１０％への引き上げを、

２０１９年１０月まで２年半再延期することを表明しました。消費税率を引き上げた増収分で

計画されていた、子育て世帯や低所得高齢者向けの介護や年金の支援策は十分に実現できるの

でしょうか。さらには、地方自治体の財政への影響も懸念されます。 

参議院選挙は、６月２２日公示、７月１０日投開票の日程が決定しました。国においては、

７１年ぶりに選挙権年齢を１８歳以上に引き下げる、公職選挙法が施行され、今年の参議院選

挙から適用されます。引き下げによる新たな有権者は全国で２４０万人、富士川町では３００人

あまりが増え、これをきっかけに、若者と政治の距離が縮まるか注目されています。全国各地

の高校では、「模擬投票」を行い、政治への参加意識を高めようとする取り組みもあります。 

今後、主体的に政治に関わろうとする若者が増え、その結果、若い世代に向けた政策が多く実

現するよう、大いに期待するものであります。本町議会でも、若年層の意見を町政に反映して

いく良い機会ととらえ、対応したいと考えているところであります。 

県内に目を移しますと、中部横断自動車道が今年度中に、増穂ＩＣから六郷ＩＣが開通する

予定であります。来年度中には、新清水ＪＣＴか双葉ＪＣＴ間の約７５キロメートルが開通し、

移動時間が飛躍的に短縮される見込みであります。町民の英知を結集し、中部横断自動車道の

整備による効果を最大限に活用し、本町に活気を呼び込むことが重要と考えます。 

また、本町にとってはリニア中央新幹線の建設も、非常に関心が高いものであります。リニ

ア中央新幹線がもたらす、本町への経済波及効果を上げるための戦略を実践的に考えるととも

に、議会として、一番大切なのは住民の方々の声に耳を傾け、町と連携して、不安を解消する

策を講じることと感じております。  

さて、今定例会においては、多くの町民の皆さまに議会を知っていただく機会としまして、
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１２日の日曜日に一般質問を行い、昨年同様、休日議会を実施することとしました。多くの方

に議会の様子をご覧いただけるよう、議場内にカメラを据え付け、会議室にテレビモニターを

設置いたします。議員及び執行部各位のご理解をお願い申し上げます。 

今定例会は、平成２８年度補正予算や条例制定などについて、審議をお願いすることとなり

ます。議員各位におかれましては、健康に十分に留意し、慎重かつ活発な議論をお願い申し上

げ、あいさつといたします。   

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

 １０番 齊藤欽也君 および 

 １１番 井上光三君 

を指名します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   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１７日までの８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１７日までの８日間と決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

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

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

各位には、各種行事などにも積極的に参加していただき大変ご苦労さまでした。 

 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６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

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

礼を申し上げます。 

それでは、開会にあたり、本定例会に提出いたしました案件のうち、主なるものにつきまし

て、その概要を御説明申し上げますとともに、主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議員
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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、４月１４日に発生した「平成２８年熊本地震」におきましては、最大震度７を２回

も記録するなど、かつてない激甚な地震に見舞われ、死者・行方不明者５０名という甚大な被

害が発生いたしました。犠牲になられた方々に心よりお悔やみを、そして被災された方々にお

見舞いを申し上げます。現在、政府をはじめとする関係機関、民間事業者、全国からのボラン

ティア等による支援により、着々と復旧、復興に向け進んでおりますが、発生から３ケ月を迎

えようとする今も、継続的に余震が続き、未だに多くの住民の皆様が避難を余儀なくされてい

る状況にあります。この熊本地震におきましては、本町でも、いち早く物的支援と人的支援の

申し出をするとともに、被災地へ見舞金を送るべく募金箱を設置したところであります。 

現在のところ、熊本県及び被災市町村は、「九州・山口９県災害時応援協定」により、熊本市

は、「大都市災害時相互応援協定」により、積極的な職員派遣が行われており、被災市町村から、

物的支援や人的支援の要請はありませんが、今後、避難所の運営、住宅の危険判定、罹災証明

書の交付など、多岐にわたる業務の実施が想定されることから、交代要員を含めて、被災市町

村から派遣要請があった場合には、職員を派遣することとしております。被災地域は、火山地

域特有の地盤の脆弱さにより、今後の余震や梅雨期の豪雨による土砂災害などの二次災害が予

想されますので、一日も早い復旧・復興を願うものであります。 

さて、我が国の経済状況を見ますと、「景気の動向」については、緩やかな回復基調が続いて

おり、消費者物価についても、緩やかに上昇しているとのことでありますが、安倍首相は、平

成２６年の衆議院議員選挙で公約した、明年４月からの消費税率１０％への引き上げを平成

３１年１０月まで、２年半延期する意向を表明し、７月１０日投開票の参議院議員選挙で国民

の信を問う考えを示しました。消費税率の延期により、「引き上げは家計に響くので延期はあり

がたい」との声がある一方、増収分を充てる予定の社会保障政策の充実や、平成３２年度にプ

ライマリーバランスを黒字化するとしていた財政健全化目標はどうなるのか、といった将来の

負担に懸念する声があります。増税延期で景気を上向かせるには、総合的かつ大胆な経済対策

とともに、さらなる成長戦略や規制緩和に期待するところであります。 

一方、町政に目を向けますと、合併して 7年目を迎えた本町では、これまで、地域医療の確

保策や子ども医療費の窓口無料化の拡大、子どもたちの使用する施設の安全確保とともに、教

育環境の整備、中山間地域へのヘリポートの整備や防災ラジオの普及、幹線道路整備など、他

町に先駆けた住民福祉の向上に取り組んで参りました。 

また、中部横断自動車道の開通を視野に入れた道の駅「富士川」の整備や大型商業施設の誘

致など、増穂ＩＣを町の玄関口と捉えた街づくりに取り組んで参りました。併せて、町では公

共施設の再配置計画や総合管理計画を策定する中で、公共施設の長寿命化と建物の整理・統合

を進めているところであります。 

一方、増穂ＩＣを玄関口とした甲西バイパスから、旧国道５２号を結ぶ道路整備はもとより、

合併前からの懸案であります図書館やシビックコア地区の整備、また、リニア中央新幹線の建

設に伴う公共施設の移転など、大きな課題も山積しております。こうした課題のうち、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利根川公園スポーツ広場については、既

に町民交流広場として、事業着手したものもありますが、ますほ児童センターや町民体育館の

移転、リニア建設用側道を活用した町道整備、シビックコア整備事業に併せた図書館の整備、

老朽化がいちじるしい役場庁舎や学校給食施設の建設など、７つの大規模事業に直面しており
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ます。これらの事業完遂には、１００億円強の事業費が必要となりますが、近い将来には、小

中学校の建替え、保育所の建替えなどが待ち受けております。こうした課題の解決に向け、私

は、厳しい財政状況ではありますが、実質公債比率や将来負担比率などを見極める中で、今後

の財政運営に支障が生じないよう、しっかりと財源を確保する中で、これらの事業化に道筋を

つけて参りたいと考えております。 

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、鰍沢分庁舎業務の移転についてであります。本町では、合併以来、役場業務が一庁舎

に収まらないことから、本庁舎の他、長澤の保健福祉支援センターに福祉保健課、鰍沢の旧役

場に産業振興課、土木整備課、都市整備課、鰍沢サービスセンター、教育文化会館に教育委員

会、最勝寺に上下水道課が分散し、業務を行っていることから、公共施設再配置計画を策定し、

町民会館の移転や新庁舎の建設など、検討を行っているところであります。その第一弾として、

町民会館につきましては、この４月に鰍沢福祉センターに移転したところであります。新庁舎

の建設については、現在、建設場所や行政庁舎としての機能等について、御検討をいただいて

いるところでありますが、鰍沢分庁舎として使用している旧鰍沢町役場は、昭和４３年に建設

された建物であり、耐震性が弱く、非常に危険な状況であります。こうしたことから、旧町民

会館を本庁東別館とし、これまでの東別館は本庁東別館分館と名称を変え、行政棟として活用

することとし、鰍沢分庁舎で行っていた行政機能の一部を本庁舎周辺に集約することとしたと

ころであります。移転する部署の配置につきましては、東別館１階に、産業振興課を、東別館

分館の１階に土木整備課、２階に都市整備課を配置するとともに、鰍沢サービスセンターにつ

きましては、身近な行政窓口は引き続き必要であることから、教育文化会館の１階に移転し、

１０月３日から業務を行う予定で、その準備を進めているところであります。 

次に、新ますほ児童センターについてであります。リニア中央新幹線の建設に伴い、移転を

余儀なくされております「ますほ児童センター」につきましては、昨年度末に、新ますほ児童

センター整備検討委員会から、整備基本計画の策定と移転候補地の検討事項についての意見書

をいただいたところであります。整備検討委員会からは、町で提示した候補地を一旦白紙に戻

し、新たに増穂小学校付近での検討と、ますほ南児童クラブとますほ児童センターの統合につ

いても検討するよう御意見をいただきました。こうしたことから、整備検討委員会の御意見を

尊重する中で、ますほ南児童クラブを統合した場合の規模や、管理・運営上の課題等を再検討

する中で、統合した場合は、児童２００人が利用できる規模にしなければならず、児童センター、

児童クラブとしては、大規模すぎ、子どもたちの安全上の問題や広場など広大な用地が必要と

なるばかりか、建設費、維持管理経費が嵩むことから、将来の利用者数も推計する中で、ます

ほ南児童クラブも併用することとし、当初計画と同じ、１２０人規模の施設にしたいと考えて

おります。 

また、建設場所については、増穂小学校の付近で、ますほ南児童クラブと併用が可能で、整

備基本計画に合う施設整備が可能な最勝寺地内を候補地として検討しているところであります。 

次に、かわまちづくりの計画変更についてであります。富士川町かわまちづくり計画につき

ましては、国土交通省と一体的に町民交流広場の整備などを進めておりますが、このたび、国

土交通省の事業として、増穂インターチェンジ整備エリアから外れた道の駅北部側のくぼ地と

富士川大橋西詰めから増穂橋手前の間の中部横断自動車道と富士川堤防の間を土手と同程度の
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高さに造成することとなり、「富士川町かわまちづくり計画」に追加変更したところであります。 

造成後には、道の駅北側においても富士川のスーパー堤防が完成することとなるとともに、平

常時には、町が利用できることから、道の駅で大規模のイベントを開催する際には、臨時駐車

場としても活用して参りたいと考えております。 

また、平成２６年２月の大雪のような災害があった場合、国道５２号及び中部横断自動車道

に降った雪の置場とするほか、大規模災害等の緊急時には、大型ヘリポートとしての活用も考

えており、河川防災ステーションとともに、防災の拠点になるものと考えております。 

次に、リニア中央新幹線についてであります。リニア中央新幹線は、建設主体のＪＲ東海に

おいて、昨年夏から建設ルートの中心杭設置作業が行われ、本年３月から中心線測量とボーリ

ング調査が始まっております。 

また、高下地区に建設される保守基地や変電所に関しましては、３月に地元説明会、４月に

現地踏査を終え、現在、基準点測量が行われており、引き続き、権利者調査を行っているとこ

ろであります。このほか、町とＪＲ東海との間では、建設ルートにあたる「ますほ児童センター」

や「町民体育館」などの補償とリニア用地のうち側道の利用可能幅などに関する協議を始めた

ところであります。さらに、建設ルートに関係する町道、水路の付け替えや高架下の橋脚の位

置及び側道の形状なども併せて協議し、今後、協議が整い次第、ＪＲ東海と一緒に、側道に関

する地元説明会を開催していきたいと考えております。 

次に、中部横断自動車道についてであります。中日本高速道路株式会社の施工区間である六

郷ＩＣ～増穂ＩＣ間につきましては、明年３月の開通に向け、鋭意、工事が進められておりま

す。本町に整備される「増穂パーキングエリア」につきましては、上下線とも駐車スペースは、

小型車 10台、大型車 2台、トレーラー２台の小規模な計画となっております。休憩施設は、

下り線のパーキングエリアは、道の駅「富士川」を利用することとしており、上り線について

は、トイレと休憩スペースが付随した建物で計画されております。 

なお、上り線のパーキングに建設される施設の外観は、富士川町の山々を一望できる場所で

あることから、山小屋をイメージした設計で、施設周辺には、富士川町の花や木である桜やゆ

ずを植栽する計画となっております。 

     なお、道の駅「富士川」に接続するパーキングについては、新清水ＪＣと接続した後に、利

用台数によっては、駐車スペースの拡幅について、国土交通省や中日本高速道路株式会社とも

協議して参りたいと考えております。 

次に、富士橋の架け替え工事についてであります。県道市川三郷・富士川線に架かる富士橋

は、昭和 25 年に竣工した橋の長さ２７０ｍでありますが、幅員が狭く大型車のすれ違いが困

難な状況であることから、県では、平成２６年度から総事業費約 40 億円で、架け替え工事を

進めることとしております。整備内容については、道路改良延長５６０m、その内の橋梁延長

は３０４ｍで、幅員は、車道２車線、片側に歩道を付けた１０mの幅員となっております。既

に、予備設計は完了しており、本年度６千万円の事業費で、詳細設計を行う予定になっており、

本年度は、予備設計に基づいた地元説明会を開催し、平成２９年度以降には、詳細設計に基づ

いた事業用地の測量や用地買収に入り、平成３４年度の完成を目指すこととしております。 

次に、峡南医療センター企業団への貸付金についてであります。峡南医療センター企業団に

は、昨年度、運営費を補うため、市川三郷町とともに、長期貸付として３億円、短期貸付とし

て４億３千万円の貸付を行ったところであります。こうした状況の中で、今年度の企業団の当
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初予算においては、借入限度額を１０億円とする設定がなされておりますが、このうち、昨年

度、両町が貸付けた短期貸付金の返済にあたっては、企業団が金融機関から借り入れをし、両

町に返済した借入金の返済は、本年度の医業収入をもって充てるため、昨年度の両町に返済し

た額と、本年度の起債償還やボーナスの支給などによる、資金不足を補うものでありますが、

企業団と協議をする中で、借入金は、必要最小限とすべきとし、協議したところ、安定した８億

円の借入金があれば、起債の償還や運営資金に対する資金繰りは可能とのことから、両町は、

本年度、短期で、４億円ずつ貸し付けることとし、今定例会に計上したところであります。 

次に、鰍沢口駅前新設トイレの整備についてであります。本町と市川三郷町と共同で設置す

ることとした鰍沢口駅トイレにつきましては、昨年１２月に締結した、鰍沢口駅トイレ整備に

関する協定に基づき、施設の建設費、本年度の維持管理費について、費用の半額を負担するこ

ととし、必要な経費を計上したところであります。施設としては、駅舎北側に、ＲＣ構造、平

屋建て、車いす対応を備えた建物として建築を計画しており、年内中の完成を目指すこととし

ております。 

次に、企業誘致に向けた固定資産税の不均一課税に関する条例の制定と町独自の税制支援に

ついてであります。この条例は、東京一極集中の是正及び地域経済の活性化を目的に、地域再

生法に基づき、県が作成した地域再生計画の指定地域内に、東京２３区から本社機能の移転を

伴う特定業務施設の整備に伴う固定資産税の税率と、それ以外の地域から本社機能の移転及び

拡充を伴う特定業務施設の固定資産税の税率について、地方税法の定める税率の軽減措置を講

じるため、異なる税率を適用する、いわゆる不均一課税を定める条例を制定するものでありま

す。 

今後、本町では、さらに企業誘致を積極的に進め、雇用機会の拡大を図るため、町独自事業

として、不均一課税条例の対象企業も含めた一定規模以上の進出企業に対しては、固定資産税

の納税相当額を５年間交付する「産業立地事業奨励金制度」を創設することとし、税制面から

進出企業を支援して参りたいと考えております。 

最後に、証紙による収入方法の変更についてであります。本町では、富士川町証紙条例によ

り、富士川町手数料条例による手数料は証紙による収入の方法により徴収しておりますが、役

場を訪れた住民の皆さんから、交付窓口と証紙を販売する会計課の窓口とを行き来しなければ

ならず、また、証紙が小さく扱いにくい、などの不満が寄せられていたところであります。こ

うしたことから、内部で検討を重ねた結果、住民の不満解消と事務処理の簡素化の一環として、

富士川町証紙条例の廃止を９月定例会へ上程し、本年１２月から、窓口にて直接収納すること

ができるようにして参りたいと考えております。 

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

きました。 

なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件３件、専決処分承認案件５件、条例制

定案件１件、条例改正案件２件、補正予算案件３件、同意案件１件、合わせて１５件の議案を

提出しております。 

提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしく御審議の

上、御決議あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 
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〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第４ 報告第１号 平成２７年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第５ 報告第２号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第６ 報告第３号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

    以上の３議案については、報告案でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について報告を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ３議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 まず、報告第１号の補足説明を求めます。 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

 それでは、報告第１号の補足説明をさせていただきます。繰越計算書をお願いします。詳細

説明は、款、項の区分、事業名、翌年度繰越額を説明とさせていただきます。なお財源内訳は

記載のとおりでございます。 

（以下、平成２７年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

以上、報告第１号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、報告第２号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

 それでは報告第２号の補足説明をさせていただきます。説明に関しましては、科目、事業名、

翌年度繰越額とさせていただきます。なお財源の内訳は記載のとおりであります。 

（以下、平成２７年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、報告第３号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     それでは、報告第３号の補足説明をさせていただきます。１ページをお開きください。第３期

平成２７年度の決算報告書となります。一枚めくっていただきまして、２ページをお開きくだ

さい。平成２７年度事業報告であります。抜粋し概要を報告いたします。事業の現況として株

式会社富士川は道の駅富士川、塩の華、つくたべかんの３つの観光関連施設を富士川町から指

定管理を受けて運営しております。まず道の駅富士川であります。オープン２年目を迎え、運

営を軌道に乗せ、既存の客の固定化及び新規顧客を獲得するため、イベント、観光案内、観光

バスの誘致等を積極的かつ継続的に実施することにより集客を図りました。また、農産物の売
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り場の拡大、新商品の開始、アテンダーの配置、ポップ等店内の販促の見直し、陳列場所の変

更、接客サービスの向上を図り、売り場の鮮度を保持し付加価値を高めることに取り組みまし

た。次に、塩の華であります。塩の華は従業員の手づくりによる看板やポップ、プライスカー

ドを経費をかけずに親しみのある店舗づくりに努めましたが、農産物の出荷が道の駅にシフト

し出荷量が減少していることから、好調な道の駅富士川の影響を受け売上高が減少傾向であり

ました。次につくたべかんであります。ここ数年、お客様は漸減しておりますがつくたべかん

が典型的な中山間地域である十谷地区に位置することを強みとして、少ない従業員で対応する

ため、伝統の郷土料理、「みみ」に特化して運営してまいりました。下の段の表は施設別の損

益状況の表になっています。３ページから６ページまでですが、こちらは平成２７年度の施策

であります。１として、交流促進の機会の提供。２といたしまして、地域資源の紹介。４ペー

ジに移ります。３といたしまして、地域への還元事業。５ページに移ります。４つ目として催

事への出店。６ページになりますが、その他といたしまして、クレジットカードの導入、ワイ

ンの販売、ワインの試飲などを行っております。次に、７ページの貸借対照表を説明させてい

ただきます。左側の資産の部ですが、流動資産、１億４０６２万７３３０円。固定資産１１万

９，８２１円で、合計１億４０７４万７１５１円となっております。次に負債の部ですが、合

計６６２９万８７１０円であります。続きまして、純資産の部が資本金５千万円。利益剰余金

２４４８万４４１円。合計７４４４万８４４１円となり、負債及び純資産合計が１億４０７４万

７１５１円であります。８ページに移ります。８ページは、損益計算書であります。科目の売

上高４億３７８７万６５９１円。売上原価２億８４３７万９１４円で、売上総利益金額が１億

５３５０万５６７７円となります。販売費及び一般管理費の合計が、１億３５８８万７１７２円

で、営業利益金額が１７６１万８５０５円となります。営業外収益が１８４０万８６０円、営

業外費用が１５４６万２９６３円、経営純利益及び税引前当期純利益が、２０５５万６４０２円、

当期純利益が１４０５万６１円であります。９ページは損益計算書の販売費及び一般管理費の

内訳であります。１０ページに移ります。１０ページは貸借対照表の純資産を表す株主資本等

変動計算書となります。１１ページに個別注記表であります。１２ページをご覧ください。

１２ページは、第４期平成２８年度経営方針と今後の見通しになります。１３ページをお開き

ください。平成２８年度予算方針ですが、基本コンセプトはさまざまな人々が集い、交わり活

動するぷらっと立ち寄れる憩いの場であります。予算の方針、事業目的は本年度末に中部横断

自動車道の部分供用、増穂インターチェンジから六郷インターチェンジ及び、平成２９年度町

の全通を見据え地元のお客様、静岡、長野県等県外からのお客様に次の施策により付加価値の

ある店づくりの推進をし、４億６千余の売上目標を達成することを目指し、税引前利益を

３７００万円以上を確保することとしております。施策としては、一つ目として販売促進策、

二つ目として新たな商品サービスの開発、販路拡大、三つ目として組織づくり、四つ目として

中部横断道の開通に向けた準備を行なって参ります。１５ページに移ります。１５ページは、

第４期２８年度株式会社富士川の予算の見通しであります。全体予算が記載してありますが、

目標数値としてレジ通過客数見込でありますが、４５万４７６４人とし売り上げは４億

６１００万円、税前利益につきましては３７００万円と見込んでおります。施設別予算は道の

駅、塩の華、つくたべかん、共通経費と記載してありまして記載のとおりであります。 

以上、報告第３号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 
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 以上で町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第 ７ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の一部を 

               改正する条例） 

   日程第 ８ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町一般会 

計補正予算（第６号）） 

日程第 ９ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町国民健 

康保険特別会計補正予算（第４号）） 

日程第１０ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町介護保 

険特別会計補正予算（第３号）） 

日程第１１ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町下水道 

事業特別会計補正予算（第４号）） 

以上の５議案は、専決処分の承認案件でありますので一括して議題とします。 

     町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ５議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に承認第５号から承認第９号の補足説明を求めます。 

 まず、議案第５号の補足説明を求めます。 

税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長（田辺明弘君） 

     それでは、承認第５号の補足説明をさせていただきます。   

（以下、承認第５号 専決処分書朗読） 

 改正内容につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。新旧対照表７ページを 

お開きください。第１８条の２でございますが、こちらにつきましては行政不服審査法の改正 

によりまして不服申し立てが、審査請求に文言が変更になったことによる改正でございます。 

続いてその下の第１９条でございますが、こちらは延滞金の計算期間の見直し等に伴う各号 

の追加等の改正でございます。続いて９ページでございますが、第３４条の４でございますが

こちらにつきましては、法人税割の税率が９．７％から６．０％に変更になることによる改正

でございます。続いてその下の第４３条から１１ページの第４８条、それから１４ページの第

５０条までですが、こちらにつきましては第１９条延滞金の決算期間の見直し等の改正に伴い

ます関連の各項、各号の追加等による改正でございます。続いて、１６ページの第５６条、そ

れから１８ページの第５９条は国の関係機関であります、独立行政法人労働者健康福祉機構が、

独立行政法人労働者健康安全機構に名称が変更になることによります改正でございます。それ

から１８ページの附則の第６条でございますが、こちらにつきましては、医療費控除の特例が

加わったことによります改正でございます。その下の第１０条の２でございますが、こちらに

つきましては特定の施設の固定資産税の課税標準額が特例措置といたしまして市町村の条例で

定めることができるようになったことによる改正でございます。その下次のですね第１０条の
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３につきましては、省エネ改修を行なった住宅の固定資産税の減免措置の規程についての文言

の追加等による改正でございます。続きまして２１ページでございますが、附則の第４条でご

ざいますが、こちらにつきましては２１ページから・・・失礼いたしました。附則の第４条で

すが２１ページから２５ページまで、旧３級品紙巻きたばこが関わります特定税率の廃止に伴

います改正でございます。続いて２６ページでございますが、第３４条２につきましては、先

ほどご説明させていただきました附則第６条の医療費控除の特例が加わったことによります関

連改正でございます。 

以上、富士川町税条例等の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、承認第６号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

それでは承認第６号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いいたします。 

（以下、専決第７号 専決処分書朗読） 

続きまして補正予算書の裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

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

別明細書の１ページをお願いいたします。 

（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上、承認第６号の補足説明とさせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

     ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０３分 

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

再開 午前１１時１１分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

次に、承認第７号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

それでは承認第７号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をご覧ください。 

（以下、専決第８号 専決処分書朗読） 

それでは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書朗読） 

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をさせていただき

ますので、事項別明細書をお開きください。 

（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書事項別明細書朗読説明） 

以上、承認第７号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 
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     次に、承認第８号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは承認第８号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をご覧ください。 

（以下、専決第９号 専決処分書朗読） 

 予算書の表紙の裏面をお願いします。 

（以下、平成２７年度富士川町介護保険特別会計補正予算書朗読） 

     第１表の歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書でご説明しますので事項別明細書 

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書事項別明細書朗読説明） 

 この専決につきましては給付費等の確定によるものです。ご承認をよろしくお願いいたしま 

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、承認第９号の補足説明を求めます。 

     上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     それでは承認第９号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いいたします。 

     （以下、専決第１０号 専決処分書朗読） 

     補正予算の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書事項別明細書朗読説明） 

     第１表の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので、事項別明 

細書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補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長ならびに担当課長の提案理由及び補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１２ 議案第４９号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する 

条例の制定について 

     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（秋山貢君） 

次に、議案第４９号の補足説明を求めます。 

税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長（田辺明弘君） 

 それでは、富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の補足

説明をさせていただきます。１ページをお開きください。 
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 第１条ではこの条例の趣旨といたしまして、地方再生法に基づき地域再生計画の指定された

地域で認定を受けた事業者に定められた期間内にですね、施設を新設、また増設した場合に固

定資産税の不均一課税を定めることとしております。第２条ではですね、認定を受けた事業者

が、固定資産税の不均一課税の適用を受けることができる要件、対象施設、その期間、またそ

の税率等が規定をされております。２ページでございますが、第３条につきましては、不均一

課税の申請方法について、記述がなされております。第４条で、同じく均一課税の適用の取り

消しの規定が定められております。なお、附則でですね公布の日から施行することとしており

ます。以上補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

  日程第１３ 議案第５０号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第５１号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効 

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

以上の２議案は、条例の一部改正案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

          ―――――― ２議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

〇議長（秋山貢君） 

次に、議案第５０号及び議案第５１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５０号及び第５１号の補足説明をさせていただきます。最初に議案第５０号

富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について補足させていただきます。今回の改正は、介護保険法の改正による

ものであり、その主なものは現在の通所介護事業所のうち、利用定員が１８名以下の通所介護

いわゆるデイサービスは平成２８年４月１日以降、富士川町内在住の町民が利用できる地域密

着型介護事業所となります。また、地域との連携や運営の透明性を確保するために、６カ月に

１回以上の運営推進会議の開催が規定されました。新旧対照表をご覧ください。２０ページに

あります。２０ページの目次のところですけれども、第３章の２から第３章第５節第４項まで

を、この改正により追加いたしました。２３ページで第１節基本方針、第２節人員にに関する

基準が、２６ページ第３節設備に関する基準が、２８ページ第４節では運営に関する基準が定

められております。３４ページ第５９条の１７、こちらに地域との連携として指定地域包括支

援センターの職員、指定地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議

会、いわゆる運営推進会議を設置しおおむね６カ月に１回以上会議を開催し、評価を受けたり、
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要望助言を聞く機会を設けることを定めるものです。また、３７ページからの第５節では、指

定療養通所介護事業所について、同様の規定をするものであります。 

     ページを進めていただきまして５１ページの第７４条から第７８条までこちらは削除いたし

まして、第８０条で準用して規定をしております。以下同様の改正となっております。 

申し訳ありません。１９ページにお戻りいただきたいと思います。施行の期日ですけれども

公布の日から施行するということになります。これは厚生労働省令により１年間の経過措置が

あり本年度中に改正を行うということになっております。 

続きまして、議案第５１号富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のために効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 

この改正も介護保険法の改正によるものであり、指定介護予防認知症対応型通所介護に地域

との連携に関する規定を追加するものです。これにより６カ月に１回以上の運営会議の開催を

規定するものです。新旧対照表の４ページをお願いいたします。こちらの第３９条、地域との

連携等で運営推進会議の設置と、６カ月１回以上の推進会議の開催をして規定おります。以下

は、準用、条項の整備等になっております。施行期日も議案第５０号と同様に、公布の日から

となります。 

以上で、議案第５０号、第５１号の補足説明といたします。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由の説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１５ 議案第５２号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第５３号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第５４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の３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） 

       ―――――― ３議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

〇議長（秋山貢君） 

次に、議案第５２号から議案第５４号の補足説明を求めます。 

まず始めに、議案第５２号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

それでは議案第５２号の補足説明をさせていただきます。 

     平成２８年度富士川町一般会計補正予算第２号補正予算書の裏面をお願いいたします。 

     （以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

     第１表歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書にて説明をいたします。 

     （以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 
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     以上、議案第５２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（秋山貢君） 

     次に、議案第５３号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは、議案第５３号の補足説明をさせていただきます。平成２８年度富士川町国民健康 

保険特別会計補正予算第１号の裏面をお願いいたします。 

 （以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書朗読） 

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

別明細書の１ページをお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第５４号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

 それでは議案第５４号の補足説明をさせていただきます。平成２８年度富士川町下水道事業

特別会計補正予算第１号補正予算書の裏面をお願いいたします。 

 （以下、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算書朗読） 

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

明細書の１ページをお開きください。 

 （平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第５４号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

  日程第１８ 同意第 ５号 富士川町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者 

の割合を４分の１以上とすることにつき同意を求めることについて 

 

を議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

         ―――――― 議案の提案理由朗読説明 ―――――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、同意第５号の補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 
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     それでは、同意第５号の補足説明をさせていただきます。本町の農業委員につきましては、

明月７月に任期満了になりますが、農業委員会等に関する法律の改正により任命制となりまし

た。任命に当たっては、認定農業者、または認定農業者に準ずるものが定数の過半数を占める

よう規定されておりますが、農業委員の過半数を認定農業者または認定農業者に準ずる者とす

ることができないため、同法施行規則に基づき議会の同意を得ることにより過半数の割合を

４分の１以上とすることができることから同意を求めるものであります。ご審議よろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

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。 

御起立願います。 

お疲れ様でした。 

散会 午前１１時５０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２０

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 

 

 

富士川町議会６月定例会 

 

 

６月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２１

平成２８年第２回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２８年６月１２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  ５番  堀 内 春 美 議員 

                通告 ２番  ３番  川 口 正 満 議員 

通告 ３番 １０番  齊 藤 欽 也 議員 

                通告 ４番  １番  小 林 有紀子 議員 

                通告 ５番  ２番  深 澤 公 雄 議員 

                通告 ６番 １２番  神 田   智 議員 

通告 ７番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ８番  ９番  市 川 淳 子 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 

 ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健       

  ９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也        

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

 １３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行      

１５番  秋 山  貢 

 

３．欠席議員 

 

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

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人 

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史 

税 務 課 長 田 辺 明 弘  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 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠 

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 永井たかね 

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 小 林  恵 

書    記 井 上  誠 
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開会 午前１０時００分 

 

〇議長（秋山貢君） 

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

変お忙しいところご出席いただきまして、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２回富士川町議会定例会２日目の会議

を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

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

でご了承願います。 

 また、本日は報道機関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（秋山貢君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は８名です。 

 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、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。まず大きな質問の１番、地震

災害についてを質問させていただきます。その１番ですが今ですね、日本列島に相次いで大き

な地震が起きています。山梨にもいつ起きても不思議でない今日でありますが、特に気をつけ

なければならないのが２０１１年３月１１日に起きた、東北三陸地方で起きた大地震が過去

４００年間に３回起きています。この周期を調べますと、関東大震災の過去２回起きている周

期と非常によく似ております。と言うことは、近い将来３回目の関東大震災が起こるのではな

いかと指摘している専門家もいます。特にこの富士川町の場合は、静岡から糸魚川に抜ける活

断層や曽根丘陵断層帯と、地震発生の確率が非常に高くなっていることも指摘されています。

そこでいつ起きるかわからない災害に対しての本町の危機管理体制が、どうように組織され確

立されているのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

通告の（１）を具体的にもう一度、はっきり説明をお願いします。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

     地震災害が日本列島に相次いで起きています。山梨にもいつ起きても不思議でない今日であ

るが、本町の危機管理体制について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長課長（秋山佳史君） 

     おはようございます。ただいまの堀内春美議員の地震等災害についてのご質問にお答えしま

す。近年、東日本大震災や熊本地震など、各地で大規模な自然災害が発生する中、本町では、

災害発生時の情報連絡体制をはじめ、初動体制、災害対策本部の運営などを、迅速かつ的確に

行うことが重要であると認識しております。 

こうしたことから、本町の危機管理体制は、地域防災計画に基づき、住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、警察署、消防署をはじめ、地元消防団や自主防災組織等と連携

しながら、対応していくこととしております。こうした危機管理体制の構築によりまして、迅

速かつ的確な意思決定と、災害発生への警戒や情報収集、応急対策などに取組み、総合的な防

災対応に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     いつ起きるかわからない災害が起きた時はですね、役場それから、役場職員も被害を受ける

わけですが、熊本大震災を参考にすると自力で避難できない高齢者や・・・・ 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内議員、再質問をなさる訳ですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

はい。そうです。 

〇議長（秋山貢君） 

じゃあ再質問ということで言ってください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

はい。例えば自力で避難できない高齢者や障害者、避難要支援者の把握、そして備蓄用品の

配付、ボランティアの受け入れと配置、書類の発行等、そういったことがスムーズにできるよ

うに、普段から訓練しておくことの必要が大いにあると思うのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長課長（秋山佳史君） 

     ただいま堀内議員のお話のとおり、大変このボランティアを含めまして非常に重要な組織体

制を構築する必要があると思ってます。熊本の例を検証しながらですね、本町にも活かせられ

るように取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
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     再質問です。先ほど申し上げました、自力で避難できない高齢者や障害者等、要支援者は災

害発生時、生命の危険にさらされる可能性が非常に大きいです。支援体制の整備が急務だと思

いますが今年の２月に県内２７市町村で、避難要支援者の把握ができていないのが、富士川町

だけという報道がありました。これは非常に残念に思いますがこの要支援者の把握について、

その後どのように改善されているのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     ２月の新聞の報道ですけれども、町の方で伝えた内容が正しく伝わっておりませんで、新聞

の方に誤りがございました。それで、現在その後支援者の確認等の作業をしておりまして、公

表できる方の周知に務めております。また、状況も把握して実際に災害が起きたときには、そ

の方々の情報が伝えられるような準備を進めております、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問ですけれども、現在準備を進めているということは、仕上がっているということでは

ない。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     現在、それぞれの該当する方に、了解を得るための確認作業を行っております。それが出次

第、公表ができる方、本人の了承が得られる方につきましては、地域の関係するところに情報

を公表していくということ。で、本人の了承が得られない方につきましても、こちらのほうで

災害時には本人の身の安全を守るために、それは救助活動に活用させていただくという了解を

得る形で進めているところです。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ぜひ早急にですね、人の命に関わる事ですので、またいつ災害が起こるかわからないってい

う時間的なものもありますので、早急にそういうのは進めていただきたいと思います。それで

は、２番目の質問に入ります。 

災害時の備蓄用品についてですが、本町は本来はですね、自助、近所、公助と言いまして、

自助が一番大切なんですが、自宅に３日分は食料を確保して置くことが大事なのですが、現在

町の備蓄品は、食糧を飲料水共に町の人口１万５，７６０人に対して、食糧は５，４００食、

飲料水については３，６００本しか備蓄してなく、これでは食糧は３人に一人が一食分、飲料

水については４．４人に１本しかない状況で幾ら自助が大事といっても、町の備蓄があまりに

も少し過ぎると思うんですが、今後備蓄するのか考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内議員、これは通告にですね、本数じゃなくてパーセントで出てるんで、この通告をした

ものを質問して下さい。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

はい。じゃ、パーセントで言います。食糧、飲料水に共に町の人口に対して食量は３４％、

飲料水については２３％しか備蓄してないが今後のお考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。災害時には、食料や飲料水などの物資の確保が困難な可 

能性が高いことから、自助、近助、共助、公助の考え方を基本に、発災後の３日間以上に備え 

るため、各自が、平時から必要な物資を備蓄しておくことが重要であります。こうした中、町 

では、昨年度から長期保存可能なアルファ米と飲料水を中心に備蓄に努めておりますが、この 

備蓄の目的は自助、近助、共助などにより賄われるもの以外の公助の部分の補完が目的であり 

ますが、現時点では、十分な量であるとは言えない状況であります。こうしたことから、今後 

は、各家庭への備蓄の啓発や、今年度中には関東１２７町村との災害時応援協定の締結などに 

より、災害時における救援物資などの相互応援および協力体制を確立する中で、万全の体制を 

整えて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。ちなみにですね、隣の市川三郷町では人口１万５，６６３人に対して、食糧は 

７万１，７５０食、一人 4.6食分。一人１日半強ありますね。それから飲料水は一人３９６７６本 

で一人に対して2.5本備蓄しています。富士川町でも、食料は一人三食、一日分は最低ですね、 

飲料水も一人３本くらいは用意するべきではないかと思いますが、賞味期限等も考慮して、き 

ちんと予算立てをしまして毎年計画的に入れ替えをするべきだと思うが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

ただいまの堀内議員さんのお考えも十分理解できると思います。先ほどの答弁で申し上げま 

したとおり本町では、まず各自が自助の部分で３日間以上の備えをしていただきたい。ここら

辺に啓発を努めたいと考えております。そして昨年度からこの備蓄を進め出しておりますのは、

先ほども言いましたとおり、公助の部分の保管を目的としております。ということで、この

２８年度につきましても予算計上をさせていただき、昨年度と同様な形で備蓄の方を進めて参

りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひですね、余っているのに越したことはないと思います。まあ自助が一番なんですけれど 

も、そういうことを考慮してい備蓄の方もしていただきたいと思います。 

次に３番目の質問に入ります。過日ですね、３月１１日の山日新聞のアンケートの結果の 

中に、あっ・・・３１日に公表されました県内２７市町村を対象に山梨日日新聞社が行なった

防災に対するアンケートによると、本町の避難所数が８１カ所とあり、そのうち未耐震の箇所
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が３箇所ありました。それぞれの場所はどこか、また町民にこの避難所を周知徹底できている

のかを伺います。８１箇所と３３箇所は主立ったところで結構ですので、お教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）     

     ただいまのご質問にお答えします。耐震性が確保されていない指定避難所は、旧増穂西小学校校

舎をはじめ、天神中條、大久保、 米、青柳町、平林の各地区公民館、そして鰍沢の新田、畔沢、

梅林、天戸、鹿島の各地区集会所などであります。 

なお、避難所には、各区が管理する施設が多いわけですが、これらの避難所が未耐震であること

につきましては、各区長や地元の皆さんには、承知して頂いているものと考えているところであり

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     関連質問です。 

〇議長（秋山貢君） 

     再質問です。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ごめんなさい。再質問です。町で平成２５年３月に発行した災害ハザードマップ、これによ

りますと避難所は、福祉避難所を入れて４５箇所になっています。そしてインターネットで「富士

川町避難所」を検索しますと、７７箇所になっているんですね。町で８１箇所、そしてインターネッ

トで７７箇所、そしてハザードマップでは４５箇所、これの違いは何なんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

     ただいまの件ですが、ハザードマップそしてそれぞれ発行年次は違う訳でございます。一昨年、

地域防災計画を定めましてそれが、最新のものでございます。その中に８１の避難所が８１と明記

されているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。そういう事でしたらば８１箇所をしっかりとこのハザードマップに記入したものを、

町民に配布して周知徹底する必要があるのではないでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

    昨年の関東東北豪雨、こういった大きな災害があったわけですけども、国、県はこういった大き

な災害に対しまして、国の防災計画の見直しを進めております。これを受けて、本町におきまして

も計画の見直しを、国県に合わせた形でタイミングで、やっていく必要があると思います。この度

４月には熊本でもまた大きな災害が起きました。これを受けて、国も県も見直しの動きが出ると思
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われますので、そうしたタイミングに合わせまして本町の内容も変えていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。町のハザードマップにはですね、青柳の旧町民会館が載っていませんがインターネッ

トで見る避難所には、旧町民会館が避難所として載っています。これはどういうことなのでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

旧町民会館が載っているという件につきましては、そのハザードマップは土砂災害、水害を

前提としたものでありますので、旧町民会館の場所は浸水の見込みについても、概ねないよう

な地域でございます。これで載っていないということでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。これはハザードマップは、土砂災害洪水避難地図とありますけれども、これに

加えて地震災害、そういったものも入れるべきではないでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

 災害時には、自然災害にはあらゆる、いろいろな災害がございます。それに応じた体制を整

えられるように努めてまいりたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。未耐震の箇所が３３箇所あると先ほど言われましたけれども、この未耐震の

３３箇所はどういうふうな段階で耐震をしていくのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

未耐震の３３箇所にはですね、町が所有するもの、これが５カ所、各地区が所有されている

物などがございます。こうした中で町の部分につきましては、公共施設の再配置計画もござい

ます。こういったことを注視しながらですね、取り組んで参りたいと考えておりますが、各地

区の所有の物につきましては、町としましても制度を用意してございます。そういった制度を

活用していただく中で、各地域において取り組んでいただきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。青柳町区はですね、富士川町で一番人口の多い地域でありまして３１２９人、
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２番目に長澤で２１１０人と、青柳地区の方が千人以上多い地域でありますが、避難所が区民

の人口に対して非常に少ない。そして避難所と指定されている青柳町公民館は、これは区の所

有なんですけれども、１９７３年に建設された建物で４３年経過、もちろん耐震はされていな

く、危険な建物です。旧町民会館より古い建物であります。そこで青柳区民避難所として旧町

民会館を耐震して、使用できるようにしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）   

旧町民会館の件ですけれども、一昨年ですか、公共施設の再配置計画を策定いたしました。

現在これに伴って公共施設の再配置を進めている訳ですけれども、この中で旧町民会館の今後

のあり方というのはお示しをされていると思います。で、この避難所の未耐震の件でございま

すけども、例えばその青柳の公民館、非常に老朽化もしていると思いますけれども、町といた

しましてもこの地域コミュニティ施設の整備の貸付金ということで大変、無利子であったり、

償還の期限も三十年と非常に長期期間有利な形で活用できる制度も用意してございます。こう

いったものも地域で十分検討されて、活用していただけたらありがたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。旧町民会館は、町長がいうには役場庁舎を現在の場所に新築する時、旧町民会

館を仮庁舎として使用する考えのようですが、新庁舎が完成した暁にはですね、公共施設再配

置計画では、旧町民会館は潰すということになっておりますが、くどいようですけれども、青

柳地区の避難所は非常に少ないです。ですから何年か先になりますけれども、役場の新庁舎が

完成して、そして旧町民会館が空いたときにですね、もう一度考え直して青柳地区の避難所と

して、平屋でも二階建てだけでもいい、耐震して残すようにしていただきたいと思うんですが

いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     堀内委員から、地震等災害についての質問が何点かされております。ちょっと前の質問にも

戻る部分はありますけども。高齢者、障害者、要支援者の部分はですね、かつて本人の申し出

により、リストは作ってあります。そればっかじゃあ不十分でありますんで、今回は役場の方

から名簿を出して、本人のご理解をいただく中で区あるいは消防団の方にも名簿の配付をして

いこうということになっております。それとこの町では、災害時の対応マニュアルというのを

各区で作っていただいております。それによって備蓄が足りない、どういう物が必要かはそれ

ぞれ区によって対応は変わってくるんですね。青柳町区の皆さんと平林とか穂積とでは全然、

対応物資が変わってきます。そういうことで各区の方で、災害対応マニュアルというものを４年

ほど前から作っていただいて、毎年見直しをしていただいてます。そういう中で避難所につい

ても一緒に検討していただいてますが、例えばを大久保区の場合はこれまで公民館が避難所

なっておりましたが、地震のときにはそこで十分だけれども、大水の時には川沿いに建ってま

すから、ここでは危ないということで高台に、独自に避難所を作ったりしております。各区の
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皆さんが一番その辺は詳しい思うんです。そういうことをやっていただいてるのと同時にです

ね、町民会館は先ほど言ったように、公共施設再配置計画の中で、当面は建っておきますけど

も、今一般の利用も制限をさせていただいてます。今回、庁舎の整備検討委員会の中で、庁舎

はこの今の位置がいいだろうという、ご返事をいただいておりますんで、それとは別にはなり

ますけれども鰍沢庁舎の方の耐震が非常に弱いということから、それよりも持っている町民会

館の方に今度事務所の部署を移しながらですね、当面やってく訳でありますけども新庁舎の方

もこの場所でということでありますから。そんなにこの今入ってる人たちをですね、仮設の庁

舎といってもまた、３億、４億というお金がかかると思いますから、こういう結論になりまし

たんで今後は旧町民会館を中心とした仮庁舎にしていく。そして、水害だけが災害ではありま

せんので、あの建物をあのままにしておくとやはり地震のときには返って危なくなりますんで、

公共施設再配置計画で定めた通り、一定の期間が過ぎた後には解体をさせていただきたいと考

えております。また青柳区が人口が多いから、そこに避難所をというご質問もありました。町

ではこれから町民体育館も造っていきます。そして、各小中学校の体育館もあります。現状で

すと高校の体育館もあります。その状況に応じて町の方でまた避難場所は、指定をしていきま

すんで、それぞれの区に避難所を町が整備する訳には参りませんので、ぜひそんなところでご

了承していただきたいと思います。今回の熊本地震でもですね、自分の地域にあるから自分の

地域の避難所に避難をしているんじゃなくて、安全な建物に避難をさせていくような措置を

とっていると思います。そして、備蓄の問題もありましたけども、熊本ではまず備蓄倉庫には、

水が入っている、でも道路が寸断されれば届けられないという状況が出てますんで、町とすれ

ば関東１２７の町村とですね、今後、応援協定を結んでいきます。負担はそれぞれ求めた方の

町村の負担でありますけれども、その時々に欲しいものが１２７の町村ですと持ってます。道

路もしっかりして来てますんで、そういった高速道路等を使いながら関東ですと１日で飛んで

こられると思いますんで、そんなふうな応援協定をしながらですね、住民の皆さんが困らない

ような対応をしていく予定でおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     いつ起きるかわからない地震、その他の災害に対してですね、しっかりと町の方でも対応を

していただきたいと思います。それでは次の質問に移ります。山日新聞のアンケートの結果で

すね、町内の孤立するおそれがある集落が６集落とありましたが、具体的にどこの地域なのか、

またこの地域に対しての対策はどのようにしているのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）      

     ただいまのご質問にお答えいたします。新聞報道によります孤立の恐れのある６集落は、山

間部に位置する平林区、小室区、髙下区、鰍沢南区の一部、中部区の一部、五開区であります。

これらの地域につきましては、通信手段の断絶や道路等のアクセスの断絶によりまして、情報

確認、情報伝達が困難な状況が発生することや、救助・救援活動の遅れが懸念されるところで

あります。 

こうしたことから、町では、平成２３年度から計画的に平林・小室・五開地区へのヘリポー
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トの整備を進め、また、各自主防災組織と無線機や衛星携帯電話による通信の確保によりまし

て、孤立する恐れのある集落への対策を講じているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     しっかりと対策をしていただきたいと思います。それでは次の質問ですが、富士川流域にお

ける減災対策協議会での富士川の重要水防箇所や氾濫危険箇所はどこか。また、その対策につ

いて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）      

     本町を流れる富士川の重要水防箇所につきましては、河川管理者である国土交通省甲府河川国道

事務所が指定しておりまして、青柳、鰍沢、鬼島、箱原、鹿島地域の堤防が示されております。ま

た、洪水によります氾濫危険場所についても、重要水防箇所と同様の地域が想定されておるところ

であります。 

 こうしたことから、これまでにも富士川流域の出水期を前に、国土交通省甲府河川国道事務所、

峡南建設事務所、富士川町の三者で、富士川重要水防箇所の合同巡視を行いまして、河川の状況や

堤防の状態を確認し、富士川流域の安全対策に取り組んできたところであります。今年度におきま

しても、５月２４日に現地踏査が行われたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問ですけれども、過去にですね、青柳が富士川が決壊しまして、青柳、長澤の地区が全

部水没して、旧国道５２号線まで全部水浸しという事もありました。今は治水がされています

ので河川の方のですね、そういったことも少ないんじゃないかなとは思いますけれども。過去

にそういうことがあったという事を踏まえて対策も練っていただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     私も昭和５７年のこの地域が襲われた、水害、非常に記憶に残っております。その時に青栁

の地域、鰍沢の地域、こういったところが非常に大きな災害を受けました。こういったことも

ございますので、こういった減災対策、内水排除、こういったことにも十分に力を注いで取り

組んで参りたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それでは、ぜひ対策の方もよろしくお願いいたします。次の大きな質問の２に移らしていた

だきます。青柳３２号線の道路建設についてですが、３２号線は当初、商業施設を建設するた

めに必要な道路だと聞いておりましたが、その計画が無くなったようですが、その無くなった
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現在ですね、３２号線を建設する目的と必要性は何かを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

（１）の質問でよろしいですね。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

はい、そうです。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     お答えします。青柳町東部地域につきましては、甲西道路と中部横断自動車道の整備により、

この地域の開発需要が高まっているところであります。こうした中、平成２６年にはフォレス

トモールや道の駅富士川がオープンとなり他に大型店の出店計画もあったところであります。 

また、この地域は甲西道路や町道青柳長澤線等、南北の道路網は整備されておりますが、東

西方向の幹線道路の整備が遅れているところであります。このようなことから、増穂 IC を町

の玄関口として、大型店など企業の進出誘導や、町なかへのアクセス道路として、甲西道路と

旧国道５２号とを結ぶ道路網が必要と考え、その一つとして青柳３２号線を計画したところで

あります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。この企業誘致するって、その誘致がなんか無くなったっていうことを聞きまし

たけれどもそれはいつなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課（秋山忠君） 

     質問にお答えいたします。まず始めに、平成２３年に申し出がありました。その後一度白紙

になりまして、平成２６年に再度申し出がありましたが２６年３月にまた白紙に戻ったところ

でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん）      

     それでは、２番目の質問に入ります。住民への説明はいつ、どのようにしたのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）      

     住民への説明につきましては、平成２８年３月８日に、青柳町つどいの家において、青柳町

区の役員と建設予定地及び周辺の地権者の２６名に、道路建設の経緯と第１期工事として、甲

西道路から町道青柳長澤線までの道路計画案について説明いたしました。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
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     再質問です。２８年の３月８日に地区説明会を行なったということですが、その時地区の人

たちにはここへ企業を誘致するので、皆さん、早く言えば立ち退いてくださいというような説

明を行なっているんですね。だけど、もうその時は既に、企業は白紙になっている、企業誘致

は白紙になってるんですね。その辺はどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）    

一度企業については撤退いたしましたが、今後のですね、企業の進出の誘導という意味で、

道路計画をいたしました。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それでは３番に移ります。今後、企業誘致の有無、これはどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただいまの今後の企業誘致の有無についてお答えします。中部横断自動車道増穂インター交

差点西側の企業進出については、大手企業からの出店希望がありましたが、白紙となり、その

後、１社から問い合わせはありましたが、出店には至っていない状況であります。この地域の

土地利用の用途指定は、準住居地域となっておりますが、インターチェンジや大型店にも近い

ことから、商業や企業の事務所などにも適地と考えております。一方、町では、インターチェ

ンジから旧国道５２号に向けた青柳３２号線の道路を計画しておりますので、建設が決まり次

第、ホームページ等を利用し、積極的に企業誘致に取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。あそこへ企業が来るという、希望的観測。あんまりその可能性は少ないような

気がするんですが、前にですね、町長が青柳の区の会合で、こういうことを言ってました。イ

ンターを出て行き止まりなので、そこから真っ直ぐの道を造るんだって。そういうふうに言っ

ておりました。インターを出て行き止まりではないですよね。右にも左にも行けていますよね。

そして、その真っ直ぐの道を国道へ抜くっていう必要が、それほどあるのか。そんなに必要は

ないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     私はですね、２年前の第２期富士川町長選挙の時に、これは公約として、甲西バイパスから

国道へ道を何本か抜いていきたいと言うのをしております。これは、青柳３２号線だけではな

くて、大椚地区もありますし青柳の４丁目、５丁目の方もですね、５丁目の方は青柳１号線が

出てますから、ですがその間がくろがねやさんから、旧鰍沢の境までがやはり道路はないんで

すね。あそこに２本ぐらいの計画、これは区長さんにも言ってありますけどもいつ、どういう
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道路をと言うことは、まだまだ具体的にはできないけれども、この辺にこういう道路があった

らいいよねというふうな協議をしましょうということをやっております。これは旧５２号まで

持ってきたいということでありますけども、そのうえにはある程度の道が、東西の道がありま

すんで、それらにいかに繋げていくかという計画でありますけれども、その第１弾として、ま

あ一弾と言いますか、ガストさんから東側も１本抜いてあります。そしてくろがねやさん南側

も１本、１１号線を抜いてあります。今度は３２号線ということですが、これはインターチェ

ンジから甲西バイパスへぶつかってＴ字路になっているんですね。で、あそこでＴ字路よりも

もっと町へ人を呼び込むには真っ直ぐの道路が欲しい。そしてその先は町が持っている活性館、

かつての活性館等がありますんで、そこのところの賑わいのまちづくりを作っていくために、

必要な道路でありますんで、これはその中でも第１弾の開発道路として、現在話を進めている

ところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。今町長が活性館のところを賑わうようにと答えられましたが、活性館は今、閉

鎖しておりますよね。あれを再度するつもりがあるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     活性館とですね、追分館でありますけれども、見ての通り裏の方のこれまで骨董品を置いて

いたところは、誰が見ても危ないものでありますから、今ロープをしてあります。そして、や

なぎ亭の方もですね、昨年耐震診断をしたところ、お客さんを呼ぶような施設ではないという

ことから商工会からも返された施設であります。そういいましても、あそこにあれだけの広大

な土地があります。そしてまた、この町の玄関口とすればやはり中部横断自動車道増穂インター

だと思います。それから、商店街旧青柳宿、あるいは鰍沢宿に賑わいを取り戻すためにも、旧

道に人を寄せてこなきゃあだめだと。今、あの建物がだめだから、ああいう状況だから今後も

あのままでいい、という話にはならないと思います。この町を元気にしいくためには、やはり

町の核を作って行かなきゃいけないと思いますんで、そこに町の土地もありますからあの辺を

「にぎわいのまちづくり」の拠点にしていくことは前々から言ってるとおりであります。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん）   

     ４番目の質問に入ります。この道路建設により転居を余儀なくされる住民への対応はどのよ

うに考えているのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）   

     お答えします。青柳３２号線道路建設につきましては、これから、現地の測量調査を基に、

道路計画を決定していきます。これにより道路計画が決まりましたら、道路建設予定地内の地
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権者と用地及び移転補償の交渉を進めていくことになりますが、地権者の方には本人の意向を

伺いながら、誠意をもって対応して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。この道路建設によりまして、転居を余儀なくされる住民の人たちは大変困惑し

て、反対をしております。ご存知でしょうか。そしてその方々のですね、対応をしっかりとし

ないと、この人たちがこの町に愛想をつかして、よその町へ転居しちゃったんなら元も子もな

い。この町の人口は減る一方です。その辺の事はどうお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）  

過日の説明会におきましても、反対意見もありました。今ですね、道路の線形の計画の方も

していますんで、それが出来ましたら、案ができましたら再度説明会を開かせていただきまし

て、丁寧に説明をしていくことになります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

しっかりとですね、住民と話し合いをしていただきたいと思います。 

それでは、大きな３番目の質問ですが、商店街の活性化についてお尋ねします。その一番で

すがフォレストモールの進出により、その周辺は賑わいを見せています。町の経済効果はどの

くらいあるのでしょうか、伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君）     

     ただいまの町の経済効果はどのくらいあるかの質問にお答えします。フォレストモール富士

川は、平成２６年３月に、１０店舗でオープンし、今回の２期工事により、合計１４店舗となっ

たところであります。 

また、ホームセンターと併せてオープンしたことにより、連日、町内外からの買い物客で賑

わい、多くの人の流れを生み出しています。こうした中、これらの企業進出による経済効果の

測定はしておりませんが、大型店２社の雇用状況は、従業員１２３名に対し、町内から３８名

を雇用、また、町に直接影響のある収入としては、開発地域全体の固定資産税、法人住民税、

町有地の貸付料を合計しますと,２，９００万円程度の増収となっております。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ありがとうございました。２番目に移ります。大型商業施設が賑わう一方で、旧国道５２号

線沿いの地域商店街は非常に衰退傾向にあります。商店街を活性化させる対策についての考え

を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君）    

     商店街の活性化をさせる対策についてのご質問にお答えします。近年のライフスタイルの変

化や、町外の大型商業施設の進出により、町内の商店からの買い物客が減り、また事業主の高

齢化や後継者不足により、廃業を余儀なくされるなど、地域の商店街の活力が失われていまし

た。しかし、町内へ大型商業施設がオープンしたことにより、町外へと流出していた客足が、

町内に戻るとともに、新たな買い物客を呼び込み、賑わいが生まれています。こうした中、町

には、青柳３２号線計画がありますので、この道路により、新たな人の流れを生み出し、この

賑わいを商店街へ引き込むことを考えております。 

また、商工事業者への支援として、設備投資にかかる利子補給制度や起業者支援のためのコ

ミュニティビジネスモデル事業起業支援補助制度も実施しております。さらに、本年度、新た

に空き店舗バンク制度を創設し、新規起業者が物件を探しやすい環境整備を行うとともに、町

と商工会及び町内金融機関等が協力して創業者を支援する創業支援計画を策定し、国から認定

を受けたところであります。 

このほか、地域商店街の賑わいを取り戻す一つとして、「ふるさと名物応援宣言」を行い、落

語鰍沢の舞台に関する新商品と地域の特産品をPRしたところであります。 

こうした新たな制度等を広く情報提供し、商店街の活性化につなげていきたいと考えており

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。フォレストモールが非常に賑わっていると言うことは大変結構なことなんです

けれども、そこが賑わっていればいいというものではないですよね。もちろん先ほど御答弁中

にもありましたけれども。古い個人商店の人たちが活性化しなければ、これは成功したとは言

えないと思います。そしてですね、先ほど商工会の話もちょっと出ておりましたけれども、商

工会会議にですね、町からは誰が出席しているのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美議員、商工会の会議と言ってもですね、たくさんあると思うんです。いろんなもの

が。どういった会議なのか特定できるのですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     商工会の総会とかですね、そういった・・・・・関連質問です。 

〇議長（秋山貢君） 

     関連じゃなくて、再質問なのでしょうけれども。商工会と協力して、創業者を支援すると言

うような話があったけれども、その中で商工会とどういうふうに連携しているのか、町当局は

誰がそういったところへ参画しているのかを聞いている訳ですね。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     そうです。 

〇議長（秋山貢君） 

当局で答えられますか。 

町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

商工会にはですね、総会を始め、おかみさん会とかいろんな会があります。当然、女性部会

もありますし、関連した法人会もあります。私も総会はもとよりですけども、ほかの方も都合

がつけば青年部の会にも、女性の会にも、そしてまた商工会がいろいろ主体でやってくれる会

もあります。そういうのには、私も行きますし、役場の大半の課長も行っているはずだと思っ

ています。通常の交渉事については、産業振興課が中心となってやっておりますけども、そう

いった商工会の催し的な会議は、できる限り出席をしております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そういった会議へ出席していただいて、個人商店がどのくらい困窮しているかということを

しっかりと把握していただきたいと思います。フォレストモールがすごい賑わっています。先

ほどから申し上げましたようにね。ただああいう大手はですね、大量に仕入れて大量販売する

から安く購入出来て、安く売れますよね。消費者とすれば１円でも安い方に買いに行くなんて

ことはこれは当たり前のことなんです。こういうことから考えますと、フォレストモールが賑

わっても、この国道から西の方の個人商店にもっと目を向けて活性化するようにしていかなけ

ればいけないと思うんですね。そういう会議へ出て今の商工会へ加入している個人商店の人た

ちの困窮している現状をしっかりと、町長、把握していただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

総会でですね、商工会加盟店が毎年、毎年、新規の加盟業者もありますけれども、減ってい

く状況はつぶさに見ております。ただこれは、先ほど産業振興課長が言ったようにですね、後

継者不足とか、今経営している人の高齢化とかそういった面からですね、いたし方ない部分も

あるのかなと思っております。ただ青柳の商店街、まあ５２号線沿いですが、かつては賑わい

がありましたけれども、八百屋さんもなければ、肉屋さんもなければ、魚屋さんもないと言う

ことからこの町の人の消費者の大半が町外へ行ってしまったんですね。それが今戻ってきてお

ります。この戻ってきた人をもう一度活用しながらですね、それぞれの個人店が個性を出して、

やっぱしやっていただかなきゃいけない。私も昔２４時間営業したらどうですか、と言ったら、

２４時間も夜中なんか買いに来てくれる人なんかいない。もっと安く、１００円ショップでも

やったらどうですか、と言ったら１００円の商売なんかしたらかなわないと。そう人たちが、

大手のコンビニストアにとられたり、１００円ショップにとられたり。やはり１円でも安いと

いうよりも、消費者は利便性も求めておる訳ですね。お金だけじゃないと思います。利便性、

サービスを求めていると思いますんでそれらの部分もですね、しっかりそれを商工会の加盟店

の皆さんには、御研究をいただきながら個人店ならではの商品もあるはずなんです。全体がだ

めじゃなくて、後継者のいる商店はしっかりやっていただいていると思ってます。後継者のい

ないところが、もう俺の代だけでいいと言うところがありますんで、そういうところも活性化

していくために空き家バンクというのも、空家商店街にもですね、空き家商店バンクというの

もつくりながら、よその力も借りながら１店がいいというのは私も思っておりません。この地



 ３８

域全体が賑わいが創出されて、初めて富士川町の賑わいが出てくると思ってますんで、ぜひ商

工会の皆さんにも、個店の皆さんにも頑張っていただきたいなと、町もできる限り支援をして

いきたいと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

 私たち議員もですね、個人商店街が活発になれるように努力していかなければならないとい

うことを思ってますが、先ほど町長の答弁の中にサービスっていうことをが出てましたけれど

も、個人商店は個人商店なりにサービスの仕方を一生懸命考えてやっています。ですから私は、

スーパーへ、個人商店にないものはスーパーへ行きますけれども、それ以外のものは個人商店

を利用するようにしております。ぜひですね、この個人商店が活性化できるように目をかけて

いただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

個人商店の皆さんもそれぞれ努力はしながら、この商工会も一店逸品運動とかですね、やり

ながら、一生懸命やってるんですね。ただ、個人の限界もあったり、そして大型店のよさもあっ

たりということで先ほどいいましたけども、この町の７割以上の人が町内で買い物をしてた状

況がありました。今はそれが半分以上戻ってきていると思います。今度出た大型店に行っても

顔も知らない人が非常に多いということは、町外の人も相当来ているんですね。そういう人た

ちにもっと青柳鰍沢商店街には、大型店にないものがあるんだよというＰＲをですね、やって

いっていきながら、まさにそれが一店逸品運動の原点だと思います。今車社会ですからそんな

に移動は苦にならないはずなんですね。今大型店で買ってる人も、先ほど議員さんも言いまし

たけども、この店で買う商品と、個人商店で買う商品はみんなわきまえてるんですね。もう

ちょっといえば、それ以外にこれは南アルプスのスーパーで買ってこようとか、そうやって巡っ

ておりますので、そういうのに負けないように消費者のニーズがどこにあるかと言うことをで

すね、商工会がもう少し把握しながら、そして商店街の育成に努めていただければありがたい。

町はできる限り支援をしていく。これまでもしてますけども、今後も支援していく予定でおり

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

最後に町長にお願いしておきます。商工会の総会とか女性部とかですね、そういった総会に

はぜひ出席をしてこの方々の現状をしていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

私が出席するのは、そういった催しの時のセレモニーの部分なんですね。私は商工会の会員

でもありませんし、発言力はありません。お祝いは言いますけれども、それは商工会の役員さ

んが決めることであって、役員以外の私がいろいろ言うと商工会がまた混乱を起こしますから、
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その辺は住民ニーズが、消費者ニーズがどこにあるかを商工会と商店がしっかり把握しながら、

商工会でいい計画を立てていただければ町もしっかり支援をしていくと。そう意味で町は今後

も支援して行きますというお答えをさせていただきました。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

町からもしっかりと支援をしていただくという約束で、以上で私の質問は終わらせていただ

きます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告１番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時００分 

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

再開 午前１１時０９分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

 続いて通告２番、３番、川口正満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。通告に従いまして、高齢者にかかわる問題です。それと、移住の促進につい

て、教育厚生常任委員の立場からも伺って参ります。最初に、高齢化が進む課題と取り組みの

推進状況について伺って参ります。まず高齢者の三大不安として健康、お金、孤独があります。

健康に不安、年金が下がり収入が少なく十分な貯蓄がない。頼る人がいない。買い物にも不便

である。生活力が足りない心配と、さらに集いと語らいの場がないと情報もなかなか得られな

い。そういう高齢者の不安が増えております。全国では、介護保険料の滞納者が65歳以上で１万

人以上もあり、「下流老人」という、高齢者の貧困問題も大きくなっています。一例を挙げます

と、昨年９月の議会で明らかになりましたが、昨年度、国民健康保険の滞納者が延べ728件、

介護保険の不能欠損56名ありました。町民憲章では「人の絆とぬくもりを大切に」と宣言して、

総合計画の基本目標の一つでは「健やかで笑顔があふれるまちづくり」を目指しています。町

民一人一人が生涯にわたって健康で、安心して暮らすことのできるまちづくりを進めています。

しかし町の高齢者は5,000人を超え、高齢化率は26年30.7%、27年には36.1%となり、毎年老々

介護や独居世帯が増えて、いわゆる「お一人様」という、余生を楽しく暮らせる方はわずかで

す。町内の現実は、不安や不満足の声が多くて残念です。年金が下がり、一方介護保険料や物

価など上がっている。「若い人は車で行けるからよいが、私たち高齢者は買い物に困っている」

などと聞かれます。町民の暮らしに直結する重要性、必要性から、また住民サービスの町民へ

の還元効果の観点から、福祉の施策に十分配慮して、予算と情報、サービスを重点化するべき

と考えます。 

そこで、高齢化が進む観点で伺って参ります。総合計画では、介護福祉サービスの充実のた

めに主な施策、事業として次を挙げています。１点目、町民の関心も高い福祉に携わる専門家
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や、ボランティアの確保育成、そして地区組織活動の育成、ボランティア活動の充実について、

実情についてどのようでしょうか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただ今の川口議員の高齢者の高齢化が進む課題への取り組みについてのご質問にお答えいた

します。介護・福祉サービスの充実については、総合計画及び地域福祉計画に基づき、施策・

事業を展開しております。施策項目のひとつである、「福祉に携わる専門家やボランティアの確

保・育成」については、社会福祉士、介護支援専門員、栄養士等の確保・育成を始め、社会福

祉協議会と連携した、ボランティア活動における啓発及び情報紙の発行、養成講座の開催など

に取り組んでおります。 

また、「地区組織の育成」については、民生委員、福祉推進員等の協力による地域見守り活動

の強化を始め、郵便局や生協など民間企業との地域見守り協定の締結、ふれあいサロン、会食

サービス等の高齢者支援事業における「近助・共助」の推進・地域力の向上に取り組んで参り

ました。 

     なお、「ボランティア活動の充実」についても、社会福祉協議会と連携した手話講座や介護体

験等のボランティアスクールの開設、交流会の開催など、ボランティア活動の充実に向けた取

り組みを行っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）   

さまざまな施策をですね重要性、必要性の観点から推進していただいてる訳ですけども、残

念ながら町民にはまだ不満の声もあると。その点に関しまして、次にですね。・・ 

○議長（秋山貢君） 

  川口議員（２）に入る訳ですか。 

○３番議員（川口正満君） 

今は、今の質問のまとめになってます。 

○議長（秋山貢君） 

まとめじゃなくて質問をしてください。再質問ですか。 

○３番議員（川口正満君） 

再質問ということで、今、先程ですね、答弁では人づくりの課題とか、あるいは地区ごとの

取り組みの推進についてお答えになっております。質問ですが、さらにですね、これらをどの

ように強化していくのかという観点で、改めて質問をさせていただきます。と言いますのは、

町民には、不満や不平があるという実状ですね、そこの点をどのように捉えながら、どのよう

に強化していくか伺いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

町では民生委員さんや地区から、いろんな情報を集めたり、また社会福祉協議会からも情報

を集めたりまた、町の職員である専門職の職員がいろんな課題とか問題があれば、その都度、
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訪問をしたり、相談をしたりということで進めているところであります。さらにこれからは、

その活動につきまして啓蒙、広報を進めていきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それでは次の質問に続けながらですね、現状の問題点とかあるいは解決策を共に考えていき

たいと思います。２点目のですね、ボランティア活動の充実に関しては、子育て支援のファミ

リーサポーターのような、高齢者サポート制度を設けて、有償ボランティアの育成制度を設け

られないかという、新しいですね、企画について伺っていきたいと思います。核家族化により

まして、親を近くで見れない、都会に住む子供が多い実情があります。家族のきずなが一番大

切で、晩年の十年は子供が親を世話するべき、などと教えられています。しかし一人住まいの

老人が増え、社会福祉や地域の支えが求められています。町の手厚い高齢者対策が年々重要視

されています。そこで、・・・ 

○議長（秋山貢君） 

  川口議員、先程（２）について質問なさった訳ですから、それについて答弁もらいますか。

それでいいですね。 

〇３番議員（川口正満君） 

今（２）については具体的に有償ボランティアの育成制度・・・ 

○議長（秋山貢君） 

ですから、通告にはその育成ボランティアの育成制度を設けられないか伺いますと出ている

訳ですから、それに対して答弁いただいてよろしいですね。 

○３番議員（川口正満君） 

そうです。 

○議長（秋山貢君） 

ではご着席ください。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

      ただ今のご質問にお答えします。ボランティア活動に関しては、社会福祉協議会と連携す

る中、手話通訳や、生活支援のボランティア養成講座の実施、交流会の開催や啓発活動に、

取り組んで参りました。 

      また、少子高齢化による核家族化や、ひとり暮らし高齢者の増加に伴い、高齢者支援の内

容も、部屋の掃除や庭の手入れ、買物支援などの家事支援を求める声が、益々大きくなって

おります。こうしたことから、町では、生活援助員派遣事業として、調理・清掃などの家事

援助や相談業務を行うヘルパーの派遣を実施しており、今後も、高齢者支援の強化に向け、

取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君、再質問があればここにお願いします。 

〇３番議員（川口正満君）   

     再質問になりますが、今は先ほど述べられた幾つかの具体的施策について、ある程度数字的
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な、件数的なものがありましたら教えていただきたいと思います 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

生活支援事業、生活援助員の派遣事業といたしまして、昨年度、全体で 320・・いえ 430 件

の支援をいたしました。月の平均10名程度が利用していただいているようなかっこうになって

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

再質問ですけども。今回はボランティアの活動ということで伺っておりますけれども、今の

施策はですね、ボランティアさんをどのように育成したり、あるいは補助等による支援、とい

う事でよろしいですか。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

こちらにつきましては、生活援助員の派遣事業としての実績になっております。今の数字は 

そちらのものになっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

活動支援、援助、今回私も厚生関係が初めてで勉強中ですけども、制度として、ボランティ 

ア制度・・ちょっとそこを明らかにしていただけますか。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

生活援助員の派遣事業につきましては、町内に住所を有している方、おおむね65歳以上の単 

身高齢者世帯の方への支援をする制度になっております。有償で、有償事業としてファミリー 

サポート制度と同じような形のものでやっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それを聞いてひと安心ですけど、すでに高齢者に対してですね。そういうニーズに対応して 

進めているという事ですから、さらにですね、これらを地域別あるいはメニューごとにですね、

強化していただければと思います。関連して再質問ですけども、山梨県には地域福祉基金の補

助制度があり、ボランティア活動活性化のために、対象事業もたくさんあります。県や福祉協

議会とも連携して高齢者をサポートする制度、一方、この県の地域福祉基金の補助制度を活用

して取り組んでおられるかどうか。その点いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 



 ４３

○福祉保健課長（依田一利君） 

地域福祉基金の部分については、活用、現在しておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ここには県の方のホームページから別紙がある訳ですけども、ぜひこれらもですね、今後取 

り組みということで、裾野の広い高齢者に対して、意欲のあるボランティアをどのように支援

していくかいうことで、取り組みを、具体化をお願いしたいと思います。それでは大きい２番

で、老人クラブの会員数と会員を増やすための対策について伺います。総合計画の25年度の目

標では1,000人だったわけですが、地域ごとの会員の実状について伺います。 

○議長（秋山貢君） 

（１）の質問でよろしいですね。 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

   老人クラブは、老人福祉法の第１３条、「老人福祉の増進のための事業」として、位置づける中、

本町では、社会福祉協議会を事務局として、会員相互の親睦及び老人福祉の向上を目的に設置され、

活動を続けております。 

 平成２８年６月の、町全体の老人クラブ会員数は、６８３人であり、２５年度目標値の７割弱と

なっております。会員の実情については、地区にある単位クラブは２６支部となっており、会員数

は、多い支部で６０人、少ない支部では数人程度であり、支部当りの平均会員数は２６人程度となっ

ております。 

     また、中山間地区の支部会員数は、比較的、現状を維持していますが、他の支部においては減少

も見られるなど、全体的には、減少傾向となっております。老人クラブ会員数は、全国的に見ても

減少が続いている状況であり、本町においても、２５年度末の７３９人からの比較では、５６人、

７％程度の減少となっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

計画対比でですね約７割ということで、これらの数字を初めて伺っているわけですけども、

主に特筆するべき、例えば山間地で地域の団結力が強くて、いい例とか、あるいは平地の厳し

い例とか、そういう特記するべきですね実状について教えていていただけますか。 

○議長（秋山貢君） 

 再質問ですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

活動が活発に行われているような地区ですと、月に２度、３度、グラウンドゴルフ大会を兼

ねた地域の集まりがあって、それが積極的に行われている地域ですとか、やはりあの、町の若
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干外れと言いますか、の方になるんですけども、サロン的なものを地域のボランティアさんが

一緒に加わって開催をしてくれているような地域は活発な活動が行われています。活動の状況

が厳しいようなところにつきましては、新たな会員の方が集まらない。また役員等の問題もあっ

たりするということで退会をされたり、ある程度その年度の期間でまとまった人数の方が退会

されるようなこともございますので、そういう地域もございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

厳しい実状の方が大きいわけですけども。それでは２点目のですね。活動の状況、あるいは

参加率が高まらない事に関して、どのような課題があるととらえていらっしゃいますか。伺い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）         

     老人クラブの会員数減少や、活動状況の低下が続いていることに関しては、いくつかの要因

や課題が挙げられます。ひとつに、老人クラブにおける、事業活動内容の精査・見直しであり

ます。６５歳から加入できる会員の年齢層は、６０代から９０代までと年齢層が幅広く、年代

にあった事業内容の構築が、非常に難しい状況にあることが挙げられます。 

また、高齢者雇用の増大等による社会情勢の変化や、ライフスタイルの変化による、スポー

ツや趣味等における娯楽の多様化の影響もあり、老人クラブの加入率低下の大きな要因となっ

ております。こうしたことから、全国的に、会員増強運動を展開しておりますが、今後は、社

会福祉協議会と連携する中、実行力のあるリーダー会員の養成や、「生きがい」として目標が見

出せるよう、会員の意識改革に取り組むなど、魅力ある老人クラブの構築に向け、取り組んで

参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

先程の回答の中で、リーダー会員の養成ということがありましたけど、これについてはどの

ような計画で進めてきておりますか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

老人クラブ活動が、活動の目的というのが、大分長い年数を経過してきていて、マンネリ化

と言いますかその部分がありますので、新たに意欲的な地区のリーダーを養成するようなこと

を、これから社会福祉協議会と進めていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ちょっと具体的にですね、長澤区の例を挙げて説明と問題点を共有したいと思います。長澤

区では70歳以上の方が447人いまして、老人クラブ会員数はわずか31人と、年会費1,200円
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で、会員の中から何とか会員を増やせないかと強い要望もあります。会員さんは非常に元気で

あり、草とりやトイレ清掃、様々な部活の活動や盆踊り大会、文化祭などにも参加して元気や

語らいの交流活動を行なっております。ここに来れない方々をですね、どのように、集まって

いただくかということが非常に難しい問題ですけれども。まあ先程もちょっと出たと思います

が、それぞれのクラブにおいて、実状が異なりますので。ちょっと再質問なりますけども、地

区支援チーム、職員が各クラブに入ってですね、意見交流する、指導や助言を推進するなど、

そのような各クラブとの連携はどのようにお考えですか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

川口議員の老人クラブの会員を増やすための政策についてのご質問にお答えいたします。第

１問で1,000人を増やす予定であったけれども増えないと。この中にも、この議場の中にも会

員の資格のある人がいますけれども、私は入っております。皆さんが入っているかどうか、そ

れが一番の問題だと思っています。それとこれからの老人クラブ、ネーミングの問題もあると

思うんですね。老人クラブ、友愛クラブという名前で一時やったこともあります。年金クラブ

でもいいんじゃないかなと思っておりますけれども、そういったネーミングのあれがある。あ

ると同時にですね、まだまだ俺は、私はそういう歳じゃないという。現役でやっている人たち

が多い訳でありますね。ですから、そういう人たちに無理やりというのもこれもどうかなと思

うんですね。もうひとつは老人クラブ自体が、大きな目標なんかも持つべきだと私は思います。

そういう中で、青少年育成のための指導員の養成講座もあります。そういった大きな目標を、

日本全国でもいいですし山梨県でもいいです、この富士川町の老人クラブ連合会でもいいです

から持っていただいて、それを実行してくれるためのリーダー養成講座なんかをしていけばい

いんですが、今はただ単に会員を増やせ、そしてお金を払ってください、その部分のことしか

ないと思いますんで、これからですね、社会福祉協議会が、老人クラブの事務局をやっており

ますんで、そことも、福祉保健の部分も当然ありますから一緒に胸襟を開いて、これから先の

ことですね、本当に話し合いをしながら、我々もいずれ入っていく、私はもう入ってますけれ

ども、大半の人が一年にひとつずつ歳をとってきます、必ず長生きをすれば、その対象者なっ

てきますんで。この地域に貢献できるようなクラブ活動を期待しているとこであります。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

ありがとうございます。関連する質問で・・・ 

○議長（秋山貢君） 

   再質問ですか。 

○３番議員（川口正満君） 

再質問です。この、福祉はですね、やはり行政と住民がですね、もっと身近にならなきゃい

けない。そういう観点でそれを繋ぐですね地区支援チーム職員、この活動をどういうふうに。

現状あるいは今後の強化策を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

役場で配置をしております地域支援員はですね、各区と、区長さん一人ではとても細かい作

業はえらいだろうと、いうようなときに支援をする。そして区と役場の連絡をする。そういう

事でやっております。この地域支援員は非常に若いものでありますから、まだ老人クラブの加

入資格もありません。ですから老人クラブは老人クラブの一つの単体として中から、60何歳か

ら 90 何歳、100 歳の人がおりますんで、そこの各階層の意見を引き上げていただいてですね。

どういったクラブ運営がいいのか、これは自ら考えるべきだと思いますんで、うちの地域支援

員がそこに行ってああしろこうしろすると、これは越権行為になると思いますんで。そういう

意見もあります。理想ではそうかもしれませんけども、現実としてそれは無理だと思ってます

んで、うちの地域支援員が老人クラブの運営とか目標について考える時ではないと思っていま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

決してですね。再質問でお願いですけど。地区支援チームにああしろこうしろという事では

なくて、老人クラブの実状を足を運んで聞いてあげるという観点ですね、町長以下、あのタウ

ンミーティングとか、あるいは議員も懇談会、そういう接点がある訳ですけども、老人クラブ

の皆さんと、よりふれあいの場を設けながら今後一緒に考えて解決策を手探りして行きたいな

と、そういう観点です。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

長澤区ではありませんけども鰍沢地区では議員さんが中心となって、そういった、クラブで

はありませんけども、ある程度のお年寄りを一同に集めていただいて、町の事業をテーマを決

めながらやっていただいてるところもあります。ぜひですねうちの地域支援員がですねそうい

う事をするんじゃなくて、それぞれの地域がありますんで、そこで要請があれば私も行きます

し、町のそれぞれ課長も行ってですね、一度にたくさん行っても多分お年寄りには無理だと思

いますから、例えばデマンドバスの乗り方、あるいはマイナンバー制度でもいいし、また町の

防災計画がどうなってるか、町全体のことで私が行きますけども、そういったものをですね。

そういった意味も込めて老人クラブが目標を定めながら、会員と地域の情報を共有するような

形ができれば、老人クラブとしてのですね存在感も出てくるんではないかなと思ってます。ぜ

ひ議員さんにも会員になっていただいて1,000人が町の目標ですから、是非よろしくお願いし

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

老人クラブの会員を増やすと。再質問で。福祉協議会のですね役員のOBの方から聞いたんで

すけども、県内ではこの老人クラブの入会率ですが、下から三番目ということを伺いましたけ

ども、先程からですね積極的に取り組んでいただくということですが、それで県にはですね、
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あの老人クラブについてということで、山梨県老人クラブ連合会も、もちろんあって、町ある

いは老人クラブはこの連合会とはどのように積極的に連携をとられているのか。実状を伺いた

いと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

組織としまして、それぞれの町の地区の老人クラブがございまして、その取りまとめたもの

が、町でいう老人クラブ連合会。さらにその各市町村ごとの老人クラブがまとまって、県の老

人クラブ連合会という形で活動をしております。それぞれがそれぞれの活動をしておりまして、

あとは県などの行事に参加をしたりというような形での体制になっております。 

○３番議員（川口正満君） 

再質問とですね、提案も含みますが。先ほど町長からもですね名前の問題が出ております。

老人クラブ、以前には友愛クラブという名前もあった。実は昨日私は95歳のおばを送ったんで

すが、八田村では老生会、老生クラブという名前に変えたところ会員も増えた。老生という経

験を積んだ人々ということで、そういう事で友愛クラブやそれぞれ経験を積んだ熟年の仲間達

というふうなネーミングの検討も含めて、老人クラブあるいは県も含めて検討が出来るかどう

か。お願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先程来言っておりますように、老人クラブは老人クラブとしての一つの単体なんですね。こ

れで町が名前をこうしろ、ああしろというのはちょっと町が行き過ぎの行為になるんじゃない

かなと思います。例えば、この町にもいくつも会合があります。それぞれ地区のネーミングを

もった会合もあります。老人クラブは先程来言っておりますように、旧増穂町では友愛クラブ

という名前でありました。これも友愛クラブのみなさんが山梨県全体を見ても友愛クラブは

１か所だけだと、行ってどうも話が合わないという事からいったん老人クラブとしました。で

も今は、また地区によっては友愛クラブにまた戻したところがあるんですね。それはそれぞれ

のクラブの自分たちの名前を決める事ですから、町がいろいろ言う事ではなくて、それぞれの

みなさんでよくご協議をいただいて、名前は何でもいいと思うんです。若者クラブでもいいと

思います。それは自由でありますんで、現在の老人クラブの皆さんが主体性を持ちながら、目

標を持ちながら、そしてこれから入ってくる人たちにも、魅力があるような団体になっていた

だければ、会員も増えてくるんじゃないかと。町は当然老人福祉もやってますから、そういっ

て意味でのお手伝いは今後もいくらでもしますが、名前を決めるのは町が決めるものではない

と思っています。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

それでは、大きい３番ですね。高齢者の生活支援と参加機会の充実と環境の整備について伺

います。１点目です。広報の４月号に健康生き生き情報が掲載されました。閉じこもりになら

ないよう、特に、買い物や散歩など外出しているか、適度に運動しているか、地域活動に参加
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しているかに関してはどのように、実態を把握しているか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

      答えいたします。介護保険法では、平成１８年度から、６５歳以上の高齢者を対象に、二次予

防教室の対象者把握の事業として、身体状況や生活状況等について、基本チェックリストによる実

態調査が定められております。これを受けて町では、平成２５年度までは、町の総合健診時に行っ

ておりましたが、多くの方に回答をしていただくために、平成２６年度から３年に一度の悉皆調査

として、郵送で実施しております。調査項目は、法で定められた閉じこもりや運動機能、口腔機能、

認知機能などの２５項目と、町独自の質問項目として、家族状況、疾病など医療に関する２０項目、

合計で４５項目の元気度チェックとして実施しております。 

また、調査は４，０４７人に発送し、２，９６４人、７３．２％の回答があり、結果としては、

運動機能については、５４１人１８．３％、口腔機能については、３９８人、１３．４％の方が低

下予防が必要となっており、その対象者として把握された方へは、個々に通知等連絡をとり、教室

への参加を勧めております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

実状を教えていただき、ありがとうございます。この「健康生き生き情報」の中ではですね、

人との交流をするということで、一緒に楽しむこと、笑うこと、友人を誘って季節のイベント

などの地区活動や催しに参加しましょうということで、高齢者に意識や行動を訴えている訳で

すが、それはなかなか難しい。そんな事で再質問ですが。さて具体的にどのように進めるか、

広めるかという事で、高齢者が集い、語らい、笑いながら余生を楽しく過ごせるように、町は

意欲のあるボランティアグループなどを積極的に支援すべきと思います。世代間の交流を含む、

地域のふれあい活動に意欲的に取り組んでいる活動に対して助成して、自助、近助、そして共

助の支えあいの共同活動を推奨すべきと思います。高齢者の暮らしからのニーズや要望そして

不安が多い事の目線に立って、具体的な支援策について前向きに検討出来ないかどうか伺いま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）  

ボランティア活動につきましては、先程老人クラブのところでお話しを申し上げたとおり、

地区によってはサロン等の活動を積極的に地域の方がお手伝いして行っているという部分もご

ざいますけども。あと今後につきましては、女性のボランティアの方はいろんな所で活躍して

いますけども、男性ボランティアの育成を今後していきたいと、いうふうに考えています。こ

の内容につきましては、生活支援の部分で、男性の方が向いているような支援の部分もありま

すんで、そういう中の業務につきまして今後ボランティアを募集したり、研修をして進めてい

きたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君）     

     ここにもあります参加機会充実と環境の整備ということで、行政からですね、やはり手を差

し伸べる支援策を具体的に施していくという事が求められていると思いますんで、よろしくお

願いします。次の２点目、お願いします。健康教室を幾つか企画して、参加者は健康増進を図っ

ています。特に高齢者を対象とする教室の実施状況と課題などについて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）        

     高齢者の健康教室としては、介護予防を目的として、町内全体を対象に、運動教室、口腔教室、

認知症予防教室を行っており、平成２７年度は、１０１回実施しております。 

     また、各地区で実施されるいきいきサロンなどの集まりの機会や、地域の小集団を対象として身

近な場所で実施できる運動教室など、地区の要望に合わせた内容の健康教室を、平成２７年度は

１７地区で、３５回実施しております。これまでの課題としては、病院受診や自分で身体を動かし

ている、まだ参加をする程ではない等を理由とし、参加していない方々への働きがけが必要である

と考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）        

     何回かという実績をあげられましたが、ともすると参加者で同じ方が何回か参加されて、ま

あいい事なんですけども、そこに来られない方々の実人数をつかんで、新しい方を増やす努力

もお願いします。次の３点目ですね。いきいき筋力教室について、地区ごとに実施と参加状況

及び課題などについて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）       

     現在、高齢者を対象とした運動教室として、いきいき筋力教室を２４箇所で、実施しており、

平成２７年度は、５０２回実施し、延べ４，４１５人の参加がありました。これは、各地区の

協力をいただきながら、公民館やつどいの家などを活用し、月に１～２回行っております。地

区によっては、介護予防サポーターを中心に、自主的に教室を開催したり、多くの方が参加で

きるように、地区のサロンと合同で実施するなど工夫をしております。課題としては、自主活

動の推進と参加者の少ない地区への働きかけ、夜間実施の地区もあるので地区を越えての参加

といった、より参加しやすい教室運営が必要であると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ぜひ健康寿命を伸ばすためにもですね、初期高齢者の段階から主体的に積極的に健康づくり、

そして仲間づくりができるような環境を進めていただきたいと思います。じゃ４点目ですね。

先ほどからもお買い物の環境について出ておりますけれども、近所で買い物できない環境に

なっております。いわゆる買い物弱者について、どのように実態を把握して対応策を考えてい

るか伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     地域経済の変化や少子高齢化の影響から、地域の生活環境は大きく変わり、本町でも、高齢

者等における買い物弱者の問題も顕在化してきたところであります。高齢者等の買い物弱者の

対応については、これまで、生活援助員派遣事業によるヘルパーの派遣、社会福祉協議会によ

る、自立支援事業の活用により、実施して参りました。今後も、買い物支援策として、デマン

ドバス、ホリデーバス等の公共交通の利用促進を図り、買い物に行けない支援が必要な方には、

家事援助等における支援制度の活用を図るなど、買い物を含めた生活支援の充実に向け、取り

組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

施策を推進中ですが、実状についてちょっと述べさせていただきます。街中プラザいきいき

村のボランティア活動なんですが、８年目となり、近年カートを押して来店する高齢者も多く

なり、「買い物が不便で困ってます。いきいき村さん頑張ってください。」と「続けてください。」

と励まされる例も多くなっている訳ですが、町では民生委員さん、地域包括支援センターを通

じてどのように、具体的に高齢者の声を吸い上げていくのかと、そのような計画はありますか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

それぞれ訪問したり、情報があればそれぞれ対応はしておりますけども、町の地域福祉計画

を今年度策定する予定になっておりますので、そのアンケートを無作為ですけどとる予定に

なっております。そういう中で、ある程度の大まかな事になるかもしれませんけども、地域の

方の傾向をお伺いしていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

先ほど堀内議員の質問に対して町長からですね、商店街の活性化という話がありましたけど

も。今回アンケートということでぜひ、町民、利用者の視点でですね、声を吸い上げていただ

きたいと思います。それでは大きい４点です。移住者を受け入れるための促進策について伺い

ます。１点目はですね。近年、中山間移住に関心がある方から問い合わせ、あるいは断念した

というふうな例で、検討すべき課題について何か挙げられるか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

     それでは川口議員ご質問にお答えいたします。町に寄せられた中山間地移住に関心がある方

からの問い合わせは、空き家希望者からのみで、その内容は、「急な坂が多く、降雪時の交通が

心配である」、「すぐに居住できる住宅がない」、「売買物件はあるが、賃貸物件が少ない」との

ご意見をいただいております。 
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     こうしたことから、空き家対策の面からは、移住希望者のニーズに合った物件をどのように

確保するかが、今後の課題であると考えております。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君）      

町のですね、やはり生産力あるいは消費力という観点でも、移住、定住者を増やす事は重要

な問題です。そこで、先程の賃貸物件が少ないなど、空き家データバンクの促進は必要ですが、

さらにどのように具体的に強化していくのか。あの総合計画でもですね、追加の案件としてそ

のソフト事業の中に盛り込まれたと思いますが、さらに、現状のですね、移住定住施策に加え

て、さらなる強化策を伺いでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

それは（２）の質問ですか 

○３番議員（川口正満君） 

今の関連です。今後さらにどうように強化して・・・ 

○議長（秋山貢君） 

その内容は（２）と同じじゃないですか。 

○３番議員（川口正満君） 

（２）です 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

それではお答えいたします。現在、町で行っている移住・定住者に対する支援事業は、定住

奨励金補助、中山間地域等における住宅用地取得費補助、空き家改修補助などがあります。こ

れらの支援事業は、近年創設されたものであることから、まだ広く周知されていないため、今

年度においては、移住・定住希望者に直接情報提供が出来る機会として、首都圏で行われる個

別相談会やセミナーなどを利用し、積極的に情報発信していくことが重要であると考えており

ます 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町の施策をですね、積極的に情報発信するという観点で、さらにそこに盛り込んでいただき

たいことは、２０年前から移住定住された方が相当多くいるわけで、その子供たちもこの町に

参画しております。例えば、私の知る限りでは、仕事としましてですね陶芸家、写真家、竹細

工指導、藍染めの指導者とか森林技術者、自動車部品工業、演劇家や保育園の先生。近年では

ですねパン教室、あるいはオーディオの製作者、木工制作、ギター制作、あるいはルポライター

とかですね、いる訳ですが。このような方々はまちづくりのため戦力になってる訳ですけど、

このような方々と共にですね、声を聴く機会というのを是非企画して欲しいんですが、いかが

でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 
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〇政策秘書課長（野中正人君）   

川口議員さんが言われるとおり、これまでも移住者は何人も来ているということでございま

す。町の方でも新規の移住者を、何とか増やそうという事で、さまざまな事業を実施している

というようなところでもございますので、移住された方々のご意見を聞くという事が非常に大

切な事だと考えております。これらの事業を推進していく中で、実際に移住された方等の追跡

調査とかアンケートとかといった形で、声を町の方でも吸い上げて、次の事業の参考にしてい

きたいというふうには思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この町に移住された方々ですね、自然資源の魅力に惹かれまして、そして覚悟をもって移住

された方々と、そういう方々のですね、意見をぜひ新しいまちづくりのために、共に参画して

いただくような出番をつくっていただきたいと思います。参考までですけど、先月末、県の出

張講座で、副知事新井ゆたかさんにはリンケージ人口を増やすというような内容で、移住され

た方々を含めて35人参加されまして、移住者の皆さんの副知事にご意見を聞いていただくとい

う事で、副知事にもですね、有意義な機会だったと評価していただいたところです。以上です

ね、今回は経験豊かな高齢者はもちろん、新たに移住して、まちづくりに参画しいる町民と共

に、将来快適に暮らせる町を目指して、人々に優しい行政サービスを優先的に推進されるよう

願って質問を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で通告２番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時０１分 

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

再開 午後 １時００分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

 続いて、通告３番、１０番、齊藤欽也議員の一般質問を行います。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは通告に従って、順次やっていきたいと思います。一つ目は大きな質問としまして、

峡南医療センターへの４億円の貸付についてということで質問します。今議会に４億円の短期

貸し付け金が計上されました。昨年１２月に行なった短期貸し付けと比較すると約倍になって

おります。その理由と今後の見通しについて、町長の考え方を伺いたいと思っております。６月

２日に山日新聞に峡南医療センターの決算、経営状況が報道され、新聞を見た町民から問い合

わせがいくつか私のところにありました。その内容は、驚きと町政を心配するものでありまし

た。２６年度の赤字が７億円、２７年度見込み額が３億３千万円。わずか２年で累積赤字が合

計１０億円を超える訳ですから町民が心配するのは当然だと思います。昨年１２月議会におい

て私たちは、長期貸し付け１億５千万円、短期貸付は２億１５００万円の合計３億６５００万
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円の融資を決定しました。もちろん簡単に議会で決定した訳ではありません。企業団による実

現可能な、しっかりした改善計画の策定と実施が前提でありました。当時は１２月議会へ前に

出された改善計画は不十分であるとの意見が出され、もっとしっかりした改善計画が出される

まで融資決定すべきではないとの意見もありましたが、今後も、融資が必要となるようであれ

ば、経営形態の見直しも含め検討すべきだとの附帯決議をつけ、融資を議決しました。しかる

に今回、２億円ではなく４億円の融資が求められた事には、驚きを禁じ得ません。経営安定化

のための長期貸付１億５千万円は、両町で３億円ということになります。一体この融資は何だっ

たのか、そのように思わざるを得ません。そこで質問します。今議会に４億円の短期貸付金が

計上されましたが、昨年１２月に行った短期貸し付けと比較すると約倍近くなっていますが、

その理由と今後の見通しについて町長のお考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     齊藤欽也議員の峡南医療センターへの貸し付けについての御質問にお答えをいたします。峡

南医療センターへの貸付金が昨年度に比べ増えた理由は、平成２７年度の企業団の運営費を補

うため、両町から２億１５００万円ずつ短期貸付した４億３千万円について、昨年度末に企業

団が金融機関から借り入れをして、両町に返済したものであります。その返済に当たっては医

業収入をもって充てるため、生ずる運営費の不足を補うものであります。また、企業団では本

年度新たに資金不足が３億７千万円見込まれており、これは金融機関から調達すべきものであ

りますが、いずれ借入利息を含め、返済しなければならないものであります。その返済した分

の運営費不足は両町で貸付することとなりますので、本年度は、それを見込んだ貸付額を計上

したものであります。なお、今後におきましても、第２次中期経営計画に基づき、引き続き町

が短期の運営費貸付を行い、５年以内に自立した経営ができる病院にするために取り組んでい

け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（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     先ほどの３億７千万円という数字が出されました。それで４億円ということでありますけれ

ども。次に再質問を行いたいと思います。１２月議会の附帯決議で企業団に対し、企業団に要

求したさらなる改善計画の策定あるいは定義がされている中、先の３月議会で私はせめて昨年

末に締め切った改善計画の詳細な資料、開設者である町長が持っている資料と同等のものを要

求し、町長も答弁の中で要求すれば当然提示されるものであるというお答えをいただきました。

その後、３月議会終了後に開示を要求しました。しかし、未だ議会には提示されておりません。

当時の議会事務局長の話では、この方３月いっぱいで退任されましたけれども、企業団からは

両町に同時に出す必要があるため、準備中であるとの話を伺っているということを私はお伺い

しました。然るに、いまだ提示されていないということで非常に私は企業団というのは不誠実

だなというように思っております。さて、５月２５日の全員協議会で企業団議会の議員から病

院経営の現状についての報告がありましたが、その内容は企業団が示した資金繰りの話でした。

要は非常に苦しいから４億円出してくれと。先程町長がおっしゃった金額も含めての話です。

町の財政支援は、財政規模は現在約７０億円、そして政策的予算は、これは私個人的に思って
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いるの１０億円から１５億円だろうと思っています。昨年から学校給食の半額負担の補助事業

を町では始めましたが、その予算は約１７００万円です。３月議会でも町長が非常に国の財政

支援をあてにしていたけれども、それを切られたんで町でこれを工面してやっていくのは大変

だという話がありました。こうしたことを考えますと企業団、企業長は一体何を考えているの

かと、憤りさえ感じます。昨年１２月の計画では、トーマス案の改善計画が示され、そこでは

２９年度に黒字化するというふうになっています。それは今日現在でも間違いないのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターで改善計画を作ったのが、一番最初はトーマツ案が表に出てきたと。そう

いう中で貸付も行なってきた訳でありますけども、議会からの附帯決議もあり、町から再度精

査をするようにということで、今は峡南医療センターが独自で作りました第二次中期経営計画

になっている訳であります。総合計画では、トーマツ案では５年間で黒字化ができなかった訳

でありますけども、新たな経営計画では５年間で黒字になるようにて設定をされております。

私どもそのとおりにですね、計画どおりに経営状況が改善するよう努力といいますか、また、

言いづらい事も言っていかなきゃいけないとは思っておりますけども、今回の貸付金につきま

しては、それらを計画どおりに行うためにも必要な金額であります。今回、平成２８年度の病

院の計画ですと、病院の議会で議決もいただいた額は借り入れ限度額は１０億円としておりま

す。しかし、開設者会議等々でですね、病院と話をする中で借り入れは必要最小限にすべきだ

という中で、病院の方も資金のやりくりをする中であれば、最低８億円の原資があれば何とか

やりくりができるだろうということから、病院ので議会の議決を得た１０億円ではなくですね、

両町で当面８億円の予算計上をしようということで、市川三郷町との合意にも達したところで

あります。そうしたことから、今回短期貸し付けで４億円の貸し付けを行うこととしたところ

であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     第二次中期経営計画っていうのは、私たちに最初簡単に説明をしていただいたこれのことで

よろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

その概要で結構です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先ほど、８億円いただければということで、町長が初日にですね、両町で協議したところ、

安定した８億円の借入金があればという表現をされています。これは、既に町は早いもんで

１０日の町長の所信表明がですね、その日の夕方にはホームページに載っているということに
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非常に驚いて引き出してみたわけですけれども、まあそれは非常に結構なことだと思います。 

この安定した８億円という意味はですね、今後当面の間ということなのか、あるいは今年度に

限ってという意味なのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

お答えいたします。年間を通して安定した８億円があればということであります。これは先

程来言っていますように、昨年の借入金、両町から借り入れた分も銀行から借り入れた分もで

すが、銀行から借り入れた分は医業収入を持って返済をしておりますんで、そこに穴があいた

分を両町で昨年は４億３千万円。それと長期貸付だけで３億円いたしました。この長期貸付は

目的とすれば、企業団の資金不足比率をですね、解消するため、据え置き期間もありますけれ

ども３０年で分割をいたしますと、毎年１千万の返済をすればいい訳ですから、資金不足が生

じなくなると、そういう意味合いも込めて、昨年は長期貸付と短期貸付にいたしました。この

長期貸付をすることによって企業団の方のですね、資金不足の比率も若干緩和されてきますん

で、今後はですね、よっぽどのことがない限りは長期貸付というのは、まあ今のところ考えて

おりません。ただ短期貸付についてはまだまだ収益の方がですね、昨年を見ても４０億ちょっ

と。そしてまた医業外収益を入れても４４億ちょっとですから、事業をやるためには最低でも

５０億弱ぐらいかかっているということから、まだ赤字が生じておりますけども、歳出を切り

込みながら、収入を増やすという努力を病院でもやっていただいておりますんで、こう言った

言葉は悪いですが、自転車操業をしながらですね、今しばらくやっていかなきゃならんじゃな

いかなと思っております。そして、先程お話がありました、新聞では３億３千万という赤字の

見込みであります。これは新聞の記事になったのも早いと言うことありまして、昨年１２月の

末での予測の数値であります。実際にはまた数字が変わってくると思いますんで、これよりは

改善をされてくるのかな、単年度でいけばそんなような数字になるかもしれませんが、病院を

買い取る際にですね、旧鰍沢病院の職員の退職手当金というのを基金に積んでおりました。そ

れで、職員の退職金については今、市町村総合事務組合の方の退職金に一緒に入っていますか

ら、今すぐそちらの方に納付しなくてもいいお金も出ています。そういうのも活用しながらで

すね、２７年度の決算は１億円ちょっとぐらいになるような、感じになってくると思いますけ

どもこれはまた単年のことでありますんで、そういうのも含めながらですね、上手く資金運用

をしていただきながら、借り入金はなるべく少なくしながら収入を上げていく努力をこれから

もしていただければと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今ちょうど、退職金、引当金ですね、まあ２億５千万ぐらいですかね、入れて単年度決算で

は１億円ぐらいに収まるという話です。そうはいってもそれも結局、隠れたある意味では借金

ということになるんだろうと思います。ところでですね、今回の４億円ということなんですけ

ども予算書では４億円どこから出すかと言えば、今年度中に貸付けた分が返ってくるんで歳入

の部分に、４億円が入って、まあ来年の末に入るお金を歳入に入れているんですね。で、実際

には今回議決しようとしている４億円については、議会が終われば執行ということになるんだ
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ろうとますけれども、現実的にこの４億円ですね、ここで出す場合、どういうところからこの

４億円というお金が捻出されるのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町の予算ですから、年間を通した歳入歳出を見込みながら予算計上しております。今回の財

源内訳にありますように、返済金を原資に、４億円の予算計上さしていただきました。当然貸

付た時にはない訳でありますけれども、年度内に歳入になりますんでそれを原資として、貸付

をしていくと。これはですね通常の事業をやるときも、補助金も終わってからでないとこない

んですね。起債も、事業が終わらないと借り入れが出来ないです。ただ、工事発注すれば、前

金払、完成すれば完成払いこれお金がない訳です。そこを払っておきながら年間通して、出来

ればいい。通常、町に全然財源がなければ、一時借り入れということで市中銀行から町が借り

るようになると思いますけれども、町には基金が幾つかあります。そういう基金の中から、資

金運用はしながらですね、当面の貸し付けをしていく。こういう資金操作の方はしております

から年間を通して、いずれ町もお金をどっからか借りるんであれば利息を払わなきゃなりませ

んけれども、町は借りなくてもそこの運用ができます。企業団が借りれば、その利息分も含め

てですね、町がまた予算措置をしなきゃならん。先程言ったように、また生じる際に当たって

は市中銀行から本来借りるものでありますけどもそこには、利息が生じます。この利息も、企

業団の赤字になって来ますので、我々が造った病院ですから両町もできる限りの支援はしてい

くという意味からですね。市川三郷と８億円の計上した訳です。この８億をいっぺんに４億ず

つ貸すつもりもありません。当然、病院の方ではこれからボーナスの時期も、この夏のボーナ

ス、冬のボーナスが出てきます。大量にお金が必要になります。それと、旧市川三郷町の町立

病院の中で借入れた起債の償還というのもあります。それは９月と３月ごろ出てくると思いま

すけども、そういった大きなお金が要るときに、やはり資金不足が生じますんで、そういった

山場を見ながら、また、病院の方からのですね、企業団からの貸付申請に基づいて、審査委員

会で、本当そこまでいるのかということを協議しながら、審査しながらですね、貸し付けが行

われて行くもんだと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     非常に資金繰り、町が例えば一時借り入れするということになれば、当然利息は町が払うと

いうことで町としても非常に現金扱いには苦しい場面が生じ得るのか心配しております。まあ

そこは町長の手腕でやっていかれるんだろうと思っておりますが、今の点については了解をい

たしました。さらに、再度ちょっと質問したいと思います。何といってもですね、赤字幅を当

面とにかく、改善していかなくちゃいけないと。改善計画では確か泌尿器科のお話がありまし

た、７月にと。これも現実的には無理だということのようであります。そしてなんて言っても

一番問題になっていたのは、病床利用率あるいは患者さんを増やすということと、それと、出

すものを減らす、それと機能分化、医療体制のですね、ある意味では三本柱だと思うんですけ

れど、その一つの医業分化がなかなか進んでないなっていうのを今日感じております。で、そ

うはいってもですね、医業収益というのはやっぱり患者さんにたくさん来ていただくって言う
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ことなんですけれども、今年度の予算書ですね、ちょっと見ますと例えば入院患者、富士川病

院間について言いますと２６年実績が、これ実績です、入院が２万３７２５人。２７年度が４万

２６０人ということで、今年の予想は３万６４１４人と。外来についていいますと、２６年度

が６万２４３人、２７年度が６万８０４２人、幾らか８千人も多くなっている訳ですね。今年

度は予測としては、７万５１９６人と。市川について言いますと、入院患者の実績２６年が

９８０６人、それが２７年度９１５０人と、下がったようですけども、今年は１万４３９人と

いう見込み。これ恐らく回復期の人たちを向こうへ送るというような計画をされているんで、

それで多めに見積もったのかなと思っております。また、外来についても市川は５万８４１８人、

２６年、昨年は６万３１８０人と、まあ５千ばかり増えました。で、本年度は４万７千人ばか

りというような予想で見積もりをしている訳ですけれども、全体としてこれを見ていくと果た

してこのとおりいくのかなと、ちょっと甘い数字が立てられているんじゃないかというような

危機感を抱いております。とは言えですね、町長も先ほどから５年以内にという発言をされて

おります。５年以内に自立した病院になると。一方では単年度黒字化を、何年か例え金額が少

ないにしても何年か黒字化を積み重ねてきていることが大前提だろうと思います。で、そうやっ

て赤字を解消していけば当然借入も少なくなっていくから、今ほどの、まあ自転車操業にして

もその内容がよくなっていくという、それがまあ目途として５年ぐらい先にしたいという思い

なんでしょうけども。町長の任期もあとわずか、実は２年ということもあってですね、その時

になって、２年後になってちょっと見込み違いでは困るよ、見込み違いだったという発言をさ

れても困るんですけれども、その点について実際にはやろうとしている泌尿器科の話も上手く

いかない中で、今後、今年度についてどのような対策をとっていくのか、それ以降、どのよう

にお考えなのかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     第２期中期経営計画の中にもありますが、数字ではなく文言としてありますけどもやはりこ

う当初計画をしたとおりの医業分化を図っていく、徹底して図っていくと。それは、富士川病

院を基幹診療型病院、市川三郷病院を総合診療型病院としてやっていく。これは当初からそう

いう計画でいたんですが、やはり医師の問題とか、今まで、バラバラでやった病院ということ

で一気には上手くいきませんでしたが、今ここまで来ると、そちらの方向で行ってるかなとい

い方向に進んでるんじゃないかなと思っております。それと、今医療構造改革というのを県の

医療審議会がやっております。当然これからは、富士川病院、市川三郷病院の、入院患者数も

減っていく訳です。これが増えるのは東京、埼玉、神奈川が増えるだけで、あとの全国どの自

治体も、これから高齢化社会を迎える中で、本来今しばらくは必要があるんじゃないかなと思

いますけども、我々がちょうど私がちょうど７５歳になると老人が減ってきますんで、団塊の

世代がある程度の年へいくということでありますけども、それを目途に、ベット数も減らして

いこうというような動きがあります。そういう中で、峡南医療センターの方では富士川病院の

方は基幹診療型病院ですから、入院患者をたくさんとりながら、そしてまたそこである程度の

処置が終わった人については、市川三郷病院の方に患者を送りながら向こうを療養型病棟ある

いは、慢性の疾患の長期療養できるような病室にしていこうということで、現実もう、富士川

病院の患者が市川三郷病院の方で入院している人もおります。そういった企業団内部のですね、
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患者の引き渡しをすることによって、ある程度の確保もできますし、そしてまた泌尿器の問題

も先程出ましたけども、これも山梨医大との関係で、充足されるような先生が来ておりません

が、そうはいいましても、市川三郷病院はやはり泌尿器の病院だと思っております。透析、泌

尿器が売りの病院になってくると思います。富士川病院は今は、整形ではですね、医大でも診

れないような人もこちらへを送ってもらえるような状況になっております。脊髄の病気にして

も当然、先生も医大から聞きながらここの手術室を使いながらやってる部分もありますんで、

そういった意味でこれからいい面を伸ばしていっていただきながら、悪い面は改善をしていた

だきながら、第２期の中期経営計画で５年後には、黒字化させていくということですから、そ

れに則った、企業団運営をやっていただければありがたいなと思っております。それと、私の

任期もあと２年という話も出ました。企業団の２８年度の予算については、私どもがそれを了

承するとか、採決するというのではなくて企業団の議会でですね、採決をしていただいてます

んで、それに両町からも議員さんが行っておりますから、そこで審査をしていただきながら、

そして私どもはこの地域の医療が無くならないようにしっかりとですね、市川三郷とともに、

運営面、あるいは財政面で支えていければと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     町長の答弁の中にでもですね、医療が無くならないようにというお話がありました。これま

で私なんかもですね、病院についてはお金かかり過ぎると、これで町はやっていけるのかとい

うことで今回もこうやって質問させていただいております。病院は必要だ、潰す訳にはいかな

いと、これは多くの人が言いますし、議員の皆さんもちろんそう思っておりますが、ただ町が

潰れたら病院どころではなくなってしまうということもあります。ちょうど６月６日の山日に、

６日だったか７日だったかな、夕張市の人口の話が載っておりました。ご承知のとおり、夕張

市が財政破綻を来して、そのためにいわゆる財政指標というものが国によって定められて、今

ちゃんと報告義務ということになっております。それの報道によりますと夕張市の人口は９千

人を切るという報道がされました。非常に驚きました。当時私の記憶で確か夕張市は３万人弱

か、１０万でしたっけ。破産当時１０万でしたっけ。今町長が１０万人だったよとおっしゃい

ましたけども、これ２００７年ということで９年前と。で、そのときにどういうことが起こっ

たかっていうと、若い職員が町外に逃げたとか、一方では東京から多くの若者が駆けつけて助

けようということでやってきたと。で、当然財政再建団体ですから、住民サービスを削ってい

くということになったんだろうと私は想像します。うちの町の例えば保育園の保育がこうだと

か、いろんなサービスやっていますけども、そういうものを全部削っていかなくちゃならない

当然移動できる人たちはそちらいっちゃう訳ですね、それが９千人を切るという報道をされて

今、改めて我が町を振り返ってみるとですね、確かにうちの町はまだそこまで行っておりませ

んけれども、こういった病院経営が仮にこのままやるべき事をやらない、まあ努力はしてます

よ。でも、この今の現状を見てる限りは、同じことが再びわが町に起こらないとも限らないと

いう危機感を持っております。そこでですね、２８年度の決算ですけども、決算状況が、ああ、

２７年が出まして２８年度にまた決算が出ますよね、２７年度決算は、３億３千万前後でしょ

うおそらく、だろうと思います、最終的に。で、２８年度の事業が行われて、２８年３月３１日

で、一応大まかな決算数字が出される。で、同時に２９年度の予算もその時点で組んでいくと
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いうことになるんだろうと思いますけれども、私はこの先ほど言った５年間での見極めっての

は、基本的この２９年３月３１日にどのような２８年度決算のおおよその数字が出るのか。こ

こは非常にポイントだろうと思っております。その仮に赤字がであったとしても、その赤字幅

がどのような形でついたのか、そこで見極める必要があると思いますけども、町長その点につ

いてどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     まずですね、夕張市の話がありました。夕張市はですね、こういった病院を経営して破綻を

したわけじゃなくですね、夕張は炭鉱の町でありました。かつては１０万人の市でありました。

炭鉱が盛んの時には平成９年ごろには３、４万ぐらいに落ちてきていますけれども、今は１万

人の町になってます。これはですね、炭鉱から黄色いハンカチも含めて観光の町に移ったんで

すね。その観光のまちをつくる時に、第三セクターというのを市が出資をしながら作って、そ

していろんな北海道庁の監査も入りますが、市が赤字をつくったやつを第三セクターからお金

をこっちへ移して、黒字ですよと。今度は第三セクターが監査受けるときには市からお金を持っ

ていってやったから、当時、市が２５０億、第三セクターが２５０億、合計５００億ぐらいの

赤字を出したと思うんですね。でもそれは、どっちか背負えばいい事だがらってことで市の方

の、まあ観光を捨てる訳にはいかないから、市の方の２５０億をとりあえず返済しましょうと

いうことで学校を減らし、診療所を減らし、町の施設を減らしてきた訳でありますけども、こ

ういったこととは、峡南医療センターの貸し付けは全然違うものだと思っております。私ども

の貸し付けは財源を確保する中で、その背丈に応じた貸し付けをしておりますんでそれはない

んじゃないかなと。で、今これまでもですが、赤字のための補てんはしておりません。これか

らもする予定はありません。ただ、資金ショートをしないように運営費については貸付という

形でやっていくつもりであります。一部、資金投資ということで、２５００万ずつ数年間これ

からする予定でおります、やっぱりしっかりした医療を確保していくには機器も更新をしてい

かなきゃなりません。もともとの原資がありませんからそういうものがいざという時に買える

ようにということで基金への積み増しは、今年からやっていく予定でおりますけども、そうい

う中で病院もですね、せっかく第二次中期経営計画を作りましたんで、その計画を常に参考に

しながら、それを大きく乖離しない方向で病院運営をしていっていただきたいなと思っており

ます。２８年度の決算につきましては、まだまだ始まったばかりですから一応予算の形はある

とは思いますけれども、これから年間を通して、何回か地点をとりながら、果たして予算どお

りに運営が出来ているなのかどうなのかというところがあります。今この段階で、予算書以外

に、見通しを言うのは時期早々ではないかと思っております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

確かに夕張とはやり方が違ってました。ですから連結決算ということになったんだろうと思

います。ただ、昨年は２億を貸して、年度末に２億を返してもらうと。約２億ですね。今回は

４億を貸し付けて年度内に４億入るんで、行ってこいということで、じゃあ来年はどうなるん
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だろう、５億になるのか。まだ来年も多分赤字が増えてるんで、４億から５億になるのかどう

かわかりません。例えば５億貸し付けて、５億返済と。これは帳尻があってる訳ですよね。例

えば繰り返して金額がもし大きくなっていくのであれば、ある時点で当然これはまずいよ、と

いう話ですね。市川なんかによく言われてるのは、議員さんなんかが、そうであるならば融資っ

ていうのか増資っていいますか、市川三郷ではかつては町から１億なり、１億何千万なり出し

ている訳ですね。そういう状態で運営しているので可能な訳ですけどれも。ある時点では一度

はそういうことも考えなくちゃいけないだろうし。また、１２月の付帯決議じゃないですけれ

ども、経営形態の移行、あるいは診療体制の本当の意味での改革、体制の見直し。これはやは

り私は、あのそんなに先送りできない。２９年度に入る時かその前後で、やはり真剣に考えて

いただきたいと思います。その時にある程度見直しをちゃんと検討するという御決意があれば

ちょっとお伺いしたいなと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

市川三郷の増資はですね、勘ぐればですから議場で言うのがどうかわかりませんけども、最

初の経営計画の中で、平成３０年町立病院の建て替えというのがありました。これを１日も早

くするであれば、それは増資すれば簡単でありますけども、増資はですね、お互い持ち寄った

部分、あるいはこれからまた病院の経営を見ながら本当に大胆な改善改革をしなきゃならんこ

ともあるかもしれません。そういったときには、またこういった話が持ちあがるかもしれませ

んが、今のところ私どもは、病院の立て直し、形状のですね。そちらに主眼を置く中で、ここ

で困ったから増資ということであれば、また親方日の丸みたいな形になってしまうんではない

かなと思いますんで、そういった必要な出資はするにしても運営費が足りないからそこを両町

で補うということは、私は毛頭今のところ考えておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

私もその甘い対応はだめだと思っております。ですから今一歩踏み込んで２９年度中に必要

とあらば、そういった大胆な見直しに着手するという決意があるかどうか、そこのところだけ

ちょっとお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ２９年度中といいますか、これは医療センターが、企業団が考える問題だと思います。当然

私ども設置者会議で目に余るようなところがあればそれは言っていこうかなと思っております

けども、今は本当、中期経営計画を作ってそれに基づいてですね、医業分化とか患者の効率的

な収容とか、いろいろやっていただいておりますんで、それらをもうしばらく見ながらですね、

また検討していきたいなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 
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     私もこの一年だけ様子を見ていきたいと思っております。それでは医療の方はそこで終わり

にさせていただきます。二つ目、大きな二つ目ですけども公共施設整備計画の進捗状況につい

てということでご質問させていただきます。一つ目、新ますほ児童センターの建設について、

３月議会で町長は検討委員会の報告を受けて総合的に判断し、具体化すると答弁されておりま

す。この件についてはですね、所信表明と言いますか、１０日の中でもある程度述べておりま

すけども改めてこの新築移転事業の進捗状況について、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまの齊藤議員のご質問にお答えします。新ますほ児童センターの建設につきましては、 

昨年度末に、新ますほ児童センター整備検討委員会から、整備基本計画の策定と、移転候補地 

の検討事項についての意見書をいただきました。意見書では、町が提示しておりました候補地 

を一旦白紙に戻し、新たに増穂小学校により近く、より安全に利用できる候補地を、再度検討 

すべきとのご意見と、南児童クラブとますほ児童センターを１箇所にするという考えも今後の 

課題とするよう、ご意見をいただきました。このため、町では規模等を再検討するなかで、増 

穂小学校の近隣にある最勝寺地内を候補地とし、検討を進めているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君）  

     児童センターについてはですね、議会の中でも予算を承認するにあたって、いろんな意見が

ありました。もうちょっと慎重にやってから、予算審議してもいいんじゃないかということも

ありましたが、当局が急がなくてはということで議決したという経緯があります。そういうこ

とを考えますと、場所については白紙になったとはいえ当然、年度内にですね、あるいは秋口

ぐらいまでには候補地を決めて測量設計という段取りになるんだろうと思いますけども、その

辺の見込みについていつ頃なのかお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ますほ児童センターの予算につきましては、当初予算においてご議決をいただきました。と

いいますのは、整備検討委員会の答申と言いますか、意見書になりましたけれども、答申が年

度末と、昨年度末ということでそれによっては、当初からもう用地交渉に入っていかないきゃ

ならん。今も検討する中で、地番が最勝寺というところで検討しておりますけど学校にはより

近くなります。隣接という訳には参りませんけどもより近くなります。そして、内部で検討し

た結果は、これは所信の時にも言わせていただきましたけども、もし統合すると、２００人規

模が必要になると。そうすると建物も大きなものが必要になり、運動場も大きくなる、駐車場

も大きくなるということから、広大な敷地が必要になります。それと一緒にですね、２００人

の規模を一緒に見ていくというのは、非常に子どもの安全性からは問題があるということから

ますほ南児童センターも活用できる近隣の場所に造っていければということで今、数カ所の候

補地をしながらやっています。１２０人規模で施設を計画しておりますんで、それがうまく配

置できるような形状の土地があればということでやっておりますが、概ね整理がついてきてま
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すんで、そこの地権者の皆さんと今、お話をさせていただく段階まで来ています。そうなりま

すとすぐ土地鑑定もやっていかなきゃなりませんので、やはり当初予算に載せておいていただ

いて良かったかなと思っておりますが。今後はですね、もう整備検討委員会を開く必要はない

と思いますけども、それは決まりましたら議会の方にご説明をしながら、こういう形でここの

辺を整備していきたい、それで、御了解をいただきながら事業を進めていきたいと思っており

ます。まだ今、いつごろどういった事業をという詳細なスケジュールは出ておりませんけれど

も、大きな段取りとすればそんな形で進めさせていただきたいなと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     二つ目の質問に移りたいと思います。ちょっとこれ、質問書き方が悪かったようですけれど

も。９月には国の来年度予算の編成が行われます。鰍沢地区への合同庁舎の建設がどうなって

いるのかということでお伺いしたい訳ですけども、この質問の趣旨はですね、合同庁舎の中に

町民図書館を併設するということでもって、要するに合同庁舎が出来るかどうかが、町民図書

館がいつ出来るのかということに関わってくることでして、そういうことで質問させていただ

いております。聞くところによるとまだ、どうなのかなという部分が多々あるようなんで、お

答えできる範囲で結構ですから、現在、国との調整等と、どこまで進められているのか、そし

て、できるならば来年度ある程度予算化されるのかどうか、その点まで含めてお答え願いたい

と思います。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）    

     国の合同庁舎の建設につきましては、町の図書館機能を合築した整備手法で協議を行っていると

ころでございます。平成２７年４月には、関東地方整備局で現地視察に訪れ、１０月には関東地方

整備局に伺い、配置、規模等について協議を行ったところであります。 

また、本年１月と３月には財務事務所と敷地の利用方針等について協議をしたところであります。 

こうした中、４月末に関東地方整備局と関東財務局との打合せの機会があり、敷地等の協議事項の

再確認を行い、来年度の事業化の見通しについて伺ったところ、来年度の新規事業採択、概算要求

に向けて国も努力して行くとの回答でありました。この夏には新規事業採択があると伺っておりま

すので、町と致しましても強く要望して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君）  

     そうすると、夏にはほぼわかるということでよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君）    

今年度の夏にはですね、新規事業採択後の要望ということで町もそれに向かって進んでいく

訳ですけど、国の方は新規事業採択、概算要望というふうな形になりますので、その辺は新規

事業採択を受けるように努力して参りたいと思います。ですから、新規事業採択が受けなけれ
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ば概算要望も受けれないかもしれません。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

じゃあ、町長の方に。今の答弁が私が聞くと、可能性が高いのか低いのかっていうとちょっ

と曖昧だなということを思います。で、要するに可能性があるんであればね、頑張っていくし

かない訳ですけども、仮に、来年度概算要求も結局とれなかったということになってしまうと、

やっぱり図書館は非常に町民生活とって重要な部分です。やっぱり一刻も早く望む声が多いわ

けで、いつまでも国を頼ってというという訳にもいかないだろうと思います。その点について

どうお考えなのかお伺いします。最後にお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今、都市整備課長がお答えをさせていただいたとおりですね、今、国との協議を進めており

ます。国土交通省だけではなくて、財務事務所、財務省の関係ですね、そちらも入ってきて一

緒にやっておりますから、財務省と国土交通省の足並みが揃ってきていると思っております。

そういうい中で、この６月３０日にここを直接担当する関東地方整備局、そこには私もまた行

く予定でおります。その後には、国土交通省の営繕部長にも会う予定になっておりますんで、

しっかりですね新規採択のお願いをし、そして８月末に概算要求の締め切りがありますんでそ

れには、新規採択をしていただく中で、概算要求を持って行っていただきたい。当初のやつは

調査費になるか設計費まで行くかまだ分かりませんけども、当然、３年、４年はかかる事業に

なってくると思いますから、あまり先延ばしをすると事業が更に遅れてきますんで当然、調査

をし、実施設計をし、そして今度工事に入っていく。工事も大きな工事でありますから、やは

り、複数年を検討してると思いますんで、それに向けですね、この６月３０日に関東地方整備

局の営繕部長さんとも会いますんで、そのときに細かい話をしてこようかなと思っております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     国っていうのはなかなかね、動きも鈍いもんですから、こちらの思い通りに行かないと言う

こともあることも多いかと思います。そうであればですね、やっぱりある程度の時点でこれは

見極めも、先ほど病院じゃないですけども、図書館については独自でやるという事も考えてい

ただきたいという、最後にこれはお願いをして私の一般質問を終わりしたいと思います。 

ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告３番 １０番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

続いて、 通告４番、１番、小林有紀子議員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４月に起きました熊本地震により、犠牲になられた
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方々に、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された方々に、心よりお見舞い申し

上げるとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り致します。 

     それでは、大きく２つにわたりまして質問をさせていただきます。はじめに、「若者との共働

によるまちづくり」について、お伺いいたします。現在、少子高齢化が進み、本格的な人口減

少社会に突入しています。働き手である現役世代の人口減少により、社会保障をはじめとする、

経済全般にわたる地域経済の活力を失う重大な局面を迎えております。そのため、地方創生の

最大の課題である人口減少対策に、国と地方が知恵と工夫を共有し、地方が独自性を発揮して、

それぞれの課題に応じた対策に取り組む事が早急に必要です。     

１番目の質問として、本町においての人口減少対策として、若者や子育て世代の人口の流入

や、定住促進に対してどのように取り組むのか、今年度の具体的な方針と施策についてお伺い

いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは、小林有紀子議員のご質問にお答えします。町ではこれまで、移住・定住者に対し、

定住奨励金補助、中山間地域等における住宅用地取得費補助、空き家改修補助制度を整備して

参りました。併せて、子育て世代に対し、保育料の軽減、子ども医療費助成、小中学校給食費

補助などの支援制度も整備し、さらに、これらの制度をまとめたパンフレットや町のＰＲ動画

などにより情報発信して参りました。こうした取り組みにより、町内及び県内在住者には、各

制度が認知されてきていると感じておりますが、県外者に対しての情報発信が不足していると

考えております。こうしたことから、今年度は、首都圏で行われる個別相談会やセミナーなど、

移住・定住希望者に直接情報提供が出来る機会を利用し、積極的に情報発信して参りたいと考

えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、本町において迅速に、また柔軟に対応し町長のリーダーシップのもと、今おっ

しゃっていただいたように的確に施策を進めて下さっていることは良くわかりました。答弁し

ていただいた施策を確実に実施していく事はもちろんですけれども、しかし、今後も若者が町

外、県外へと流出し、母親になる世代の女性も少なくなり、出生数がさらに減少すれば、日本

創成会議の推計のとおり富士川町が「消滅の可能性のある町」として、人口減少の負のスパイ

ラルに陥ることが、大変に懸念されます。若者や子育て世代の人口の流出に、歯止めをかける

積極的な、新たな対策が急がれます。平成２３年に策定した「第一次富士川町総合計画」を基

に、今答弁していただいたような施策が実施されていると思っているのですが、その点に対し

て確認ですが、それを基にされているのか確認お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

     小林有紀子議員がおっしゃられたとおり、これらの事業につきましては、総合計画に基づき

まして、目標を６つ掲げている訳でございますけれども、子育て支援の充実につきましては、
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健やかで笑顔があふれるまちづくりというような目標を掲げる中で、これらの事業を進めてい

るところでございます。また目標の６につきましては、活力を生み出す都市基盤が整ったまち

づくりというようなことの中で、中山間地域の定住促進、若者の定住促進というような事業施

策を掲げている訳でございますけれども、これらの計画に基づきまして、現在、事業を進めて

いるということでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問として、この「第一次富士川町総合計画」の中に、“まちづくりの基本目標”として「地

域の課題は地域で解決する機運を醸成し、行政情報の充実や住民の参加機会を拡大しながら、

地域や住民との協働により、地域力を活かしたまちづくりを進めます」とうたっています。総

合計画は平成２９年度までの計画となっておりますので、来年度はこの総合計画の見直しの時

期として、今から特に若者の声を聞くような取り組みを考えていますでしょうか。もし考えて

いましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

     お答えいたします。ただいまおっしゃられたとおり、第１次総合計画につきましては、平成

２９年度末で終了するというようなことになってございます。このため町の方では、２９年度

に、新たな総合計画をどのように進めていくかというような取り組みをやっていくという予定

でございます。現在のところは、まだどのような形でやっていくかというようなところには至っ

ていませんけれども、これまでは地域に出向いてのはタウンミーティング等を実施してきてい

る訳でございますけれども、前回の取り組みを参考にしながら、２９年度の取り組みをまた考

えていきたいなというふうに思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ若者の意見を聞く機会を増やしていただきたいと思います。そこで、２番目の質問です

が、昨年１０月に策定した「富士川町人口ビジョン・総合戦略」は、その策定において町の将

来を担う若者世代の意見は、反映されているのでしょうか。策定にあたっての、これまでの関

わりの状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）      

     お答えいたします。富士川町人口ビジョン・総合戦略の策定にあたっては、人口減少対策と

子育て支援を基本的視点としながら、若者世代の意見を取り入れるため、本町在住の２０代

から４０代の男女２０００人に対し、結婚・出産・子育て・就職に関する項目による町民意

識調査を実施いたしました。この調査は平成２７年６月に実施し、２８．６％の回収率の回

答を得ました。回収率は低かった訳でありますが、その回答結果を基に、総合戦略有識者会

議及び総合戦略推進本部会議において策定に向けての協議を重ね、婚活支援事業をはじめ、
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子育て支援事業、地域医療事業等、特に多かった意見を施策の中に反映させたところであり

ます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん）   

     意識調査を行ったという事だけで、ほとんどその時も２８．６％ということですのでほとん

ど具体的に若者の声を聞く機会はなかったうように思います。昨年行ったタウンミーティング

や地区懇談会でも、参加者は自治会の役員の方がほとんどでした。各組や区の総会も同様です。

若者の政治離れ、無関心が叫ばれている昨今ですが、この７月の参議院選挙から、公明党が

４５年以上前から強く主張してきた「１８歳選挙権」が実施されます。先日行われた山梨県町

村議会議長会の研修会においても市民教育・主権者教育として、行政への住民参加・協働によ

るまちづくりの話があり、昭和町議会の大学生との政策ワークショップが紹介されました。会

場に参加していた大学生からも、若者が社会における影響力を実感できる、取り組みをすすめ

る事の重要性について発言をされていました。そこで、３番目の質問として、総合戦略を展開

し、新たなまちづくりのために、若者世代の意見や提言を、町政に取り入れることが必要と考

えます。若者との協働によるまちづくりに対して、どのように行っていく考えがあるか、町長

の見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）    

     小林有紀子議員の若者との協働によるまちづくりのご質問にお答えいたします。協働によるまち

づくりでは、「地域がやるべきこと」、「行政の支援を受ければ地域でできること」、「行政が進めるこ

と」という考えに立ちまして、これまで地域力創造交付金や地域コミュニティー施設整備貸付金の

制度を設け、地域のニーズに合った事業に取り組んで参りました。 

また、協働によるまちづくりを進める上では、特に若者に限定するものでもなく、幅広い年代、

そして男女を問わず、全ての住民を対象としておりその原点としては、より多くの方々から意見を

聞く「広聴」が非常に重要であると考えております。こうしたことから、幅広い意見聴取するため、

町民対話集会、タウンミーティング、意見箱の設置などを行ってきたところでもありますが、今後

は協働のまちづくりを進めるために、サイレントマジョリティー、意見を言わない人なんですがそ

ういったマジョリティーの意見をいかにして吸い上げていくかが課題であると考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子議員、すみません。一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５９分 

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

再開 午後 ２時０７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     小林有紀子さん。 
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〇１番議員（小林有紀子さん）  

     再質問として、先ほど町長はより多くの方々から広聴ということで、サイレントマジョリ

ティーということでお話をしていただきましたけれども、本町において、若い方たちの意見を

反映させる機会があまりないように思われます。全国の自治体では、既に人口減少問題に立ち

向かうためのまちづくりに新たな視点と、柔軟な発想で、若者の意見を積極的にまちづくりに

活かしていく取り組みが、拡がっています。 

岐阜県可児市議会では、高校生のキャリア教育支援に取り組んでいます。高校生議会や地域

課題懇談会を開催、１８歳選挙権をテーマにした出前講座や模擬選挙、若い世代の考えを政策、

提言に反映しています。京都市では、「青少年モニター制度」を行い、青少年が市政やまちづく

りに参加する機会を増やし、施策の充実を図っています。また、愛知県の新城市では、昨年の

４月から「新城市若者議会条例」に基づき「新城市若者議会」を開催しています。若者２０名

が、議会審議を行い、市長に「若者予算事業に関する答申書」を提出。本年３月に市議会で可

決され、本年度から実行されています。そして、平成２４年から、長野県小布施市では「小布

施若者会議」を開催しています。人口１１０００人で長野県の一番面積の小さい町ですが、町

長の思いがベースとなり、その想いに共感したメンバーによって毎年引き継がれています。「ま

ちづくり」に関心をもつ県内外の３５歳以下の若者が１００人以上集まり、地域のあり方や課

題解決型ビジネスについて議論し合い、その結果、地元での起業や数多くの成果が生まれてい

ます。町民・民間企業・行政がそれぞれの力を出し合い、新しい時代の価値観や考え方を積極

的に取り入れ、その取り組みが全国に発信されて、現在は、年間１００万人を超える観光客が

訪れる町になったそうです。このような取り組みについては、町長はどのようにお考えでしょ

うか。お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）    

     若者とかですね、男女を問わず全ての町民を対象にして多くの意見を町政に反映していきた

いというのは先ほど答弁させていただいた通りでありますが、この町でもかつては町制モニ

ターももやっておりました。ただ、なかなか応募する人がいないという現状、そしてまた、数

年前でありますけども女性議会、中学生議会もやりました。果たしてそれがよかったかどうか、

こちらの方からですね、自由な質問をということでやっていただいたわけでありますが、町も

これからもいろんな方策をとりながら、町民全体の特に若い人たち、あるいはまた女性の意見

を反映していきたいなということは常々思っておりますが、議員さん方にもお願いをしたいの

は、議員さんも住民の代表でありますんでぜひですね、ここでする質問にしても、若い人の意

見が、質問に出てきていただければ町の方もそれは真摯に受け止めながら、対応していきたい

なと。町が決して努力を怠るわけでありませんが、町は町としてまた若者の意見を取り上げて

いく機会を設けていきたいなと思ってますが、議員さん方にもぜひよろしくお願いをしたいと

思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん）  

     富士川町にとっても、私は若者との協働によるまちづくりが、人口減少対策として必要と考
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えます。今後、富士川町独自の取り組みで、ぜひ推進をして頂けますよう、私も、いろいろな

ところにお伺いしながら若い方たちのご意見をお伺いしながら提言をさせていただければと

思っております。よろしくお願いいたします。次に、大きな２つ目の質問として、「心の病の対

応と精神対話士の活用について」を質問いたします。 

１番目の質問として、近年、精神疾患、ひきこもりや不登校、また、児童虐待や DV など、

多種多様な心の病で悩んでいる人が増加しています。今までも、関連する質問を何度かしてき

ましたが、早期発見の初期対応が最も重要と考えます。現在の本町の取り組みを、お伺いいた

します。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは、小林有紀子議員の心の病と精神対話士の活用についてのご質問にお答えします。

全国的に、うつ病、不安障害、統合失調症や認知症などの精神疾患の方は年々増加しており、

平成２６年には３９０万人を超えているのが現状であります。これらの精神疾患の主な原因は、

生活習慣などの家族・社会的環境要因、ストレスなど心理的要因、遺伝や外傷による生物学的

要因が挙げられます。 

また、内閣府の平成２７年版子ども白書によると、ひきこもりの推計数は６９万６千人、文

部科学省の平成２７年度学校基本調査による不登校児童生徒数は１２万３千人となっておりま

す。本町においては、こうした心の問題や精神の病に対応するため、保健師による「デイケア」

の実施や「精神疾患当事者及び家族の会」を開催するほか、臨床心理士による「こころの健康

相談会」を実施しております。 

また、町広報誌で、気づきや声かけ、傾聴を呼びかけるとともに、専門家が対応する相談窓

口の周知など、早期発見への啓発をしております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     保健師さんや、包括支援などの方々、それぞれの担当の皆さんが、こまめに声をかけて、訪

問して下さっていることは知っておりますし、そのご苦労には、大変に感謝しております。再

質問ですが、町の社会福祉協議会で行っている「心配ごと電話相談」、今お話の中にありました

「心の健康相談会」、こういうものに関して、年間どれくらいの方が利用されているのか、おわ

かりでしたらお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

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。社会福祉協議会が行なっております、「心配事電話相談事業」についてで

すけれども、以前は民生委員さんのＯＢの方を相談員としてに事業を行っておりましたが、現

在は社会福祉協議会の職員が対応しております。毎週月曜日から金曜日まで、午前９時から午

後４時までの間、電話受付を行なっております。平成２７年度の相談件数ですけれども２件ご

ざいました。後、苦情が１件となっております「心の健康相談」ですけれども、こちらにつき

ましては、臨床心理士の相談会があります。年３回開催で、参加人数が年一人から二人という
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形で、こちらについては保健師が訪問等をしたり、相談を受けている間に、必要になると思わ

れる方をこちらに結びつけるような形で行っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、今お聞きした中で利用している人が二件とか一人とか二人ということで、ほ

とんど利用される方がいないというのが現状で大変に驚いたんですが、先ほどひきこもりの方

や不登校の方が増加していると人数もお聞きしましたけれども、大変な人数が増えている訳で

すが、その相談件数が一人や二人ということでそういうふうになっている、どのような理由で

件数が少ないと思われているのか、その辺お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     こちらでも、さまざまな相談会等につきましては、、暮らしのカレンダーの毎月号の相談の項

目のところに、それぞれの相談会を掲載したりはしておりますけれども、なかなか御家族の方

が気づかないとうことや、外に出したくないということもあろうかと思います。 

町でも保健師ですとか専門職の職員がいろんなところで対応できるように、注意をしており

ますけれども現状はそんな状況になっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

くらしのカレンダーに、毎月小さく右上に載っているのを私も見ておりますけれども、なか

なか注意して見なければ、ほとんどの人が知らないで過ぎて行ってしまうのではないかと思い

ます。また、悩みがあっても、同じ町内の人には知られたくないとか、こんな悩みで相談する

わけにはいかない、どこに気持ちをぶつけていいかわからないっていうふうに、真っ暗な長い

トンネルから抜け出せずにいるっていうような状況じゃないかなと推測いたします。 

４月から山梨市では、月２回の「こころの健康相談」に精神対話士の活用が始まりました。

県下初だそうですが、全国では心のケアの専門職である「精神対話士」の活用が、注目を集め

ています。治療する専門医や臨床心理士とは別に、「精神対話士」が、心の痛みを感じている人

に寄り添い、暖かな対話を通して気持ちを受け入れ共感し、よりよい生活を送れるよう精神的

な支援を行う心のケアの専門職です。 

そこで、２番目の質問として、本町でも、対話を通して心のケアサポートをする専門職であ

る「精神対話士」を、町で派遣要請し、学校での相談受付や、町民が継続して利用できる、無

料相談会を行う考えはないか、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

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。精神対話士とは、一般財団法人メンタルケア協会の認定資格で、心に痛

みを感じている人に寄り添い、対話を通して精神的な支援を行う専門職です。本町では、教育

委員会に青少年育成カウンセラーを配置し、町内小学校へ訪問し児童の相談にあたっておりま
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す。 

また、町内中学校にはスクールカウンセラーが配属されており、生徒が抱える心の悩みに対

応しております。町民の精神的な支援としては、臨床心理士による「こころの健康相談会」を

実施し、悩みを抱えた町民の相談にあたる体制を整えているほか、育児ストレスやしつけなど、

母親や子どもの、こころの悩みを取り除くため、元児童相談所の相談員や発達心理士による「子

育て支援こころの相談」を実施しております。 

     なお、町の保健師、社会福祉士は、情報を共有し訪問する中で、対話を通して心のケアの相

談や指導を行い、県の精神保健福祉相談員などとも連携し、住民の心に寄り添う活動を行って

おりますので、精神対話士の派遣要請は考えておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     青少年カウンセラーとかスクールカウンセラー、臨床心理士っていう方たちが携わってくだ

さっていると言うことですけれども、やはり心の中の悩みというものはなかなか目に見えない

ものです。いじめやひきこもり不登校など、様々な悩みを抱える孤独感や挫折に悩む青少年や、

その家族。教育現場で悩む教職員の方の支援としても、学校内に相談室を設けるケースや、個

人宅を訪問するケースもあります。再質問ですが、福井市の教育委員会では、独自に小学校に

精神対話士の派遣を決定し、児童が気軽に精神対話士と話しが出来る環境が整えられています。

また、児童に限らず、教員や児童の家族も精神対話士と関わることで、不登校児がゼロになる

などの効果があったそうです。そこで、教育長にお聞きしたいと思います。子どもの健全な育

成の立場から、教育長は、このような精神対話士の活用については、どのように考えていらっ

しゃいますか、お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     ただいまの小林議員の精神対話士についてのご質問にお答えをさせていただきます。本町に

おきましては、小中学生課題を抱える子どものにつきましては、スクールカウンセラーを中心

に相談をしており、また、必要に応じては関係機関とのケース会議を行なっているところであ

ります。これからも、この経験豊富なスクールカウンセラーを中心にケース会議等開催をして

いくこととしております。また、これら教師ににつきましても、スクールカウンセラーとの 

相談会もありますので、これらもまた充実をしていきたいと思っております。また、そのほか

に福祉保健課との連携の中で、心の相談等には対応して参りたいと思っております。 

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、精神対話士の認知度も、まだまだ低いですので、教育委員会でも検討されて

いないと思われますが、いじめなどの人間関係の悩みや児童虐待などの心のトラウマは、周囲

の人には、なかなかわからないものです。一生の心の傷となって残ります。小・中学生の自殺

にまで至るケースも、全国的には後を絶ちません。更に、高齢者の方が社会的・身体的な喪失
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感が増え、その寂しさや心細さは、家族でも理解しえない場合もあります。更に、家族を介護

している精神的なストレスが、蓄積している方は少なくありません。現実に精神疾患で病院を

受診する方、認知症や介護支援を受けている方は増加をしているわけです。一生、精神的病気

に陥ることのないよう、地域全体で支えるべきと考えます。基本的に精神対話士の方はデリバ

リーシステムで、病気や高齢で外に出られない方、家に引きこもっている方、精神科病院やク

リニックの門を叩くのには抵抗のある方、様々な理由のある方のところに出向く訪問ケアをし

ています。山梨市でも、家から出られない、ここに来てほしい、という方には、保健師さんと

一緒に訪問ケアをしているそうです。そこで本町においても心配ごと電話相談を設けて先ほど

もいるということでしたが、利用する人が今聞いたとおりほとんどいないと。それでいいとい

う訳ではないのはもちろんですので、本気で町民一人ひとりに寄り添った支援を考えなければ

いけないと思っております。民間のクリニックやカウンセリングは高額な診療報酬が取られま

す。町民の皆さんが気軽に話ができるよう無料の相談室を設置し、来られない方には、こちら

から訪問する、山梨市のような取り組みを考えていただけないでしょうか。この点について先

ほども町長にお伺いしましたが、山梨市の取り組みはとても私は臨床心理士さんと精神対話士

のお二人が担当しているんですが、今回、新たにその精神対話士の方が加わってこの無料相談

を行っております。こういう取り組みについて本町でも考えていただけないでしょうか。町長

にお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     精神対話士、まだまだ数も少ないようであります。そして、公務員が資格を取ったのも、先

般新聞にでておりましたが、公務員はですね、当然この精神対話士、報酬を取りながらする訳

であります。公務員が資格を取っても意味がない。公務員の中の精神対話をするんであればい

いわけでありますけれども、外から報酬をとることは、これは地方公務員法上認められており

ませんので、なかなか難しい面があります。一般の方でですね、とっていただく方があれば、

それはそれでまた活用の方策はあるんじゃないかなと思いますが。これまでも町の方では臨床

心理士とかいろんな資格を持った人たちに、お願いをする中でこころの相談に寄り添ってきた

訳であります。そして特に、学校の先生なんかがですね県教委の方でメンタルヘルスというこ

とをやっておりますんで、そちらの方も十分活用できるんじゃないかなと思っております。ま

あ町として今ここで精神対話士というのは今のところ考えておりませんけども、心の病が増え

ることは非常に困るわけでありますんで、そういった病になってしまうとやっぱりお医者さん

のところではないかなと。その前のところでみんなといろいろ心の悩みが打ち明けられる環境

づくりの方に努めていきたいなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     温かな対話を通して心の重みを軽くし、生きる希望を見出してあげることは、薬以上の劇的

な改善につながるということでお話を伺っております。精神対話士の方からも伺いました。本

当に私も、いろいろな方とお話しする時も、高齢者の方とお話しする時も、ほとんど家に一人

でいるので全く話をしない。本当にお話をしたときに１年分話をしたよ、本当に元気になった
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というふうな声もいただいたりすることもあります。本当にそういう意味では温かな対話とい

うことがどれほど薬以上の効果があるかということも感じていいただければと思います。自殺

防止対策、うつ病対策としても、今後、ぜひ検討していただければと思っております。 

今、町長から職員のことでお話がありましたけども３番目の質問ですが、この資格取得を希

望する職員に、精神対話士になるためのメンタルケア・スペシャリスト養成講座への参加に対

して、補助をする考えはあるか、この点をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     心の悩みを抱える方への対応については、保健師を始め、看護師、社会福祉士、主任介護支 

援専門員など、資格を有する職員を中心に、訪問対話や相談業務を行っており、これらの職員 

は、担当者会議での情報交換や研修会への参加など、住民サービスの向上に繋がるよう、職員 

の資質向上・能力開発に向け、取り組んでおります。このため、現在、本町においては、精神 

対話士の資格取得の必要性は低く、資格取得のための講座受講に対して、補助をする考えはあ 

りません。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     実際に、先ほど町長もおっしゃっていましたけれども、笛吹市の職員の方で、家族を亡くし

た経験から、精神対話士の資格を取られたということで新聞にも載っておりましたけれども、

そういう方がいらっしゃいます。今年３月に国の自殺対策強化月間として、山梨県で初めて、

無料の「対話カフェ」を開設し、その運営にその方は携わったそうです。また、福井市では、

「福井市人材育成基本方針」を定め、メンタルヘルス対応策の充実を図っています。職員組合

では「メンタルケア・スペシャリストの養成」をしています。執行委員にメンタルケア・スペ

シャリスト及び精神対話士の資格を取得してもらい、職場の人間関係やハラスメントなど、組

合員からの仕事上の悩みを傾聴する中で、本人のストレスや不安を和らげ、メンタル不調者の

発生予防につなげる体制を整えています。また、精神対話士は大震災や全国の災害で、被災さ

れた方を対象に、心のケアにあたられています。 精神対話士の資格を取得するのは、難しい

そうですが、基礎課程は、１５回の講義、受講終了後レポートを提出し、合格すると「メンタ

ルケア・スペシャリスト認定証」が交付されます。是非、基礎課程だけでも受講できるよう、

検討をお願いしたいと思っております。最後に、これからの町の未来を託す青少年が、自身の

可能性を発揮することなく、生きる希望を失うことは、家族にとっても、社会にとっても、大

きな損失です。町民の方々が、生き生きとした生活を送れるよう、町民に寄り添った支援体制

を整えるため、ぜひ精神対話士の活用を、よろしくお願い致します。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告４番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

 続いて、通告５番、２番、深澤公雄議員の一般質問を行います。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
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     通告にしたがいまして質問させていただきます。 

     今回、災害について質問しますけれども、はじめに今回の熊本を中心とする熊本地震の被災

者には、心よりお見舞い申し上げます。熊本、大分両県で活断層を震源とする直下型地震が相

次いでいます。日本列島は活断層が縦横に走る地震の巣とも言われ、山梨県内では糸魚川静岡

構造線断層帯や曽根丘陵断層帯が震源として想定されています。糸魚川静岡構造線断層帯は、

長野県北部から山梨県南部に掛けて通っておりまして、我が富士川町にも掛かっています。政

府の地震調査委員会は、この断層帯の県内を走る南部区間が一つの活動区間として動く場合は、

地震の規模はマグニチュード７．６程度とされ、熊本地震や阪神大震災より大きい揺れになる

と想定されています。また、昨日の新聞にも載っておりましたが、全国各地で今後３０年以内

に震度６弱以上の大地震に見舞われる確率を示した２０１６年版の予測地図では、関東から四

国にかけての太平洋側は軒並み高くなっております。ただ甲府市は２％減少していましたけれ

ども。また、熊本市の発生確率は、７．６％と全国的に見ても高いとは言えませんでしたが、

実際には地震が起き、大きな被害が出てしまいました。決して油断はできません。また、地震

予測は不可能と言う学者もいます。今回の熊本地震では、災害対応の拠点となる自治体庁舎や

病院に深刻な被害が出ています。５市町の庁舎が半壊などで使えなくなりました。災害が発生

した場合は、いち早く災害対策本部を立ち上げ、速やかに的確な行動に移らなければなりませ

ん。初動の動きが非常に大事になります。当町の本庁舎は今、本庁舎建設検討委員会で検討が

されているところで、当分は今のこの庁舎という事になります。 

     まず一番目の質問としまして、大規模の発生時に本庁舎が被害甚大で使用できない場合の代

替え施設の位置づけを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただいまの深澤議員の災害時の危機管理についてのご質問にお答えをいたします。本町では、

大規模災害時に役場本庁舎が被災したことにより、災害対策本部をはじめ、各課の業務機能が

稼働不可能となった場合には、現在はその予備施設として地域健康福祉センター、保健福祉セ

ンター、ますほ文化ホール、新町民会館の４施設を考えております。なお、代替施設の選定に

つきましては、各施設の被災状況により判断するものと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     再質問させていただきます。富士川町地域防災計画では、先ほど秋山課長がおっしゃってい

た４施設と、あと分庁舎と旧の町民会館が入っていたと思いますけれども。分庁舎と旧の町民

会館は耐震診断は非常に悪いということで現実味がないということで、入れなかったと思うん

ですけども、残る４施設についての耐震強度がどのようになっているのか、お伺いしたいと思

います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     お答えをいたします。先ほど答弁させていただきました、予備施設の４つの施設につきま 
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しては、新耐震基準ということで、昭和５６年６月１日以降の基準によりまして建築をされて 

おります。このことから、耐震性を満たしているということで、この施設につきましては耐 

震診断は行なっておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     再質問させていただきます。４施設が被害を受けずに使用できる場合、どの施設に対策本部

を立ち上げるのか迅速に判断する必要があると思いますけども、優先順位みたいなものは、現

時点であるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     この優先順位についてという件でございますが、地域防災計画上にも載せてありますけれど

も、４つの指定した施設につきましてはこの施設のうち、被害を受けていない施設に設置をす

るとこういう定めでございますので、特に優先順位はなく、被災状況にに応じて場所を選定す

るということであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

再質問させていただきます。多分災害時には相当な混乱が予想されます。本庁舎以外の場所

に対策本部を置くとなればさらなる混乱が生じると思いますけども、速やかに対策本部を立ち

上げるためのマニュアルは整備されているのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）  

地域防災計画では、本部の設置、こういった設置の基準などを設けてございます。また、本

部の組織や所掌事務はございますが、このマニュアルの策定につきましては、策定していない

状況でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     わかりました。今のところはマニュアルを作成してないですね。多分今回の熊本でもいろん

な面が見えてくると思うので、また参考にして私の気が付いたところは言わせていただきます。

ぜひ検討お願いします。二つ目の質問に移らさせていただきます。今回の熊本地震では、様々

な面で混乱が出ております。一つにボランティアの受け入れをめぐる混乱が起きています。ボ

ランティアの存在がとても重要で、被災された方々の住宅の片づけや、がれきの撤去などで活

躍されています。この前のゴールデンウイーク中には２万人以上の方が参加しました、熊本市

など一部の自治体に集中し、人手が足りない自治体がありました。例えば５月４日の朝、熊本

市中央区の防災ボランティアセンターでは、午前９時から登録開始時間が１時間前には、定員

を大きく超える人数が行列を作りました。一方同日朝の熊本県の隣の鹿島町に集まったボラン
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ティアは町が必要とした半分の５０人ほどでした。今後災害時には、ボランティアの受け入れ

について検討が必要だと考えますが、２番目私の質問としまして、当町ではボランティアの受

付受け入れ体制のマニュアルはあるのかお伺いいたします 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのボランティアの受入れについてのご質問にお答えします。災害ボランティアセン

ターは、被災地の復興及び被災者の自立支援を図ることを目的に、地域防災計画に基づき、社

会福祉協議会が設置をすることになっております。 

     なお、災害ボランティアの受け入れに関しては、「富士川町災害ボランティアセンター設置要

綱」により、行うこととしており、救援活動については、広域災害にも対応できるよう、県社

会福祉協議会が策定した「災害救援ボランティア活動基本マニュアル」を活用する中で、迅速

なボランティアの受け入れ、活動に、繋げて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     再質問させていただきます。恐らく災害は多くの自治体にまたがることが想定されると思い

ますけれども、ボランティアの受け入れに対しても近隣町村と前もって情報共有ができるよう

な協力体制を作っておくべきかと思いますけどもそういった話は、近隣市町村とは話はされて

いますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

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。社会福祉協議会が窓口ということで、社会福祉協議会の方で事務局長会

議等ございます。また、それ以外にも防災の訓練等がございますので、その都度、情報共有は

していると思いますけれども、より丁寧に迅速にできるようなことは指導していきたいと思っ

ております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     わかりました。３番目の質問に移ります。災害時、小中学校が避難所になることも想定され

ますが、災害時の学校施設の利用計画は策定したのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君）  

     ただいまのご質問にお答えします。町では、大規模災害が発生した場合に、地域防災計画に

基づき、町内の小中学校を、避難所として開放することとしております。こうしたことから、

各学校においては、町と教育委員会が関わる中で、地域防災計画と関連させながら、組織体制

や避難所運営の方法、職員の役割分担などを定めた計画書を策定しており、避難者の安全・安

心の確保と、円滑な避難所運営の体制を整えているところであります。 
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〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     再質問させていただきます。学校が避難所になるケースが本当にを多くなると思うんですけ

ども、今回の熊本地震でも授業と避難所運営の両立に非常に頭を悩ませているという記事があ

りました。授業の再開と避難所生活の調和をどう図るかが非常に課題になっています。この辺

のところも現時点で町はどのように考えているのか、考えがあればお伺いしたいと思いますけ

れども。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     深澤議員の避難所における学校の再開というご質問にお答えをさせていただきます。学校は

子どもたちが学ぶ大変重要な施設であります。早期に学校の再開をすることは重要であると

思っておりますけども、災害の大きさ、また避難所としての避難者数なども考慮しながら災害

対策本部、また、避難所の運営組織等と協議しながら学校の再開に向けて支障がないように取

り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（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     非常に難しい問題だと思いますけども、子どもたちも非常にストレスを抱えてくると思うん

で、いろいろ検証して、私も考えていきたいと思っております。４番目の質問に移りたいと思

います。今回の熊本地震では罹災証明書の交付において混乱が生じております。申請があった

場合、迅速に被害状況を調査して、罹災証明書交付しなければなりませんが、そのマニュアル

が策定してあるのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

税務課長 田辺明弘君。 

〇政務課長（田辺明弘君） 

     ただいまのご質問にお答えします。罹災証明書は災害救助法や被災者生活再建支援法などに

よる各種支援施策、町税等の減免を実施するにあたり、災害に遭われた方の申請により、被害

の程度を証明するために発行するものであります。発行にあたっては、町が家屋等の被害状況

調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、その被害

状況に応じて「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」の４つ区分に分けて認定し、

これを証明することとしております。過去には、本町で発生した雪害や台風災害の際に、この

運用指針に基づいて罹災証明書を発行したところであります。 

     また、町では災害が発生した場合、被害を受けた家屋等の状況調査や罹災証明書の発行、ま

たは被災者からの相談業務を迅速かつ適切に行う必要があることから、平成２５年４月に土地

や家屋に関して専門の知識を持った土地家屋調査士の団体と「災害時における 被害家屋状況

調査に関する協定書」を締結いたしました。こうしたことから、被害認定調査や罹災証明書の

発行については「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によることで基本的に対応は可能

であると考えますが、大規模な災害が発生し、急遽担当職員以外の職員を動員するような事態
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が発生した場合には、その職員に内容等を周知徹底させることが難しいことから、今後、災害

発生時における被害認定調査や罹災証明書の申請から発行までの流れを図式化した事務処理要

領を作成したいと考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     今回の熊本地震の場合、被災者からの被害の程度の調査結果に対し、失望や不満の声が非常

に多く出ていたように感じます。被害状況の調査の認定は非常に難しいと思われますけれども

今回の熊本の状況を検証しながら、よりよい要領を作っていただければと思います。最後の質

問に移らさせていただきます。今回の質問では、災害時のことを何点か質問してきましたがま

だまだ他にもたくさん課題があると思います。町としてはどんな緊急事態に遭遇した場合でも、

まず損害を最小限に止め、また行政業務の継続あるいは早期復旧を可能にするためにも、平常

時に行うべき活動や緊急時における業務継続のための方法、手段などをあらかじめ決めておく

ＢＣＰ、いわゆる業務継続計画が必要と考えます。内閣府の防災担当では、地方公共団体の業

務継続計画の策定の取り組みを支援してきましたが、市町村における策定状況は平成２５年

８月まで、策定済みがわずか１３％に止まっています。通告では事業計画となっておりますけ

ども、業務計画とちょっと変更させていただきます。当町ではこのＢＣＰ業務継続計画を策定

したのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     深澤議員のＢＣＰ業務継続計画の策定についてのご質問にお答えします。国では、平成２７年

に「市町村のためのＢＣＰ(業務継続計画)作成ガイド」を示し、全国の市町村における策定を

促進しております。この作成ガイドでは、地震等による大規模災害で、地方公共団体の庁舎や

職員が被災した場合に、優先的に行う業務を特定し、執行体制や対応手順、継続に必要な人・

物・情報等の資源の確保を定めております。こうした中、本町では、富士川町地域防災計画に

おいて、災害予防、災害応急対策、災害復旧対策を位置付け、危機管理体制を整えております

が、現在、ＢＣＰは、策定していない状況であります。今後、地震等の大規模災害を想定して、

行政機能をより的確に継続するためには、さらに一歩進んだ計画であるＢＣＰの策定が必要で

あると考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     再質問させていただきます。非常にこれ多分全町的なことになると思うんで、多岐にわたり

非常に作業量が多くなると思うんですけども。ただ、早急にやはり作るべきものかと思います。

それで一応いつまでぐらいに、策定を考えているのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

 ＢＣＰいわゆる業務継続計画は、地域防災計画を基本としてその行政機能を的確に継続する
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ための具体的なマニュアルとして位置づけられているものであります。この上位には、国の防

災基本計画というものがございます。国はことしの５月に、平成２７年９月の東北関東豪雨災

害における教訓を踏まえた対策というようなことで見直しを行いました。これが直近の計画で

ございます。国においては４月に発生した熊本地震、これも想定した教訓を踏まえた対策につ

いての見直しが行われると思いますので、これに基づいて本町の地域防災計画を見直していく

ということになろうかと思います。従いまして、冒頭申し上げましたとおり、地域防災計画と

ＢＣＰは連動するものでありますから、地域防災計画の見直しと合わせて方向づけをし行き 

たいというように考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

早急にお願いいたします。正直な話、私東日本大震災の時には、津波の衝撃と原発の恐怖の

方に頭の方がいきまして、ここで大きな災害があるということは正直余り考えていなかったと

ころがあります。今回のこの熊本地震の発生で非常に身近に感じ、いつこの町で起きても不思

議ではないと強く危惧を覚えました。この機会にもう一度しっかり災害時に何が必要なのかを

皆で検討しなおし、有事に備えることが重要だと考えます。私もその一助になればと考えてお

ります。以上で、質問を終わりたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告５番 ２番 深澤公雄君の一般質問を終わります。 

続いて、通告６番、１２番、神田智議員の一般質問を行います。 

１２番 神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

通告に従いまして２つについて質問します。このますほ児童センターはなかなか難しいけれ

ど質問します。まず一番上の里山整備でございますけれど、里山整備につきましては３回一般

質問しています。２３年１月でございますけれど、これは土砂災害と里山整備という事で、非

常にこの地域も山が多くて危険だから里山整備したらどうかという事だった。そして２５年

７月に森林環境税を利用した里山整備について質問しました。それから、２７年１月に同じよ

うな形で森林環境税を利用した里山整備についてどうだと質問しています。その時に２７年度

より峡南森林組合を事業主体として実施していくという回答がございまして、それから、町よ

り連絡が入りまして 米の北山民有林３０町歩を２７年から３１年、５年間かけて森林環境税

を利用して里山整備が行われております。この森林環境税を導入した 米北山民有林の整備の

進捗状況について伺いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただいまの神田議員のご質問にお答えします。社会情勢などの変化に伴い、手入れをされず

荒廃の進む民有林が増えております。こうしたことから、県では、国庫補助金と森林環境税を

原資とする、森林環境保全基金を創設し、町では、この基金を活用して平成２７年から５年計

画で、 米北山地区の約２２ｈａの民有林を、峡南森林組合が事業主体となり整備しておりま

す。事業内容につきましては、「荒廃した民有林の間伐を進め、針葉樹と広葉樹が混じり合った
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森林に再生する」荒廃森林再生事業及び「長期間放置された低木類や竹・つるの繁茂により荒

廃した里山林を再生する」里山再生事業、「広葉樹の植栽により水源涵養や生物多様性などの公

益的機能を増進する」広葉樹の森づくり推進事業であります。平成２７年の進捗状況につきま

しては、針葉樹の間伐１．５ｈａ、竹林の伐採１ｈａ、雑山林の間伐０．３ｈａを実施して参

りました。 

また、本年につきましては、針葉樹及び雑山林の間伐が２ｈａ、竹林の伐採１ｈａを計画し

ており、平成２９年からの３年間においては、計画内の山林がどのような事業に適しているか

を見極め、検討し、状況に応じた、間伐、除伐、侵入竹の除去、広葉樹の造林、作業道の開設

を実施して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

１２番 神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

ありがとうございました。これは、私も時々山に行ってみるんですが、地域の人達に非常に

喜ばれておりまして、当然水害というか土砂災害に対しても非常に効果があるという事で、こ

れからも続けてやってもらいたいと思います。それから２番目に移ります。山梨県林業公社の

廃止により、山の荒廃はさらに進むと考えるが町の対策を伺うことで、これは山梨林業公社、

２９年３月、来年の３月に廃止されます。この公社廃止後は山梨県が引き継ぐ事になっており

ますけども、舂米区においても南山共有林50ヘクタールがありまして、内30ヘクタールを林

業公社と昭和 41 年に契約しております。公社は材木価格の下落により、200 億円近い赤字を

抱えており、やむなく廃止するということです。今では伐採している得られる材木価格の６割

を公社、４割を土地所有で分割しておりましたけども、赤字が続くという事で今度は県が８割、

２割を土地所有者として見直しを図っておりまして、先日も会議でやむなしという事で、舂米

区としてもこの区有林についても同意した訳であります。当然、これから新規の契約というの

は無くなります。なかなか山に植林する人はなかなかまれでありまして、この公社も契約しな

くなるという事でそうしますとさっき言いましたように、山梨県公社廃止により、山の荒廃は

さらに進む事が考えられますけども、こういう状況に関して森林環境税を利用した町の対策を

図ってもらいたいと質問した訳ですけども、これについて応えをお願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

山梨県林業公社の廃止により、山の荒廃はさらに進むと考えられるが、町の対策について、

お答えいたします。山梨県林業公社は、戦後の高度経済成長の木材需要に応えるため、昭和

４０年に公益法人として設立され、森林の有する公益的機能の発揮や整備活動を通じた就労の

場の提供及び担い手確保などに大きく貢献してきました。しかし、木材価格の下落や森林整備

に必要な経営コストの上昇等により、分収林事業の収支均衡が危ぶまれるため、山梨県では、

「林業改革プラン」を策定しました。この改革プランでは、平成２９年３月に林業公社を廃止

し、公社の行ってきた事業は、山梨県に移管し、県有林との一体的な整備、管理を行うことと

しております。こうしたことにより、分収林事業は、引き継がれるものの、県に移管される分

収林事業以外の荒廃している民有林の整備については、今後も森林環境税を活用した事業を実

施して参りたいと考えております。 
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〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

公社が廃止されたという事でございますので、森林環境税のこの事業がとれるかぎりは、5

年でも10年でも50年でもこのような形でやってもらいたいと思います。それでは続きまして、

ますほ児童センターについてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君、一般質問の途中ですけども、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時０７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

続きまして、ますほ児童センターとについてという事で一般質問をします。ますほ児童セン

ターでございますけども、これは２６年１月に一般質問でリニアに伴う移転という事で、町民

体育館、児童館の２つの施設移転は、小林を中心として旧利根川の北側へ移転の考えはないか

という事を伺いまして、その時町長が、公共施設の再配置計画の中で検討するが、児童館は現

在地付近で検討すると、体育館は駐車場も含め現状の４倍必要なので、体育館はともかくとし

て児童館は現状付近で建設すると思っておりますし、また現状付近へ建設するのが最も適切な

場所と考えており、区会、敬老会、新年互礼会等でも当然現状付近で建設すると、そういう話

をしておりました。これからの質問につきましては現状付近へ建設する事を前提として質問し

たいと思います。まず現状付近の建設が利用する子どもたちにとって、遠いのか危険なのかお

伺いしたいと思いますけども。私が住んでいる所は上平（ワダイラ）でございます。１０年前

まで１８軒でございましたけれども、上平の上の方の見晴しのいい所に東田（トウデン）とい

う所がございまして、そこへ１０軒若い衆が住みました。今２８軒です。当然若い衆だから子

供をたいへん生みます。小学校に上がっている子どもを含めて１１軒に子供があります。東田

（トウデン）から１か所に集合して小学校に行くまでには、車で測ったら 2.6キロでした。竹

重はおそらく２キロくらいあると思いますけども、非常に遠いところから通っているという事

で、そして行くときはチックリが重てぇかばんを背負って一緒について行くし、そして児童館

に行く時はあそこを通って行く訳ですが、今度がクラスの同級生あるいは他の地域の人たちと

一緒に児童館まで行っている。その児童館への距離が800ｍという事で、2.6キロに対して 800

ｍというのは毎日通っている子どもたちにとっては、おそらくうんと近いと、非常に近いと。

ですから現状付近に児童館を建てるのが、非常に良いではないかとそういう考えでおります。

現在の利用者は110名という事で、当然、行く時は一緒に行くけども帰りはクラスと一緒にと

いう事で、まず距離的には決して遠くない。そして次に、道路が危険かという事で、これは先

月の一般質問でもリニアがどうの話がありましたが、丁度 3時を過ぎて 3時半ごろ通ってみる

と、緑の線をぼこだちと一緒に歩いていて、3時半ごろは通らないんですよ、あこのところは。

リニアのダンプが通ると言うけども、それは 5年も 10年も通る訳ではなくて、2年か 1年で

終わる。そして例えば、最勝寺の方へ作ってもどこへ作っても、ダンプがその時は通るという
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事で、これは JR東海で当然考える事であって、決して危険ではないという事。当然今の付近

も当然あれが通っても、プールの駐車場もあるし、土地も駐車場も空いているという事で、非

常に使いやすいという事がありまして、そういう事を考えまして、今ある現状付近というのが、

遠くて、危険なのかどうかまず伺いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの神田議員のご質問にお答えします。平成１７年度から、現在のますほ児童センター

を利用し、児童クラブ事業を併せて行って参りました。この間、指導員と学校との連携を密に

し、安全対策を行ってきたため、学校からセンターへの通学路での事故はありません。リニア

工事中につきましても、児童センターに通っている児童のみならず、通学路として付近を利用

する児童や、地域住民の方々に危険が伴わないよう、JR 東海は、工事中の安全について、万

全を期すこととしており、今後、施工業者が決まった段階で、より安全対策を徹底させること

としております。このことから、町としましては、現在地付近は、危険で遠いとは考えており

ませんので、小林地内を建設候補地として整備検討委員会に提案したものであります。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

今の現状付近が遠くないと、安全面についても確保されると。それで２番目に移りますけど

も、小学校の近くという意見も聞くけども、南児童クラブもあり、建設規模はどのくらいのも

のかという事で、これは 10 日に町長が話をしましたが、200 人の大きな規模で造るのは、非

常に建設費がかかるという事、もし同じくらいの規模で造るなら北の方がいいのではないか、

土地もあるし車の駐車場もたくさんあるという事で、そういう事で建設の規模というものはだ

いたいどのくらいのものを想定しているか聞きたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えします。ますほ児童センターは、リニア中央新幹線の建設に伴い、

移転を余儀なくされ、新たに新ますほ児童センターを建設するものであります。昨年度末、新

ますほ児童センター整備検討委員会からご意見をいただき、ますほ南児童クラブとますほ児童

センターを統合した場合の規模や、管理・運営上の課題等の再検討を行って参りました。検討

の結果、統合して大規模となった場合に起こりうる安全性の問題や、広大な用地が必要となり、

建設費や維持管理経費が膨大になることから、新たに建設する児童センターは、児童クラブに

つきましては、将来の利用者数も推計する中で、ますほ南児童クラブも併用することとし、最

勝寺地内に、当初計画と同じ１２０人規模の施設として検討しているところであります。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 



 ８２

再質問します。なぜ最勝寺に２つ作らなければならないか、それについて質問します。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

      新ますほ児童センターの建設場所についてのご質問にお答えいたします。町では昨年度整備 

検討委員会を立ち上げまして、町の方からは先程子育て支援課長が言ったように、小林地内を 

候補地として提案をいたしました。検討委員会で御検討いただいた結果、町で提示した候補地 

はいったん白紙に戻せと、そして新たに増穂小学校近くで検討しろと、そして併せてますほ南 

児童クラブとこれから作る児童センターを統合することもあわせて検討しろというご意見をい 

ただきました。町としてはこの検討委員会の御意見を尊重する中で、統合した場合の規模、管 

理、運営上の課題等を再検討して参りました。議会開会日にも言いましたけども、統合します 

と 200人の規模になってきます。当然、児童クラブとしては規模が大きすぎる。子供たちの安 

全上の問題でも、非常に危惧されるところがあります。また統合した場合には、当然センター 

の建物、そして広場の面積、駐車場の面積、非常に広大となります。当然建設費もかかります 

し、維持経費もかさむことから、将来の児童利用者数も推計する中で、今ある増穂南児童クラ 

ブも一緒に使っていくと。そして、当初計画と同じ 120人規模の施設にしたいということで、 

現在検討してるところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     ますほ児童センター整備検討委員会の名簿を子育て支援課長からもらいました。この住所を

見ます、青柳、最勝寺、小室、鬼島、最勝寺、最勝寺、最勝寺、天神中条、青柳、天神中条、

大久保、鹿島、青柳、小林と最勝寺、天神中条、青柳、鰍沢が 2人いますけども、鰍沢はスクー

ルバスで通うからいいけど、小室は別という事で、検討委員会のメンバーがみんなこっちばか

り。なんで 米、小林の人を選ばなかったか、あるいは区長なりを入れてあれば話は変わった。

これはこの後の災害の防災計画ともからんできますが、メンバーを選ぶにはそれなりのメン

バーを選んで欲しかった。こんな衆がいるからみんなこっちにもってきた。私はそう考えます

けどどうですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     検討委員会も町内各地から入っていただければいい訳ですが、学校の校長先生、児童クラブ

の代表者、そういう人達、児童クラブ・児童センターを使う利便性も考えていますんで、そう

いう人達を対象にメンバーをしぼった。たまたま住所がそういうとこだったという事でありま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     町とすれば、当然当初からこの付近に建てたいという事で、聞くところによると３か所選ん

で、それが白紙になったという事だが、なぜここがいいんだという事をメンバーの中で主張し
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て、どういう結果になったかという事、ここにメンバーの川手教育長もいますけど、どうして

町ではこの付近でと。最勝寺、天神中条の皆さんはそう思うけども、こちらの方が経費も少な

くて駐車場もたくさんあるという事でこちらの方にそういう主張をしなかったのか。そこら辺

を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     町といたしましては、これまでも議会の答弁で何回かお答えさせていただいたように、最初

児童クラブは旧町民会館の西側の白い建物でやった事もあります。学校の中でやった事もあり

ます。先程子育て支援課長が答弁いたしましたように、平成 17 年から利根川の施設を使って

やってました。ただ利根川の施設の利用者が多くなって、その時に学校を中心に北側にあるか

ら、南側にも欲しいという事から増穂小学校の西側に作った訳です。そして今までは北と南で

うまく運営していた。そこで今度リニア中央新幹線という計画が出まして、児童センターの移

転が余儀なくされた。ですから私はあの周辺で建てたいと、先程、子育て支援課長が答弁した

ように、町といたしましては危険でもないし、遠いとも考えておりませんから、整備検討委員

会には小林地内の３か所を候補地として提案したところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     ３番の防災計画についてですけども。ここに 米地区上平組災害対策マニュアルがあります。

これは各家庭に配ってあって。これは当然各組で町の人達とも一緒になってやってますけど、

ここに最後はどこに行くか、TKグラウンドと、舂米の TKグラウンドへ行きましょうと、そ

してそこでおおきな地震が来た時は 米公民館がつぶれるかもしれん、その時は町民体育館、

利根川の児童センターとこう決まっている。町民体育館も児童センターもないとなると、 米・

小林はどこへ行けばいいのか。それについて対策をお願いしたい。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

○防災課長（秋山佳史君） 

神田議員のただ今のご質問にお答えをいたします。小林区を対象といたします指定避難所の

ますほ児童センターと、 米区、小林区などを対象といたします指定避難所の町民体育館は、

リニア中央新幹線のルート上に位置し、平成 30 年度までに解体することから、施設の確保に

つきましては喫緊の課題であると認識しているところであります。こうしたことから、天神中

条区や小林区、 米区を対象とする新たな指定避難所につきましては、公共施設再配置計画の

進展などを注視する中、対象地区の割り当ての見直しを行いまして、地域住民の避難所の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     町長はよく公共施設再配置計画において地域のバランスと言う、地域のバランスを大事にし

ていると考える。地域のバランスと言う事を考えるとまず図書館は向こうに行ってしまう、そ



 ８４

して町民会館も向こうに行っちゃった。グラウンドも行っちゃった、こっち側は、東京の多摩

じゃないが何もない。地域のバランスと言う事をどう考えているかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

地域バランスは非常に大切だと思っております。ただですね、一時の施設の配置状況でなく

て将来的な施設の配置状況の中でバランスは考えていきたいと思ってます。今、運動場の話あ

るいは町民会館そういった話も出ましたけども、鰍沢のプールも廃止をして、今は小林のみし

か使っていないようにしてありますし、そういうのもバランスを考えております。今回、私が

冒頭に七つの大きな事業を発表させていただきました。その中にはこれまで具体化してなかっ

た事業も入ってると思いますが、それらも含めてですね。地域バランスは考えていきたいなと

思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     先程災害というような話がありましてけども、やはりここに児童センターがある事によって、

そこに舂米の衆がくる。例えば天神中条は小学校はあるし、中学校はあるし、増穂高校はある

し、鰍沢は小学校があるしみんな地域にある。 米、小林には拠点となるものがない。やはり

児童センターというものは安全なあこへ作るべきであって、それがまた地域に何かあった場合

には、リニアが通ったあとも駐車場が広いので、そこにいろんな物資を運んでもらえれば 米

の衆がみんな行く。 米の衆がまさか増穂小学校の体育館という訳にはいかない。やはり地域

にあるから地域の所へ行く。そういう事でありますので、是非とも見直しをして、児童センター

は現状付近という事で、あらためて検討することがあるかどうか。再確認をしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先ほど来申し上げてますように、町とすれば小林地内を新ますほ児童センターの候補地とし

て整備検討委員会に提案をしたんですが、整備検討委員会の中でもどこがいいとか悪いとかと

いう、報告書がまとめられないままにですね、意見書という形でいただきました。その意見書

は、先ほど言ったようにいったん白紙に戻して、そしてもっと小学校の近いところに考えるべ

きだ。出来れば南児童クラブも併せて検討したらどうかというふうな意見書でありました。整

備検討委員会の皆さんの検討結果は、まあ町とすれば尊重する中で、小学校に近い場所で再検

討いたしましたが、統合というのは子供の安全上の問題、また経費の問題から、これは避ける

べきだ。そういう中で、ますほ南児童クラブもを活用する中で、子供たちの遊び場を確保する。

そんなことから今小学校近くを候補地として検討しておりますが。先ほど神田議員さん、鰍沢

の人はスクールバスでと言いましたが、鰍沢には鰍沢に児童館、児童クラブがありますから、

増穂地域だけの問題だと思いますね。それと併せて避難所がなくなっていくという話がありま

した。どこを避難所にするのかは町の安全な建物を検討する中で、これからまた、指定避難所

の割り振りはしていきますが。午前中、青柳に避難所がないという話がありました。ない地域

はいくつかあります。それは町の住民の身体、生命、財産を守るということですから、そういっ
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た災害が起きたときにどの避難所と指定はしてもそれが現実はつぶれる場合があるんですね。

あるいは、水害で行けない場合もあるんです。その時には、しっかり安全が確保できる避難所

をまた町の方で指定をいたします。熊本の地震の時も、安全だと思った役場もあんな状況であ

ります。これは災害によってわかりませんので、住民の皆さんに困らないような形で、避難所

は再指定をさせていただきますんで。避難所を指定しても全員がそこへ行く訳ではありません。

また、垂直避難ということもありますんで、それぞれが安全な場所を確保していただく中で、

避難をしていただければと思ってます。ただ長期化するような場合には、やはり教室も持って

いる学校等が長期間の避難所になってくると思いますんで。一時的避難と、指定場所の避難と、

長期化するときの避難場所、これは変わることが予想されます。今回の熊本地震でも、避難所

から動いてる人も相当います。災害が、地震みたいなですね今回の熊本みたいな後の余震が多

いときには、もっと違った広域避難という事も考えなきゃならんと思っています。そうはいい

ましても、住民の皆さんが安心してそこに住んでいただけるには、しっかり建物の耐震化も図

りながらですね、一時的に避難する場所、または長期的に避難する場所、その辺は役場のほう

でしっかり防災、災害対策の中でですね考えていいくこととしております。今回、別のところ

を検討しているというのは、整備検討委員会からのご意見を尊重する中で町として今考えてい

るものだと、ご理解いただければありがたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

私は安全安心ということで、また現状付近という事で、さっき言った整備検討委員会につい

ても、区の代表というか、こっちの代表がだれも入っていないという事で、それから２つも最

勝寺地内に作る必要ないという事で、これからについても当然私は反対します。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告６番 １２番 神田智君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告７番、４番、青栁光仁議員の一般質問を行います。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ４番青栁光仁です。私は今日、大きく３つのことについてお伺いしたいと思います。最初に

デマンドバスについてですけれども、デマンドバスについては平成２６年度から質問をいくつ

かさせていただき、町民の声や利用者の声を行政の方にもお届けしてきましたけれども、まだ

利用者目線に不足がありますので、再度質問をさせていただきます。まず初めに、旧増穂地区

登録者数と、旧鰍沢地区登録者数の年齢別、地域別２７年、２８年度の比較を伺いたいと思い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     青栁議員のデマンドバスについてのご質問にお答します。デマンド交通の登録者数は、平成

２７年４月１日現在、旧増穂地区が１３１２人、旧鰍沢地区が３９５人でありましたが、平成

２８年４月１日には、旧増穂地区が１４０１人、旧鰍沢地区が４３０人となりました。両年度
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を比較すると、旧増穂地区が８９人、旧鰍沢地区が３５人の増加となっております。 

     なお、地域別では平成２８年４月１日現在における中山間地域の 平林、小室、髙下、中部、

五開区の登録者数が６３０人、その他の地域が１，２０１人となっております。一方、平成２８年

６月１日現在の年齢別登録者数については、２０才未満が１７９人、２０才から６０才代が

５５６人、７０才以上が１，１１６人であり、高齢者が全体の６割以上を占めているという状

況です。以上であります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     この数字は、私が政策秘書課の方で伺えば済むことですけれども、この議場にいらっしゃる

皆さんにも一応知っていただき、町民にも知っていただくためにあえて聞かせていただきまし

た。登録者数が増加しているということは、デマンドが受け入れられつつあるいうことだと思

いますけれども、特に２６年７月からスタートした鰍沢地区の不満の声がまだありますんで、

住民の説明を前回希望いたしました。前回は所管部署が町民生活課でしたけれども。ぜひ鰍沢

地区で説明会を開いてほしいという要望をしておきました。そこで２番目の質問に移りますけ

れども２７年度に鰍沢地区への利用説明会は何回開催したか、伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     お答えいたします。平成２７年度は、鰍沢地区で延べ７回の利用説明会を開催しました。 

     以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     今年の１月のアンケートでもですね、満足度は向上していると思われます。まだ改善の余地

が多いと考えますけど、大分その満足しているということと、続けてほしいという回答者が

６０～７０％になってきております。ただですね、例えば定時定路線の１便ですね。富士川病

院を７時に出発しては十谷へ７時３１分に着くと。で、帰り道は病院へ８時１２分に着くとい

う折り返しの利用者は、現在あるんでしょうかね。始めた頃は、つくたべかんへ通う職員が乗っ

ていたようですけれども、現在つくたべかんの職員も１名ということになってしまったようで、

行きのバスは、利用者が今は一人もいないと聞いております。ただ帰りは病院の受け付けに間

に合うんじゃないかなと思いますんで、十谷地区の利用者があれば引き続き現状でいいのかな

と思います。それから定時の方も２便が１６時３０分発で、これは役場発ですかね。富士川病

院へ１７時４２分、これは最後の定時運行ですね。これは十谷から富士川病院へということで

すね。これは一体誰を想定していた誰が利用しているのかと、こういうまだ疑問もあります。 

個別の時間帯で本当に乗ってるのかと、十谷を４時半に出て富士川病院へ５時４０分に着くの

に、誰が乗るかと。実は私も、登録者の一人ですのでこの便へ乗りましたけれども、行き帰り

とも利用者は私一人でした。それから過日乗車しましたデマンドの方でですね、１２時４０分

役場発、十谷行きのデマンドバスを予約しました。私、教育文化会館のところから乗りました

けれども、私を含めて８人乗っておりました。で、最初の一人が、早川歯医者さんのところで
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降りました。それから、十谷農協のところで２人降りました。それからかじかの湯で、私を含

めて３人降りて、もう一人の方がどこまでいらっしゃったかわかりませんけれども、十谷方面

へ一人の方が行きました。恐らく早川歯医者さんで降りた方も、時間的に午後の受診をしたの

か、買い物帰りであの辺の方なのか、お顔を存じ上げない方でした。それから農協で２人降り

たのは、鬼島の農協で２人降りたのは多分、買い物帰りの方だったと思います。かじかの湯は

私の他ご婦人が２人降りました。２時間しまして、私もかじかの湯を利用して、今度は３時

１０分の十谷からを折り返しが真ん中へ１便挟んで、もう１便ですね、３時１０分の十谷から

の折り返しを予約してありました。そこで乗ったのは１２時４０分へ乗った、私を含めてそこ

で降りた３人が乗りました。結局、鰍沢へ戻ってくるまで他の利用者はおりませんでした。た

だ、かじかの湯を利用した３人がいて帰りに乗ったという状況でした。なおかつ、定時バスの

時もそうですし、デマンドの時もそうでしたけれども、スクールバスと重なるんですよね。そ

ういう、ちょっと何か調整はできないかなというようなことを感じました。ただ、１月に取っ

たアンケートでは、大分満足を感じている人が増えているということは、私も承知しておりま

す。 

そこで３番目の質問ですけれども、コミュニティーバス、スクールバス、デマンドバス、い

ろいろな制度を使ったり、法的な問題もあると思いますけれども、定時定路線運航のの時間変

更とかですね、あるいは定時バスの増便ができればお年寄りは自分の時間計画が立つと。いち

いち電話して、病院の受診が終わったら、いつ終わるかわからない病院の受診が終わって電話

をして３０分バスを待って家へ帰る、あるいは途中で降りるともう１回電話しなきゃならんと

いうようなことがありますんで、中間にデマンドでなくて定時バスを増便できないか、あるい

はそういう時間変更ですね。それができないかということを、３番目の質問として伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは、青栁議員のご質問にお答えします。定時定路線運行は、朝と夕方の時間帯に運行

しております。旧増穂地区は運行開始から６年が経過し、設定した時間での利用が定着してき

ております。また、旧鰍沢地区は運行開始から２年目を迎え、登録者や利用者が増加傾向にあ

り、徐々に制度や運行時間なども定着してきていると感じております。こうしたことから、定

時定路線運行については、多くの利用者に定着してきていると考えておりますが、今後もアン

ケート調査を実施するなど、利用者ニーズを把握する中で、運行の増便や時刻表の見直し等も

考えて参りたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     最初から言っていますように、私も町民の皆さんの満足度が向上していると、デマンドも、

認知されてきたというふうには感じておりますけども、非常にまだ町民目線に立ってないとこ

ろがあると。例えばですね私会員申し込みをしました。会員証に受付予約センターの電話番号

がありません。それから電話帳にありません。最初にいただく申し込み者のご案内みたいなも

の、パンフレットにはあります。実際に利用者が病院へ行った時に、その案内をいちいち持っ

て行くかと。デマンドに乗るとき会員証を見せる、で、病院で降りる。今度は帰りの予約をす
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る。どこにも電話がでてない。それから停留所にも出ていません。黄色い看板のデマンドバス

停留所というのが各地ありますけれども、５０カ所ぐらいあって、どこにも電話が出てない。

こういうことですね。それからパンフレットの方ですけども。パンフレットの料金表が非常に

見づらい。６５歳以上、老人クラブ連合会に加入されている会員の方、及び障害者の方は

１００円ですと。一般は３００円です。６５歳を過ぎた私は、老人クラブ連合会に入っていな

いと１００円にならないのか、それとも６５歳を超えているから１００円なのかわからないで

すね。で、私は６５歳でかつ老人クラブ連合会へ加入している人、連合会の会員証を見せられ

る人というふうに解釈していたんですけど、私が乗った時には、運転手さんは「いやいや、６５歳

を過ぎていれば１００円でいいですよと、言っていただきました。どちらが正しいかまだわか

りません。この辺も改善してもらいたい。それから、あと担当部署も変わったばかりですので

ね。ぜひ利用者目線で管理運営することを期待しております。ついでですけれども、土日に走

るホリデーバスについても、ＪＲが時刻変更をしますね・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員、今回はデマンドバスについてお聞きになっているんですよね。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     はい。ですから今、いわゆるバスについても、前にも述べましたけれどもいろんなバスを再

検討できないかの中で、コミュニティじゃなくて・・・、ホリデーバスについてですね、鰍沢

口を十谷とか小室の方へ行くバスが、９時とか、９時８分に出ます。でも、身延線の特急が上

下着くのがそれ以降なんですよ。身延線の特急で観光客が着いたときにはもうバスは出発し

ちゃってる。ぜひ身延線の時刻の改定に合わせて、その点も見直しをしていただきたい。これ

でデマンドについての質問を終わりますけれども、ぜひ引き続き町民目線でいろいろ考えてい

ただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     先ほど、改善点について提言されていましたけれども回答をいただくんですか、いただかな

くてよろしいんですか。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

結構です、前回も回答をいただいておりますけれども、検討をしていただいていただければ

よろしいかと思います。指摘だけしておきます。 

次に大きい２番目の町立保育所について伺います。まず、１番目として町立保育所の保育理

念を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）   

     ただいまの青栁議員のご質問にお答えします。保育所は児童福祉の理念に基づき、保育の質

の向上を図るため、厚生労働省が示す保育指針により、生命の保持及び情緒の安定を図り、基

本的な習慣や態度、道徳性や豊かな心情、思考力の芽生え、言葉の豊かさや感性、表現力を育

み、創造性の芽生えを培うため、目標を掲げ取り組んでおります。こうしたことから、町立保

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

す」を保育理念に定め、「健康で明るい子」、「自己主張のできる子」、「仲間を大切にする子」、

「終わりまでがんばれる子」、「美しいものに感動する子」の５つの保育目標を掲げ、統一の考
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えの基に保育を行っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     非常に、素晴らしい保育理念だと思います。そういう中でですね、保育には各保育所ごとの

特色というものが求められると思います。当町には５つの保育所がある中で、例えばお正月の

餅つきとかですね、おじいちゃん、おばあちゃんを招待したお祭りとか、クリスマスとか、い

ろんな行事があることも資料をいただいて承知しております。そういう中で卒園時にですね、

保護者や祖父母とお別れ会をすると。保育所によっては保育所の中で、お別れ会をする。それ

から第５保育所鰍沢の保育所ですけども、ここは園児たちがお別れ会と称して、例えばサマー

ランドへ行ったりとか、簡単なバスハイクをしているようです。そういう各保育所による特色

を出していくってことは、大切なことだなと思いますけれども、依然として今回第５保育所の

入園式に行きましたら、入園者が７人でした。そうかといって鰍沢の人たちは７人しかいない

のかと思っていたら、たんぽぽへ行く人、市川幼稚園に行く人、増穂地区から市川の幼稚園に

行っちゃう人もいるようですね。何が足りないのかわかりませんけれども、ぜひ少子化対策の

一つとして、保育事業の内容をですね、さらに充実させて、他町にないような特色を出すこと

も求められてるんじゃないかなというふうに感じます。３番目の質問ですけれども、少子化に

より、園内の行事の・・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁議員、「（２）行事等の保育運営は統一しているのか伺う」は通告されていますけど。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     すみません。自分でめくって飛ばしちゃいました。今行事のお話に入ってしまいましたけれ

ども。行事等の保育運営は統一しているのか、改めて教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）   

     ただいまのご質問にお答えします。町立保育所では入所式を始め、運動会、幼児舞台鑑賞、

お遊戯発表会などの行事は、統一して行っております。一方、各保育所による特色ある保育の

実践といたしまして、運動遊びやマラソンでの健康づくりや野菜を育てる食育、絵本に親しむ

ための図書館の利用など、独自の保育内容を実施しております。 

また、これらの行事の実施後には、ホームページにて公表しております。 

     なお、このような行事を実施する場合は、毎月開催する保育所主任会議において、催しの内

容や運営方法などを、協議・検討し、決定しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ありがとうございました。私が聞きたかったのは各保育所の連携が取れているかということ

でしたけれども、主任会議も開いて連携を取っていただいておるようです。それから先ほども

述べましたように、保育所ごとの運営は園長さん中心に特色を競い合っていくということも大

事かと思いますんで、ぜひお願いします。そういう中でですね、３番目の質問の方に移ります
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が、少子化によって園の行事に、町のバスが借りられないケースが出てきました。先ほど言い

ましたように第５保育所は、入園７人ですから卒園者が来年は１１人ぐらいですかね、バスの

運行要綱、町営バスの、町所有のバスの要綱には取り扱い規則ですかね、規則には借りる場合

は、２０人以上というふうになっているようです。そこで第１保育所以外はですね、今現在の

園児の状況を教えていただきましたら、３年後には第１保育所以外は、卒園者は１０人程度に

なってしまいますんでどの園においても、町のバスは借りられないということになってしまい

ます。そこで今後の行事運営について、考え方を伺うと同時に町のバスの利用規則を変えると

かですね、あるいは運用面で特に保育所については、配慮できないか、それを伺いたいと思い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えします。保育所の行事で、マーチング練習や舞台鑑賞教室、運動

教室など一度に大勢の児童を移送する場合、効率よく事業が進められることから、バスの利用

は欠かせないものとなっており、町民バス規定に従って利用をしています。一方、人数の少な

い保育所では公用車を使用する場合もあります。このようなことから、今後の行事運営につき

ましては、保育所の児童数が年々減少傾向にありますので、保護者の意見も聞きながら、内容

の変更を行っていく必要があると考えています。 

     なお、町のバス利用規則改正については管財課長から答弁させていただきます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     町のバス利用規則を改正できないかのご質問にお答えします。町民バスの使用につきまして

は、町民バスを公用、公共の福祉及び公益の用に供するため、また、適正かつ効果的な運用を

図るために、使用規程を定めて運行管理を行っているところであります。運行基準につきまし

ては、運転手を除く乗車定員が４０人であることから、適正かつ効果的な運用を図るため、定

員の２分の１以上乗車することとし、使用規程の第４条第２項において、原則として、最低乗

車人員を２０人以上と規定しているところであります。こうしたことから、保育所の行事をは

じめ、町の主催行事などにおいては、利用人員が２０人に満たない場合は、１０人乗車定員等

の公用車を使用するなどの対応をお願いしているため、使用規程を改正することについては、

考えておりません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

      再度質問をいたします。少人数の場合は公用車利用ということで伺っておりますけども、

公用車の方が１０人乗りでなおかつ運転手も使う側で手配するというふうに伺っております。

そのため、例えば保育園で行事をしようとする場合は、運転手を見つけなきゃならない。そ

れで７人乗りだったら、保育士さんがついて例えば９人乗って行くとか、ということはでき

ると思うんですけれども運転手まで手配しなきゃならないということもありますんで、再度、

管財課長に伺いますけれども、運用面で配慮することはできないでしょうか。 
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〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問に答えさせていただきます。先ほどの保育所の行事予定の中でもありまし

たけども、子育て支援課長の方から答弁いたしました、内容の見直し等によりまして例えば

１０名以上、今乗車定員が２０名となっておりますけども、利用状況を見ながらですね、柔軟

な対応ができればと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     やはり、規則も大切ですんで、ぜひ５人になってもバスを出してやってくれとはいいません

けれども、今お答えいただいたように１５、１６人だとか、１７、１８人ならといった運用を

していただきたいということと、子育て支援課の方ではですね、また主任会議等を通じて２園

が一緒に行動するとか、そういう、保育園側の運用もぜひ考えていっていただきたいと思いま

す。それでは、さきに述べましたように、少子化の時代になってきてますんで、他町村にない

ような特色ある保育とか、助成を考えていく必要があるんじゃないかと。で、保育児の増加、

あるいは他町からの転入も考えなきゃならないということで、現在、第２子第３子は保育料が

無料となっておりますけれども、補助を第１子にも適用を検討したらどうかと。保育児童現在

で２８２名ですか、全員が第１子として例えば月額３千円としても、年間約１千万円くらい。

これは毎年発生するものではありますけれども、３年ぐらいたつとこれがガクっと子どもたち

も減ってしまいけれども、少子化防止のために、現在人員を少なくとも確保するために、他町

からの流入も考えると。子育てに力を入れる町として効果はあると思います。全額無料でもい

いくらいですけれども、１千万くらいの補助金で考えられないかと。そこで最後の質問です。

少子化対策として、保育料の補助拡充が必要と考えておりますけれども、こういうことも検討

しているかどうか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えします。保育料について町では、子育て支援策として、平成２０年

１０月に、国が定める所得階層区分を７階層から１０階層に改正し、保育料は国の定める水準

の約６割前後を上限に設定し、保護者の負担軽減を図って参りました。 

また、本年４月から町では、国・県の保育料軽減策に協調し、多子世帯の軽減を図るため、

年収や所得税額などの制限はあるものの、これまで保育所へ同時入所をした場合のみ有効で

あった多子世帯の軽減について、兄弟間の年齢制限の撤廃を行い、併せてひとり親世帯などへ

の優遇措置を拡大し、利用者負担額の軽減を開始しております。こうしたことから、更なる、

利用者負担額の軽減は考えておりません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     わかりました。いろんな軽減策、１０段階あるということで保護者の方も所得とか、ひとり
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親世帯とか、いろいろ条件がありますんであえて言いませんでしたけれども、やはり子どもに

力をいれていくってことは大事なことだと思いますんで、ぜひその辺もですね、予算的には全

員が第１子としても、例えば３千円一律で補助したとしても１千万円程度ですから。ぜひ今後

検討していただきたいと思います。これで保育所のことに関する質問は終わります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁議員、一般質問の途中ですけど、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時００分 

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

再開 午後 ４時０８分 

〇議長（秋山貢君） 

     それでは、休憩を解いて再開します。 

     青栁議員。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

      それでは、持ち時間が少なくなってきましたけれども、峡南医療センター企業団の財政支

援についてということで大きい３番目の質問に移らせていただきます。４月に機構改革とか

事務分掌の変更が行われました。最初の質問ですけれども、峡南医療センターへの運営資金

貸付要綱は、昨年１２月に制定された以降改正したをかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまの青栁議員の峡南医療センター財政支援についてのご質問にお答えします。平成

２７年１２月１８日に制定した、富士川町峡南医療センター企業団運営資金の貸付に関する要

綱は、本年４月１日の行政組織再編に伴い、審議会の委員構成を「総務課長、企画課長及び財

政課長」から、「政策秘書課長及び財務課長」に改め、副委員長を「総務課長」から、「財務課

長」に改める改正を４月１日付けで行いました。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

  １２月に作られた運営資金貸付要綱は、審査委員のメンバーが４名でしたけれども、それが

機構改革によって、政策秘書課と財務課とお二人になって、なおかつ事務局は依田課長のとこ

ろということでよろしい訳ですね。 

〇議長（秋山貢君） 

     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。変わった委員につきましては、総務課長、企画課長、財政課長から、政

策秘書課長、財務課長、事務局は福祉保健課長、福祉保健課ということで、あと変わらない部

署として委員長の会計管理者がおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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     わかりました。４名が、会計課長を含めて３名、事務局が福祉保健課ということで理解しま

した。２番目の質問に移りますけれども、今議会の補正予算に計上された、短期融資４億円に

ついて、企業団からはいつ資金の貸付申請があったのか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     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。この貸付金をは今補正予算に計上してあり、議決されておりませんので

貸付申請はされておりません。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

大変、今不思議な答弁がありました。貸付申請がされていないのに、４億円が補正に盛られ

ております。先ほど町長の齊藤欽也議員に対する質問の中には、開設者会議等で、４億ずつ８億

あれば今年度はというお話がありました。それは下話ということで、まだ審査会の方へは、貸

付金申請が正式にをされていないというお答えをいただきました。誰にも申し込みがなかった

ということでしょうか。再質問いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     役所の話で申し訳ありませんが、予算があってはじめて申請ができる、これは国へので補助

金の申請もそうですし、県のへの申請もそうです。今回の貸付金もまだ富士川町の予算計上さ

れておりませんので、それに貸付金を申請してきても即座にお返しをするほかないと思ってお

りますから、この予算が成立したのちに、企業団の方から貸付申請が来るのが我々の認識では

正しい方法ではないかと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     一部、そのお答えの理屈もその通りだとだと思います。ただ、私ども議員はですね、補正予

算を計上されて、良いか悪いかを判断しないければなりません。何をもって判断したらいいか、

ただ両町で４億位出せばやっていけるだろうと。賛成してくださいと、補正予算を認めてくだ

さいと、何も資料がない中で賛成反対を言う訳にはいきません。それで３番目の質問に、貸付

審査会はいつ開催されたかと質問を用意しておりましたけれども、今の答弁で審査会も当然ま

だ開催されてないし、４億が適当かどうかも審査されてないと。まず議会の承認を得てからと

いうようなお答えだと思います。では私どもの方に今度立ち返りますと、資金繰りも提示され

てない。幾ら売り上げがあるから、幾らずつ返せる、だから貸してくださいと。そういう何ら

資料がない中で、議会は４億を承認するのかということが浮かんできます。先ほど言いました

ように、例えば住宅ローンを借りる場合は、給料が２０万ありますと、１５万で生活できます

から５万円ずつ無理なく返してして行けるから、住宅ローン１千万貸してくださいと。期間は

３０年でお願いしますというのが一般常識じゃないんでしょうね。審査担当の齊藤財務課長に

伺いたい思いますけど、見解として、一般論として申し込みのない中で先に４億を貸すという
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ことに対してどう考えるか、答えいただければありがたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員、それは再質問ですか。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     再質問です。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど町長が申し上げましたとおり、地方自治体の

予算というのは、事業というのは予算化されていなければ事業が執行できないというのが大原

則でございます。今回の財政支援に関しましては４月になりましてから４月の１９日でござい

ますが、第１回の幹事会というのがございました。これは原課の課長と財政担当課長が出席を

求められまして、当町からは福祉保健課長と、私、財務課長が出席をいたしました。この中で

は平成２７年度の決算見込みの説明と平成２８年度の資金繰りについて説明を受けました。さ

らに４月２２日には開設者会議がございまして、そこで企業長、さらには両町長を合わせた会

議がございました。この二つの会議を経る中で企業団と両町で、借り入れ限度額を最小限とす

るための協議をした。ということでございまして、ここで４億あれは大丈夫、４億ずつあれは

大丈夫、合計８億というような短期貸付けを方向づけをいたしました。これに基づきまして企

業団からは４月の２５日に、財政支援の依頼文を受領いたしました。で５月の９日に６月の補

正のヒアリングを行いまして今回６月１０日に補正予算を計上させていただいたというところ

でございます。両町がこういった財政支援をしない限り、企業団が資金ショートをしてしまう

という事態を顧みますと、やはりこの財政支援は必要であるということでありますから４億円

を計上したところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     少しだけ経緯がわかりましたし、財務課長も参加する中で、数字の検討が行われたと、正式

な審査会行われていないけれども、先ほど町長答弁にあったように予算計上をして、事業が動

き出すということも理解はできます。ですけれども当局からですね、補正予算の説明時、議案

の説明時にですね、分割とか一括貸し貸し付けの説明はありませんでした。全員協議会の場で

ですね、医療センター議会の議員さんから、お一人は「一括じゃない方がいいじゃないか」と、

もう１人の議員さんは「いや無利息だから４億一遍に出すさよ」というお話がありました。私

はですね、医療センターが両町から、交付金関係で３億以上の交付金を入れてていただく。そ

のほかに８億円の借入を起こす。さらに、昨年１２月に１億５千万の３０年返済の資金も入っ

ていると。確かに３月末時点で、両町へ返済をしなきゃならなんだから、金融機関から、さら

に４億か５億借り入れを起こしてると思いますけど、今度それをまた分割返済しなきゃならん

から、当然資金ショートが起こることは想定されます。で、夏のボーナス時期に幾ら足りなく

なるから、資金繰りが出来ていればですね。じゃ、６月の時に２億貸してくれと。１２月のボー

ナスの時に資金ショートする。なおかつ、３月末までに金融機関へ分割返済していくと、いく

らいくら足りないから２月か３月に、幾ら貸してくれというような内容ではいいんですけれど
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も、どうしていっぺんに８億出すのか、その辺が私には分かりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員、それは４番目の質問に入っているんですか。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     これから、４番目に移ります。 

〇議長（秋山貢君） 

もう、残り３、４、５を残して、残り３分ですから時間配分願いします。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

４億円の資金使途の説明と、なぜ一括で融資するのか。いつ貸し付けるのか。また、年度内

に再度を支援し、要請があった場合の対応を４番目の質問として伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     （３）の質問は通告されていますけれど、これは・・・。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

飛ばします。 

〇議長（秋山貢君） 

     それでは、町長でよろしいですか。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回、予算計上いたしました貸付金につきましては、企業団が平成２８年度を峡南医療セン

ター企業団会計予算書において、借入限度額を１０億円とする設定をしておりますが、企業団

と両町で 必要最小限とすべく、再度協議をした結果、安定した８億円の借入金があれば、資

金繰りは可能とのことですので、両町で４億円ずつ計上することとしたところであります。８億

円の使途につきましては、９月に、起債償還のために３億円、１２月のボーナス、３月の起債

償還のために、５億円の資金不足が見込まれておりますので、これらを補てんするために貸し

付けるものであり、４億円を一括で貸し付けるものではありません。しかし、医業収入はあく

までも想定であり年度中途で運営不足が生じた場合には企業団が資金ショートを起こさないよ

う、市川三郷町とも協議をする中で対応して参りたいと考えております、以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     そうすると、一括の両町８億ではないと今お答えいただきました。９月に３億円、１２月の

ボーナス資金、３月のショートする資金の運転資金の融資ということですね。わかりました、

それはそれとしておきます。で、町長は開設者として今後の財政支援について、先ほどの齊藤

議員の質問にも長期は考えてないと。それから資本投下も当面考えてないと。短期資金で見守っ

ていくというお話がありましたけれども、病院の存続についてですね、次善の策、次によい策

ですね、例えば独立行政法人にするとか、どこかへ売却するとか、そういった次善の策は検討

してるのか。その辺もお答えいただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     独立行政法人の考え方につきましては、病院を開設する当時、時間的余裕がないから、公共、

公益企業法の全部適用ということで、今始めております。そのときにもですね、将来的には独

立行政法人の検討もするというのは入っていると思います。それと、これはですね、私どもが

いろいろ言うんではなくて企業団と企業団議会の方でですね、設立当初のことを掘り返しなが

ら今後、検討されるものではないかなと思っております。また、病院の売却という話も出まし

たけども、あの病院を取得する際に、１０年間はあの建物を活用しながら、医業事業をやって

ほしいと。そうでなければ、即座にこれまでのいろんなものが返還と言うことになっておりま

すんで、１０年間は今の状態でやっていかざるを得ないと思っております。あの病院は市川三

郷町も富士川町も１円も出していない病院であります。地域医療再生交付金の５億円を活用し

ながら、そしてなおかつ先ほど来お話があります、病院の全職員の退職給与引当金も、約４億

ありましたけども、それも現金で付けていただいたもんでありますんで、資産的には８０億と

も言われておりますけれども、そういうものも、担保に入れて金を借りる訳にはいきませんの

で、両町で短期貸し付けをしながら、市中銀行もそういうことで病院が資金にショートを起こ

さないということでやっていただいておりますんで、ここの場合はどうしても医療を確保する

ためには、両町で貸付金の予算を計上していかなきゃならん。それと、先ほど往来先に貸付申

請があってしかるべきというお話ありましたけども、町は議会を通していろんな事業をやって

おります。これで議会で予算も通ってないやつをもう貸付申請を受けたりしたら、本当に議会

軽視になってしまうと思いますんで、これからもそうことはないと思います。議会に、貸付金

のお願いをし、予算を計上してですね、議決を受けた後に表面的な動きが出てくると思ってお

ります。今後も予算をまず計上してから、病院の方との文書のやりとりというのは、出てくる

と思っておりますんで、そこはお役所仕事と言われる場面があるかもしれませんけれども、公

的な業務をやって議会制度の中でやっておりますので、そこはご理解をいただきたいと思って

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     時間もありませんので、残念ながらですね、９月に３億からスタートしている資金が必要に

なるんだということであれば、９月の議会でも十分間に合ったんじゃないかと。私の方は病院

の企業団の議員さんから、一括で４億出すんだと、無利息だからというふうに伺っておりまし

た。企業団議員もご存じなかったということじゃないかと思いますんで、ぜひ情報を共有して

ですね、議会と足並みをあわせていきたいと。医療センターは私どもも支援していきたい訳で

すから、ぜひ情報を持ち寄って進めていきたいと思います。時間も終わりましたんで、これで

私の一般質問を終わらせいただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告７番 ４番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告８番、９番、市川淳子議員の一般質問を行います。 

９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     時間は４時半。頑張ります。短時間で集中的に行なっていきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。最後の一般質問になりますけれども、よろしくお願いいたします。 
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私は交通弱者の生活交通の確保についてということでお願いします。先ほどあの青柳議員さ

んの方からもありましたし、川口議員さんの方からもちょっとだぶるところがあるので、なる

べくだぶらないようにしていきたいと思います。では質問事項を読みます。 

     高齢化の波が押し寄せている中、交通弱者と呼ばれている人たちの数は確実に増加していま

す。生活交通の確保は、日常生活を送るうえで必須条件となっております。志村町政はこの問

題にいち早く着手し、富士川町にデマンド交通を導入しました。現在運行されているデマンド

交通の利用状況についてお伺いしますということで、１番の利用登録者数の年度別の推移を伺

うと言うことなんですが、先ほど、青栁議員さんの方からの質問の中で答えていただいたよう

に思います。ちょっと復習さしていただきますけれども、年度別の推移ということで２７年、

２８年、逆でしたか、２８年ですね、その登録者数はということで、私の１番は利用者数の年

度別の推移ということなので、先ほどの答弁からのピックアップしますと、増穂の方は

１３１２人が１４０１人になって、８９人の増加でしたよ、鰍沢の方は３９５人が４３０人に

なって３５人の増加でしたということで、そして地域別の方を見ると山間部の方が６３０人、

あとその他のところは１２０１人で、年齢別のことを考えると２０歳以下が１７９人ですが

７０歳以上は１１１６人いて、全体の６割を占めていますと。こういうことでよろしいでしょ

うか。いいということなので・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     市川淳子議員のご質問にお答えします。ただいま市川議員が再度言っていただいた数に間違

いはございませんでした。そのとおりでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     それでは２番に移ります。今言ったのは登録者数なんですけれども、じゃあ実際登録した人

が実際に使っているのっていうのが２番の質問です。デマンド交通の日々の利用状況をお伺い

いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 
     それではデマンド交通の日々の利用状況についてお答え申し上げます。デマンド交通の利用

状況につきましては、平成２８年４月の実績で、１日平均７８人の利用となっております。ま

た、利用目的につきましては、平成２８年２月に行ったアンケート調査によると、通院や買い

物が多い状況となっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     １日平均７８人ということでこれは全体で、増穂、鰍沢ということではなくて全体でよろし

いですか。 

〇議長（秋山貢君） 



 ９８

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ７８人につきましては、増穂地区、鰍沢地区、それから定時定路線、区域運行の全ての平均

でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     それでは３番にいきます。町としてこれまで運行してきたデマンド交通に対する評価（検証）

についてお伺いいたします。  

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それではデマンド交通に対する評価について答弁いたします。平成２８年２月にデマンド交

通利用者、未利用者を対象にアンケート調査を行いました。このアンケート調査は、５５９人

を対象に実施したもので、その内の利用者２５１人への利便性の質問では、「非常に便利」「便

利」を選択した方が２２８人、９０．８%という結果になりました。これらのアンケートにつ

いては、地域公共交通活性化協議会に報告し、評価していただいているところであります。ま

た、一部不便を感じているという方々もおりますので、今後も、アンケート調査や聞き取りな

どを実施する中で、利用者のニーズを把握し、さらに充実した運行体系を図って参りたいと考

えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     一部不便を感じているというところがちょっと引っ掛かるんですけれども。実は、あるスー

パーが閉店しました。皆さん御存知かと思いますけれども。その時にですね、電話が来たんで

すね。困るんですと。特にお年寄りはとても近所にそういうお店がなくなちゃって困るんです

よねって電話があったんですよね、それはまあ、私ぐらいの年代の人からだったんですけど、

地域のお年寄りのことを心配してそういう電話が私のところに来ました。私がなんて答えたか

というと、そこのお店はやっぱり集客力も減ってるし、売り上げがなければこれはもう当然閉

じるのが、閉じないでって、それを行政で何とかしてくださいと言ってもそれは無理なんです

よというお話をしたんですね。何が困るのかということになった時に買い物ができないことが

困るんですというお話だったんですね。じゃあ買い物ができないは困るということは、そこま

で買い物に来れるだけの体力と足の力があるとすればですよ、まさにこういうときにですね、

すぐ飛びだせ公務員じゃないですが、そこら辺の地区に行って、こういうデマンド交通のこう

いうシステムがあるんですよと、こういうことをぜひ言っていただきたかったなというに思っ

たんですが、そういうところでの評価、そういうところでの迅速さっていうことで考えると、

まだまだ、そういうところに提出する書類は分かります。書類は分かるどもそれを１００％目

指すというところで考えてみればですよ。やっぱりまだまだ実状的には問題があるのかなと思

うんですが、そこら辺はいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 
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政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     アンケート調査の中にもございますように、利用をされている方については、９割以上、非

常に便利だというような評価をいただいていることは、私ども承知もしておりますし、あの非

常によいことだなというふうにも思っております。しかし、これの利用の仕方が分からないだ

とか、なかなか面倒だとかというような部分、先ほど言いましたように今までは、近くで買い

物ができていたのに急になくなって、さてどうしようというようなことが生じた場合には、や

はり、急にこの制度を普段から知っていたのかどうなのかというようなことが、確かにあるか

と思います。いずれにしましてもいい制度も周知をされていなければ、余りよろしくないとい

うことでございますので、いかに浸透していくかということは考えていかなければならないか

なというふうに思ってます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

私たちもそうですけれども、先ほど年７回とかやってるってお話しがあったんですが、日々

私も老化していて、６０歳の人は６１、７０歳の人は７１で、そうやって足腰がだんだん弱く

なってくるんですよね。まさか自分がデマンド交通にお世話になるというふうには思っていな

い方々も、予備軍としては大勢いるわけですよね。っていうことを考えると、ターゲットはで

すね、ターゲットはお年寄りとかだけじゃなくて、町はこういうサービスをしていますってい

う周知がとても大事じゃないかなというふうに思うんです。町長ですね、そういうところまで

含めて、今、その８９人、１年で８９人鰍沢で３５人増えましたよというふうにおっしゃいま

したけれども、自分としてですねこのデマンド交通を導入するという時に、この増え方が自分

としては満足いっているのか、それとも、もっともっと増えるべきではないのというお話しに

なるのか、そこら辺の評価というのは町長、どのように評価されていますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     デマンド交通の利用者の数をどう考えるかというご質問にお答えいたします。デマンド交通

が県下でもこの地域がいち早く取り入れたと認識をしております。デマンド交通の中にも、定

時定路線みたいな形をとりながら、コールがあったら若干そちらの方へふるというデマンドシ

ステムもありますけども、うちの場合はフルデマンドにできるだけ近い形で、本当、足の悪い

方、動けない方もですね、家の近くまで行って、道路さえ広ければの話ですが、ピックアップ

して用事が終わったら、また家の近くまでお送りしようという、きめ細かなデマンドバスだと

思ってます。そして当初から数字というものはそんなに重きはおいておりませんでした。これ

に大勢登録するようであれば、元気のないお年寄りが多いかなと、ここの町はですね、高齢者

の運転免許証の返納もありますけども、軽トラを持っている方も非常に、農家中心の地域です

から、多いわけであります。運転すると危ないという方もおりますけれども、そうは言っても

自分が動けるうちは、そういった自力でですね、動こうという人も居ていただけると思います。

ただ無理をせず、そして町もこういったシステムを入れてありますから、使える時には使って

いただけるように、いつでも使えるようにするには登録をまずしていただくということであり
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ますけども、先ほど議員さんが言いますように、毎年一つずつ年はとってきますから一回周知

をしたからこれでいいということはないと思います。毎年毎年、新しい高齢者が増えてきてま

すんで、毎年同じことをしていかなければ宝の持ちぐされになってしまうんじゃないかなと

思っておりますから、今後もそういった新たな高齢者のためにですね、このシステムを大勢の

方々が利用していただけるような周知方法を図っていきたいこんなふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     志村町長がですね、これいち早く着手しましたって私は書いたんですが、調べていきました

ら、本当に早かったんだなっていうことを思いました。で、随分遠い北海道だと思いますけれ

ども視察に来てるんですよね。もちろんうちばっかりじゃなくて富士見町、北杜、それから富

士川町、このデマンドバスっていうところで、多分北海道の方ではないかと思うんですよ、議

員さんです。視察に来て何がすごいなと思ったかっていうと、デマンドでドアツウドアってい

うんですか、本当にすぐそこまで来てくれるというところが、本当に交通弱者と言われている

高齢化の人にしてみれば、それがすごいなと。で、定時定路線みたいな感じで大きな道路のと

ころを行ったり来たりするのはあるんですよ。だけど、このデマンドっていうこのシステムと

いうのはすごいということで、ここの方は非常に評価をされて書いてました。報告書が書いて

あってそれちょっと読ませてもらったんですが、そうことでした。それで先ほど、軽トラで運

転している人がいると言いましたけれども、確か町長でしたよね、ここの町は免許証を返納す

る年齢が低いっていうんですか、返納者が多いと。返納者が多いということは自分で運転する

のが自信がない、出来なくなった。でも、別のものが交通手段があるからそれで賄なうから免

許を返しても大丈夫なんだっていうことで、安心感になってるのかどうか。そこら辺は分かり

ませんけども、でもそれは繋がっていることじゃないかなと思うんですね。だからそういうこ

とで考えると評価というのは私も先ほどどのくらい増えたが減ったかというところでなんです

けれども、充足度っていうところも考えていただいて、そしてこれに取り組んでもらいたいな

と思います。４番に移ります。より多くの交通弱者と呼ばれてる方々にデマンド交通システム

を利用できるよう普及の取り組みを考えているかどうかをお伺いしますということで、答えら

れる前にちょっと、考え方を述べさせていただきますが、実はちょっと私、この前失敗してし

まったんですね。っていうのは、病院に行っていました。富士川病院に行っていたら、お年寄

りが多分朝、山間部の人だったんで定時定路線で来たんですよ。で、そこで終わったと、そし

て、知り合いの人に電話をかけたけど通じない。やっぱり仕事に行っちゃったんだね、という

話をしていました。そこで私が間違えて、タクシーを呼んだんですね。その方、「タクシーを呼

んでくれたんだね」って感じで、「いいだよ、いいだよ、タクシーで帰ります」って言ってタク

シー帰ってもらったんですが、非常に高齢者だったんですね。私すごいその時に申し訳ない事

をしたなって思って。それで、調べたんです、デマンドとかいろんなものを。そしたらばそこ

の山間部の方はデマンドに登録はしてなかったんですね。デマンドを登録をしてないおかげで

というか、しなかったばっかりに定時定路線だったら１２時前に終わっている診察が４時以降

にまで待ってなきゃいけない。そうなると、そしてコミュニティーバスも通ってない地域だっ

たんですね、それで私、山間部の平林まではタクシー会社に聞いたんです。平林までは
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２５００円かかる。その人の場合は、柳川だったんですがその方は２５００円ぐらいかかるん

じゃないですかと、タクシー会社の人が言われたんですね。病院に来て５００円から６００円

の支払いで済んだかもしれませんけど、ここまで来る間にそれだけのお金を使うことは非常に、

これはもったいなかったなということを思いまして、登録する時にどういうふうな登録方法が

あるのかなと思って調べました。調べたんですけど、これはいいです。今の質問の中で普及の

取り組みを考えてるのか伺うということで、今こんなことがあったんですがどうですかという

ことで、答弁をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは市川議員の交通弱者への普及の取り組みということで答えさせていただきます。デ

マンド交通システムの普及につきましては、これまで、町の広報をはじめ、筋力教室などの特

に高齢者が集まる機会を利用して、説明を行って参りました。今後も高齢者が集まる機会を利

用するとともに、地域包括支援センターとの連携による要支援者や運転免許証の返納者を対象

に制度の周知を図るなど、交通弱者への利用促進に取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     町の特徴、町が住みやすいまちっていうふうに思われるときにですね、お年寄りも含めて若

い人もそうなんですが、これは子どもも使ってるってことなんですけれども、特徴をやっぱり

もっと特化させるべきだなと私思ってます。このデマンド交通のものをもう少しですね、充実

された形で本当に必要な人が、必要なようにきちんと使える、使えるってことが大事であって、

制度はありますよ、でも使っている人がないんですっていうんだったらば企画倒れで終わっ

ちゃうわけですよね。せっかくこの企画はいい企画だと思います。なので、私も調べたんです

がデマンド交通って、このデマンドバスって、本当に利用すればするほど、この富士川町内だ

けしかできませんけど、それにしてもですよ。高齢者の人たちにしてみれば買い物はまず必要

なことですよね。これからもしかしたら一人でお住まいになる老人も増えているかもしれない。

そういうことを考えるとまず足、まず足ってことを考えた時に「富士川の足」みたいな感じで

「デマンド交通」みたいな感じで。あっ、すみません・・・・そうすればいいなと思ってるん

ですが、取り組みの一つとして私も考えました。出張窓口、手続き窓口をしたらどうでしょう

かという提案です。例えばですね、先ほど老人クラブの減少とかってありましたけれど、老人

クラブの会合に行って、登録の手続をしてあげる、あるいは富士川病院にいって手続をする。

いきいきサロンの会場に行く、ＰＴＡの会合に行く、町の健診会場にいくというようなことで

飛び出せ公務員ということでですね、これを皆さんに周知していただくっていう、方法はホー

ムページではなくても、実際に行っていただければお年寄りも含めてですね、とてもいいと思

うんですがそういう考えはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     市川議員の質問にお答えいたします。先ほども言いましたように、高齢者への機会を幾つか
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見つけまして説明会をやっていきたいというふうに思っているところでありますけれども、市

川議員が言うように、それと同時に、そのまま申請ができるのであればやっていくということ

も一つの案かと思いますので、検討をさしていただきたいというふうに思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

ぜひ、いいシステムなので、富士川町の目玉になるようにしていってもらいたいなと思いま

す。質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告８番 ９番 市川淳子さんの一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会とします。 

 

散会 午後 ４時４８分 
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開会 午前１０時００分    

〇議長（秋山貢君） 

 本日は、第２回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員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。 

 これから、平成２８年第２回富士川町定例会３日目の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

     議長から報告します。 

 本日の議事日程は、質疑の日程になっています。 

 議案第４９号の条例制定案件については、お手元に配布しました議案付託表のとおり、総務

産業建設常任委員会に付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。 

質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいま

すようお願いします。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 報告第１号 平成２７年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第３ 報告第２号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第４ 報告第３号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

     以上の三議案は、報告案件でありますので一括して議題とします。 

 これから、報告第１号から第３号までの質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

                    １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、報告の一般会計繰越明許費、繰越計算書について質問したいと思います。繰越明

許費というのはどういうものかということは、十分承知しているつもりでありますけれどもで

すね、いくつかちょっと説明をお願いしたいと思っております。特に、８款のですね土木費、

３件ありますけれども、それぞれ５，０００万円、１億３千万、８千万かな、９千万ぐらいと

いことになっておりますの主なものをですね、ちょっと挙げていただいて、その理由等につい

て、説明願えればと思います。全てでなくて結構ですんで、２、３主なものをお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

齊藤議員の繰越明許の主な内容ということで、８款土木費の道路橋梁費、道路橋梁維持管理

事業で、社会資本整備総合交付金事業でございますけども、この事業は、長寿命化橋梁補修工

事ということで１２橋の橋梁補修をやった訳なんですけども、工事個所が山間地で気温が低く

て冬の間施工ができないということの中で、そういうことで、工事の施工の品質が確保できな

いということで、繰り越しをしております。それから同じく２項の事業費ですけど、道路改良

舗装事業、社会資本整備総合交付金事業でございますけども、２９３４万円でございますけれ

ども、これは委託料と工事請負費の繰り越しでございます。委託料が５３４万円の繰越、工事
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が２４００万の繰り越しでございます。内容につきましては、委託料は富士川公園線と青柳

３２号線の委託料でございます。これは不測の日数を要したということで繰り越しております。

工事につきましては、富士川町公園線です。もちろん委託の方が仕上がりませんので、工事の

方も繰り越しということになります。それから道整備交付金事業、４，５７３万円でございま

すけどもこれは工請が２６０３万円、それから公有財産購入費ということで９３０万円、補償

ということで１，０４０万円でございます。これはいずれも大椚大久保線の土地２筆と倉庫等、

それから電柱等の補償、それが繰り越しになっています。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（斉藤欽也君） 

内容はよくわかりました。できれば、これからこの明細書を出す時には、詳細なものを付け

ていただければありがたいなと思います。これで私の質疑を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

報告第３号株式会社富士川の経営状況に関するところで質問さしていただきます。昨年の

６月の議会でもこの道の駅富士川、株式会社富士川に対しての質問をさせていただいたんです

けども、その時は塩の華、つくたべかんの売り上げ目標が低いんじゃないかという質問をさせ

ていただきました。その答えが、昨年度は、道の駅富士川が立ち上げの年で忙しく、そちらに

シフトしていましたけれども、今度落着きましたから塩の華、つくたべかんの方にも目を向け

ていきますという、お答えをいただきました。今回、塩の華じゃなくて、株式会社富士川の決

算書と売り上げ見込みを見ましたら塩の華の売り上げの目標が大分高くなっています。昨年度

の１２７%程度になっているので、これは一生懸命やってれるんだなと思って、その前の施策

の方をみたら、塩の華の方のイベントがちょっと何も書いてなくて、どういうことかなと思っ

て、もちろん道の駅富士川は一生懸命やって、いろんなイベントをやってるんですけども、こ

こにも載ってます。ただ、塩の華に関するイベントは今年も掲載されていないんでその辺が不

思議に思ったんですけども、何かイベントは塩の華とかつくたべかんでも考えているのかお聞

かせ願いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただいまの深澤議員のご質問にお答えいたします。農産物の出荷者が道の駅の方へシフトし

ているという状況があるのは否めませんが、塩の華やつくたべかん等の集客賑わい策として、

お客様を呼ぶための食事の名物の看板の設置、また駐車場でのかき氷等のケイタリングでの販

売、また大柳川渓谷へのガイド付きツアーをバス会社へ営業を行っております。また、秋には

ツアーの企画もありますので、必ず立ち寄っていただけるよう営業努力をしているところでも

あります。このほか観光バス会社へ、立ち寄りをいただけるよう営業も行っているとこであり

ます。また、農産物によっては塩の華だけに専門的に出荷できるよう、道の駅との差別化も図っ

ていきたいと考えております。店内においても従業員による手づくりの看板、ポップ等プライ
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スカードなど、親しみのある雰囲気づくりを引き続き継続していきます。なお、環境整備にも

力いれ、職員による外トイレの清掃や草刈り等も行なっているところであります。また、イベ

ントとしては、音楽コンサートを地域にも協力を得ながらできるよう計画していきます。今後

も、要望等がありましたら耳を傾けながら、道の駅との連携を図り施策を進めるということに

していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     ありがとうございます。音楽のコンサートっていう、私もそれをちょっと聞いて地域のお年

寄りなんかもそれに出向いてもらえれば、またそれも地域の活性化にもつながるんじゃないか

と今感じました。来年の３月には多分、中部横断道が六郷まで開通すると思うんでそうすると

また５２号の流れも大分変わってくると思います。ここでやっぱり今からの塩の華とかつくた

べかんをいろいろ打ち出していって、お客さんを呼べるような状態を保っていっていただきた

いと思います。以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     ３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

同じく報告第３号、株式会社富士川の決算に関して伺います。２ページを開いていただきま

して、事業報告のですね、下の方の表の中で１点目ですが２７年度決算ですね、これは売上高

の根拠となる各種施設の年間の客数と、できれば客あたり単価について教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただいまの川口議員の施設別の出荷者数、客単価について答弁させていただきます。まず３施

設別の平成２７年度の農産物の出荷者数につきましては、道の駅が３０６、塩の華が９８、つ

くたべかんが１３でありました。また、客単価につきましては、平成２７年度のの客単価は税

込みで道の駅が１１２５円、塩の華が９４８円、つくたべかんは６５９円でありました。 

以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今のお答えの中で各施設のレジ通過客数ですがね、実績の中に、この表の中にないんですけ

ども、わかりますか。で２８年度の予想の中にはね１５ページにレジ通過客見込みが丁寧に出

ているんですね、その対比をしたいと思いますんで実績がわかれば教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

平成２７年度のレジ通過者数につきましては、道の駅が３４万１９６１人、塩の華が、７万

９６５９人、つくたべかんが９７０５人となっております。 
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以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ありがとうございます。３点目になる訳ですけども、各施設特にこの道の駅や・・・あっ先

ほど出荷者数は質問の前に答えてもらったんでしたね。じゃあそのですね、今道の駅の出荷者

数を答えてもらいましたんで、そのうちの富士川町内と町外に分けて町内の比率がどの位を占

めるのか知りたいと思いますのでよろしお願いします。。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

農産物の町内町外の件数ですけども、町外につきましては２２３、町内につきましては８３で

あります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

     もう３回終わりましたよ。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ３回終わりました。３回終わった訳ですけれども、道の駅の町外の出荷者数が２２３て多い

から、またこれについてはですね、別途、点検というか教えてもらいたいと思います。これら

のデータをですね、この決算書の報告に付随してですね、聞かなくてもぜひ添付して提供して

もらいたいと思いますんで、これから御留意をお願いしたいと思います。 

以上終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、報告第１号から第３号に対する質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君）  

日程第５ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の一部を改正 

する条例） 

日程第６ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町一会計補 

正予算（第６号）） 

日程第７ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町国民健康 

保険特別会計補正予算（第４号）） 

日程第８ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町介護保険 

特別会計補正予算（第３号）） 

日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町下水道事 

業特別会計補正予算（第４号）） 

以上の５議案は専決処分の承認案件でありますので一括して議題とします。 



 １１０

これから承認第５号から承認第９号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

     ８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     一般会計補正予算第６号の事項別明細書、すみません、まずは９ページの１８款繰入金、財

政調整基金繰入金等公共施設整備等事業基金繰入金が、予算では３億と２億を繰入金として予

算立てをしたんだけど使わなかったということで、その後３４ページへいくと、いいですか、

３４ページの１３款諸支出金、財政調整基金費が補正で、４０００円。公共施設整備等基金費

が１億１４０８万５０００円ということで、ちょっとこの部分を基金に今度入れたっていうこ

とだと思うんですけど、この差額の部分をどのような取り扱いなっているのかということを

ちょっと教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの長澤議員の繰入金の部分と、それから積立金の関係についての質問にお答えいた

します。まず繰入金の部分につきましては、当初は予算立てをする場合に、収入の見込みを立

てますけれども、税等の収入見込みは比較的低目にとらえております。それで最終的に、地方

交付税あるいは町税等の収入を合わせながら見ていきますと、最終的にはここの５億を取り崩

さなくても財源確保ができたということで今回５億の取り崩しをしていないということになり

ます。もう一つ、積立金の方でございますけれども積立に関しましては、あらゆる収入それか

らあらゆる支出を差し引きしますと、そこで差が出てくる訳ですけれども、その中を精査して

いって翌年度に繰り越さなければならない財源等もございます。それらを差し引きしていきま

すと、最終的に１億１４００万程度は積立ができるということで、今回積立は公共施設事業基

金の中に積み立てをさせていただいたというところでございます。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     ８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     わかりました。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

 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、承認第５号から第９号に対する質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１０ 議案第４９号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関す 

る条例の制定について 

     を議題とします。 
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 これから、議案第４９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４９号に対する質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１１ 議案第５０号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第５１号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため 

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例について 

     を議題とします。 

     これから議案第５０号及び議案第５１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５０号及び議案第５１号に対する質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１３ 議案第５２号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第５３号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 以上の３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５２号から議案第５４号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ちょっと教えていただきたいんですけれども、総務費の中の企画総務費、ページ数でいいま

すと３ページなんですが、そこにですね補助金として、小林区と鰍沢北区に合計で４３０万の

助成事業というのをしているんですけれども、この助成事業というのはどういう事業なんで

しょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策企画課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

堀内春美議員のコミュニティ助成事業についてお答えいたします。この事業につきましては、

宝くじのコミュニティ助成事業というのがございまして、ちょうどそのページの前の２ページ

の方に歳入のほうで雑入でコミュニティ助成事業小林区、鰍沢北区というのがございますけれ

ども、町に申請をして経由で、宝くじ事業の方に申請をいたしまして町のほうに助成金を受け
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入れをしまして、そのまま申請をした区の方に助成事業ということで補助するというような事

業概要になっております。 

事業概要でありますけれど、小林区につきましては防犯灯のＬＥＤ化を行うというようなこと

で、小林区内の１１０カ所の取替えを行うというものでございます。鰍沢北区では、区内の放

送施設に使いたいということで申請が出されております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

小林地区の LED の防犯灯というのの補助金というのは、あのすばらしいことだと思うんで

すね。これは小林区で申請、町の方から何と言いますか、毎年こういうのは申請できるんでしょ

うか。で、申請できるっていうのは、例えば区長会でこういうことができますよというのを説

明してその中から手を挙げたところがということですね。とすると各区長さんはわかっている

ということなんですね。 

〇議長（秋山貢君） 

     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。この点については先般も議会で質問が出て、５件各区

から事業があって、意見が採択をされたというお話はさせていただきました。そして、その際

にも各区長さんにこういう事業がありますから、申請をしてくださいということでやっており

ますんで、各区にこういった事業、こればっかりの事業じゃありませんよ。それ以外の事業も

ありますからすべて説明をし、各区から申請書が上がってきたものを全て町では宝くじへ、県

庁の方ですけども上げております。その中で全部が全部、採択される訳ではありませんが平成

２８年は小林区と鰍沢北区は採択されたことから、今回、補正予算に計上したところでありま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

教えてください。そうすると、２８年度も例えば青柳区でそういうふうにしたいということ

であれば、申請すればいいということなんですね。 

〇議長（秋山貢君） 

政策企画課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

２８年度事業が、今回の小林区と鰍沢北区になりますので２９年度事業として本年度を受け

付けをするというような形をとっております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

 わかりました。ありがとうございました。 
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〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

すいません。一般会計補正予算の自己別明細書３ページ。一番下の負担金鰍沢口駅のトイレ

の新設なんですけど、これは５９６万１千円ということで両町で半分ずつっていうふうに伺っ

たんですけど、１２００万のトイレというと結構なトイレだと思うんですけど、概要を教えて

ください。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

鰍沢口駅トイレの新設事業の概要でございますけれども、今回の負担金の中には工事費以外

にも、委託料の工事管理費、それから維持していくための事業費等も入ってございます。工事

費につきましては、２分の１ずつ両町で出す訳でございますけれども、工事に予定としては、

１１２２万２千円の予定をしてございます。施設の概要でございますけれども、男性用トイレ

女性用トイレを造るというものでございますけれども、男性用の方は大便器が１、小便器が１、

女性用のトイレについては大便器１のみというような形をとっております。建設場所につきま

しては駅舎の北側ということで予定をしております。 

以上であります。 

すみません。追加させていただきます。駅舎北側ということで、RC 構造の平屋建てで車い

すの対応をするというような計画をしております。 

以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。そうしますと、管理なんかはまた別に毎年かかってくるということ

ですよね。 

〇議長（秋山貢君） 

 政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

本年度は建設になりますけれども、それ以降、維持管理割はやはり両町で２分の１ずつの費

用負担して維持管理をしていくということになっております。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。もう一点１０ページ、あっ１０ページじゃないや、５ページ。１０款

の教育費の中の備品購入費、緊急地震速報受診システム購入費ということなんですけれども、

説明では増中と増小にという説明だったんですけども、他の小中学校にはもうこれは整備され

ているんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 



 １１４

     教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん） 

ただいまの鮫田議員のご質問にお答えいたします。本年度は、これは、国県からの委託事業

として、指定として増小、増中が指定されまして事業を行います。で、他の学校もということ

でございますけれども、その効果を検証しながらほかの学校については今後検討をしていくと

いうことで考えております。今回の検証を終えてからということになります。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございました。以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     １点だけお聞きします。学校教育にかかわる部分ですけども歳入の方で２０万円、道徳教育

研究推進事業委託金ということで県支出金に２０万円あります。歳出でそれを使って鰍沢小学

校の方で、多分それをやるということなんでしょうけども講師謝礼と１７万円が消耗品と。多

分これ副読本か何かかなと推察しますけども、その点にこの事業の目的とその点も含めて、内

容についてお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。議員さんのおっしゃるとおりでして、これは指定を

受けまして、本年度、道徳教育ということで鰍沢小学校でするものでございます。当内容につ

きましても、図書、図書講師謝礼、図書購入費、副読本の購入費とになっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今の道徳教育ということなんで、これは単年度実施なのか、それともこの成果を検証して来

年度以降、例えば本町における道徳教育推進の事例として来年度以降実施していく予定なのか、

その点も含めてお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     齊藤議員の御質問にお答えをさせていただきます。この道徳教育研究推進校につきましては、

昨年度まで鰍沢中学校で実施をしております。この事業は３年行なっていくということで、こ

の事業については、２年目、３年目において公開をして、その研究を継続していくということ

でやっております。ということで今年度は事業等の研究をして、来年再来年については、公開

研究をして検証し、各学校、またこの辺の峡南の学校にも、公開研究として公開をしていくこ

とになっております。 
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〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要は、先行事例というような形で、現段階やっておるという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

 はい。これからの特別の強化、道徳の強化ということも含めまして、実践をしていくという

ことでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

よくわかりました。以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     それでは一般会計補正予算の４ページ。事項別明細書の４ページの４款衛生費、峡南医療セ

ンター企業団貸付金の４億円ですけれども、５年で黒字化するということで、ぜひ町からも叱

咤激励して、いい病院にしてもらいたいと思いますけれども、そのためにも単年度で、貸付な

がらも、そうは言ってもある程度の返済計画というのもしっかりと、この４億中でもたてても

らえば病院の経営状態がよくなってるって部分は私たちにも分かると思いますので、その返済

計画という部分がなんかあるのか教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。今回の貸し付けにつきましては、単年度のを貸し付

けている。短期貸付ということですので年度内に満額返していただくという予定でおります。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     年内に一括貸すということはわかっているんですけれども、途中でなんていうんですか、細

かく返すということではなく、最終３月当たりに一括でドンと返すという考え方でよろしいで

すか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまの計画では、そのとおりの年度末に一括返済ということで考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

本当はですね、民間的な考えなんですけど、本来であれば細かく分けて利益があがったらど

んどん返してもらうという部分が普通だと思うんですけれど。病院が今経営がちょっと厳しい

ということで今回わかりました。で、もう一点ですけれど、昨日一般質問でちょっと聞きそび

れた部分がありまして、この病院の部分で、年度内に再度もし支援があった場合追加融資する

かっていう質問の答えがちょっといまいちわからなかったんでそこををちょっと教えてもらい

たいんですけれども。 

〇議長（秋山貢君） 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

長澤健議員の返済計画と、そしてまた追加貸し付けの部分についてお答えいたします。、今回

の４億円だけではなくて昨年で貸し付けた部分についても市中銀行から病院はお金を借りてま

すので、そちらへ返済をまずしていかなきゃならない。そうすると資金不足が生ずるからその

部分を両町で貸し付けするということですから、両町の方に返す余裕があったら市中銀行の方

へ返していかなきゃならない。市中銀行の方をそのままにしておきますと利息もたまりますん

で、そういったことから足りない部分を両町で貸付をしていきますんで、両町への返済は年度

末に１回ということでご理解をいただきたいと思います。それと昨日の答弁の中で、医業収入

はあくまで想定のものでありますから、それがそのまま入ってくるということはどこにも補償

はないわけです。ただ、今収支予算を計上する中で、安定した貸し付けが８億円あれば何とか

いけるだろうという中でやっております。そういう中で患者数が予定どおり確保出来たり入院

患者が予定通り入院していただいたりということであれば、８億円で十分できますけれども、

当然そこで一年間通して大丈夫だろうという見通しの中で４億円ずつ計上しておりますが、医

業収入がもしもですね、予定どおり上がらなくてさらに資金不足が生じるということになれば、

当然病院がそういうことを言ってくる訳でありますけども、その時には市川三郷町と十分協議

する中で対応をして参りたいと答弁をさせていただきました。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     追加融資をしないようにですね、町の方からも目を光らせて、議会の方でもしっかりと目を

光らせて１年間取り組んでいきたいと思います。では次の質問ですけれども、今度は５ページ、

８款土木費のダンプ車両購入費５３３万円。ちょっと僕もこういう仕事をしてるんでダンプを

何回か買ったことがあるんですけれど、非常にこれ多分２トンダンプだと思うんですけれど、

ちょっと金額が高いんですけれど、どのようなオプションをつけたりとか、あと山を走るんで

４輪駆動車なのかそういうところちょっと詳しく教えてくれますか。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただいまの長澤健議員のダンプの購入費の内容ですけども、これは特殊車両ということでな
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くて、道路維持作業車いうことで一応２トンの低床床ダンプトラックを予定しております。それ

道路維持車両ということで、塗装をですね、黄色と白の塗装をすると、それと黄色のパトロール

ランプをつけるというのが特殊なものでございます。他は普通の低床床のダンプとなります。 

〇議長（秋山貢君） 

長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

結構作業してる方々が山でね、側溝につっぺったりしているところをよく見たことがあるの

で、出来たら本当は作業車は４ＷＤのダンプこれから買うべきだと思いますけれども、５３０万

あれは多分そこまで予算でできると思うんですけれど、どうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

見積もりもらった中で、予算計上した訳でありますけども、この中で見積もりをもらったも

のが日野のデュトロという２トンダンプでございます。それでダンプ自体の車両価格というこ

とは、消費税を入れて５２０万ほどの見積もりになっています。それはあくまでも車両本体は

４４５万ですけどもオプションで先ほど言いましたように、塗装が３０万１千円程、そういう

オプションを付けますので車両価格がそうなってきております。見積もり段階ですので、これ

から発注する段階でこの金額の中で、４ＷＤが入ることができればそういうふうにぜひしてい

きたいと思っています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

はい。ぜひ、作業班も山での作業が多いと思いますんで、その辺もぜひ検討してください。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

少しだけですけれども、１点ちょっとですね前にもちょっと質疑の中にありましたけれども、

３ページのコミュニティ事業ですね。この町のですね、町の取り扱い方だけちょっと確認した

いんですが、このコミュニティー事業につきましては私も過去２回ほど申請側の立場でやって

いますので、中身についてはよくわかっているつもりですけれども、町は区から上がってきた

書類の当然中身をチェックして、ここはこういうふうに直した方がいいですよということを

やってくれますけれども、あとはそのまま県にそのままいってあとは県にお任せなのかどうか、

そこだけ確認したいんですけど。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君。） 

ただいまの質問にお答えいたします。先ほども言いましたように区長会などに説明をして、

申請用紙等をお渡ししまして申請をしていただく。それには、当然見積書等のものがございま
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すけれども町としましては、それをそのまま県の方に出して、審査等については県の方で行う

というような、県というか向こうのコミュニティの方に出して審査を行うということになりま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     そうしますと今まではですね、大体おおよそ２、３件、毎年の件数なんですよ、まあ多くて

も５件あった年があったかどうかわかりませんけれども、今回私が心配しているのは来年以降

ですね、小林のＬＥＤ、すべてＬＥＤなんですね。今までは一部ＬＥＤ、一部じゃあここの公

民館の改修をしましょうと、併せてまあ２００万程度ってのがあったと思うんですが、なぜＬ

ＥＤで心配してるかというと、前回我々議会の中で地区懇談会をやったとき、地区からＬＥＤ

について町でみてくれないかという話があった時に、町のほうでは当然の一部ＬＥＤについて

助成を出していますけれども当然、ＬＥＤについては地域の負担だという考え方を示したんで

すね。こういうことがあると来年一挙に１０件出てきた時にじゃあ町はどういうふうに審査を、

１０件ポンと出しちゃうのかなと、そこだけ心配したんでそういうときにはどうするのか伺い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

コミュニティの助成金の質問にお答えいたします。これは幾つも種類がありまして、同じＬ

ＥＤにする時にもですね、防災のコミュニティというのもゼロではない訳です。当然、災害が

起きたときに、逃げ道の確保というのもあります。ただ防災でＬＥＤは難しいかもしれません

けどもゼロではないと思うんですね。あと、今回計上してますコミュニティはまさに地域のコ

ミュニティであって、これは２５０万が限度の金額です。２６０万、もし事業費がかかれば

１０万円は自己負担ということになります。これは町が１円も出してる訳じゃありません。す

べてそれ以外にも、公民館の部分のコミュニティもあります。これは１５００万まで出てくる。

このコミュニティを使いながら、小林区の公民館、最勝寺の公民館も建っております。小林区

ではトイレなんかもこのコミュニティを使いながらやってます。うまく活用してもらうっちゅ

うことが重要ではないかなと思ってます。いっぺんに１０件出しても日本全国から出てくるも

んですから、すべてが採択されるということもありませんし、山梨県の中にも２７市町村あり

ますから富士川町ばっかという訳にもいきません。１０件出てくれば１０件町の方では優先順

位をつけながら、これは今までこのコミュニティの助成事業を使ったことがないようなところ

とか、これは地域に必要な事業だとか、いろいろ加味しながらですね、優先順位を付けながら

県の方へ出していくということになります。ただ単に出すばかりではなくて、またいろんな手

づるも使いながらですね、できるだけこの町にそういった採択がされるように努力は町でもし

ていきますけれども、全区が一斉に出したからといって、全部が認められるものではなくこれ

はやはり、努力の度合いいうのもあると思いますから、数年続けていく覚悟でですね、この事

業には取り組んでいただければありがたいなと思ってます。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 
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〇１１番議員（井上光三君） 

 これは各区から出されますとですね、出す方の区にしてもですね、３年前に出したからちょっ

と無理だろうなっていう思いはあるんですけれども、優先順位って町でつけるのは難しいかな

と思けれど、これはこれで来年どうなるかで、また町の方でも対応していただきたいと思いま

す。もう１点ちょっと別のところでお伺いしたいんですか４ページのですね、これは中身を

ちょっと具体的な内容をお伺いしたいんですが、４ページの特産品開発アドバイザーの謝礼、

これについてのもう少し具体的な内容をお聞きしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

井上議員のただいまの質問にお答えいたします。これにつきましては特産品の開発アドバイ

ザー謝礼ということでありまして、内容につきましては本町のゆずなどを含めまして、生産か

ら加工、流通、販売も含めた加工品の開発を行うためのアドバイザーの謝礼となります。対象

者につきましては、日いづる里活性化組合、町内小売店、穂積地域の方々ということになりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

対象者はわかりましたけど、このアドバイザーですから、講師、アドバイザーの方をお願い

をして、その方に支払うということでよろしいんですね。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

そのとおりでございまして、アドバイザーを依頼しましてその方に講師になっていただきま

して御指導いただくというような形になります。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

具体的にですね、もしどういう方をというような今、差し支えない範囲でお答えできれば、

どういう予定でいますということだけお願いしたいんですけれども。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

今の時点ではですね、はっきりとは確定はしておりませんが、候補の方としてはございます

が確認はとれていませんので、今お話はできません。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 



 １２０

     ほかに質疑ありませんか。 

     ２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     すみません。今の井上議員の質問を聞いてて急に聞きたいことが出てきました。５ページの

ですね、教育費の防災教育アドバイザー謝礼ってありますけども、防災教育アドバイザーとい

うのはどういったものなのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど申し上げました本年度防災教育事業を行いま

す増中、増小の方の事業に関わります謝礼の分になっております。講師謝礼になっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

ちょっとわかりにくかったんですが、緊急地震速報の地震システム購入にあたっての防災教

育をするということでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん） 

今回の増中、増小に導入いたします防災教育事業の中のアドバイザーをお願いする部分の防

災教育の謝礼になっております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     また詳しくわかりましたら教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

先ほどの井上光三議員さんの特産品開発アドバイザーの件なんですけれども、もう一つ確認

したいんですけど、先ほど柚子ということで対象が日いづる里ということなんですが、これは

自分たちの方からアドバイザーを開発したいけれども、そういう講師を招いていただきたいん

だっていうような申請があって、初めてこういう形でのるものなんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

今回の申請につきましては・・申請といいますか、山梨県の農務部とも相談をしながら、今

回につきましては、穂積地域とも話し合いをし、そしてアドバイザーを受けて商品開発販売の

ルートのアドバイスを受けたいということで、こちらの方にお話をいただいて進めていくとい

うことになりました。 



 １２１

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

先ほど塩の華の話があったんですが、あの鹿島の方は生姜を非常にたくさん作っていて、私

もいただくんですけれども、そういうものが商品開発できればいいなというふうにいつも思っ

てたんです。富士川町っていうと柚子というイメージなんですが、そういうところでこういう

システムがあるということを全町っていうか、そういうところに特産があることを課で承知し

ながらそれを商品開発に向けるようにしていただくと、柚子は典型的な富士川町の特産品なん

ですけれども、もうちょっと別のところも開発出来ればいいかなと思って今、対象が柚子って

決まってたんで、もっと他のところの商品もあるのになということで思ったんですが、そこら

辺の周知みたいなものというのはありますか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

今回につきましては、柚子などということで、柚子だけではなく違う物も含めて混合して開

発をしたらどうかということもあります。 

また、今言った生姜とかというのもありますので、今後はそのようなことも含めて進めて行 

きたいと考えています。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     はい。終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑はありますか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５２号から議案第５４号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１６ 同意第５号 富士川町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者 

の割合を４分の１以上とすることにつき同意を求めることについて 

     を議題とします。 

     これから同意第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、同意第５号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 



 １２２

本日はこれにて散会とします。 

御起立願います。 

ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時１６分 
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 １２４

平成２８年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２８年６月１７日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

  

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例 

等の一部を改正する条例） 

日程第 ３ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町一般会計補正予算（第６号）） 

日程第 ４ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

日程第 ５ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

             士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）） 

日程第 ６ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富 

川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

日程第 ７ 議案第４９号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一 

             課税に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第５０号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

             び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

日程第 ９ 議案第５１号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５２号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第５３号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１２ 議案第５４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１３ 同意第 ５号 富士川町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれ 

らに準ずる者の割合を４分の１以上とすることにつき同 

意を求めることについて 

        日程第１４ 議案第５５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を 

求めることについて 

日程第１５ 議案第５６号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を 

求めることについて 



 １２５

日程第１６ 同意第 ６号 富士川町農業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１７ 同意第 ７号 富士川町農業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１８ 同意第 ８号 富士川町農業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１９ 同意第 ９号 富士川町農業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２０ 同意第１０号 富士川町農業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２１ 同意第１１号 富士川町農業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２２ 同意第１２号 富士川町農業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２３ 同意第１３号 富士川町農業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２４ 同意第１４号 富士川町農業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２５ 同意第１５号 富士川町農業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２６ 同意第１６号 富士川町農業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２７ 同意第１７号 富士川町農業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２８ 同意第１８号 富士川町農業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２９ 同意第１９号 富士川町農業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３０ 同意第２０号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会 

 委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第３１ 同意第２１号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委 

員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第３２ 発議第 ２号 富士川町議会行政視察研修の実施について 

日程第３３ 総務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３４ 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３５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

 

 

 



 １２６

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 

 ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健       

  ９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也        

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

 １３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行      

１５番  秋 山  貢 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人 

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史 

税 務 課 長 田 辺 明 弘  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 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠 

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 永井たかね 

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 小 林  恵 

 

 

 

 

 



 １２７

開会 午前１０時００分    

〇議長（秋山貢君） 

     本日は、第２回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員並びに町長をはじめ執行部各位

には大変お忙しいところご出席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第２回定例会も、本日が最終日となります

がご審議のほどよろしくお願いします。 

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２回富士川町議会定例会４日目の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１ 諸般の報告。 

本日の議事日程は、お手元に配布した一覧表のとおりです。 

なお本日、追加案件として人事案１８件、議会行政視察研修案１件、閉会中の継続調査申出

書３件が提案されています。ご審議くださいますようよろしくお願いします。 

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

〇議長（秋山貢君） 

ここで、川口正満議員から１３日の質疑の発言で一部取り消したい発言があるとの申し出が

ありましたので、これを許します。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

議長のお許しが出ましたので、１３日の質疑の発言で不適切な発言を申し上げてしまった箇

所がありましたのでその部分について発言の取り消しをいたします。 

議長でしかるべく御処置いただきますようお願いします。 

その不適切な発言は議案第５２号富士川町一般会計補正予算（第２号）峡南医療センター貸

付金についての質疑中、峡南医療センター平成２７年度の決算の速報値を質問したもので、平

成２８年度の補正予算質疑に相応しくないとして、議長から制せられ発言が叶わなかった部分

です。これは私の間違いだったので、発言を取り消します。 

また、議事を中断させてしまい申し訳ありませんでした。お詫びを申し上げます。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     自席にお戻りください。 

ただいま、川口正満議員から１３日の質疑の発言中、議員が申し上げた発言について取り消

したいとの申し出がありました。 

お諮りします。 

この発言部分について、取り消す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。 

よってこの発言は取り消されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 



 １２８

   日程第２ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の一部を改正 

する条例） 

   日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町一般会計 

補正予算（第６号）） 

日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町国民健康 

保険特別会計補正予算（第４号）） 

日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町介護保険 

特別会計補正予算（第３号）） 

日程第６ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度富士川町下水道事 

業特別会計補正予算（第４号）） 

     以上の５議案は、承認案件でありますので一括して議題とします。 

これから承認第５号から承認第９号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

     （ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、承認第５号から承認第９号の討論を終わります。 

これから、日程第２承認第５号から日程第６承認第９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承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって承認第５号から承認第９号は原案のとおり承認することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第７ 議案第４９号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する 

条例の制定について 

     を議題とします。 

去る６月１３日の本会議で、総務産業建設常任委員会へ付託しました議案第４９ついて委員

長の報告を求めます。 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

      ―――――  委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ――――― 

〇議長（秋山貢君） 

     井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

     ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上で質疑を終了します。 

     井上委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

     これから、議案第４９号の討論を行います。 
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     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上を以って議案第４９号の討論を終わります。 

     これから日程第７議案第４９号を採決します。 

     お諮りします。 

     議案第４９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に決定することにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第８ 議案第５０号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 議案第５１号 富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効 

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に 

ついて 

     以上の２議案は、条例の一部改正案ですので一括して議題とします。 

     これから議案第５０号及び議案第５１号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５０号及び議案第５１号の討論を終わります。 

これから、日程第８議案第５０号及び日程第９議案第５１号の議案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に決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号及び議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１０ 議案第５２号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第５３号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第５４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  以上の３議案は、補正予算案ですので一括して議題とします。 

これから、議案第５２号から議案第５４号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５２号から議案第５４号の討論を終わります。 

これから日程第１０議案第５２号から日程第１２議案第５４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５２号から議案第５４号は原案のとおり決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１３ 同意第 ５号 富士川町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる 

者の割合を４分の１以上とすることにつき同意を求めることについ 

て 

     を議題とします。 

     これから、同意第５号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、承認第５号の討論を終わります。 

これから日程第１３同意第５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５号は原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１４ 議案第５５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること 

について 

日程第１５ 議案第５６号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること 

について 

     議案第５５号及び議案第５６号の議案は、富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の

同意を求める案件ですので、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） 

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

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由理由説明が終わりました。 

なお、先ほど私議長が、２議案は富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の同意を求
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める案件と申しましたけれども、議会の意見を求める案件ですので訂正をお願いいたします。

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。 

したがって議案第５５号及び議案第５６号については質疑と討論を省略します。 

これから議案第５５号及び議案第５６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５５号及び議案第５６号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

     日程第１６同意第６号から、日程第２９同意第１９号の１４議案は富士川町農業委員会委員

の選任につき議会の同意を求める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） 

        ―――――  １ ４ 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明  ――――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で町長の提案理由説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第６号から同意第１９号については質疑と討論を省略します。 

これから、同意第６号から同意第１９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６号から同意第１９号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

     日程第３０同意第２０号および日程第３１同意第２１号の２議案は、富士川町カラマツオ外

三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める案件でありますので一括

して議題とします。 

     町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

  ―――――  ２ 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明  ――――― 
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〇議長（秋山貢君） 

  以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって同意第２０号及び同意第２１号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第３０同意第２０号及び日程第３１同意第２１号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって同意第２０号及び同意第２１号は原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第３２ 発議第２号富士川町議会行政視察研修の実施について 

を議題とします。 

提出者齊藤正行君から、本案について提案理由の説明を求めます。 

１４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

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

〇議長（秋山貢君） 

     これで、発議第２号の提案理由の説明が終わりました。 

齊藤委員長しばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号については質疑と討論を省略します。 

齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから日程第３２発議第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって発議第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第３３ 総務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３４ 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３５ 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３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。 
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総務産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長、議会運営委員長から会議規則第７５条の規

定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部終了しました。 

今定例会では条例制定案をはじめ、提案された案件について慎重な中にも熱心なご審議をい

ただき、ここに無事閉会できますことを厚くお礼申し上げます。 

また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては、議案説明、答弁などにご協力いただき誠に

ありがとうございました。議員におかれましては住民の代表として、暮らしと自然が輝く交流

のまちを目指して、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

平成２８年第２回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

閉会 午前１０時２４分 

 

 


