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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４８号をもって招集されました、平成２８年第３回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２８年第３回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 白露を過ぎ、朝夕に秋の気配を感じる頃となりました。例年この頃は本格的な台風シーズン

でもありますが、今年は８月に４つの台風が上陸しました。中でも８月３０日に岩手県に上陸

した台風１０号は東北、北海道地方に記録的な大雨をもたらしました。河川の氾濫や浸水、土

砂災害等による被害が相次ぎ、岩手県岩泉町の高齢者グループホームでは９人が死亡したほか、

多数の孤立・救助待ち事案が発生しました。災害に見舞われ亡くなられた方々のご冥福と地域

の一日も早い復興をお祈りいたします。 

 本町においても、東日本大震災や熊本地震など大災害の被災状況を受け、住民の防災意識も

高まってきていますが、この機会に過去に本町にもたらされた災害の歴史を振り返り、災害に

対する効果的な備えを啓発することが重要であると考えます。 

 去る７月１１日の参議院議員選挙では、選挙権年齢が１８歳に引き下げられた公職選挙法改

正後、初めての投票が行われました。総務省が発表した２０歳未満の投票率の速報値は、

45.45％で全国平均の 57.7％には届かなかったものの、過去の２０歳代よりは高い水準であり

ました。今後も高校などの主権者教育の充実により、若者の投票率の向上が期待されるところ

です。 

８月５日から２１日までの１７日間、ブラジルのリオデジャネイロで開催された第３１回夏

季オリンピックでは、日本選手の一挙手一投足に、一喜一憂し、列島全体が熱気に包まれまし

た。政治や宗教の対立、人種やことばの壁を乗り越え、個人のプライドと国の名誉を懸け競い

合う姿は、世界中の人々を感動の渦に巻き込みました。スポーツを通して体と心を鍛え、世界

の国々と交流し、平和な社会を築くというオリンピックの精神は、次回開催国である日本にも

引き継ぐことができたと思います。９月７日には、パラリンピックが開幕いたしました。変わ

らぬ声援を送りたいと思います。 

一方で、痛ましい事件も続きました。７月２６日には、１９人が死亡、２７人がけがをした

相模原障害者施設殺傷事件。８月２３日には、埼玉県東松山市の河川敷で、１６歳少年の遺体

がみつかった殺人事件。なぜ社会で支えるべき弱者を傷つけ、そのことを正当化できるのか。 

なぜ自分の思い通りにならないからといって、罪を犯すのか。事件の原因究明と犯罪予防の取

り組みを切に願います。 

 わが町に目を向けますと、８月２０日の新聞に、中部横断自動車道の六郷～新清水まで約

５９㎞の区間の開通予定が、２０１７年度には間に合わなく、遅れる可能性がでてきたという

記事が載っていました。７月２３日には、中部横断自動車道の富士川橋の完成記念イベントが

盛大に開催され、計画通りの開通を信じていただけに、開通年度が白紙になるとは、思いもよ

りませんでした。町民の多くが、地域経済の活性化の起爆剤として期待しているので、一日も



 ８

早い開通を望みます。 

また、８月２４日には、韓国釜山にある慶星大学校芸術総合大学のクォン学長と８人の学生

と４人の先生が来町しました。夕方には、町主催のウエルカムパーティ―が平林みさき耕舎で

開催され、地元の中込区長をはじめ区民の皆様と大勢の関係者が出席されました。町の若手職

員もバーベキューでおもてなししました。これを機会に、日韓の次世代を担う若者の交流が図

られ、相互理解が深まることが期待されます。さらには、若者の交流人口の増加や地域内の経

済的な効果と町の活性化にもつながるものと思います。 

９月定例会は、決算審査の議会でもあります。議会が決定した予算が適正に執行されている

かを審査するとともに、各種資料に基づき行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって行政

効果を評価する極めて重要な意味があります。また、審査の結果を後年度の予算編成や行政執

行に反映できるようにしていかなければなりません。マスコミの中には、地方議会が機能不全

に陥っていると言うところもありますが、富士川町議会は住民の声を的確に反映できる議会と

なるべく活動してまいります。 

さて、今定例会では、議会改革の一環として、決算特別委員会を設置する予定です。分科会

方式をとって、各分科会で決算審査を行った後、全体会で討論する形を考えています。これに

よって、より慎重で深い審査ができるものと思っています。議員各位におかれましては、健康

に十分ご留意され、活発な議論を行ってくださいますようお願い申し上げ、開会のあいさつと

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１２７条の規定によって、 

 １４番 齊藤正行君 

１番 小林有紀子さん 

 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２３日までの１５日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声 ） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から２３日までの１５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、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
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報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配付したとおりです。 

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

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

のでご了承ください。 

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

本日は提案説明に留め、質疑につきましては１３日の本会議で議事日程により審議をお願い

します。 

 今定例会までに受理した請願は、先に配付しました請願文書表のとおりです。 

 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審査をお願いします。 

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

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２８年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

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

を申し上げます。 

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

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

各位、並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

 はじめに、今年は、４年に一度のオリンピック、パラリンピックイヤーであり、開催地、ブ

ラジルのリオデジャネイロでは、８月５日から２１日までの１７日間をオリンピックが、また、

９月７日から１８日まで、パラリンピックが開催され、世界約２００ケ国から１万人以上のア

スリートが、熱い戦いが展開されております。オリンピックでは、日本選手団も、それぞれの

競技種目に臨み、これまで鍛え上げてきた成果を発揮し、金銀銅のメダルを４１個獲得され、

メダルを手にした選手はもちろん、そのご家族、関係者、そして私たち日本国民も大いに喜ん

だところであります。山梨県関係では、陸上競技、水泳競技など８種目に１４人が出場して、

彼らの活躍に対し、多くの県民が一喜一憂されたことと思います。４年後には、この大きなス

ポーツの祭典が東京で開催されます。日本選手団はもちろん、山梨県から、さらにはここ富士

川町からも、東京オリンピックで活躍する選手が一人でも多く現れることを期待するところで

もあります。 

また、リオでは、日本をＰＲするＰＲブースにおいて、紹介する全国１０自治体に富士川町

が選ばれ、町のＰＲ動画を開催期間中、放映されたことにより、多くの国内外の方々の目に触

れ、富士川町に興味をもっていただき、町を訪れていただけるのではないかと、その効果に期

待しているところであります。 

一方、本年は、４月に発生した熊本地震により、多くの方々が被害に見舞われ、また、先月

３０日夜から３１日にかけては、台風１０号による暴風雨の影響により、岩手県や北海道では、

堤防の決壊や浸水、道路の崩落など大きな被害が発生いたしました。中でも岩手県岩泉町では、
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小本川が氾濫し、認知症患者を受け入れていたグループホームに濁流が押し寄せ、入所してい

た高齢者９人がお亡くなりになる痛ましい被害が発生するなど、急激に変わる大雨災害で、自

力避難が困難な高齢者などの災害弱者をどう守るか、重い課題が突きつけられる結果となりま

した。 

また、今回の災害では、町が避難指示を出さなかったなど、災害予測に対する対応も問題と

なっておりますが、こうした結果を「他山の石」として、今後の災害応急対策の教訓にして参

りたいと考えております。なお、この台風１０号では、２１名の方々がお亡くなりになり、未

だ７名が行方不明という甚大な災害となりました。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とともに、一日も早い復旧を祈るところであ

ります。 

本町におきましても、大雨による土石流や南海トラフ巨大地震などの大規模災害が懸念され

ることから、今年も９月１日を中心に各区による防災訓練を実施したところであります。町で

は、９月４日、震度６強の地震発生を想定した防災訓練を実施いたしました。訓練では、災害

対策本部を設置・運営、各区との情報伝達、避難所設置、物資調達など、災害時における初動

体制の訓練を行ったところであります。 

こうした大規模災害発生時には、公共の救助には時間を要することから、自分の身と、家族

の安全は自ら守る自助、そして近所の方々で助け合う近助、地域の方々で対応する共助を高め

ていくことが重要であります。それには、各家庭において、必要な食料や飲料水等を３日分以

上の備蓄をお願いするものであります。今後も、自助・近助・共助の体制の構築を推進し、災

害発生時の混乱や被害を最小限に食い止めるためにも、年に一度とは言わず、二度、三度、こ

うした訓練を繰り返し実践することにより、地域防災力の向上と災害に強いまちづくりを推進

し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、役場新庁舎の整備についてであります。町では、平成２７年２月に策定した「富士川

町公共施設再配置計画」において、本庁舎を新たに整備することとしたことから、現在の役場

庁舎が抱えている諸問題を御検討いただくため、本年２月に障害者や庁舎の利用度の高い団体

の代表、住民からの公募を含めた１８名の委員による「富士川町役場庁舎整備検討委員会」を

設置したところであります。検討委員会では、新庁舎の整備の必要性や、想定される規模・機

能・建設位置など、新たな役場庁舎の整備方針に関して御検討をいただき、去る８月１２日に

整備検討委員長から報告を受けたところであります。報告書では、現庁舎の老朽化に伴う耐震

不足への対応や分散している行政機能を一元化すべく、新庁舎の建設の必要性とともに、想定

規模を延床面積６，０００～６，５００㎡、敷地面積約１２，０００㎡とすること、建設場所

は、現本庁舎での建て替えとの内容であります。 

また、本年４月の熊本地震では、被災地となった自治体の庁舎が被災を受け、災害対策本部

の機能を失ってしまったことから、「災害時においても速やかな業務が遂行できる機能・設備の

必要性」と「災害後の通常業務の迅速な再開は、町民にとって大変重要である」などの御意見

や、町民の安全と安心な暮らしを支える庁舎であることから、「早期に着手すべき」との御意見

もいただいたところであります。今後は、整備検討委員会からの報告書をベースに、さらに多

くの皆様の御意見をも伺いながら、富士川町新庁舎整備基本構想を策定して参りたいと考えて
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おります。 

次に、中部・五開地区への光ケーブル敷設についてであります。本町では、サテライトオフィ

スの誘致をはじめ、高度情報化社会に対応するため、全町に光ケーブル網の整備をめざして参

りました。中山間地以外の市街地には、ＮＴＴやＣＡＴＶの光ケーブルが敷設されているもの

の、中山間地域には、町独自の敷設が必要となっております。このうち、平林、穂積地域は、

合併前に整備が終わっておりましたが、中部、五開区が未整備であったことから、これまでに、

地元での事業説明会や普及に向けた取り組みを進めて参りました。その結果、ＣＡＴＶやイン

ターネットへの加入要望等、地域からも導入への意向が高いことから、昨年１２月議会におい

て光ケーブル整備に係る設計費を予算化したところであります。今年度は、事業実施に向けて

の事業財源の確保に取り組んで参りましたが、今般、過疎対策事業債が採択されたことにより、

本設計書に基づき、未整備地区の光ケーブル敷設工事費を計上したところであります。中部・

五開区への光ケーブル敷設工事の概要は、起点を役場本庁舎、末端を五開区十谷地内とし、総

敷設延長が約３０ｋｍ、最大１１２芯からなる導軸を本線として、中部、五開区の全戸を許容

エリアとしております。なお、この整備によりまして、町内の光ケーブル未整備地区は解消さ

れることとなります。 

次に、一般社団法人の設立についてであります。ますほ文化ホールの運営につきましては、

これまで町が直営で行って参りましたが、限られた財源の中にあって、今後の適切な運営主体

について検討を行って参りました。ホール及び施設運営においては、長期的な視点での事業計

画、施設保全計画が必要となり、特に、施設の維持管理については、町との役割分担を明確に

する必要があること、また、事業運営では、効果的なプログラムの作成や特殊な舞台設備の管

理などが求められることはもとより、何よりも大切なことは、文化ホールは、興業目的の特定

の演目に特化したホールではなく、次世代を担う子どもたちの育成の場であり、住民のニーズ

にあった舞台芸術を取り入れるなど、住民参加型の公益に資する事業を実施して参りたいと考

えているところであります。こうした考えの下、文化ホールの管理・運営を目的とした一般社

団法人を設立することとし、指定管理者として、明年４月からの管理運営業務の委託について

は、今後、条例改正などの必要な手続きがあることから、設立する法人については、本年１１月

には登記を完了いたしたく、今定例会に出資金ほか設立に必要な経費を計上したところであり

ます。なお、社団法人の名称については、今後、住民からの公募による、親しまれる名称にし

て参りたいと考えております。 

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、建設主体である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

リング調査が行われて参りましたが、今般、中心線測量がほぼ終了したところであります。Ｊ

Ｒ東海のこれまでの説明会においては、ＪＲが取得する２１．６ｍのうち左右４ｍを工事期間

中は工事用道路として使用し、完成後、ＪＲ用地の外側にフェンスを設置する意向を示してお

りましたが、地権者からは、これでは未買収となった隣接地が活用できなくなってしまうこと、

また、緩衝地帯は、できるだけ広くとってほしい、などの御意見をいただいていたところであ

ります。こうしたことから、町とＪＲ東海では、これまで、高架橋の種類や建設幅、緩衝地帯

となる工事用道路の借用条件、既存道路との交差方式や水路や上下水道の付替え、家屋などの

補償対象物件などの協議を行って参りました。今般、こうした協議内容について、おおむね合

意に至ったことから、８月１９日から、小林、最勝寺、天神中條区において、ＪＲ東海は、「リ
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ニア中央新幹線の高架橋計画概要」を、町は、「側道基本計画」の合同説明会を開催したところ

であります。説明会において、町の側道基本計画は、リニア建設に伴う工事用用地の８ｍ、片

側でいうと４ｍとなりますが、これを借用し、さらに町が片側２．５ｍ幅の用地を取得し、リ

ニア中央新幹線の工事が完了した後に、町道として両側を整備していく計画であります。これ

は、リニア軌道との緩衝地帯をＪＲの４ｍより広く確保してほしい、との御意見や買収されず、

残された土地が死んでしまうなど、これまでの説明会においての御意見を踏まえ、整備するも

のであります。この側道整備は、現在のところ、ニスカ前の町道から戸川左岸の町道までの約

２ｋｍを計画しておりますが、南アルプス市内においても同様の側道の検討がなされていると

お聞きしておりますので、今後、ニスカから北側の延長もあるかもしれません。また、今回の

説明会では、ＪＲ東海に対しては、高架橋による日照の影響や営業運転における騒音に関する

意見が出されたほか、町に対しては、側道の必要性に関する意見が出されたところであります

が、側道計画については、これまでの地区説明会において、ＪＲとの協議前でありましたから、

幅は２．５ｍ～３．５ｍと、曖昧でありましたが、しっかりと町の側道計画は説明してきたと

ころであります。リニア中央新幹線の建設は、いよいよ本格化して参りますが、今後も、住民

の皆様に、十分ご理解を得られるよう、丁寧な説明と住民に寄り添った対応をして参りたいと

考えております。 

次に、町民交流広場の整備についてであります。町民交流広場につきましては、国土交通省

と連携した「かわまちづくり事業」として、富士川病院東側の富士川河川敷に計画しておりま

すが、昨年度までに、国土交通省が、浸水護岸の整備と町民交流広場となる敷地の荒造成の工

事が、おおむね完了したところであります。造成工事の完了を受け、本年度から町では、ウレ

タン舗装による４００ｍトラックをはじめ、走り幅跳び、砲丸投げ、走り高跳びの競技が行え

るフィールドを含めた陸上競技場や、人工芝のサッカー場などに着手し、スポーツ施設は、利

根川スポーツ広場がリニア中央新幹線の建設工事により、移転を余儀なくされる、平成３０年

度までに完成させたいと考えております。今年度の町工事としては、盤面の下地である舗装工

事と施設内における雨水の排水処理を行うための排水設備工事を行うこととし、先般、工事発

注をしたところであります。今後は、国土交通省が、国道５２号からの取付け道路工事や富士

川の護岸工事として、観客席となるスタンド工事などを担当し、町がスポーツ施設や多目的の

芝生広場、駐車場などの整備を行い、町民交流広場としてのすべての完成は、平成３４年度と

しております。 

次に、新児童センターの設計業務についてであります。新児童センターにつきましては、整

備検討委員会の答申を踏まえ、計画予定地を増穂小学校周辺の最勝寺地内で模索して参りまし

たが、この度、最勝寺地内で学校周辺の用地に一定の目処が付くことができましたので、地権

者との用地交渉とともに、建築設計業務の発注に入りたいと考えているところであります。児

童センターは、子育て家庭の支援、地域とのつながりや絆を深める拠点であり、安心、安全を

念頭に、子どもたちが集う夢のある施設でなければなりません。そのため、設計業者の選定に

あたっては、広く専門家の技術提案を求める方法として、「プロポーザル方式」を採用し、子ど

もの城としてふさわしい、充実した施設にしていきたいと考えております。 

     次に、学校給食施設の整備についてであります。町では、安全で安心な学校給食の提供に日々

努めておりますが、現在稼働している４つの学校給食施設については、施設の老朽化や国の定

める衛生管理基準の不適合など、多くの課題を抱えております。このような中、昨年度、教育
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委員会では、学校関係者による「富士川町学校給食のあり方検討委員会」を立ち上げ、給食施

設の整備や衛生管理等について御検討をいただき、昨年度末に報告書をいただいたところであ

ります。検討委員会からは、衛生面や効率面、施設の面積基準等から、個々の施設を更新する

ことは、極めて困難であるという判断をし、町内すべての学校へ給食を提供できる「給食セン

ター」の整備が必要であるとの報告を受けたことから、教育委員会では、検討委員会の報告を

尊重し、センター方式による施設整備の方針を策定していくこととしたところであります。こ

うしたことから、本年７月下旬には児童生徒の保護者宛に、報告書の内容を知っていただくた

めに、これまでの経過や施設の現状と課題等を含めた概要版を送付し、広く御意見を求めたと

ころであります。今後は、検討委員会や保護者からの御意見を踏まえ、施設の機能、規模、建

設用地の選定などを検討し、明年度から事業化して参りたいと考えております。 

次に、企業誘致に向けた町独自の補助制度の創設についてであります。本町では、地域再生

法に基づいて、東京２３区から本社機能の移転を行う企業や、それ以外の地域から本社機能の

移転及び施設の拡充を行う特定業務施設について、すでに、固定資産税の税率の不均一課税条

例を定め支援策を講じたところであります。しかし、先般の改正条例による不均一課税の対象

となる企業の施設は、本社事務所や研究所等に限定したものであることから、今般、さらに、

企業誘致を積極的に進めるため、町独自の施策として、不均一課税条例の対象企業も含めたす

べての業種の進出企業に対して、後年度に課税される固定資産税の納税相当額を５年間助成す

る「産業立地事業奨励補助金制度」を創設したところであります。こうした支援策により、企

業が進出しやすいよう環境を整えるとともに、本町の雇用機会の拡大を図って参りたいと考え

ております。 

次に、西之入住宅地の造成工事についてであります。西之入住宅地造成につきましては、全

体工程を３工区に計画しており、本年度、殿原ゴルフ倶楽部寄りの東側を第１工区として造成

工事を進めており、平成２９年度中の分譲販売等を目指して整備を行っております。本年６月

には、造成区域内に下水道管の敷設工事を発注しており、９月末には完成することとなってお

ります。完成後は、道路改良工事と敷地造成工事を併せて発注し、本町への移住定住促進等の

受け皿として、町有地の活用を図って参りたいと考えております。 

次に、町道青柳３２号線の整備についてであります。中部横断自動車道 増穂ＩＣ交差点か

ら町道青柳長澤線に通じる町道青柳３２号線の整備につきましては、本年３月に住民説明会を

開催し、４月から国道５２号甲西道路から町道青柳長澤線までの２２５ｍ間について、道路詳

細設計業務を行っているところであります。過日、線形等を示す道路計画案が作成できました

ので、一昨日の９月７日に「青柳町区つどいの家」におきまして、地域の関係する皆様に、道

路計画案について説明を行ったところであります。町といたしましては、救急時のアクセスや

増穂ＩＣと街中を直結する観光面や中心市街地へのアクセスとしても、欠かせない重要な道路

として位置づけており、早期完成に向けて整備して参りたいと考えております。 

 最後に、町税の滞納整理強化に伴う職員の人事交流についてであります。町では、税負担の

公平性を図ることから、個人住民税等の滞納整理をより一層強化するため、山梨県地方税滞納

整理推進機構を通じて、本年１０月から明年３月までの６ヶ月間、山梨県総合県税事務所の職

員２名と山梨市の職員１名、合計３名の職員を受け入れることとし、同時に本町からも、山梨

市に職員１名を派遣することとしております。こうした人事交流により、県や他の自治体の滞

納整理のノウハウを吸収するとともに、今後の税務事務におけるマネジメントや滞納整理に関
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する方針など、徴収部門の体制の強化と本町の税務職員のスキルアップにつながるものと期待

しているところであります。 

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

きました。なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件２件、条例改正案件４件、条

例廃止案件１件、補正予算案件７件、契約締結案件１件、公営企業会計剰余金処分案件１件、

決算認定案件２件の、合わせて１８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。 

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４号 平成２７度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率

の報告について 

を議題とします。 

 町長から、本案について説明を求めます。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

     それでは報告第４号の詳細説明をさせていただきます。かがみ文を一枚まくっていただきま

して、平成２７年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況について報告をいたしま

す。項目、比率、早期健全化基準の報告になります。実質赤字比率、連結実質赤字比率こちら

は赤字が生じていないため横棒で表示してございます。早期健全化基準は実質赤字比率が

１５％、連結実質赤字比率が２０％となっております。実質公債費比率９．６％、早期健全化

基準２５％。平成２６年度の決算は９．６％でございました。同様のプラスマイナスゼロでご

ざいます。将来負担比率４９．０％、早期健全化基準３５０％、平成２６年度の決算では５３．

１％でございました。今回マイナスの４．１％でございます。主な要因でございますが、これ

は組合負担等の見込額ということで加入している組合等になりますが、今回峡南医療センター

企業団の連結実質赤字額の負担見込みがマイナスとなっておりますので、これに伴いまして、

－４．１％という状況でございます。続きまして平成２７年度決算に基づく富士川町財政健全

化資金不足比率の状況でございます。資金則の状況でございますが、すべての会計において資

金不足が生じていないため横棒で表示してございます。経営健全化基準は２０．０％ございま

す。 

以上、報告第４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、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

 次に監査委員から、平成２７年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

 代表監査委員、諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫君） 

 本日は、大変ご苦労さまでございます。 

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

ます。 

 ただいま、町長および担当課長から説明がございました平成２７年度富士川町財政健全化判

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

 それではお手元の資料の、報告第４号の裏面に意見書が添付されておりますのでご覧いただ

きたいと思います。 

 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

 （平成２７年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 

 以上で、平成２７年度富士川町財政健全化等審査意見についての報告を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、平成２７年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第５ 報告第５号 富士川町教育委員会の事務の管理執行状況の点検及び評価報告書の提出

について 

を議題とします。 

教育長から本案について説明を求めます。 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

 ―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

次に、報告第５号の補足説明を求めます。 

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） 

それでは報告第５号の補足説明をさせていただきます。富士川町教育委員会の事務の管理執

行状況の点検及び評価報告書平成２７年度分につきまして、概要を説明させていただきます。

まず表紙をめくっていただきまして、左側の目次をご覧ください。まず初めに、この報告書の

組み立て、構成を説明いたします。この報告書は、大きく四つの項目でまとめております。上

から１、目的制度概要等、２、点検評価の方法、３、点検評価の結果、そして一番下の４、富

士川町教育大綱抜粋となっております。またこの報告書につきましては、全体で２６ページの

構成になっております。それでは報告書の本文に入ります。右の１ページをご覧ください。１は、

目的制度概要等をお示ししております。２の点検評価の方法につきましては、教育大綱及び教

育振興計画に掲げる各施策の項目ごとに自己点検及び評価を行い、事務について、ローマ数字

１、教育員会の活動と、ローマ数字２、教育委員会各課において執行した事務事業に分類して

あることをお示ししております。次に、３、点検評価の結果につきましては、ローマ数字１、
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教育委員会の活動の報告を１ページから３ページまでお示しております。次に４ページから

２２ページまでは、ローマ数字２、教育委員会各課において執行した事務事業の点検評価結果

を、それぞれの項目ごとに概要、成果、課題といたしまして文章でお示ししております。そし

て、最後２３ページから２６ページまでは、教育大綱の抜粋となっております。 

以上、報告第５号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で教育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６ 議案第５９号 富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第６０号 富士川町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について

日程第８ 議案第６１号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第９ 議案第６２号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は条例改正案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― ４ 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に議案第５９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５９号の補足説明をさせていただきます。議案書のかがみ文をまくっていた

だきまして、富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例ということで、今回は別表中の改正となります。投票所の投票管理者に加えまして、

共通投票所の投票管理者、１日１２，６００円、さらに投票所の投票立会人に加え、共通投票

所の投票立会人１日１０，７００円を加えるものでございます。附則といたしましてこの条例

は公布の日から施行するというものでございます。共通投票所というのは、駅や大型商業施設

に設置できるものとされておりまして、町内すべての投票区の有権者が投票できるというもの

でございまして、今回、公職選挙法に基づき条例は改正いたしますが富士川町選挙管理委員会

としましては、共通投票所は設けない方針でおります。 

以上、第５９号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようよろし

くお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、議案第６０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） 

     それでは議案第６０号の補足説明をさせていただきます。改正内容につきましては、５ペー
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ジ以降の新旧対照表でご説明をさせていただきます。今回の税条例の改正は、附則２第２０条

の２、特例適用利子等及び特例適用配当等に関わる個人の町民税の課税の特例の条文が新たに

追加されたことによるものであります。この新たに追加される附則２０条の２は、日本と台湾

の二国間に関係するものでありますが、内容につきましては、現在日本と台湾は正式な国交が

ないことから、通常各国で結ばれております租税条約の対象外となっております。このため日

本の国内居住者が日本の金融機関等から台湾の投資事業組合、証券会社、金融会社、投資会社

等でございますが、こちらを通じて得た利子、配当所得につきましては、日本と台湾で現在二

重課税により源泉徴収がされております。これを解消するために今回、日本と台湾の両国の取

り決めによりまして、どちらか一方のみで課税することとなったことから、所得税法が改正さ

れ、確定申告により分離課税方式とすることとなりました。これに伴い特定適用利子等の町民

税については、３%の所得割を課することとしたことによります、富士川町税条例の改正であ

ります。なお、新旧対照表の１０ページの附則の第２０条の３条約適用利子等及び条約適用配

当等に関わる個人の町民税の課税の特例以降の改正につきましては、附則第２０条の２を追加

したことによります、条ずれ等によるものであります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第６１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６１号の富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例について補足説明をさせていただきます。次のページをご覧ください。今回の改正の概

要でありますが、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、富士川町税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例により分離課税されました、外国居住者等の所得による特定

適用利子等または、特定適用配当等の額または所得を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽

減判定に用いる軽減所得金額に含めるため、所要の改正を行うものであります。新旧対照表を

ご覧ください。内容についてであります。附則第１３項を削り附則第１４項を附則第１１項と

し、附則第１５項を附則第１２項とする改正規定を、附則第１３項を削り、附則第１４項を附

則第１１項とし、附則第１１項の次に、次の２項を加えるとして、附則第１２項に、特定適用

利子等に係る国民健康保険税の課税の特例を、次のページをお願いいたします。附則第１３項

に特定適用範囲等に係る国民健康保険税の課税の特例を加え、附則第１５項を附則第１４項と

します。また、附則第１６項を附則第１３項とする改正規定中、附則第１３項を附則第１５項

に改めます。また、附則第１７項を附則第１４項とする改正規定中、この附則第１４項を附則

第１６項に改めるとするものであります。また、附則第２項中、この条例による改正後の富士

川町国民健康保険税条例を、新条例に改め同項を附則第３項とし、附則第１項の次に、附則第

２項として適用区分を加えるとする改正であります。なお、施行期日でありますが、公布の日

からの施行となります。以上で補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

します。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第６２号の補足説明を求めます。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
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〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

議案第６２号の富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について補足説明いたします。 

概要といたしまして、１ページをめくってください。児童クラブの利用の利便性を向上させる

ため、児童クラブを利用できる児童を小学校１年生から６年生までに拡充し、小学校に就学し

ている児童と改めました。入所児童の８月の利用日数につきましても、保護者のニーズが高い

ため、５日を１０日といたしました。なお、利用負担金につきましては、児童クラブ入所児童

との公平性を保つために、長期休業時における一時入所は日額２００円を加算するものといた

しました。また、一時入所と児童クラブ入所が同一月内にあった場合の利用負担金は、月額

２０００円を限度とするものといたしました。また、新たに生活保護受給者、その他町長が必

要と認める者に対して、利用負担金の減額、または免除ができるものとし負担の軽減を図りま

した。それでは３ページの新旧対照表をご覧ください。放課後児童健全育成事業の整備及び運

営に関する基準の規定に基づき一部文言を改めました。第１条では、「指導」を「支援」に、第

３条では、「指導員」を「放課後児童支援員」に改めました。第４条では、「小学校１年生から

３年生まで」を、「小学校に就学している」に、また、「指導」を「支援」に改めました。次に

４ページをご覧ください。第５条第１項第２号中では、「休業日をいう」の次に「以下同じ」を

加え、同条第３項では、第１０条第３項においてを以下とし、第３項の次に、「ただし８月につ

いては１０日までとする」と但し書きを加えました。第９９条２第２号中では「長期にわたり」

というあいまいな文言を、「一月を超えて」、に改めました。第１０条では、「第１０条３第３項

の前２項の規定にかかわらず」を削り、一時入所の費用負担金の額を日額２００円とし、長期

休暇時は日額２００円を加算するものとし、わかりやすく整理して表にいたしました。第１１条

を第１２条とし第１０条の次に１条を加えます。利用負担金の減免といたしまして、第１１条、

町長は、保護者の次に掲げるいずれかに該当する時は前条の利用負担金を減額し、または免除

することができる。第１号、保護者の属する世帯が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

に基づき保護を受けている時、第２号町長が特に必要と認める時、第１２条第１１条の条ずれ

になります。１ページにお戻りください。附則といたしまして、施行期日は第１項、施行期日

を平成２８年１２月１日から施行するといたします。また、経過措置として、第２項、この条

例による改正後の富士川町児童クラブ条例第４条、第５条第３項、第９条並びに第１０条第１項

及び第３項並びに第１１条の規定はこの条例の施行の日以後の利用に係る許可及び利用負担金

について適用し、同日前の利用に係る許可及び利用負担金については、なお従前の例によると

いたしました。 

以上で補足説明させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

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

再開 午前１１時１０分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開いたします。 

  日程第１０ 議案第６３号 富士川町証紙条例を廃止する条例について 
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を議題といたします。 

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、議案第６３号の補足説明を求めます。 

会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者（増原俊郎君） 

それでは、議案第６３号につきまして補足説明をさせていただきます。議案文をめくってい

ただきまして１ページ富士川町証紙条例を廃止する条例、本則本文でございます。富士川町証

紙条例平成２２年富士川町条例第６８号は廃止する。附則でざいます。１項では施行期日につ

いて、この条例は平成２８年１２月１日から施行する。１２月１日をもって廃止するというも

のでございます。それから、第２項につきましては、当該附則により、関係条例といたしまし

て富士川町固定資産評価審査委員会条例、これにつきまして改正を行うものでございます。、続

きまして２ページの新旧対照表をご覧いただきます。固定資産評価審査委員会条例の現行第

１０条の２項でございます。「手数料は委員会が定める書面による収入証紙を貼って納付しなけ

ればならない。但し次に掲げる場合はこの限りではない。１号手数料納付について、収入証紙

によること。」という部分でございますが、これを新たに２項は、「委員会が発する納入通知書

により速やかに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。１号

手数料の納付については、納入通知書によること。」というふうに改正をするものでございます。 

以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由ならびに会計管理者の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１１ 議案第６４号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１２ 議案第６５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２号） 

日程第１３ 議案第６６号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第６７号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第６８号 平成２８年度富士川町水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第６９号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１７ 議案第７０号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の７議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    ―――― ７議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 
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 次に、議案第６４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６４号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をお願いいたし

ます。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書にて説明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２８年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第６４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いただきます

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６５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６５号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をお開きくだ

さい。 

（以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

まず、今回の補正につきましては、平成２７年１０月より高額なＣ型肝炎の治療薬が保険適

用になったことによる県国保連合会への拠出金が再積算されたことによるものであります。 

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

すので事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

以上、議案第６５号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第６６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６６号の補足説明をさせていただきます。表紙の裏面をお願いいたします。 

（以下、平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

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

事項別明細書をお開きください。事項別明細書の歳入から説明させていただきます。 

（以下、平成２８年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上で議案第６６号の補足説明とさせていただきます。ご審議を賜り、ご議決のほどよろし

くお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第６７号から第７０号の補足説明を求めます。 

     上下水道課長 河原恵一君。 
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〇上下水道課長（河原恵一君） 

     議案第６７号 富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせていた

だきます。裏面をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

１ページをお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

続きまして、議案第６８号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

の補足説明をさせていただきます。同じく裏面をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

 続きまして、議案第６９号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計補正予算 

第１号の補足説明をさせていただきます。同じく裏面をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計補正予算の朗読） 

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

開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計歳入歳出補正事項別明細書朗読） 

 続きまして、議案第７０号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算第１号の補足説明

をさせていただきます。同じく裏面をお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 

詳細につきましては事項別明細書で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。 

 詳細につきましては、水道事業会計補正予算説明により説明させていただきます。２ペー

ジをお開きください。 

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

〇議長（秋山貢君） 

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

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１８ 議案第７１号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、議案第７１号の補足説明を求めます。 

 管財課長 志村正史君。 
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〇管財課長（志村正史君） 

     それでは、議案第７１号の補足説明をさせていただきます。 

まず、工事名につきましては町民交流広場整備工事でありまして、施行場所につきましては

富士川病院の東側富士川右岸の河川敷でございます。主な工事内容でありますが、４００ｍト

ラックの陸上競技場及び人工芝のサッカー場の下地となる路盤工等の舗装工事と、施設内の雨

水を処理するための排水設備工事であります。入札方法につきましては、共同企業体による一

般競争入札でありまして、７月２７日に入札参加登録公告を行い、その結果、三つの共同企業

体から参加申請があり参加資格を満たしていることから、去る８月３１日に入札を実施いたし

ました。結果としましては、入札は１回行い株式会社甲州土木、栄建設工業株式会社、町民交

流広場整備工事の共同企業体が落札をいたしました。落札金額につきましては１億１，８８０万

円でございまして、入札日当日、８月３１日付で仮契約の締結を行いました。なお、落札率に

つきましては９６．６９％でございます。また、工期につきましては、議決日の翌日から平成

２９年３月２４日でありまして、契約の相手方につきましては株式会社甲州土木・栄建設工業

株式会社、町民交流広場整備工事共同企業体でございまして、代表構成員につきましては山梨

県南巨摩郡富士川町鳥屋４８９、株式会社甲州土木取締役社長望月武です。構成員につきまし

ては、山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢７２８番地、栄建設工業株式会社代表取締役阿達三郎です。      

なお、次ページには建設工事請負仮契約書の写しを添付させていただきましたので、ご参照く

ださい。 

以上で議案第７１号の補足説明を終わらせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますよう

よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

以上、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１９ 議案第７２号 平成２７年度富士川町水道事業会計剰余金の処分について 

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、議案第７２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７２号の補足説明をさせていただきます。平成２７年度富士川町水道事業剰 

余金処分計算書をご覧ください。 

     前年度繰越剰余金と平成２７年度の純利益を合わせました未処分利益剰余金３２７６万

１７７６円のうち、１０００万円を建設改良積立金に積み立てを行い、残りの２２７６万

１７７６円を翌年度繰越利益剰余金とするものでございます。 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇議長（秋山貢君） 

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

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２０ 認定第２号 平成２７年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定 

について 

日程第２１ 認定第３号 平成２７年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案について決算の概要説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議案に係る決算概要の朗読説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 ここで、暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

 

休憩 午後１２時１１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。 

     次に、認定第２号及び第３号の補足説明を求めます。 

説明者は、簡潔明瞭な説明をお願いします。 

まず、認定第２号の補足説明を求めます。 

会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者（増原俊郎君） 

     それでは平成２７年度決算につきまして補足説明をさせていただきます。決算の概要に続きまし

て、全会計の総括表がございますのでお開きいただきたいと思います。なお、説明につきましては、

予算額、決算額共に千円単位でさせていただきます。最初に、一般会計から２番の国民健康保険

特別会計まで１３の特別会計がございまして、その合計が２枚目、３枚目からございましてこ

れが富士川町の会計の総合計でございます。予算現額で申しますと１３５億３９３６万

８０００円。それから、歳入決算収入済額は１３５億８２９８万７０００円。歳出の支出済額

につきましては、１２９億８２６３万５０００円でございました。従前の議会で既に繰越明許

費につきましては認定を受けておりまして、翌年度へ繰り越すべき財源が５３１９万

８０００円でございます。一般会計は、４９５８万９０００円。それから、特別会計の下水道

が３０６万９０００円、都合５３１９万８０００円。形式収支を６億３５万１０００円としま

したので、これから５３１９万８０００円を除きまして、実質収支は、５億４７１５万

３０００円でございました。予算ベースで申しますと、一般会計は８０億９４００万円という

ことでございますので、特別会計の方は５４億４４００万円ということで比率で申しますと一

般会計が５９．８％、特別会計が４０．２％。一般会計が６割、それから特別会計が４割とい

う構成でございました。それでは、決算書の３６ページを開いていただきますとその下の次の

ページが決算の付属書類のところでございます。ここにございます事項別明細書及び実質収支
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に関する調書についてご説明申し上げます。それでは、一般会計の事項別明細書の１ページを

ご覧いただきたいと思います。 

    （以下、平成２７年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

     続きまして、平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書でござ

います。まず歳入ということで９９ページからご覧いただきたいと思います。 

    （以下、平成２７年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

〇議長（秋山貢君） 

     増原会計管理者、途中ですけれどもここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５６分 

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

再開 午後 ２時０５分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     引き続いて、増原会計管理者補足説明をお願いします。 

〇会計管理者（増原俊郎君） 

     それでは再開させていただきます。 

     介護保険の特別会計歳入歳出決算事項別明細書でございます。ご覧いただきたいと思います。

１２７ページになります。 

     （以下、平成２７年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

     以上で、１４会計の補足説明をさせていただきました。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、認定第３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、認定第３号平成２７年度富士川町水道事業会計決算認定につきまして補足説明を

させていただきます。富士川町水道事業決算報告書の１ページをお開きください。 

 （以下、平成２７年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 

     以上で補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長の決算の概要説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

によって決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

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

に付託の上、審査することに決定しました。 

 ここで委員名簿を配布します。 

（ 配 布 ） 

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

の規定によってお手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

ここで、暫時休憩します。 

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

休憩 午後 ２時４８分 

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

再開 午後 ２時５１分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

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

決算特別委員会委員長に市川淳子さん、同副委員長に神田智君がそれぞれ互選されました。 

議案付託表については、議会終了後に配布しますのでご了承願います。 

〇１２番議員（神田智君） 

     議長。 

〇議長（秋山貢君） 

      １４番 神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     決算審査に必要な資料の提出を求める動議を提出します。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     議長。 

〇議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     ただいまの神田議員の動議に賛成いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

ただいま、１２番神田智君から決算審査に必要な資料の提出を求める動議が提出されました。

この動議は１人以上の賛成者がありますので成立しました。 

これから決算審査に必要な資料を求める動議を議題とします。 

ここで、動議提出者から提出理由の説明を求めます。 

１２番 神田智君。 

ここで書記に提出資料一覧表を配布させます。 

（ 配 布 ） 

〇１２番議員（神田智君） 

     決算審査にあたりまして、ただいまお手元に配布をされました一覧表にあります２２件の資

料を参考にしたいので、提出を求めるものであります。 

〇議長（秋山貢君） 
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     以上で、提出理由の説明が終わりました。 

神田智議員、自席にお戻りください。 

これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を採決します。 

お諮りします。 

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

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

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

ては、議会終了後配布しますのでご了承願います。 

次に監査委員から、平成２７年度富士川町一般会計特別会計及び公営企業会計の決算審査に

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

代表監査委員 諸和夫君。 

〇代表監査委員（諸和夫君） 

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

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

厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

当決算審査に対する意見書については、一括して報告をさせていただきます。 

なお、時間の関係もありますので、１ページと、２２ページの結びのみ朗読させていただき、

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

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

それでは、お手元の資料により報告させていただきます。 

議案書の認定第３号の後ろに意見書が添付されていますので、ご覧ください。 

    （以下、平成２７年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）決算審査

意見書１ページ、２２ページ朗読説明） 

     以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

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

諸代表監査委員、誠にご苦労さまでした。厚く御礼申し上げます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０８分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

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

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（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、お手元に配付したとおりです。 

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

しておきましたとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

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

ます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は６名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、１４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 

 １４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行金） 

     それでは、通告に基づきまして一般質問を行います。２年半ぶりなのでちょっと緊張してお

りますけれどもよろしくお願いします。 

     特別職等の報酬についてでありますが、山梨県町村会では平成２６年度に町村長の給料月額

に関する調査研究を行い、山梨県町村議長会では、平成２６年から２７年にかけて、町村議会

議員の報酬適正化に関する調査研究を行いました。その結果両会ともに山梨県の状況は、全国

的に低い水準であることが分かり、今後各町村では、町村長の給料月額及び議会議員の報酬を

全国の類似団体に、給料月額及び報酬の水準を引き上げる検討をしていくべきであると申し合

わせがされました。議会としては、私は前議長でありましたが、議員各位と話し合いをすべき

ところでありましたが、先送りとしてしまい反省するところでございます。なお、この問題を

ここで出したという理由でありますけれども、次の選挙が１年半後に迫り、無投票は何として

も避けたいという思いであります。議員定数の削減には取り組みましたが、また政治離れをし

ている町民に対し関心を寄せていただくために、議会基本条例制定に向け、議論をしています。

制定後は、町民向けのタウンミーティングなどを開催して行く必要があると考えております。

そこで、町としてどのように検討されたのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 
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     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     齊藤正行議員の特別職の報酬についての質問にお答えをいたします。 

     山梨県町村会と山梨県町村議会議長会では、平成２７年１２月１６日に、先ほど質問のあり

ましたそれぞれの会において、調査研究しました結果を持ち寄りまして「町村長の給料月額及

び町村議会議員の報酬適正化に関する調査研究後の取り組みについての申し合わせ」を行いま

した。この申し合わせの中では「各町村において、全国類似団体の水準へ引き上げるよう検討

していくべきである。」との見解をまとめ、県内の町村に示してきたところであります。 

     これに伴いまして、本町では平成２８年１月から調査研究を行いまして、全国の類似団体の

中でどのような位置にあるのか、同じ産業構造で人口が１０，０００人から１５，０００人の

自治体と１５，０００人から２０，０００人の自治体を平均した場合はどうかなど、類似団体

の類型による状況の把握と平均の数値を試算したところであります。 

 この試算した数値は、平成２８年２月１０日に開催された、議会改革特別委員会へ、検討資

料としてお示ししたところであります。 

     今回の町村長の給料月額及び町村議会議員の報酬適正化は、町と議会が同じ歩調で見直しを

すること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） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     次の質問に移ります。近隣の町村でも市川三郷町が２６年の９月に、昭和町が２７年の４月

に町議会議員の選挙が行われました。いずれも無投票となっております。先ほどもいいました

が、住民の政治に関する意識を高め、若者を含む誰もが政治に参加しやすい環境を整えていく

ことが必要だと考えます。これについて町長の考え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） 

     政治への参加しやすい環境についてというご質問にお答えをいたします。多くの町民が政治

に関心を持ち、特に若い世代の皆さんが政治に参加して、一緒になってまちづくりを進めるこ

とは、重要であると考えております。こうした中、平成２６年４月に執行されました富士川町

長選挙と町議会議員選挙は、いずれも無投票となりました。また一昨年の統一地方選でも無投

票となった自治体が多く見受けられたところであります。一方、甲府市議会議員選挙では、若

い世代の候補者が数多く立候補して当選し、新聞において、議員報酬の格差に関する報道がさ

れたところであります。現在、県内自治体の特別職の給料月額や議員報酬は、類似団体よりも

低いことから、若者を含む誰もが政治に参加しやすい環境づくりの一つとして、本町では、特

別職の給料月額や議員報酬を、人口１０，０００人から１５，０００人規模の類似団体の平均

額に引き上げることが、必要であると考えております。 

     以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 
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〇１４番議員（齊藤正行君） 

     次期選挙に向けてですね、いろんな環境を整えて行くことは、現職の議員の務めだと私も思っ

ているところであります。先ほども町長から答弁がありましたように、町と議会が同じ歩調で

見直しをすることが必要であると。また今、人口１０，０００人から１５，０００人の規模の

類似団体の平均額に引き上げることが必要であるとの答弁をいただきました。議会としても、

議会改革特別委員会で、しっかり議論をしてまいりたいとこんなふうに思っております。 

次の質問に入ります。リニア中央新幹線についてでありますが、先日、ＪＲ東海と富士川町

で高架橋の配置計画概要と、側道の基本計画について説明会が行われました。特に側道の必要

性について、理解の得られたとは思えない地区もありました。そこで町としてもう一度説明会

を行う予定があるのか、お伺いをいたします。      

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） 

     齊藤議員のリニア中央新幹線の説明会についてのご質問にお答えします。リニア側道基本計

画については、ＪＲ東海と共に８月１９日から２１日までの３日間、最勝寺区、天神中條区、

小林区の３地区で説明会を行いました。 

しかし、町が実施する側道計画に十分な理解が得られていない地区がありますので、そうし

た地区には、側道計画の必要性について、一度と言わず、何回でも説明をし、ご理解とご協力

を求めていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     今、一度と言わず何回も説明をし、理解と協力を求めていくという答弁をいただきました。

昨日、小林区でも敬老会がありまして、私も普段はお会いしないような方と、ちょっと時間が

あったのでお話をさしていただいたんですけど、やはり、側道の内容の部分においてイメージ

がわからないという方が結構いたっていうのが実際のところだと思うんですね。そういう中で

中には、本線にはかからないけれども、側道が出るためにかかる方がいるということでござい

ます。イメージというか、境がどうなるかっていうことだと思うんですね。そういうことで、

理解を求めていくというのは、答弁いただきましたけども、その理解を求めていくということ

の中において、何か特別、こういうようなことはとかという、対応策があるのであれば教えて

いただきたいと思います。 

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） 

     側道の計画の理解をいただきまして、実際、現地測量を実施して詳細設計をしないと側道事

業地がどれだけ、それぞれかかっていくのかというのはわかりませんので、そのためにも、地

区に丁寧な説明を行なってご理解をいただきながら、実際測量作業に入っていきたいと考えて

おります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 
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〇１４番議員（齊藤正行君） 

先日の説明会でいただいたこの資料なんですけども、これを見させていただいても、この中

にイメージ図ですって、こう書いてあって、写真があるんですけども、ちょっと見てもこれだ

けでは非常に分からないという気がいたします。説明をしていただく時にですね、これはまあ

お願いみたいなものですけども、この資料の中でいくと側道がなければ、もうそこに柵をつけ

るということが書いてあるんですね。側道がつけば、柵があって、道路があって、歩道ががあっ

てということなんですね。ここのその部分だと思うんです。道路がなかったら、柵があっても

そこの畑であったり、家であったり、庭であったりという部分だと思うすね。その感覚をこう

頭の中に浮かべますとですね、非常に圧迫感があるというか、威圧感を感じるかなと思います

んで、ぜひですね、その辺をしっかりですね、説明をしていただければですね、もしできれば

そういう、絵をかくっていうか、写真ばっかじゃなくて分かりやすくしていただければいいの

かなって、そんなふうに思います。昨日、小林の人から何人かに言われて私も、その説明をし

たら、「あっ、そういうことですか。」ということを言ってくれた人もいたので、そこが一番の

ポイントじゃないのかなとは思っています。そういうことをお願いしまして、次の質問に移り

ます。  

県道、町道、林道がそれぞれ管理されております。山道は草や枝が伸びるとですね、非常に

通行しにくくなり、そうした時、県や町にお願いをしても時間がかかってしまいます。一番の

問題は、いつどのような状態で草を刈っていただけるかということだと思います。繁茂します

と、交通事故等の懸念もありますので、その管理をですね、地元に任せるということをもしで

きればですね、本当に的確の時期に草が刈れるのではないかなと、そんなふうに思ったんです

けども、これについて、できるかどうかということで、よろしくお願いしたいと思います。 

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） 

     ただいまの中山間地域の道路の管理についてのご質問にお答えします。県道の管理について

は、山梨県峡南建設事務所で年間業務委託を行い、年１～２回程度の除草作業を行っており、

危険が及ぶ箇所があれば、緊急業務委託を行い随時対応しております。 

町道の除草については、町の作業員４名が主体となって対応しております。特に危険な箇所

があった場合は、優先的に対応しておりますが、草の伸びる時期が重なった場合は、順次の対

応となっております。現状、計画的な除草作業を行っておりますので、町道の管理を地元に任

せる事は考えておりません。 

また、林道につきましては、既に地元と管理委託協定を結び、除草をお願いしている路線も

あります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     そうなるとですね、、林道と町道については、管理をされているというようなことで、問題がない

のかなと思います。そうなりますとやはり県道だと思うんですね。なかなかやはり、県道の場合は、

町の方へお願いをしても、町の方からまた県の方へ言ってというようなことの中で、対応もなかな

かこう、スムーズにされていないっていうようなことだと思います。そうなると平林線、あるいは
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髙下線というようなところになるんだろうと思う訳ですけれども今、業務委託をしてと言うような

ことでしたけれども、１回、２回というようなことでなかなか、おそらく１回では、また草は生え

てきてしまうんじゃないかなっていうふうに思う訳であります。適時に作業を行うというのが非常

に大事なことだと思うんですけども、現状では難しいということですけども、何か他に方策みたい

なものがあるのであれば、お伺いしたいと思います。 

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） 

現状では今言ったように、県が委託協定を行って賃金を払って地元と計画するっていうのは無理

のようですけども、山梨県においては、「山梨土木施設環境ボランティア推進事業」というものがご

ざいまして、山梨県の道路、河川、公園等をボランティアの力で草刈りとか除草していただくとい

うものでございますので、これはあくまでも山梨県と合意書を交わした中で、合意書を交わすとき

に、それぞれ例えば草刈りをする刈払機の燃料代とか、草刈刃代とかを合意書の中で出してもらえ

るようなそういうような合意書があったボランティア団体で、草刈りをしていただければ、何とか

管理はできるんじゃなかろうかと思います。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

ボランティアというようなことを、提携していただければというような答弁をいただいたんです

けれども、こういうことを恐らく、地元の人達は知らないと思うんですね。ぜひですね、こういう

こともあるよということで、日当にはならなくても最低限のものは補助していただく中で、自分た

ちで、自分たちが毎日生活に使う道路だから、管理をしていただきたいというなことをですね、町

の方から、区の方にお話をするというのができるでしょうか。 

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） 

町の方から県の担当を通じて、各区へ説明とかそういう要望があれば、私たちはそういう段取り

を取りますのでよろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

であれば、私の方からもそういう話をさせていただいて、ぜひそういうようなことの中で、事故

でもあってからでは遅いと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

以上をもって、私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告１番 １４番 齊藤正行君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告２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） 
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    それでは、一般質問を行なっていきたいと思います。実は、今回、本来一般質問をするつもり

ではいませんでしたけれども、ますほ文化ホールの指定管理者の導入について当局から補正予算

が出されたと、いう事を踏まえまして、質疑というよりも一般質問という形で質問をした方がよ

ろしかろうという事で、今回質問することになりました。 

今回ですね、補正予算に文化ホールの指定管理者となるための一般社団法人設立の費用124万

4,000 円が計上されました。非常に重要な案件だと思います。一般的に指定管理者制度の導入の

目的は、民間ノウハウを取り込み、住民サービスの向上と行政経費の削減を目指すところにある

と思っています。これまで富士川町においても、まほらの湯、かじかの湯、あるいは鰍沢デイサー

ビスセンターや平林のみさき耕舎、そしてまた町が関わった特殊なものとしては、第三セクター

株式会社富士川の設立とそれに伴う道の駅や、あるいは塩の華、つくたべかんの一括運用の委託

等々あり、それぞれは独立した事業者が経営努力を行い、現在運営しているところであります。 

さて、今回、文化ホールの指定管理者指定に関して、一般社団法人設立のための予算を計上さ

れました。今年の３月議会で町長が、「文化ホールの指定管理者となり得る受け皿をつくりたい。」

と発言され、私も注目しておりました。まさか、それが志村町長と川手教育長の２名による一般

社団法人であるとは思いもよりませんでした。８月２２日の全員協議会で、事前説明がありまし

たが、しかしその説明を聞く限り、何が変わるのか、メリットや必要性が理解できませんでした。

ここにいる議員の多くが同じ疑問を持っていると思います。私の率直な感想として、単に組織を

切り離し、むしろ複雑にしただけではないかと思っています。なぜこのようなことをするのか疑

問であります。９月７日に文化ホールを所管する議会の教育厚生常任委員会において、再度担当

部署の職員から説明を受けましたが、疑問はいまだ解消されておりません。総務省の資料による

と、一般社団法人が指定管理者になっている例は１割程度ありますが、本町のように町のトップ

二人による社団法人をつくり指定管理者を受けるという例は余り聞いたことはない、とのことで

ありました。これは当然の話ではないかと思います。なぜならば、今回の例は指定管理を出す側

と受ける側が同一人物であるという、極めて異例な形であり、おかしな話ではないかというふう

に率直に思います。そこで一つ目として、今回の指定管理者制度を導入する目的について伺いた

いと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     それでは齊藤議員の指定管理者制度を導入する目的についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。ますほ文化ホールは、公立ホールの役割を担う町民の芸術文化活動の拠点として、

また、良質な舞台芸術を提供する場として、多くの皆様に利用されてきております。 

しかし、建設から２４年が経過し、施設設備が老朽化していることから、今後の維持修繕に

大きな経費が必要となってきております。こうした中、今後の適切な管理、運営主体のあり方

について検討して参りました結果、限れた財源の中で効果的な事業の展開を継続していくため

には、経費の節減を図っていく必要があるため、指定管理者制度を導入することといたしまし

た。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

 １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 
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今のお話でいきますと、施設が実際老朽化して、私も承知してます。いろんな舞台関係の照

明や空調設備等々と、非常に多額の費用をかけて、これまでも整備してきたと、という事と限

られた財源を有効に使っていくためにという、２点のことをおっしゃいました。最初ですね、

生涯学習課の課長の方からこの説明の資料をいただいていますけれども、そこにはですね、こ

のようなことも同時に書いてあります。それは先ほど教育長がおっしゃったことと多分同じ意

味であろうと思いますけども、そこではですね目的について、運営経費の削減と住民ニーズへ

の速やかな対応を基本とし、公立文化施設の目的を踏まえ、限られた財源の中で効果的な事業

を継続展開し、事業の展開を継続的に行うために、町が主体となって新たな法人を設立し、指

定管理者として運営することとしましたと。で、単なる経費の削減ではなくて、町民ニーズへ

の速やかな対応、あるいは豊かな芸術文化を発展させていくということだろうと思いますけれ

ども、その点についてはどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

目的の中に、ニーズに合った事業の展開ということでありますけども。やはり団体を設立し

ますと、団体の中での事務処理等ができるわけでありまして、この中で町民の皆さんのニーズ

を的確に捉えて事業に反映していくということが、これまで以上にスピーディーにできるとい

うことを考えておりますし、新たな団体での事業計画にも期待をしているところでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

 １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

スピーディーなという事なんですけども、確か私の記憶では志村町長が旧増穂町の町長にな

られたときに、行政組織の改編を行いまして、そのときに文化ホールをそれまで教育委員会に

あったものだと思いますけども、それをいわゆる町長部局というか、秘書室、スピーディーな

対応をしていくんだと、そして文化芸術ってのは、その時々生きていきますし、いわゆる役場

の組織の中では例えば役場っていうのは、予算をつけて、事業費の予算をつけて執行していく

けども、文化ホールというのは、極端な話がいろんな文化活動をしている方たちをホールに呼

ぶにしても、１年なり１年半なり前に呼ばなくちゃいけない。そういった事への対応などがど

うしてもうまくいかないというような事もあって、そういった形をとった時期があります。現

在はまた元の状況に戻っていますけども、そういったような形での対応でも、今の言ったよう

な内容であれば十分可能なのかなというふうに思いますけども、それについていかがでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

ただ今の質問にお答えいたします。 

この度ますほ文化ホールを、法人を立ち上げまして指定管理者にするというのは先ほど言っ

た経費の問題、そしてまた住民ニーズに合ったホール運営をしていきたいということと、もう

一つ大きな問題として老朽化した施設での芸術文化の公演とそして町はあの施設を今後も維持

管理をしていかなきゃならない。そこに非常に頭を悩ます問題があります。通常の指定管理で
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すと５年で終わります。５年間で指定管理を受けた業者はある程度の収益を儲けたい。こうい

う気持ちもあると思いますけども、５年のスパンでは、あの施設の維持管理は土台無理だと思

います。もう少し長期に立った施設の維持管理と、そして住民のニーズに合った演目をやって

いく。そういった意味でですね、町が関与した法人を作りながら、そこに指定管理をしていき

たい。ただ単に総務省が考えているような民間ができれば民間に渡すという施設ではないと

思っておりますんで、今回、町が関与した法人を作りたいという事であります。 

それと、先ほど町長と教育長が社員だと言いましたけども、これは一般社団法人を作るとき

の手順といいますか、設立するための社員２名が必要になると。通常でいけば設立発起人であ

ります。当然、ここの法人にも理事会はありますんで、理事会の代表者が理事長として、新し

くつくる法人の代表者となります。私どもは任期もありますし、その間の社員総会には当然参

加をいたします。当然、今言った施設の管理の部門と実際に行う公演の部分がありますんで、

その辺が、大きな施設が入る時には一年間休む場合もある訳であります。今回の空調施設が駄

目になったのも、半年間実際には空調を使えない。応急で仮設は入れてありますけども、入れ

ることにしておりますけども、そういった、これから屋根も直さなきゃならん。そしてまた舞

台装置もいずれ大改修してかなきゃならん。そういう時に果たして単に一般の民間企業を対象

とした指定管理でいいなのかどうなのか、これは教育委員会の中でですね１年にかけて議論を

されてきたところであります。 

そうした結果、今回、町が関与する法人を設立する中で、そして住民ニーズに合った舞台演

目とそしてあの施設を末永く維持管理できる方策をやっていくには、町との役割分担をしっか

り明確にした相手側でないとできないという結論から、町が関与する法人を作りながらやって

行きたいということであります。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） 

老朽化しているんで、施設の管理等も含めて一貫してやっていくにはそういった形がいいん

だという話のようですけども、そもそも指定管理、うちの町でまほらの湯等がありますけども、

私も指定管理制度を導入するときに、まほらの湯の説明会と文化ホールの説明会へ平成１７年

の終わりか１８年の初め頃に参加した事があります。で、指定管理のやり方、うちの町のやり

方は基本的に建物の大きな修理、維持については町が負担すると、確か２０万円くらいだった

かな、小規模のものについては、管理者が負担するということで、明確にそこは区分けされて

いる訳ですね。今回の指定管理の話も、いわゆる建物そのものの管理部門については町がしっ

かりやっていくと、で、かわりに管理と運営については、指定管理者の方で工夫してやってほ

しいと。ただ聞いているところによると、確かに現在の職員の採用システムを変えれば、人件

費はいくらか減るだろうということは理解しますけども、そんなに、何と言うかな違いがない

ように、今までの指定管理のやり方と、今回の指定管理のやり方のどこが違うんだ、というふ

うに思うんですけど、その点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

指定管理そのものは、民間であれ一般社団法人で指定管理をお願いするにしても同じだと
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思っています。先ほど言った、施設が相当古くなってきておりますんで、その施設を新たに民

間の指定管理に出すことにですね、相当町としても、ただ単に営業目的で公演をされたんじゃ

施設が本当に傷んでしまう。しっかりですね、今後も、あれだけお金をかけた施設であります

から維持修繕をしながら、末永くやはり延命化を図っていかなければならん。やはり指定管理

者に対して、町がいろいろ、そういった運営の部分ですね、公演と施設の維持管理という部分

で、町がしっかり関与できるところにさせたいなという部分がまず第一。それともう一つは、

まあこうやって有効な人材を活用することによって、経費的にも安くなるという部分がひとつ。

先程おっしゃられた、かつて増穂町の時に教育委員会にあったものを、住民へのニーズに早い

対応ができるようにということで、町長部局へもってきた経緯があります。この時はですね、

今まで無かった施設の運営委員会を立ち上げさせていただきましたんで、今後もそういった住

民ニーズをひきあげるには、一民間業者にただ運営を任せるのではなくて、町が関与する事に

よって、上からいけば設立社員がいまして、理事会があって、その理事会の下にはこれまで同

様の運営委員会を考えているというふうな事を聞いておりますんで、そういった意味でも住民

ニーズに合ったですね施設運営が出来るんじゃないかと思っております。 

契約上は 25 万円以上は町が負担をし、簡易な修繕は指定管理者がする。それはいろんな施

設で今使わせていただいておりますけども、文化ホールの施設につきましては本当にもう長い

年月が経過しておりますんで、根幹的な部分をやっていかなきゃならない。近い将来、屋根の

葺き替えが多分出てくると思います。その間は、文化ホールを休館しなきゃならんと思います。

そういったときに営利目的の指定管理者に、あそこの文化ホールをお渡しするのがいいなのか、

それとも、そういった町が関与する文化団体でありますから、そういった間はですね、当然そ

この管理監督は業者と一緒にやっていただくにせよ、他の方の文化事業にも携わることが出来

る。そういった意味で町が関与する法人を作っていきたい。そこに指定管理として運営をお願

いしていきたいと、こういう意図であります。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    先程からちょっと気になっている言葉がひとつあります。それはですね、単に営利目的を目

的とした業者に任せるのはいかがなものか、みたいな発言があった訳ですけども、あの指定管

理、旧増穂町時代に１度公募をして、プレゼンを行って選定した事があります。ただその時は

合併問題もあったもんで、いろいろな諸事情の関係で最終的にはこれは実現しなかった訳です

けども、そのプレゼンというのは、要は富士川町の文化ホールを運営するのについて、皆さん

はどのような事を考え、どのような提案をされ、どういうことをやっていかれますかっていう

ことを聞いて選定してくる。当然のことながら。ですから、私は民間ノウハウの導入というの

は非常に結構なことだと今でも思っていますし、また、そういった経験のある団体なり個人な

り、そういった方たちが、今回でいうと社団法人をですね作って申し込まれるなら余計有り難

いなと思っておりましたけれども、形式はいわゆる町のツートップによる組織であり、形態的

にはほとんどかわらない。ただ複雑になったのかなという思いしかしておりません。そこでで

すね、ダブってきますんで二つ目の大きな方（項目）に移りたいと思います。項目、を基本に

いきたいと思いますけども。 

町がですね一般社団法人を設立し、そして指定管理の受け皿となる理由についてですね、改
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めて再度お伺いしたいというふうに思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

指定管理の受け皿とする事に関しましてお答えさせていただきます。 

ますほ文化ホールの、ホール及び施設運営におきましては、長期的な視点での事業計画、施

設保全計画が必要であるとともに、文化ホールは、興業目的の特定の演目に特化したホールで

はなく、次世代を担う子供たちの育成の場であり、住民ニーズにあった舞台芸術を取り入れ、

住民参加型の公益に資する文化ホールであります。こうした文化ホールの役割と施設の老朽化

を考えますと、施設の維持管理と事業実施について、町と指定管理者との役割分担を明確にす

る中で、綿密な連携と調整が必要となることから、その受け皿となる法人を設立し、指定管理

者とするものであります。こうすることによって、住民の期待する公立文化ホールの役割を果

たすとともに、長期にわたり、安定したホール運営が可能になるものと考えております。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（齊藤欽也君） 

今教育長が言ったような長期的な視点に立って、そしてなおかつ住民との連携をとって住民

と一緒に作っていく文化、その拠点としての文化ホールの運営というお言葉を使われましたけ

ども、それは今ここで言っている一般社団法人じゃなきゃ出来ないという事なんでしょうか。

お伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

先程の目的にもありましたように、これから安定した長期的な経営をしていくためには、経

費の節減ということも目的にありますように、経費を節減することで今後の運営の方にも有効

に活用できるじゃ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） 

事務方からのですね説明の中に、一般社団法人にする理由の一つとして、来年からしたいと

いう事で考えると、時期的に例えばNPOとか、一般財団法人等々では非常に、一般財団法人

の場合には出資金、お金の問題もある。NPO の場合には登録月数が半年近くかかるという事

で、一般社団法人ならば、比較的簡単に経費も少なくてすぐ作れるといったようなお話があり

ました。だからこういった形をとったんだみたいな話まであった訳ですけども、その点につい

ていかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

法人の設立につきましては幾つか検討させていただきました。ＮＰＯ法人、一般財団法人、
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社団法人、株式会社ということで検討させていただきましたけども、資金があまりかからずに、

非営利法人という事であれば一般社団法人が一番適格であるということで、一般社団法人での

設立を決めたところでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

まず１点、一般社団法人を、私が一番思ってるのは一般社団法人の設立がなぜ町のツートッ

プでやられるのかということです。で、ＮＰＯであれ、あるいは他の形式にせよ、それはやれ

る話であってそれを急いでる理由もよくわからない。その２点ちょっとお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

この、今案でお示ししていますのは、設立社員に私と教育長の名前が多分説明があったんじゃ

ないかと思ってます。先程言いましたとおり、これは設立発起人であります。通常の運営は理

事会で行ってきまして、そのトップに理事長がいます。これが代表者になります。ただこれは

一般社団法人ですから社員総会も開かなきゃならん。その場合には時の町長、教育長が関与し

ていく団体という事で、当然住民の意向にあった施設運営がされているかどうか、また教育的

観点からこの文化ホールが果たして当初の目的どおりされているかどうか、そういう意味で志

村学、川手という個人名ではなくて町長と教育長という公人名を使ってこの社団法人を作るた

めに、設立社員に２人が名前を載せようというところで、今案が進んで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） 

ここはもう意見の違いがはっきり出るところなんだろうと思いますけども、私は一般社団法

人自体はそれはそれでも構わない。ただ問題なのは、私は町長が３月に説明されたときに注目

したのは、町が関与して作るという話だった。で、それをどのように受け止めたたかというと、

町が中心になって町内の関係者等々なりを集めて、いろんな方たちの協力を得ながら何らかの

団体、だからそういう意味では民間団体、基本的には民間のノウハウを持ったような、そういっ

たグループを立ち上げて、やっていくんだろうなと受け止めていた。それとは全く違うなとい

う事なんですけども、そこがわからないんですよね。何でそうなのか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今回の一般社団法人は運営団体なんですね。文化ホールを運営する団体。で、その団体を設

立するには、設立社員が必要、そして４名、５名、数名の理事が必要。そして先程も申し上げ

ましたが、この文化ホールは次世代育成をしてかなきゃならん。また町民のニーズにあった舞

台芸術を取り入れていかなきゃならない。そういう中で、これまで通りその下にはこれは組織

上ありませんけども、今と同じ運営委員会を設けさせていただく形を今とらせていただいてい

ます。そうしますと、あそこで行う舞台芸術についてはやはり住民の意向が取り入れられる。

当然、富士川だけでなくて他町村の人も入っていただいて、広域の文化施設ですから、そういっ
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た部分は残しながら、運営をする受け皿として一般社団法人を作らせていただきたい。そして

先程出資金の話もありましたけども、一般社団法人は出資金はゼロでいいと聞いてます。ただ

今回出している百万円につきましては、３月に会計処理が終わりますんで、３月から４月の間、

当然普通の会社であれば未払い金、未収金という経理をすればいい訳でありますけども、そこ

が、そうは言いましても電気料はありますし色んなもんがあります。すぐ払わなくては延滞金

が付くものがありますんで、そこをなんとかクリアするため、町が百万円の出資をしていこう

と、基金という事で置いておきますんで、これは減るもんではありません。ずっとその団体に

残っているものでありますんで、そんな考えのもとにこの文化ホールの運営受け皿として一般

社団法人を今回設立したいという事で今回経費を計上しているところであります。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） 

    ここにですね、８月 22 日に事前説明を受けたとき、組織図の形態の資料をいただいており

ます。ここには左側に社員総会、いわゆる最高意思決定機関として、ここには志村町長と川手

教育長が個人名、個人という話なんですけど社員。その下に業務執行機関という事で理事会と

いうのが置かれていて、当然会計監査も必要なんで会計というのが一方にあります。片方に実

際の現在文化ホールを運営している事務局が、職員達ですね。この部局があるという事です。

で、聞くところによると理事については、当初は理事については３名を予定していて、関係す

る課長達を配置したいというふうなお話を伺いました。そうするとまったく役場の一組織と何

ら変わらない。であれば、あえてこうする理由、今言った人件費、職員を再採用する形で人件

費をうんと減らすんだと、いう対応を悪くするんだという話であればですが、実際にはほとん

どこうする意味が今もってそこは不透明なんですけどどうなんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今回設立した団体に運営をまかすという事は、役場から直接な関与はない訳であります。役

場の組織から外れます。ですから今までは正規職員が居て運営をしておりましたけども、指定

管理者制度をやる方向を定めるときには、現在の直営方式で今後もどうかとか、指定管理にし

た時はどうか、指定管理の受け皿としてはどういう所がいいか。当然教育委員会の中で検討し

ていただきました。現在のまんまやって行くとやはり人件費の高騰とかそういうのがありまし

て、経費が、人件費の経費がかさんでくる。そこで、人材を活用する中での受け皿として一般

社団法人を作ったらどうか、そしてそこに運営を委託していく。そんな事からやってきた訳で

あります。何ら変わりないという事はないと思います。経費が例えば安くなれば、それが毎年

のことになりますんで、今後も末永くですね文化ホールを今までと同じ運営形態で、運営形態

といいますか住民の意向にあったような文化ホールとしてやっていくには、その中でもより安

い経費でやっていく事が私は望ましいんじゃないかと。昨年２月に作りました公共施設再配置

計画の中でも指定管理も含め今後の運営を検討しろというのがありますんで、それを受けて教

育委員会が１年をかけて、直営方式と指定管理者方式のメリット、デメリットを。私も３月の

時に言わせていただきましたけども、そういった直営でやっている所、指定管理でやっている

所、色々全国的にありますけども、それぞれが一長一短ある訳であります。うちの経年劣化を
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し始めたあの文化ホールを、今後も末永く長寿命化を図りながら、住民のニーズにあった芸術、

舞台芸術を取り入れるためには、どの方策が一番いいのかという事を教育委員会で一年かけて

検討していただいた結果でありますんで、町とすれば新たな一般社団法人を作りながらそこに

指定管理として委託をしていき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） 

    あの正直、社団法人は別組織ですから。明らかに別組織なんですけども、しかしここにある

組織図をみれば別の組織と言いながら別の組織ではないような、極めて、私は個人的には異例

な形の、ものだろうというふうに感じます。で、あの事務方に１点お聞きしておきたいんです

けども、確か事務局へですね職員を１名出向という形で、事務局というか従業員をですね１名

出向という形で、入れる予定であるというふうなお話がありました。その点もう一度お願いし

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今のご質問にお答えします。住民の期待する公立文化ホールの役割を果たし、長期的に

わたり安定した運営を可能にするためには、これまで培ってきた運営が継続できるように人事

担当である財務課と協議をして、法人の人事の今後検討を進め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） 

    今後検討していくという話でしたけども、このあいだの９月７日の説明の時点で、個人名を

出してもいいと思うんですが、悪い事を言う訳ではないんで。永安さんが文化ホールのプロと

して運営されてます。で、おそらく新しい組織になった場合でも当然彼をトップに据えなけれ

ば、実際の事務局のトップという存在にしなければ、今まで以上の文化ホールの運営は難しい

んで、おそらくそういう形をとるんだろうと私はそう思ってますけど、その文化ホールの職員

の中へ一人として出向させるという考えがあるということは、事実でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今、来年人事の事で個人名が出ておりますけども、あくまで人事ですから、慎重に扱ってい

きたいなと思っています。本人の意向もまだ確認をしておりませんので、今後の話になってく

ると思いますが。そのためにもこの受け皿がないとそういった話もできない状況になってくる

と思います。そして、先ほど来年出向という話が出ました。出向にするのか併任にするのか、

この団体が出た後ですね、町としても関与をしていかなきゃ今後もなりませんので、今後その

後任となるべき人材も育てていかなきゃならない。そういう中は出向なのか併任なのかわかり

ませんけども、関与する職員は町の中にも今後も出てくると思っています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 
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〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    今町長の発言の中にもありました。事前説明会の中にもあった訳ですけども、町が関与する

ということと、それと新たな組織の人材、要するにこの社団法人を将来的にずっと担っていく

ような人材を育てるというお話、したいという話もあったんですけども、そこのとこはちょっ

と違うんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    社団法人を育てる人材は、これ誰でもできると思うんですね。社団法人をやっていくのは。

施設の維持管理とそこの舞台芸術を今後もしっかり住民の皆さんにこの片田舎にいても、いい

舞台の中で一流の芸術を届けて行ける。そういう人材はこれからも育成をしていかなきゃなら

ない。社団法人になりましてもこれを所管するのは生涯学習課になると思いますんで、生涯学

習課があの中を全然知らないようでは困りますんで、いろんな議会で質問が出てもわからない

という事があってもうまくありませんので、そこはしっかり把握する人材、ポストは作ってい

きたいという事であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    もう一点、組織図について伺いたいんですけども、昨年３月議会で今おられる秋山議長がで

すね、文化ホールの指定管理について検討されてはどうかという質問をされました。先程町長

がおっしゃったように、その答弁の中で一年を目途に検討していくというお話がありました。

で一年間という非常に長い時期をかけたんだろうなと、私思っていますけども、実はこの組織

図ですけども８月２２日に全員協議会で受けたものと、９月７日に受けたものでは一部違いま

す。どこが違うかというと、理事会のメンバーがですね、８月２２日に受けたときには３名、

基本的に全員あの文化ホールの運営に係る関わるあるいは、建物の修繕等に関わる予算も含め

て関わる課長達がその理事にはなるというお話でありました。ところがですねあの９月７日に

ですね４名と、理事は４名ですという組織図が今度示されました。で、４になったあと１名と

いうのはどういう事ですかという質問をしましたら、文化協会の会長さんに入っていただいた

方がいいだろうという事で４名にしましたという説明が、わずか二週間足らずの間にですね

違った形で説明されてきました。これを見ると本当にじっくりとこの一年かけて検討してきた

のかと、組織図事態が二週間、実はその前に私教育委員会に行ってますんで、そこからすれば

約一週間後ですけども、変わってきたとこの点について御説明願いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

法人の組織構成につきましてはまだ案という段階で、お話をさせていただいたところであり

ます。この中で、新たな意見等を取り入れられるようなことも考えながら、組織の構成を考え

ていたところであります。その中でやっぱり文化、芸術にある程度精通した方も理事会の中に

必要であるという事で今回文化協会の会長さんにも入っていただくように、今回組織構成を決

めてきたところでございます。組織構成について、案という段階で進めさしていただいており
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ました。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    今の説明ではやっぱり不十分なんです。というのはこの社団法人を作るについて私はなかな

か３月議会で町長が言ってから何のおとさたもないし、町民からもなにかそういう声も聞こえ

てこないので、どうなっているのかなというふうに思っていていた訳ですけども、今の話はじっ

くりといろいろ検討してやったのにここに来てですね案だと、案だから変わるみたいな話があ

りましたけども、組織体制そのものが４から一つの自治体の部署がですよ、３から４に１週間

か２週間足らずで変わるなんてね、そんないい加減な事をやっているようであれば、一体この

社団法人を作ろうという検討事態、本当に真剣に皆さん考えてきたのかと、事務方の方は。そ

れは疑念を持ちますけども、その点についてもう一回答弁をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今回の一般社団法人の定款では理事は５名以内となっていると思います。そういう中で、理

事さんには当然無報酬でありますけれども、役場職員だけが名を連ねた案でありましたんで、

民間の方々からも理事になっていただいてですね、当然運営委員会はありますけども、運営委

員会の案がいいなのか、理事会で色々決めていきますんで、そこの理事には民間の方も入って

いただいた方がいいんじゃないか。もっと言えば、５名以内ですからあと一つ枠があるわけで

す。議会からもし入りたいという事であれば、そこはまだ可能があります。まだ案の段階です

んで、私もそうで相談を受けたときに、民間から一人入れた方がいいんじゃないかということ

で一名増えたと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    案の段階だということと、理事はまあ５名以内だからあと一人二人増やしてもいいんだみた

いな話をされた訳ですけども。それはそうなのかもしれませんが、議会に提案されて作りたい

という話をしたときに、きちっとしたものがあってしかるべきであって、それが議会で審議も

まだしていない、今からする訳なんですけど、してない段階でですね。その原案自体がですね、

たとえわずかなものであろうと変わるということは、私はいかがかなと思っております。それ

ともう一点、急いで作らなくてはいけないという理由についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    案の段階がもうそうやって出ていく。私もこれも案の段階でそんなに出て行っているのか、

今びっくりしているところでありますけども。今後はもっと慎重にそこのところはガードをし

ながら、しっかりしたものにならなければ、公表できないような状況になっていくんでは、か

えってうまくないんじゃないかなと思っておりますんで。今回のことにつきましては、まだ定

款も登記もしてありませんし、こういうことでいきたいというところの、今現段階であります。
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まだ変わってくると思いますんでそこは御了承いただきたいなと思っております。もう一つは

なんでしたっけ。 

（何で急いで作る必要があるのかという事） 

それはですね、先ほど議員さんからもありました、世情の状況もあります。その中で、明年

４月から指定管理にしていった方が、いろんな面でスムーズにいくという事からですね。昨年

来、今年度中に結論を出させていただきながら、そして２９年から指定管理の方向でいきたい

ということは言わせていただいておりますんで、そういった意味でもですね、今年中に受け皿

を設立しながら、そこに指定管理としてやって行きたいということであります。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） 

    なんで急ぐのかという事について、いろんな面でという事しか言われなかったので、正直ま

だ理解できてないので、もう一度理解できるように御説明願いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    いろんな面というのはいろんな面がありまして、施設のもの、施設の部分、そしてこれから

法人の職員をどう集めていくかという部分、そういった面のいろんな部分でありますけども、

早くすればする程は経費の節減もできる。私ども、皆さんの尊い税金で運営させていただいて

ますんで、出来るだけ少ない経費で効果が落ちないような事は考えていきたいと思ってます。

そういった意味で、ま、そこの法人に従事していただける職員の部分も含めてですね、いろん

な面ということで言わしていただきましたけども、明年４月がそういった意味では一番いいタ

イミングになるんじゃないかという事から２９年４月からの指定管理制度導入を考えていると

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） 

    先程ですね、理事のところで文化協会の会長さんを入れた。これは非常に私も結構な事だと

思います。それは、やはり職員だけでなくてそういった部分についてある程度精通してるとい

う方だろうと思いますんで、それはよろしいんだろうと思います。むしろですね社員にそういっ

た方々になっていただくというのがもっとベストではなかったかと、いう事も思う訳なんです

がその点についてはいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今回の法人は町が関与する法人というのが一番の目的であります。そういう中に、設立発起

人たる、設立社員に民間の人になってもらって、そういうところで、対外的なことも当然あり

ますけども、この法人のもとはどこですかと言われた時に民間ですというのでは、弱いところ

がある。もともと出資金はない、まっ、今回百万は出しますが、株式会社でいう資本金もない

団体でありますんで、後ろ盾がしっかりしていなければどうにもならない。当然、議会の方で
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町長が設立社員になるのはとんでもないという事であれば、そこは変えてもいいと思ってます。

別に私がなりたくてなっている訳でもない。これは町が関与した法人を設立するために、私と

教育長が設立発起人、一般社団法人でいうと設立社員という名称になりますけども、発起人と

いう名前は使えないようなのでそういった意味でやっている。それと同時にこの法人の人事も

いずれやっていかなきゃならない。当然理事会では多分人事はできないと思います。そういっ

た時、町が関与する法人でありますんで、町の大きな人事方針の中でそこの部分をいずれ関与

していかなければならない。先程来お話ししてますように後継者育成もしていかなくてはいけ

ない。この施設を運営する、そういった人達には、また入っていただかなければできませんの

で、そういった意味でですね、設立社員は私と教育長の名前で、今案は作ってありますけれど

も、今後議論をいただく中で町長がなるのはまかりならんということであれば、いつでも下り

る覚悟はありますのでよろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    今人事権の話が出たんで、一点確認させてください。別の社団法人であるという事からすれ

ば、町が関与するんで町がチェックするんですけど、議会のいわばチェック体制から外れるの

かどうかという事。それともう一つ先程人事権の話がありましたけれど、人事権は法人であり

ますから町全体の中でのものとリンクさせようというようなお話だったように私は聞いたんで

すけども、それは明らかに別のものではないかという、そこをちょっとお願いしたいと思いま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    今回委託を予定しております法人は収益的事業も一部はやっておりますけどもこれまでの運

営をみてますとやはり年間公演だけでも一千万くらいの町の税金が投与されている訳でありま

す。今後も人件費から舞台経費から町の委託金で運営してかなくてはいけない、と思っており

ます。この法人の運営について、議会の関与は当然やっていかなければならないと考えており

ます。それともう一つは何でしたっけ。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也議員、発言するときは挙手をお願いします。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    人事権のあり方です 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    人事権につきましては、株式会社富士川もそうでありますけども、私はそこの会社の代表取

締役でも何でもありません。ただ富士川町長として一番の出資者でありますんで、人事権は持っ

ているつもりでいます。出資金の２／３を町が出資しておりますから、人事権は町が握ってい

ると思っております。それと今回のこの法人につきましても、ただ単に法人が自由奔放に運営

するという事はまず考えられませんので、そういった意味で事務局の人事権も含めて、法人が
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採用した職員はまた別かもしれませんが、住民の苦情も町が受けていかなくてはならない場面

もあると思います。そういった意味で人事権についても特に代表理事といいますか理事長さん、

理事になっていただく方の人事権は町にあるものと思っております。すべてほとんど１００％

が町の税金で運営していかなきゃならんと思ってます。そして何よりも施設は町の施設、それ

を運営していただく事でありますんで、町も今後も関与できる体制でいきたいと思っています。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也議員、途中ですけどもここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０６分 

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

再開 午前１１時１５分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて引き続いて一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先程からしつこく質問している訳ですけども、基本的に私は今回の一般社団法人への指定と

町がつくった指定管理の問題というのは、私が知っている本来の指定管理のやり方あるいは理

念からするとほど遠いものではないかというふうに思わざるを得ません。 

最後に３つ目の質問です。これも先程からやってる部分かなり重なってますけども、町が直

接運営している現状と何が違うのか何が変わるのか、その点について改めて整理してご答弁を

お願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の町が直接運営している状況と何が違うか、どのように変わるのかという質問にお答

えをさせていただきます。文化ホールの事業につきましては、指定管理者制度導入後もこれま

でと同様の公立ホールの役割を担った事業を実施して参ります。なお指定管理者制度導入後は

設立する法人による職員採用となるため人件費が約１千万円節約できる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） 

メリットと言いますかそれがまあ人件費の削減という事のようですけど、恐らくこの内容っ

てのは、役場職員という形の採用よりも例えば共済組合費とかそういったところが少なくて済

むということなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただいまのご質問にお答えします。これまで文化ホールの事務局は役場内部の組織として、

課長１名、リーダー１名の正規職員が計２名。そして嘱託職員が２名。合計４名による職員体
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制でありました。指定管理者導入後は事務局職員は法人での雇用となりますので、人件費が削

減できることとなります。また事務局への町からの派遣になるのか出向になるのかにつきまし

ては、今後、人事担当である財務課と協議を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） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

これはあくまでも指定管理でありますから、通常の指定管理だと本町はほぼ５年が多いです

けども、５年間、１年いくらという金額で契約をしてその中で頑張っていただくというシステ

ムをとっているのが通常だろうと思いますけれども、この文化ホールについてはどのように考

えてい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。 

○町長（志村学君） 

    通常の指定管理でいきますと、プレゼンを受けましてそれらに基づいて指定管理料を定めな

がら、どの範囲をまあ公共関与でいくなのかということでやっておりますが。この文化ホール

につきましては先ほど来言っていますように運営委員会が来年度はこういう事業をやるべきだ、

また町が節目の年にはそういった大きなイベントもあると思います。そういったことから毎年

度事業内容を査定させていただいた後の指定管理料になっていくものと考えておりますんで、

指定管理料が毎年統一ということはないと思っております。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） 

そうするとですね、今議会でまあ、今年の場合ですけど、今年予算が出されて議会で議決し

た。その予算は当然文化ホールの運営委員会の方たちの意見も取り入れながら事業を決めたも

のに対する予算だと思ってますけども、その部分はこれまでと何ら変わらないという事なんで

しょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    これまで文化ホールは管理費と運営費と二つの目でやっておりますけども、これからは生涯

学習課のどの目に入るかわかりませんが、文化ホール指定管理料ということで委託料一本で出

てくると思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

指定管理のメリットっていうのは、一般的にですよ、言われているのは、まあプレゼンをし

ていただいて、今町長がおっしゃられたように、じゃあ幾ら幾らということで管理料を町が示

して、それで合意すればお願いする。あるいは、もっと素晴らしい提案をされれば費用も考え

ながら選んでいくという事で。何でそれがいいのかと言えば、指定管理を受ける人たちはやは

り努力する訳ですね。この施設を十分に活用して、多くの住民に色んなサービスを提供して、
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文化ホールでは言えばこの地域の文化の発展にも寄与できるという。それをいろいろ工夫して

から指定管理料いうのは、ある意味ではあの契約期間内、ある一定の条件でやっていくと。で

今のお話であればその都度変わって今までどおりやっていきますというのであれば、本当に今

回言ってるのは、人件費が一千万ほど削減されるという話であって、そのためにいろんな組織

を作ると。だったら何もこれまでどおりやって行けばいいんじゃないかというふうに私は率直

に思いますけども。その点について。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    先程生涯学習課長が言いましたように、今までは役場の組織としてやっておりますんで、正

規職員で局長を配置し、そしてまた役場の１組織でありますからリーダーも配置してる。これ

がですね今度法人になりますと法人の人事採用になりますんで、そこには局長１名、あとは法

人の職員という事で運営できるはずであります。それと指定管理料が動くというのは、通常の

指定管理、まほらの湯にしてもかじかの湯にしてもですね、しかりでありますけども、営利目

的な業務をさせております。今回のこの文化ホールは営利目的ではありません。そして住民の

期待に応える演目ができるような事もしておきたいと思います。そうは言いましても町も、全

体の予算というのもありますから、これまでと同じようにですね査定をさせていただきながら、

まあ効果の薄いものについては、またいくら文化ホールの運営委員会で提案があってもですね、

全体をながめる中で、そういうものはまた節目の年に送っていくとかあります。通常の指定管

理と違うのはあくまでも営利目的ではないということ。中には一つの公演にしてみれば、利益

のあがるやつもあると思います。ただちょっといいものを導入するとか、あるいは地域の皆さ

んの発表の場にする、こういうところはですね、経費はかかっても収入はないもんであります

から、そこのバランスを考えながら、当然町でありますからそんなにお金が動いてもうまくあ

りませんので、一定の範囲の中で査定をさせていただきながら、そういった委託をする時には

来年度はどういった事業をやるというのは分かっております。来年になってから、予算がつい

てから交渉したんじゃ一つもできなくなりますんで、もう１年半あるいは２年前にあそこの事

業は動いておりますんで。査定を早くする中で、そういった事業計画をつくりながらやってい

かなきゃいけない。くどいようですが、本当ただ単なる指定管理を民間に任した場合には営利

目的になってくると思います。あの文化ホールはそういった営利目的のために作ったもんでは

なくて、この田舎にいても一流の、あるいは時代に応じたそういった舞台が見れるようなため

に作ってくれたもんだと思っておりますんで、今後も、施設の延命化と、そして住民ニーズに

あった、そしてまたこれからの子供の育成のために合った事業展開ができるような運営をする

ために、教育委員会で一年間、直営方式も含め、指定管理者方式も含め、そしてまたどこに出

すのがいいのかも含め検討していただいた結果でありますんで、町とすれば来年、明年４月か

ら指定管理に、法人を設立した上で、その法人に指定管理とをさせて行きたいと考えておりま

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） 

なかなか議論がかみ合わないですけれども、最後に一言、言わしていただきたいと思います。
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先ほどから、営利目的か否かという事を町長はしきりにおっしゃっておる訳ですけども、そも

そも指定管理というのは、行政が今まで担っていた施設なり住民サービスのものについてです

ね、その経費を、民間ノウハウを活用して経費を削減したいと、もちろんその大前提は。住民

サービスの質を落とさないという事だろうと思うんです。で、単に営利を目的にして指定管理

をしてなんて、あるいはそういうことで受けている団体なんてほとんどないだろうと、私は思っ

ていますし、文化ホールについては特に，興業の形態あるいはやり方等についてもですね、営

利というか・・確かにチケットを売れば収入はある訳ですけども、それが儲かるほどのものが

ある訳ではなくして、やはりそういった事業を幅広く展開されて、文化高揚に繋げてもらえる

と、いう事が私は指定管理のもっとも大きな目的になるんではないかと。で、一千万円の削減

という話がありますけども、それは、また何らか他の方法も考えられるだろうし、そして今回

の町がこのような形で関わって、町長は作って町長が指定管理をさせるみたいな形態というの

は実際あったら教えてほしいなという気持ちもありますし、多分あったとしてもあり得ないと

思ってますけども、わざわざそういう形をつくるという事自体が、いかがかというふうに思っ

ております。最後に、ちょっと一言言わしていただきましたけども、町長の方でこの点につい

て、反論なり意見なりありましたらお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

    通常の指定管理というのは、やはり利益があって初めてできるものだと思っています。民間

の皆さんがボランティアあるいは赤字覚悟でやるというのはないと思います。プレゼンをして

いただくときにも我々がやれば、こういうふうに儲かるんだというプレゼンをしていただきま

すけども、果たしてそういうふうになったところが全てではないと考えております。そういう

中で、この文化ホールにつきましては、まさに営利を目的にしたものではありませんから、こ

れまでも議会で議論をいただいたように経費がかかり過ぎるという御指摘もいただきました。

今後も経費がかかっていくんですが、それをできるだけ最小限に抑えながら、そしてサービス

を落とさないようにしていくための方策として、その受け皿となる法人を設立し、そこに管理

料を払っていくと。当然、年間通せば数千万という管理料になると思います。それと町も関与

していきますんで、大きな整備について、改修費については町の予算に計上していくことにな

りますんで、運営費の部分が指定管理料にこれから変わっていく、そして施設管理の部分の一

部、先ほど来お話がありますこれまでの例を見ますと２５万円以下が、その指定管理者が修繕

をしていきますんで、そういった部分が加わった部分が指定管理料になりながら、大きな修繕

につきましては、文化ホール管理費という事で町の方に予算計上しながらやっていきますんで、

これからも議会の皆さんにはしっかりチェックしていただく機会は十二分に、今までと同様に

あると思いますんで、そういった意味ではその辺は、特に変わりませんけども、何しろ末永く

あの文化ホールを住民の皆さんのニーズに合った演目と、そしてまた末永くあれを運営できる

ような方策として、教育委員会の方で一年かけて、この指定管理者制度というものを検討した。

それを単に民間に出すんじゃなくて、自ら法人を作ってそこに出していこうという結論を出し

ていただきましたんで、町といたしましてもその教育委員会の考えを踏襲しながらですね、住

民の期待に応える文化ホールとして今後もやっていただきたい。こんなふうに考えてるところ

であります。 
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〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

こうやって質問をさせていただきまして、改めて感じますことは、何も今ここで急いでこの

ような形のものを作らなくて、もっと町民の文化芸術の発展に寄与できるような形での指定管

理者なり受け皿なり、そういったものをさらに一年、ゆっくりと検討しながらやるべきではな

いかというふうに思っております。 

そして最後に議長にお願いしておきます。先ほど来私が日付をですね９月７日を７月９日と

言ったりした事が多々あるようなので、その点については質疑の点についてはですね。議事録

の中で、議長権限で訂正していただければありがたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

先程、齊藤欽也議員から申し出がありましたお話は、発言中、教育厚生常任委員会で２回目

の指定管理者制度導入について説明を受けた日付を、７月９日と勘違いしていたものを、９月

７日と訂正したいという事ですので、そのとおり訂正させていただきます。 

以上で、通告２番、１０番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告３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番青柳です。本日、通告してあります質問については、本来一つ一つの質問を、質問事項

としたいところですけれども、町長の所信表明にある大きな事業計画を一度整理するために、

町の事業計画として一括して質問させていただき、個々の事業については、議会へ提案のある

ごとにその都度、検討をさせていただきたいと考えております。そこで早速一番目の質問です。

町長は、６月定例議会および９月の定例議会の所信表明において、町が抱える事業課題として、

町民交流広場、児童センター、町民会館、リニアの側道、町民図書館、役場本庁舎、学校給食

センターの７つの大規模事業を挙げておられます。さらに、町道１０号線、１０号線と言いま

したけれども、町道青柳１０号、町道青柳３２号、その計画も含め、今述べました事業の完成

までの総事業費と、町の負担額及び起債予定額、概算で結構ですので伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     青栁議員の町の大規模事業と言いますか、７つの課題の事業についてお答えいたします。本

町の抱える７つの大規模な最重要事業及び町道青柳１０号線、青柳３２号線につきましては、

完成までの総事業費を概算額で約１２１億円と想定しております。事業化した場合の町の負担

額、一般財源は約１０億円、国の補助金が約１８億円、起債予定額につきましては、交付税バッ

クのある合併推進債、過疎対策債や道路整備事業債など、約９３億円を見込んでおります。 

     これはあくまでもまだ、机上の数値であります。実際にまだ詳細設計もしておりませんから、

当然事業者費も動きますし、そして起債の許可、補助金の許可もまだ確定をしておりませんの

で、事業化する場合を想定とした金額であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  
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青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     再質問ですけれども、町長は６月議会で、１００億を超えるとおっしゃられて、今１２１億

という概算が答弁されましたけれども、総額も必要でありますけれども、私が先ほど述べまし

たように、個々の事業を整理するためにですね、事業ごとの総額、それから町の負担額、起債

予定額について再度御答弁をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この前の所信表明の中で言ったのは、１００億を超えるというのは、青柳１０号線、青柳

３２号線は入っておりません。７つの事業を言いましたから、あの時の私の頭の中には１１８億

円が入っておりました。その内訳を言いますと、町民交流広場が約１０億円と想定をしており

ます。これはもう既に議会の方にも、１０億円という数字は耳に入っていることと思います。

これはですね、補助金も約半分、町民交流広場は半分ありますから補助金が５億円、この事業

にはもう既に事業化しておりますんで、合併推進債を４．５億円、４億５千万円を想定してお

ります。一般財源とすれば５千万円ということで事業化を今進めているところであります。次

に、富士川町の児童センターでありますが、これから用地取得も行います。そして詳細設計も

入ってきますけどもすべて含めて１０億円、これも１０億円と想定をしております。補助金は

３千万ほど期待ができるんではないかな。これはまだはっきりしておりませんけども、富士川

町児童センターとして合併推進債を、今後申請していく予定でおります。こうした場合、合併

推進債は８．８億円、入りますんで一般財源は９千万と考えております。町民体育館は、約３５億

円を想定しております。補助金として２億２千万程。これも合併推進債を予定しておりますん

で２９億３千万程。３５億円と想定した場合ですね。そうした場合に一般財源として３億５千

万。リニアの側道は１３億円を今のところ想定しております。補助金として、約半分の６．５億

円。道路債が５．９億円。一般財源として６千万というふうなことを想定しております。リニ

アの場合は今回ＪＲ東海と一緒に用地取得を進めてまいりますけども、工事の方はリニアの建

設が終了した後でありますから、これから１０年後、工事に着手するような形でありますけれ

ども、今言った１３億円の中には、建設費も含まれております。次に、図書館と周辺整備事業、

これはシビックコアということで、国土交通省と一緒に図書館整備はやっていきますけども周

辺整備もありますんで、周辺整備も含めますと約１０億円、これも見込んでおります。補助金

で約１億円。過疎債を鰍沢地区ですから充当をいたしたく、８億５千万程を予定しています。

そういたしますと一般財源は５千万と考えております。給食センターもやはり１０億円を考え

ております。補助金で１億５千万程度、合併推進債で７億６千万円程度。そういたしますと一

般財源が約９千万。こんなふうに目論んでおります。あと庁舎整備の方もですね、３０億と見

込んでおります。合併推進債が充当できますんで、合併推進債で２７億円、一般財源は、３億

円と想定しております。あと青柳１０号線は９千万でありますから、補助金が４８００万、道

路債が３８００万、一般財源は４００万と想定をしております。青柳３２号線は２．５億円を

想定しておりまして、補助金で１．５億円、道路債で９千万、一般財源としては１千万。合わ

せますと１２１億円でありますけども、補助金が１８．４億円、起債が９３億円、一般財源が

１０億円。こんなふうに見込んでいます。これはあくまでもまだ役場の内部での事業化に向け
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ての検討資料ということでありますんで、実際このようかどうかわかりませんが、事業費とす

れば、おおむねこれ以下で収まっていくんじゃないかな、そんなふうに考えているとこであり

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） 

     丁寧な回答ありがとうございました。そこで、再度質問ですけれども、今度の９月議会の開

会式の所信表明で、町長は中部五開地区への光ケーブルについてのケーブル敷設の延長が

３０キロ、過疎対策事業債が採択されたから本設計と工事に着手したいという発言がありまし

た。まだ３日前の表明でしたので、通告に含まれておりませんが総事業予定額、あるいは町の

負担額、他の事業と同じ起債予定額を伺いたいと思います。答えられる範囲で結構です。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

中部五開地区への光ケーブルの敷設につきましては１億２４００万円を想定しております。

このうち７４００万が過疎債であります。残りが、一般財源ということになります。この残り

について、財源方策が見つかりませんでしたが、鰍沢地区に敷設する部分については、過疎債

が充当できるということになりましたんで、長年のこれも要望でありますし、町も情報網のネッ

トワーク化と言いますか、町全体に張り巡らせていきたいということから、今回、事業化をさ

せていただくということであります。今回の質問に、青柳１０号線とか、青柳３２号線があり

ますけども、大椚大久保線もやっておりますし、町はこの事業だけでなくて、あとは福祉施策

もやっております。医療もやっております。商工の発展のこともやっております。いろんな事

業が絡んできますので、いずれにいたしましても、できるかどうかわかりませんけども、こう

いうものもやはり住民の皆さんに、町の抱える課題として承知をしておいていただきながら、

なんでもかんでも町ができるんじゃなくて、これからこういった事業もやっていかなければい

けない。そして、前回の所信表明の時に、言わせていただきましたが、この事業の先にはまだ

まだ大きな事業が控えております。当然、これは新たなもんではなくて、既存の施設の修繕、

あるいは建て替えということになってくると思いますけども、そういったことがありますんで

本当にもう目先の事業ではなくて、中長期的な視点に立った事業展開をしてまいりたいと考え

ておりますんで、何しろ大きな金額であります。財源が確保できなければ、絵に描いた餅にな

るかもしれません。庁舎の問題にしても、建設年度はまだ名言しておりません。そういった意

味でですね、ただ、今言った財源を充当するには、平成３６年までには何とかしていかなきゃ

ならん課題もたくさんあります。そういった意味で、役場職員一丸となってですね、財源確保

を目指す中で、こういった事業を一つでも多く進めていければと思っております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員に申し伝えます。先程ですね、通告にない質問をしていただきましたけども、町長

のですね、ご厚意により答弁いただきました。あくまでもですね、一般質問を通告に従ってお

願いいたします。 

〇議長（秋山貢君）  
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青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     通告のない中で、答弁いただきましてありがとうございました。それでは、２番目の質問と

いたしまして、町長の方から、個々の事業の概算、起債予定等を延べていただきましたけれど

も、それぞれの事業計画についてですね、着工予定時期、それから完成予定年度といいますか、

今計画にあることをお聞きしたい。この中には、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、私

が質問したこの大型事業ばかりでなくて、当然、いろんな事業をやられておられるとは十分承

知してます。橋の修繕もしなきゃならんし、道路の見直しもしなきゃならん。増穂中学校は

４４年経っている。もうすぐ建て替えも考えなきゃならん。それは当然承知してますけど、当

面表に出ている事業ということで、整理したいと思って質問しております。そこで今申し上げ

ました２番目の質問として、開始年月日、完成予定年月日、ありましたら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） 

     それでは、事業計画について先程７つの重要課題とそして青柳１０号線、３２号線の質問が

ありましたので、着工予定と完成予定につきまして、現在想定している期間をお知らせしたい

と思います。 

まず、町民交流広場についてでありますけれども、本年度から着工し平成３１年度に一部供

用、これはスポーツ施設の部分でありますけれども、あとそれが完成した後に周辺整備を行い

まして、平成３４年度の完成を目指しております。児童センターにつきましては、本年度に設

計業務を行いまして、これもリニアとの絡みがありますので平成３０年度の完成を目指してい

きたいと考えております。町民体育館につきましては、現在建設検討委員会によりまして、規

模、機能について本年度中に意見を取りまとめていただけるよう協議を行っていただいている

ところであります。リニア側道については、先ほども言いましたけれども本年度から数年をか

けて測量設計と用地買収を行いまして、工事についてはリニア工事の完成後となりますので、

側道工事に着手するのは、平成４０年度以降になるのではいか、早くても３７年、３８年、完

成は４０年以降になると思っております。図書館と周辺整備につきましては、国におきまして

明年度の予算概算要求に提案がされております。２８００万円と聞いておりますけれども、要

求度合いは特Ａという一番、出してもらってますので、採択されると思いますけれども、採択

された場合は平成３４年度までの事業計画で進んでおりますので、この間で図書館周辺整備が

行われるものと考えております。役場本庁舎におきましては、本年８月１２日に庁舎整備検討

委員会から、新庁舎整備の完了年度に関し、合併推進債の期限内である平成３６年度中の完成

を目指すようにと報告をいただいたところであります。先程も言いましたけれども３６年度ま

でが合併推進債の期限でありますので、合併推進債が活用できるものにつきましては、３６年

度がひとつの大きな山場になってくるんじゃないかなと思っていいます。給食センターにつき

ましては、学校給食のあり方検討委員会において、センター方式が望ましいとの報告がありま

したので、今後は、その機能や規模等を検討していただく中で、平成３１年度から平成３２年

度の完成を目指して参りたいと考えております。次に町道青柳１０号線につきましては、平成

２７年度に測量設計を終えております。本年度は用地補償および一部道路改良工事を実施して
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いきます。来年度、そして平成３０年度で本格的な道路改良と舗装工事を行う予定でおります。

町道青柳３２号線につきましては、本年度に測量設計を行っているところであります。今後用

地交渉を進め、用地の確保ができた段階によりまして、第１期工事として町道青柳長澤線まで

の完成を目指す予定でおります。 

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） 

     私が心配しております１点はですね、４年後にオリンピックが開かれます。前には東北方面

の北関東の大震災の後、工事業者みんながそこに集中して資材が上がって、富士川町も大雪に

見舞われても、屋根材料がないというような事態もありました。４年後には、あるいは２年後

から３年後にかけて、オリンピック工事に集中すると思います。そうすると資材も上がる、人

件費も上がる、人が足りないという事態も心配しておるところですんで、ぜひその辺も個々に

御検討をお願いしたいと思います。その前にですね、先程私青柳１０号線と言いましたけれど

も、ちなみに町道青柳３２号線、あるいは１０号線とあるうちのですね、道路は「線」と表記

しないようですね。何かで読みましたけれども、国道２０号は２０号。２０号線とは言わない

と。担当課でちょっと調べてみてください。 

３番目の質問に移りますけれども、１２１億を超える事業と財政健全化についてですね。今

年度、将来負担比率は５３%から、４９%に下がっておりますけれども、これだけの大きい事

業が続きます。そういう中でぜひ、財政健全化とその兼ね合いについてですね、町長のお考え

を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     青栁議員の財政健全化との兼ね合いについてのご質問にお答えいたします。これまでも町長

の答弁にもありましたとおり、今後の７つの大規模事業に関しましては、現在、直面している

喫緊の課題であります。７大事業の後には、小・中学校や保育所建替えなども着手しなければ

ならない状況となりまして、後年度に送ることは、ますます財政を圧迫させることとなります。

このようなことから、厳しい財政状況ではありますが、実質公債費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、財源を確保をして、事業化の道筋をつ

け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） 

     この大きい１番目の質問については、後の議会で個々にお伺いしていくこととして、ここでしめ

て、二つ目の大きい質問事項、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あります

けれども、前議会の補正予算に計上された峡南医療センターへの短期融資４億円についてですね、

その貸出実績と今後の予定について伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 
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     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまの峡南医療センター企業団への財政支援についての青栁議員からのご質問にお答え

いたします。峡南医療センター企業団への短期貸付金につきましては、６月２４日付けで本年

度第１回目の申請があり、７月２５日に１億５千万円の貸し付けを行いました。また、第２回

目につきましては、８月４日付けで、１億円の申請があり、今月１６日に貸し付ける予定でお

ります。残りの１億５千万円につきましては、企業団の貸付申請により、貸し付けを行うこと

となりますが、現段階における企業団の経営状況や、１２月の職員賞与を考えますと、１１月

頃には、最後の申請があるのではないかと考えております。 

     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） 

     私が町の事業計画を質問した。それから医療センターへの貸付金の質問をしました。実は人口減

少の中ですね。子どもたちにかかってくる将来負担比率を一番知りたかったわけですけれども、私

が当初、通告に書いた質問事項について、議会運営委員会でも調整がありましたし、私の勉強不足

もありましたので、今後の議会で、個々には質問をさせていただくことをお伝えしておきたいと思

います。、大きい事業が重なれば重なるほど、子どもたちにかかってくる将来負担比率、それが心配

になってきますんで、今回の質問をさせていただきました。それをお伝えして、私の質問を終わり

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告３番 ４番 青栁光仁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時ちょうどといたします。 

休憩 午前１１時５３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４番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     通告に従いまして、まちづくりと福祉の観点、そしてリニアについて三つの項目について通

告に従い、丁寧に今回は盛り込みましたんで質問を進めてまいりたいと思います。まずは１項

目ですがまちづくりの町民参加の促進について。一点目には総合計画にある、町民との協働の

活動を拡大するため、町民の自発的なまちづくり参加をどのように促進しているかです。町で

は、５月に情報公開の要綱ができて、町政の透明化が軌道に乗り始めました。情報の共有をも

とにして、町民との協働の事業をどのように具体化できるかにかかっています。北海道栗山町

には、多くを学びたいので参考までに紹介します。人口約１２４００人、町会議員は１２名な

がら、町民が町づくりに多様に参画している。まちづくり１００年委員会があり、町とパート

ナーシップ協定を結び、町へ提言書を提出。まちづくりトーク＆ディスカッションなど、広報
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には、町民が関与する記事が多く、教育関連では、稲作体験ツアーを２０年以上行い、また毎

年約３００人を超える修学旅行生を受け入れています。閉校した小学校をコカ・コーラ教育環

境財団の支援により、宿泊施設として体験プログラムを行っている。中高生を海外に派遣する

事業は、２０回行っています。「出前講座、施策説明会」では、４７のテーマに関して、５人以

上の団体に対して職員が出向いて３０分から６０分説明を設けるなど町民総参加の姿勢と実行

が見られます。 

さて、この町の総合計画や総合戦略を推進するためには、町民の自発的な意識の醸成と自主

的な参加行動が必要です。魅力ある町づくりへの町民参加をどのように促進していると町長は

自己評価されているか伺います。 

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、川口議員のご質問にお答えします。第一次富士川町総合計画におきましては、「み

んなで考え、一緒に築くまちづくり」を基本目標の一つに位置付けており、「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」という考えを念頭に、

それぞれの役割をしっかり果たしていくことが必要であると考えております。こうしたことか

ら町では、地域の特性に応じた活動を支援し、地域の皆さまが自発的に、地域資源を生かした

まちづくりに取り組めるよう、平成２５年から地域力創造交付金制度を創設したところであり

ます。こうした取り組みによって、次第に「地域力」が高まり、地域の課題は地域で解決する

機運が醸成し、更に町民対話集会やタウンミーティングなどの開催により、町民と行政との協

働による、暮らしやすいまちづくりが構築されていくものと考えております。 

     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） 

     政策秘書課長から述べていただきましたが、正直なところ、これまでの町民対話集会あるい

は各種委員会への公募委員あるいはパブリックコメントが少なく、改善策が求められていると

思います。前期議会で、町長は多くの方々からまちづくりについて広聴することが重要だと述

べられました。近年、道路新設が多すぎるという町民の批判が多い事、若者を中心とする町民

がまちづくりに参加出来る、人への投資が望まれます。栗山町のように広聴の機会をもっと増

やし町政に参加をどのように着手実行されて行きますか。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） 

     総合計画においても住民参加の促進ということで、町民対話集会の開催、それから地区まち

づくり計画の策定支援というようなことで位置づけてございます。この計画どおりに、第１次

総合計画を策定するときに町民に対話集会を設け、その中で、各地域における課題等を挙げる

中で、ワークショップを行い、それぞれの地域が、それぞれの地域のまちづくり計画というよ

うなことで、まとめてございます。そこの地域にどういった課題があるなのか、それを自分た

ちでどうやって課題解決できるなのかというような、自らが取り組むまちづくりの方策という



 ５８

ようなことで、実施してきているところでございます。これに基づいて、平成２５年にもこれ

らの取りまとめてきたことをどういうふうになっているかというようなことで、さらなる町民

対話集会、タウンミーティング等も実施してきてございますので、それらで地区の要望と課題

等を伺っているというところでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

    町民の出番をもっと増やすということで、各種の会議に傍聴を促す、あるいは若者と語る会

を設けるとかですね、昭和町のように町政モニターを設けるなど、具体化を検討できませんか。

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     まちづくりへの町民参加についての再質問にお答えをいたします。この町でもですね、いろ

んな地区の会合等には役場職員、常日ごろ、日夜分かたずに行って、いろいろ説明をしており

ます。議員さんの中にもですね、地域の人たちを集めてくれて、そして町の方の課題もですね、

順番に説明している地区もあります。私も、ほとんど家にはいないぐらい、毎晩いろんな会合

へ参加させていただきながらやっておりますから、先程言った町民対話集会とかタウンミー

ティング、これは大きな課題がある時に町の方から、区長さんを通じて地域を指定しながらやっ

ておりますし、また町の会議も住民を今まで排除したようなことは一度もありません。町でど

ういう会議をするかは、広報等でもまた、いろんな場面を通じながらお知らせをしながら、お

一人でも多くの皆さんに今町がどういうふうに動いているなのかもご承知おきいただきたいと

思っておりますし、これからもですね、そういった垣根をつくることなく、町の今行なってい

ることにつきましては、住民の皆さんにもご承知おきいただきながら、一緒にまちづくりを進

めていきたい。先程の答弁でも政策秘書課長が言いましたが、第一次富士川町の総合計画は、

何にしろ一番先にみんなで考え一緒に築くまちづくりというものを位置づけさせていただいて

ます。そんなことからですね、今後も、あらゆる機会を通じて、町民ばかりではなくて町外の

意見も取り入れながら、この富士川町のまちづくりをやっていきたいと考えております。 

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） 

     一緒にまちづくりを進めていくという観点で、２点目お願いします。町づくりには、若年層

の移住定住を進めることが待ったなしで必要です。町は、移住定住者から意見を聴取して町づ

くりに生かすとしています。移住定住の施策をチェックして、さらにどのように移住定住を具

体的に、促進するのか伺います。 

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） 

     川口議員の質問にお答えいたします。現在、町では、人口減少や空き家対策、過疎化などの
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課題解決を目的に、移住定住事業を進めております。これまでに、住宅用地取得費補助金、定

住奨励金補助、空き家等改修費補助金といった町独自の施策を創設し、これらの制度を利用し

た移住者が、少しずつ増加してきているところであります。さらに、子育てを迎える若年層の

方々に移住定住いただけるよう、保育料の軽減、子ども医療費助成の拡大、小中学校給食費補

助等の支援策も構築しており、こうした制度については、パンフレットや町のホームページ等

により移住希望者に周知しているところであります。今年度につきましては、継続してパンフ

レット等による周知を図るとともに、移住定住に関する制度の利用状況や町内の移住者からの

意見を聴く機会を設けるとともに、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設け、情報発信を積極的に行なって参りたいと考えてお

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） 

     ぜひ着実にですね、予定をこなしていただきたいと思いますが、１点今、最新の人口は

１５７００人を割ろうとしていると。栗山町の観光ガイド「ふらっと栗山」には芸術家を多数

紹介しています。栗山町では「くりやま体験事業」として、１LDK の体験施設を短期間、廉価

で提供している、韮崎市でもお試し住まいを始めています。ぜひ町に移住された方などに積極

的な交流を広めてまちづくりに参加できるよう具体的にお願いしたいと思います。では、この

１点の締めくくりで、なお栗山町議会には、全国から１８年度以降６２６団体、５千人を超え

る視察者が訪れています。町民から政策提案するため、「一般会議」や、議会モニター制度があ

り、町民の意見を反映しているところです。 

     次の２項目目に移ります。富士川町第２次高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画につい

てです。全国の介護保険サービス利用者は約５１０万人、介護保険費用は約１０兆円となりま

す。町の福祉、介護保険計画が２７年度から４６カ年計画が行われ、３カ年で町の介護給付費

は４６億円以上、介護予防給付費は１億８千万を見込んでいます。高齢者が地域で安心して在

宅できるように、地域の自主性や主体性に基づき、地域包括ケアシステムを充実していきます。 

そこで1点目の質問です。高齢者には家族の支えが最も必要です。計画では、自助を基本と

して、「家族の役割」が漏れていると考えます。在宅サービスが強化され「家族の役割」が重要

ですが、福祉行政に力を入れる町長は、「介護における家族の位置づけ、役割」をどのように考

えているでしょうか。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） 

     ただいまの川口議員のご質問にお答えします。富士川町第２次高齢者福祉計画、第６期介護

保険事業計画については、老人福祉法第２０条の８第１項及び介護保険法第１１７条第１項の

規定に基づき、策定しております。 

本計画は、平成２７年度から３カ年の事業計画として、老人居宅生活支援事業や老人福祉施

設事業の供給体制の確保、事業量の目標を定めると共に、介護保険事業に係る保険給付の円滑

な実施について定めたものであります。このようなことから「介護に係る家族」については、

当事者側が担う基本的なことであり、個々のケースにより対応も異なることから、町の公的サー



 ６０

ビスとして、位置付けるものではないと考えております。 

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） 

     計画には、２５年度の高齢者世帯数、在宅一人くらし高齢者、独居老人のですね記載があり

ます。町の高齢者の実情を理解するために、２７年度のそれぞれの状況を教えてください。 

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） 

     高齢者の一人暮らし又は夫婦世帯のみの数ですけれども、平成２７年度につきましては

７５８世帯となっております。在宅の独り暮らしの高齢者数につきましては平成２５年度末、

６５歳以上は１１４５人になっております。 

     以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     計画では、２５年度の一人暮らしは、１０５９人だった。２６年９月末で要支援認定１３８人、

要介護者６８１人だったということですね。これらの数字は今後増えるばかりです。そこで再

質問ですけれども、高齢者は安心して暮らせるよう、不安を減らせるよう、家族とのふれあい

を望んでいます。２６年２月に一般高齢者を対象とした「生きがいを感じる時」との質問に対

して、１位は「家族との団らんの時」で、５２．８％だった。私の母、２５年に送りましたが、

最期に母が残した言葉は「一緒にご飯を食べようね。」という言葉を残して逝きました。介護度

の認定などでは、家族との相談が必要です。家族を基本的に大切にすれば、それに伴い地域も

活性化にむすびつくと思います。一方、家族が近くに住んでいないので、家族に頼れない不安

な高齢者も多い訳で、都会に住む、または同居する家族にも介護の負担が増して、介護離職者

が年間１０万人もいる大きな社会問題となっています。家族による喜びや楽しみを促すために、

町には、家族の目線に立った介護支援策と町内で雇用を創りだすように期待されています。町

長はどのような助成策を考えられますか。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） 

     ただいまの高齢者の方の家族と過ごす時間ということでございますけれど、それぞれのご家

庭の事情等もございますと思うので、一緒に住んでいることができない方もいらっしゃると思

います。民生委員さん、地区の方からいろんな情報をいただければその都度、地域包括支援セ

ンターの職員が訪問をさせていただきましたり、何かあれば御家族の方と必ず連絡を取り合っ

て、また介護サービスに結びつける必要がある方については頻繁に連絡をとってその辺のやり

とりをしていっております。町で、居住のっていうところですけどもそれは町の大きな課題で

もありますので、私たちもそういうところは協力していきたいと思いますが・・・そんな、と

ころで協力していきたいと考えております。 



 ６１

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ２点目にお願いします。計画では、地域の自主性や主体性に基づき、総合的に取り組みを推

進するとしています。また、地域の協力・連携を掲げて、地域住民自身が考え、住民意識の醸

成を図る必要もあるとしています。２９年度から、地域包括ケアシステムを中心として、介護

要支援者には介護予防と生活支援を行う新しい総合事業が推進されます。介護サービスの地域

支援事業を進めるので町の負担も増加するが、町長はどのように考えていますか。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） 

     ただいまのご質問にお答えします。町では、高齢者が自立した生活が送れるよう、地域と協

力や連携する中、家事支援等の生活援助や、運動教室等による介護予防事業の実施、広域的な

取り組みとして、峡南在宅医療支援センターへの委託による、在宅医療・介護連携事業の推進

などに取り組んでおります。こうした中、平成２７年の介護保険制度の改正に伴い、地域支援

事業における介護予防事業の見直しにより、来年度からは、従来、介護予防給付で行われてい

た要支援１と２の「訪問介護」「通所介護」が、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」と

して再編することになります。このようなことから、この新しい総合事業に対応するため、現

行相当のサービス提供を継承しながら、要支援者等に対し、「訪問型サービス、通所型サービス」

や、社会福祉協議会と連携し、簡易な家事支援を行う「生活支援サービス」の実施にむけ、現

在準備を進めているところであります。 

また、包括的支援事業として、医療と介護を中心とした多職種連携や認知症施策の推進、任

意事業としての介護給付の適正化、家族介護支援事業等も行うなど、介護予防サービスの強化

も図ることとしております。町介護計画の推計では、団塊の世代が、７５歳になる２０２５年

以降、後期高齢者層を中心に、要介護者及び介護給付費の増加を見込んでおり、町の負担拡大

を懸念している所であります。こうしたことから、負担拡大の抑制に向け、「新しい総合事業」

として、地域支援事業を進め、高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続け

ることが出来るよう、地域の協力を得る中で、一体的な生活支援を提供できる、「地域包括ケア

システム」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） 

     丁寧なご説明ありがとうございます。再質問でもう１点。今後、新規参入などの雇用を増やす機

会やボランティアの活躍も期待されています。また、若者のふるさと回帰への動機づけも期待され

ています。例えばふれあい相談員を設ける、あるいは各地区の福祉推進員に積極的に協力を求める

なども検討してほしいと思いますが、それらの対応についてはいかがお考えですか。 

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） 

     ただいまのご質問のふれあいカフェ、ふれあい相談員の設置と言うことですけれども、地域
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支援事業の中で、それぞれができるということで、地域の中で、例えば、老人クラブですとか自治

会、ボランティア、ＮＰＯ、それ以外の任意の団体等で、ぜひできることは実施していってほしい

というふうに考えております。 

     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） 

 高齢者が必要なときに、必要な介護サービスを受けられるよう、地域に貢献してきた年寄りが安

心して、最後まで生きられるようにきめ細かい福祉サービスをお願いしたいと思います。 

     ３項目めに移ります。リニア高架橋と側道の計画説明会の不安や質問についてです。３地区

の説明会でも、４４人が参加した実験線体感会においても、騒音や高架橋について不安が指摘

されました。小林の説明会には、ほとんどの議員が来られなかった。小林の住民からは町長と

議員は問題を軽視しているとの批判もありました。２地区の説明会に参加して、不安の声がと

ても多かったので、今回余計に時間を割いて町の見解を厳しく伺うことにしております。１点

目、高架橋は場所によって２０数ｍ、町内の平均は約２２ｍとなり、フード８ｍの巨大構造物

が、町内に約６０脚も立ち並び、異様な景観となり、平穏な町と田園地域を分断します。住民

からは騒音や日照阻害、地下水脈への影響、居住環境の悪化、通学上の安全性など深刻な不安

が述べられました。県が地域への影響をどれほど深刻に受け止めているかも、切実で重要な関

心ごとです。例えば、騒音の問題で県が地域指定するので、県に説明を求められましたが、適

切な回答がなかった。町は説明会で示された住民の不安、危惧に対して、県とＪＲ東海に対し

てどのように働きかけていきますか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     川口議員のリニアに関する住民の不安や質問について、県とJR東海に対してどのように働き

かけるのか、というご質問に対してお答えします。８月１９日から２１日まで開催しました、

小林区、最勝寺区、天神中條区における説明会では、環境に関する意見が多く出されました。

これらの意見は、同席していましたＪＲ東海も、十分に理解しているものと認識しております。

町としましては、住民の皆さま方の窓口として、高架橋による日照阻害や、居住環境の改変な

どの不安について、ＪＲ東海に対して、住民の皆さんへの親切丁寧かつ分かりやすい説明によ

り、十分な理解を得るよう要請したいと考えております。 

また、山梨県に対しては、騒音環境基準の類型指定をする際は、地域の現状を十分把握した

うえで、計画の段階で説明会を開催し、住民の皆さんの理解を得るよう要請していきたいと考

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） 

     高架橋は、巨大な迷惑施設とも言えます。日陰や騒音は受忍限度を超える苦痛に感じる犠牲

者や、移転を迫られる住人も出る懸念もあります。農地・家庭菜園や風への影響など地域コミュ

ニティーと景観を壊します。文化ホールの高さ２５ｍ以上の高架橋は、地域全体への圧迫感や、
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住民のストレスが増えます。利根川グランドの照明塔は１３ｍです。その２倍のコンクリート

棟をこういう角度で仰ぐという、居住環境や健康面でもに苦痛をもたらす被害になります。住

民からは「シュミュレーションを提示して欲しい、模型を持ってこい」という切実な声もあり

ました。甲府盆地の高架橋は、県民の現実的な不安が増して、子どもたちもビル１０階ほどの

高さへの惧れを感じ精神的な影響をもたらすことも危惧します。実験線は、山間部を通ってい

るので、影響度が比較的小さく見えるようです。説明会での想像写真は高架橋を低く見せるよ

うに示し、「景観に影響ない。」とＪＲ東海は言います。地域の環境と全く異質であり、眺望、

視界は遮られ、圧迫感は相当になります。環境影響準備の段階で、市や町から日陰被害や景観

について調査を要求しなかったので、県も影響の重大さを見通さずに環境影響評価調査が全く

不十分だった。この日陰調査は、驚くことにこの中のですね、工事の前後、途中のモニタリン

グ項目に挙げられていない。町の責任も問われます。高架橋の被害は、沿線地区だけの問題で

なく、町全体と町の将来に関わる重大な問題であります。高架橋の影響について、町がどれほ

ど状況を深刻に認識しているか見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   
     高架橋の影響に関しましては、２０数メートルというと高い建物と匹敵するというようなことで

ありますから、非常に景観という部分には危惧しているところであります。また、環境影響評価に

関する部分に関しましては、平成２６年の１月に、県に対しまして、環境影響評価法に基づく、関

係市町村意見というようなことで、提出をさせていただいておりまして、そこの部分では、大気の

環境地下水、水資源、さらには景観、日照、あらゆる部分のを項目に関しまして意見として県へ上

げているところであります。 

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それではモニタリングの内容にね、日照被害というのが出ていないというのは、これはどういう

ふうに捉えますか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   
そこの部分につきましては、県あるいはＪＲ東海が責任を持って、モニタリング等はしていただ

けるものと認識しております。 

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） 

     ２点目に移ります。町の将来に及ぼす影響の大きさを鑑みて、将来をイメージできるように

実際の住宅、街路を投影したホームページでの提示か、希望者にＤＶＤで提供するよう、町は

県かＪＲ東海に要求できませんか。町民が、高架橋の現実的な投影イメージをホームページで
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見られることは、町全域への影響をイメージでき、また、住民が親せきなどと相談するために

も、必要不可欠な情報です。高架橋の冬至における日影図をもとに用地交渉が進められる訳で

すが、住民の住宅地図との詳しい関係で、地域全体についてもどのようになるのか事業者は説

明する義務があります。 

また、将来を担う中高生たちも、また青柳などの町民もリニアの影響と町の将来について考

えられるように考慮するべきです。住民説明会で示したプロジェクターでの模擬CG説明だけで

は、個別や地域全体への影響度について到底納得できず、被害を予測できない。あれで済ませ

て、用地説明に進めるような無責任な進め方では、国民の生活権と人格権を侵害するといえま

す。ホームページなどで投影図のCGを提示するよう、県かＪＲ東海に要求できないか町長の見

解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     将来をイメージできるような、イメージをＪＲ東海に要求できないかというようなご質問に

お答えいたします。ＪＲ東海では、説明会等で使用した資料や、環境影響評価書等の公表でき

る資料は、同社のホームページに掲載しております。 

また、高架橋の計画概要とイメージ図についても、同社のホームページに掲載するよう要請

していきたいと考えております。 

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） 

     コンピュータ処理なくしてですね、工事の見積りや補償交渉もできない訳で、行政には地震災害

の予測ＣＧの技術もあります。町への甚大な影響について、デジタル情報をもとに町民全体で将来

を見通し、または町の変化をアーカイブ記録することも、基本的に重要で必要です。ＪＲ東海は日

照阻害について事業の実施時には事前確認を実施するとしています。実際景観と高架橋の計画図の、

CG を県民に開示するべきです。県は、用地交渉の当事者なので、県民が要求する情報を提供する

責任と義務があります。町は、まず県のホームページに提示するよう要求できませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     当町の小林から最勝寺までが、最勝寺の西の入までと言った方がいいですが、高架橋で通過

をしていきます。高架橋の高さは概ね出ております。そしてまた、何本そこに橋を入れるかと

いうのも出ておりますけども、先ほど来話が出ております騒音環境基準の、類型指定がまだ出

ておりません。ですから、質問でフード８ｍ、フードをつければ８ｍ高くなる訳です。当然フー

ドですから、光は通しませんので、それで日照阻害は測定できます。今、工法がまだ決まって

ないんですね、場所によって。ですからシュミレーションのしようがない。そこで、県が一日

も早く騒音環境基準の類型指定をする中で、先程答弁させていただきましたが、これをガチガ

チに決める前に、当然町がいただきますんで、それをもって、まあこれまでも説明してきまし

たけれども、各地域にそれを持ち込んで、「ここはどうしましょう。」と住民と一緒に決めてい
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きたいと思います。ですからまだどこにどういうフードがかかるのかの絵さえ出ていないんで

すね。そんな中でシュミレーションしろと言っても無理ですし、どこがどれだけ日照阻害が出

るんだと言っても無理な話なんですね。ですからこれは、モニタリングをしていないというと

ころでありますんで、今後、いろいろ協議が進む中で、そして地元でもどこにどういうふうに、

防音壁でなくてフードを付けてほしいということができれば、それはある程度のシュミレー

ションが可能だと思っております。当然、今言いましたように高架橋の計画概要と、イメージ

図について、そういうことができればＪＲ東海にはですね、ホームページに掲載するよう、町

とすれば要請して行きたいと考えております。 

     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） 

     小林の住民はですね、やや高齢な方々が中心になっている。しかし、中條の皆さんはかなり若手

の方々がですね、フードをどうしてもつけろと、そういう要求が出されています。そんなことでフー

ドを前提にですね、町もＪＲ東海も考えなければと思うわけですけども。再質問ですが、高架橋に

よる住民のさまざまな不安を解消するために、町と県も住民に寄り添って対応すると何度も言って

いますが、住民の目線に立つことが求めらます。実景観の立体的のCGを提示することが、理解と

協力の一歩と思いませんか。知事や町長は、町民の要望や提案に対して、何の対応もせず、合意も

得られないままに、そして住民のさまざまな多くの不安や危惧を解消できないまま、公共工事を進

捗することは、住民軽視で違法的です。県や町は、行政の任務的責任、応答的責任を問われます。

町長の見解をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     この事業がですね、町の事業ではなくて、国家的プロジェクトとして今進行しております。

町としても住民と一緒にですね、町も被害者でありますし、住民も被害者だと思っております

んで、住民に寄り添う形で町は住民の不安解消と、そして、またこれから交渉に入ってきます

けれども、住民の皆さんだけではこれまでそういった経験もないでしょうから、町も一緒になっ

てですね、住民がこれから県の用地事務所、またその裏にはＪＲ東海が付いてますので、そう

いうところとですね、町はあくまで住民の立場に立ちながらこれから交渉も一緒にやっていき

たいなと思っております。当然、町の部分もありますんで、まだまだ詳細な部分は合意に達し

ていない部分がたくさんありますけれども、概ねの方向性についてはですね、ＪＲ東海ともこ

れまでもずっと詰めてきております。それと、午前中も話がありましたが、側道の部分につい

ても、概ねの話し合いはしてありますけども、詳細については測量をして見なければ分からな

い部分が相当あります。今、これまでの説明会でも私もですね、一緒に行かせていただきなが

ら、ＪＲ東海は２１．６ｍの幅杭を打ってありますけども、町がそれから側道をつけさせてほ

しいと。そしてその側道を付けることによって町が分断されなくなること。そしてまた、残さ

れた用地がですね、活用策が出てくる。そういったことから、まだ、２．５ｍになるか、３．

５ｍになるかわかりませんけれども、いずれ町が用地買収をさらにさせていただきながら、側

道を整備させていただきたいということは、これまでの説明会ではいろんなところですべて
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言って来ております。また、用地幅が今回は２．５ｍと明言してますけれど、今までは３．５に

なるか２．５になるか、場所によってわかりませんというお話もさせていただく中でですね、

高架橋の下のほうに、４ｍはそれぞれ、左右の工事用道路を４メートルは町が使えるという見

通しが立ちましたから、先般、１８日から２１日まで小林、最勝寺、天神中條という順番で説

明会をさせていただいたところであります。午前中にもありましたが、まだ御理解をいただけ

ない住民の皆さんもいると思います。今までずっと来ていた皆さんは概ねわかっていると思い

ますけども、今回新たに来た人は、特に分からないと思いますんで、一度でも二度でも何回で

も行ってですね、そこの部分については、町が施工するものでありますんで説明をしていこう

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） 

     高架橋をはじめですね、様々な地域分野で、町も被害者になるというふうに言われまして、これ

から共に対応していくということです。だからどうすると言うことが求められている訳ですけども、

３点目、４点目でまた具体的に伺ってまいります。３点目お願いいたします。 

     側道について、必要性や財源に関する質問や、「初めに側道ありきの説明ではけしからん」、「緑地

帯にしてほしい」という意見もありました。ルートにより多大な迷惑を掛けて、住民の用地をお譲

りいただく観点で、住民本位の姿勢を基本にして、費用すべてをＪＲ東海は負担すべきです。町は、

県とともに住民に理解と協力をお願いする方向で、町の負担が発生しないように対応するべきです

が、いかがでしょうか。３月議会でですね、町長は上下水道の付け替えについて原因者負担でＪＲ

東海が全額行うことと答弁されました。側道についても、ＪＲ東海が今の町道を潰してルートを設

けるならば同様に、原因者負担としてこの町への迷惑の対価として、提供、補償するように求めて

いきませんか。いかがでしょうか。 

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） 

     ただいまの川口議員のご質問にお答えします。リニア中央新幹線事業と側道事業の費用負担

につきましては、現在、ＪＲ東海と協議中であります。側道事業は町が事業主体となるため、

リニア用地以外の用地取得や工事費は町負担になりますが、リニア通過に伴う道路や水路の付

け替えは、ＪＲ東海に移転負担していただく予定であります。今後も町負担をできる限り少な

くできるよう対応して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） 

     側道については、午前中の齊藤正行議員の質問に対して、何回でも説明を行いますというこ

となんで、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、４点目の高架橋の建設と側道の検討、体育館移転、山間地への影響予測などに関

して、町民本位の対策検討委員会を設けるべきです。これまで町民の声が十分吸い上げられて

いないので、住民の不安は増幅しています。高架橋・トンネルによる沿線住民への影響を最小

化することを目的として、町とＪＲ東海、県とも、町ぐるみで対策検討委員会を設けるべきで
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す。長野県大鹿村では１７回の対策検討委員会を開催し、役場が２２回村民の質問、意見、要

望と、県・ＪＲ東海の回答を情報提供しています。信濃毎日新聞によると、３時間半かかった

工事説明会では、中学生が「リニアはやめて欲しいという気持ちがＪＲ東海には伝わらず、理

解されたといっていることが意味が分からない」そういう意見がありました。 

阿智村では、１６歳以上の村民にアンケートをとるなど、村の存続に関わるので村ぐるみで

対応策に取り組んでいる。静岡市では、工事による影響がある場合、工事を止められる条例を

制定しています。 

さて、町のホームページリニア関連では、代替地登録制度のみ掲載だけと情けない状況です。

町は、重大な影響を深刻に捉えずに、住民が不安を抱いて、他町への転出する懸念もあるなど

の状況について認識が足りず、町民に寄り添っていない。高架橋が地域のくらしや町の将来を

揺るがす影響があり、また土砂埋立、トンネルなど、髙下、大柳川地域を含めて町全体への影

響が甚大で、住民負担も重大になることを認識するべきです。町民が生涯、そして次の世代も

快適に暮らせるように、県や識者を含めて、リニアの町への影響を評価して、合意形成するた

めの対策検討委員会を立ち上げるか、町長の見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     リニアの建設に関する対策検討委員会を設けるべきではないかというご質問にお答えします。

町では、平成２５年９月１９日に、リニア中央新幹線の工事計画に関し、環境等に影響する事項を

検討するため、リニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会委員、都市計画審議会会長、

農業委員会会長、沿線関係区長、見識者を委員とする「富士川町リニア中央新幹線建設に対する検

討委員会」を設置しております。この検討委員会では、これまで環境影響評価について検討、意見

集約を行ってきましたが、環境影響評価が終了しましたので、現在は協議を行っておりません。 

今後、リニア中央新幹線の建設計画が具体化し、工事施工計画等について、必要がある場合には、

この検討委員会において意見を伺いたいと考えておりますので、新たに対策検討委員会を設けるこ

とは考えておりません。 

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     検討委員会が立ち上がっているということですが、この町への影響予測を考える時にやはり

どのように検討委員会なり、あるいは町民の意見をですね、町政に生かしていくのか、具体的

な予定を立てるべきではありませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     このリニア央新幹線建設に関する検討委員会でございますが、先程申し上げましたとおり、

リニア中央新幹線の甲府駅の委員の中には議長、さらには総務常任委員長さん、そして商工会

長、区長会の代表の皆さん、それから沿線の区長さんとようなことで小林区から、髙下区、五

開区の区長さんまで入っております。また見識者の皆さんも入ってるといようなことでござい
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ますので、それぞれ区長さん、代表の方も入っておりますから、これらの皆さんからいろんな

意見を聴取して参りたいと考えておりますし、また説明会等では丁寧な説明会をする中で、皆

様方のご意見を頂戴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） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今日も何回か、丁寧な説明をしますいうふうに承っておりますが、中條の説明会ですね、三

つの地区のそれぞれの議事録を出してくれるようにという要望がありました。これについては

どのように対応されておりますか。ということは、情報を共有できるように、町の姿勢を伺い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     議事録に関しましては、ただいま整備をしている状況でございます。また、沿線の区長さん

からいただきたいというような申し出もございましたので、現在、どのような方向で出せるか

という検討しているところでございます。 

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） 

ぜひですね、住民説明会で事が終わったではとんでもないことなんですね。やはり他の地区

の方々、子どもたちも、今後負になるか、正になるかの資産を引き継ぐ訳ですからぜひ、情報

を共有できるように、努力が当然あるべきですが、よろしくお願いします。町は、リニア事業

を進めるならば、住民への影響をどのように最低限にするのか、町に損失が及ばないように対

処するのか、県とともに十分町民に寄り添って、事業者のＪＲ東海に対応してください。 

町にとってどれほど影響・損害があり、地域の価値が下がる懸念など町民の負担もどれほど

大きいのか、町は十分に見極めて適正に対処する責務を果たされるよう強く要望して、質問を

終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、通告４番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５０分 

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

再開 午後 １時５８分 

〇議長（秋山貢君） 

 休憩を解いて再開します。 

続いて通告５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） 



 ６９

     １番、公明党の小林有紀子です。初めに、この度の一般会計補正予算に中部五開地域の光ファ

イバーケーブルの整備費用として、約１億１千万を計上していただき、大変にありがとうございま

す。平成２６年の１２月と、今年の３月定例会の一般質問で人口減少対策、地域活性化のため、町

内の格差解消として光ファイバーによる情報通信基盤の整備が、最重要課題として訴えました。地

元では、２６年の３月の時点で町から整備が困難だと回答を受けていた訳ですから、今回の町長の

英断に心より感謝をしております。これにより、議会中継や、医療福祉サービス、サテライトオフィ

スなどの可能性が大きく広がるものと確信いたします。それでは、大きく２つに分けて質問いたし

ます。まず、食品ロス削減の推進についてです。１番目の質問として、日本は年間約１，７００万

トン、通告に「万」が抜けております。申し訳ありません。１，７００万トンの食料廃棄物が発生

しています。その４割がまだ食べられるのに、捨てられる食品ロスです。世界全体の食料援助量の

約２倍にもなっています。うち事業系が半分、もう半分が家庭から出ています。本町においての食

品ロス削減に向けての取り組みと現状をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは、ただいまの小林有紀子議員の食品ロスの削減の取り組みについてのご質問にお答

えいたします。農林水産省の平成２５年度データでは、家庭から出る食品ごみが年間８７０万

トン、うち食品ロスは３０２万トンと推計されております。また、本町の家庭から出る可燃ご

みは年間約３，７００トンで、生ごみは約４割と言われていることから約１，５００トンと推

計され、本町においても食品ごみや食品ロスを減らすことは、食育やごみ減量化及び本町が先

進してすすめている２Rのひとつであるリデュース（発生抑制）の視点から、非常に重要な課

題であると考えております。 

こうした中、町では、「富士川町食育推進計画」に基づいて「町民一人ひとりが、食に関する

知識や食を選択する力を身につけ、食べることの大切さを理解し、健康で豊かな食生活を育み、

誰もが健やかで笑顔あふれるまち「ふじかわ」の実現を目指す。」という基本理念のもと、「環

境に配慮した食生活を実践する」を含む５つの基本目標について、それぞれ具体的な数値目標

を決めて取り組んでおります。昨年度広報誌６月号に「もったいない！なくそう食品ロス」を

テーマに、「買い物前に冷蔵庫内をチェック」などの「食品ロス削減」の６つのポイントを紹介

し、実践していただけるような情報の提供や、環境イベントの実施、家庭や地域、保育所や学

校における食育の推進に取り組んでおります。また、「食品廃棄物等の発生抑制を優先的に取り

組んだ上で、飼料化や堆肥化などの再生利用を促進する」という農林水産省の基本方針に基づ

き、広報やホームページを利用し、エコクッキング、生ごみの水切りや堆肥化によるリサイク

ル推進のPRを更にすすめるとともに、この１０月から学校給食等の、公共施設から出る食品

残渣についても、各課や収集運搬及びリサイクル業者と連携して、焼却せず堆肥化する試行事

業を半年間実施し、食品ロス削減への取り組みとあわせて、可燃ごみの減量化も図って参りた

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、今お聞きしたようにいろいろ取り組みをしていただいておりますので、担当



 ７０

課の皆さんが本当に真剣に再利用やリサイクル推進に力をいれてくださっていることは、本当

にわかります。また家庭のごみの排出量が、全体的に減っていると言う傾向もわかりますけれ

ども、本町では今言われたように、２５年に策定した富士川町食育推進計画で、大量の食品に

関するゴミを抑制し、減量化をするための取り組みと意識啓発が明記されております。また、

第１次富士川町総合計画においても環境保全を図り、ゴミの減量と再生資源の利用と適正処理

ができるまちづくりを目指す、ということで基本理念が掲げられています。県の食品ロスの取

り組みがまだまだ進んでいない中、本町では課長の方から話があったように、大変取り組みが

進んで、将来を見据え先進的な取り組みがなされているということも高く評価したいと思って

おります。先程の話の中で、今年の１０月から学校給食の残渣を堆肥化するという、試行事業

が半年間あるということでありましたけれども、この食品ロスの削減に向けて大変すばらしい

取り組みだと思います。この事業を始めるに当たって、今後の展望をどのように考えて進めよ

うと思ったのか、町長にお伺いしたいと思います。担当課長でも結構です。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）   

     今後の展望というご質問でございますけれども、この食品ロス削減及び食品リサイクルの試行事

業についてでありますが、富士川町のエコサイクルセンターのご説明によりますと、東京都では、

文京区役所、それから港区小中学校、足立区小学校のほか、神奈川県や千葉県からも食品残渣を搬

入し堆肥化しているというお話をお伺いしました。そこで、そのエコサイクルセンターが設置して

ある富士川町で何か取り組みができないかということで、学校関係者、それからリサイクル業者、

運搬委託業者にそれぞれ集まっていただき、話し合った結果、学校給食の食品残渣をまず子どもた

ちの目の前の食品リサイクルループのモデル事業として取り組み、また、その堆肥化された肥料に

つきましては、学校及び保育所等の菜園で使用し、子どもたちの前から食品リサイクルループを見

える化して、教育に役立ててようという計画でおります。 

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） 

     ありがとうございます。とても将来を見据えた取り組みだと思いますので、ぜひ試行が並行

して持続できるような体制になっていけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

     それでは２番目の質問ですけれども、保育園や小・中学校などにおいて、学校給食や食育・

環境教育などを通して、「食品ロス削減」のための啓発を進めるべきと考えますが、見解をお伺

いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）   

     ただいまの小中学校における食品ロス削減啓発についてのご質問にお答えします。富士川町

食育推進計画では、食品廃棄物の排出抑制・減量化を掲げ、その中で給食の食べ残しを減らす

指導を行い、食品廃棄物の抑制に努めることを、重点施策のひとつとして取り組んでおります。

この食育推進計画や食に関する指導計画に基づき、保育所では野菜の栽培や調理体験等を通じ



 ７１

て、食への興味や関心を持たせながら食べ残しをなくすことの指導をしております。 

また、小中学校では、給食室での調理において無駄の無い工夫や、担任や栄養職員により、

食べ物への感謝を通し給食を残さず食べることの食育指導を行っております。こうした食品ロ

ス発生抑制への努力により、学校給食の食べ残しの量は年々減少してきているところでありま

す。こうしたことから、今後は、学校給食等の食品残渣堆肥化試行事業による堆肥を、保育所

や学校の野菜づくりに使用し、食べ物を無駄にしない「食品リサイクル」としての取り組みを、

教育委員会と連携し実施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）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     現場でよく指導していただいて、食べ残しが減少しているということは、本当にすばらしいと思

います。今年の４月から始まった政府の第三次食育推進基本計画の中で、食品ロスの削減のために

何らかの行動している人を増やすことを５年間で８割以上にする数値目標を掲げています。ポイン

トの一つは、子どもたちの「もったいない精神」を呼び起こすことにあります。子どもたちがやる

気になれば、家族への波及効果が大いに期待できるはずです。再質問ですけれども、小学校の環境

教育として、東京都足立区の小学校から本町のエコサイクルセンターを活用したエコリサイクル環

境教育を実践していることをお聞きしましたので、分かる範囲でいいですので紹介していただけな

いでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）   

ただいまの足立区の取り組みについてのご質問にお答えいたします。エコサイクルセンターの説

明で先程もいくつかの区役所、小学校、県からのリサイクルについて説明を受けたところ、足立区

の区役所に聞き取りをいたしまして、足立区の活動といたしましては、生ごみの減量化と子どもた

ちへの食育や環境教育を推進する目的で、足立区内の６校を循環型食品リサイクルシステムモデル

校とし、給食残渣と、児童が登校時家庭から持ってくる、野菜クズを学校の生ごみ処理機で乾燥さ

せ、富士川町のエコサイクルセンターで、肥料化し有機農家で野菜の栽培に使用されます。野菜ク

ズを持参した児童にはポイントカードにポイントが付与され、有機農家で栽培した野菜を、年３回

区が購入して、児童のポイントと交換する、野菜交換会を実施しているとのことでございました。

この野菜交換会は、まさしく目に見える成果であり、またこの事業の中で４年生を対象に専門講師

による環境学習会を実施することで、子どもたちや保護者の意識づくりとなって初期から実施して

いる学校では、約３分の１くらいの児童が参加しているとのことでした。 

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、この東京の足立区から、今お聞きしたように小学校の給食残渣や自宅から持ち寄っ

た野菜クズ、生ごみが富士川町に運ばれて堆肥化して、その堆肥を使用した有機野菜を児童がポイ

ントを貯めて交換できるというのは、本当に循環型社会のすばらしい環境教育の取り組みだと思い
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ます。本町においても、先程お話があったように、この１０月から学校給食の残渣を堆肥化して学

校の野菜作りに使用するというお話しですので、本当に子どものころから資源の大切さを学び、好

き嫌いなく残さず食べることの大事さや、食べ物を作ってくれる人への感謝の心を培うことは大変

に意義があることだと思います。この給食の残渣を堆肥化するリサイクルを通した環境教育の取り

組みが、県内をリードする食品ロス削減のモデル校になるのではないかと思います。さらに今され

ている東京の足立区などの子どもたちと本町の子どもたちが、環境をテーマに交流ができれば、家

族の食品ロスの削減にも波及するのではないかと思いますけれども、教育委員会の方ではこのよう

な交流の取り組みなどが考えられないでしょうか。お伺いしたいと思います。 

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） 

     ただいまの小林議員さんのご質問にお答えいたします。本町の各小学校におきましても、先ほど

来町民生活課長の答弁にもありましたように、食品ロス削減への学校としての取り組みは、それぞ

れの学校で、様々な形で実施しております。特に今回、試行事業として実施する食品リサイクルへ

の取り組みにつきましても、子どもたちの環境意識を高め、循環型システムのモデル構築を目指す

ためにも、各学校としっかり教育委員会としても連携いたしまして、取り組んでいきたいと考えて

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） 

子ども達が楽しく学び、家庭でも持続できるような推進をお願いしたいと思います。 

次に３番目の質問として、家庭における食品在庫の適切な管理や、食材の有効活用など「食品 

ロス削減」への取り組みを進めることが重要と考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）     

     家庭においての食品ロス削減への取組みについてのご質問にお答えします。食品ロス全体量

の約半分は一般家庭からのものと言われております。また、この量は２０１４年の世界全体の

食糧援助量に相当することからも、「食品ロス削減」への取り組みは、特に重要な課題と認識し

ているところであります。今後さらに、食品ロス削減キーワード「食べものに もったいない

を もう一度」を合言葉に、フードバンク利用促進や広報、ホームページ等を利用して「食べ

切り、使いきり、水切り」の３切り運動や生ごみ堆肥化などをあわせて、効果的に周知するこ

とに、力を入れて参りたいと考えております。 

     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、今の食べきり、使い切り、水切りの３切り運動の徹底が本当に大事だと思い 

ます。食生活が豊かになったことにより、もったいないという、物を大切にする精神が薄れ 

てきているのではないでしょうか。食品ロスは、家庭で料理を作り過ぎで、食べ残してしまっ 
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たのが約３分の１。賞味期限が切れたからといって、まだ食べられる食品を廃棄したのが約３分 

の２。捨てられる手つかずの食品のうち、約４分の１が賞味期限前であるとの調査結果もあり 

ます。家庭でできることとして先ほども課長からもありましたが、買い物の前に冷蔵庫チェッ 

クをとして在庫の管理をする。そのためには、賞味期限、消費期限の違いの正しい理解を広め、 

食べきり、使い切りの賢明な判断ができるようなＰＲを工夫していただけないでしょうか。そ 

の点、もっと賞味期限、消費期限の違いができるような取り組みを持てないか、お伺いしたい 

と思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）    

賞味期限と消費期限についての周知を図ってはいかがかというご質問にお答えいたします。

確かに賞味期限、及び消費期限の周知について非常に大事だと考えております。賞味期限が皆

様ご存じのとおり、おいしく食べることができる期限、消費期限は期限を過ぎて食べないほう

がよい期限とされております。国の食品ロス削減運動におきましても、食品業界の取り組みと

して、納品期限の緩和、あるいは賞味期限の延長、年月表示、もったいないキャンペーンとし

まして、賞味期限の近づいた食品を求め安い価格で提供するなど、努力がされているところで

ございます。消費者といたしましても、賞味期限と消費期限の違いを理解しまして、すぐ使う

場合は、期限の近いものを選んで購入し、早めに使い切るなど一人一人の意識の啓発及び改革

のため広報等で情報を提供するなど、これからも努めて参りたいと考えております。 

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） 

     本当に意識の啓発が大事だと思います。再質問ですが、この食べきり、使い切り、水切りの、

何といってもこの生ゴミの水切りですね、生ごみの８割が水ですから、徹底した水切りが大事

だと思います。これが一番難しい削減になるのではないかと思うのですが、畑や庭に生ゴミを

埋められる方には、堆肥として利用していただくことをあわせてお願いしていく訳ですが、そ

のほか、住宅地や団地の方には、この生ゴミの水切りに対しての改善を周知徹底するための取

り組みが必要であると思います。何人家族で何日間に水切りに挑戦して、こんなにゴミの量が

減ったとか、実践例を広報に特集したりとか、先程も目に見える形でということでお話もあり

ましたけども、本当に皆さんの町民の意識改革を、この水切りにしっかり取り組もうという、

子どもさんからみんなで取り組めるような、そのような工夫をした取り組みをぜひ考えていた

だきたいと思いますが、町として何かこれから取り組むに当たって、何か考えていることがあ

りましたらお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん）    

 ただいまの生ゴミの水切りについてのご質問にお答えいたします。一番で答弁させていただ

きましたとおり、約、当町の生ごみの量が１，５００トンと推計されていることから、そのう

ちの水分量もかなり多くのものと想定されております。水切りについては、ごみ減量に非常に
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重要な部分であります。生ごみの捨てる前のもうひと絞りというのは、量や重さの減量効果が

高いことと、それから水分を減らすことで、悪臭の発生を抑えると言われております。たまた

ま、偶然ではございますが、ごみ減量化の工夫の一つとして１０月の広報に、この水切りを掲

載する予定でございます。今後もさらに、周知、それから教育という部分で、推進して参りた

いと考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     １０月号の広報に、水切りがあるということで大変に良かったなと思います。ぜひまた、皆

さんに見ていただくように、皆さんに周知をしていきたいと思います。 

     長野県松本市の例を挙げさせていただくのですが、「お家で残さず食べよう３０１０運動」と

いうことで、そのほかに毎月３０日は、「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月１０日は「もった

いないクッキングデー」などを実施しているそうです。そこで本町でも活発に活動されている

食生活推進委員の皆さんに、食材の無駄のない調理方法、エコクッキングや保存食の作り方な

どを伝授していただきたいというふうに思っております。また、消費生活改善推進委員などで

は、生ごみを堆肥化するためのぼかしを前はよく作っておりました。素晴らしい取り組みだと

思っておりましたので、町としても若い方が興味を持っていただけるような取り組みを、ぜひ

こういう団体にも協力を、今後はもっとさらに要請していただいてお願いできないかと思いま

すけれども、その点について、お聞きしたいと思います。 

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） 

     ただいまのご質問にお答えをいたします。食生活改善推進員による食育の取組みについてで

すけれども、食生活改善推進員会につきましては、地域住民の健康づくりを目指し食生活の改

善及び運動の普及を推進を図ることを目的に組織されています。食生活改善推進員会ではこれ

まで、各世代に合った食育活動を推進するということで、様々な活動をしております。減塩運

動ですとかということで、それぞれのご家庭の味噌汁の塩分濃度を測らせていただいたり、子

どもたち、親子を対象に食事の大切さを伝える食育教室、高校生に郷土料理の伝承などを行なっ

ておりますが、ただいま言われました食材の廃棄の少ない料理づくりの学習会等については、

現在、まだあまり進んでおりません。今言われたように、エコクッキングですとか、保存食で

すとか、今までは廃棄していた食材、食品の廃棄するところを活用しながら食材として使える

ような内容について、今後、会の方で提案をして地域の方に広めていき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） 

     ぜひ、そういう皆様のお知恵をいただきながら、エコに取り組めるようにしていただきたいと思

います。４番目の質問ですけれども、食べ残し削減に向けた、宿泊施設や飲食店などの事業者への

啓発活動を進めるべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 
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町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     事業者などへの啓発活動についてのご質問にお答えします。農林水産省の平成２５年度の

データでは、事業系食品廃棄物等の発生量、年間１，９２７万トンのうち、外食産業が約１割

の１８８万トンを占めているとされております。さらに「食品ロス」全体量の約半分が事業系

であるとされていることからも、食品廃棄物等の発生抑制には、飲食店など事業所における食

べ残し削減への対策も、重要であると考えております。事業所に対しては、適切なごみ処理に

ついて、広報誌により周知を図るとともに、昨年１２月に各事業所宛に通知し勧奨したところ

であります。本年度におきましても、「食品ロス削減」についての、食べきり運動や３０・１０運

動などについて、適切なごみ処理方法とともに、再度周知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） 

     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、食糧廃棄物が今もおっしゃったように半分は事業系ということで、事業者への取

り組みの大きな削減につながると思います。今、言われた３０・１０運動、これは本当に長野県松

本市の取り組みにもありますけれども、会食や宴会などで乾杯後の３０分と、お開き前の１０分前

は席を立たずに料理を楽しむということによって、食べ残しを減らし、残さず食べよう３０・１０運

動ということを進められておりますので、このもったいないの気持ちで、利用者と業者が協力をし

て、食品ロスを減らすという、こういう推進を本町でぜひ取り組んでいただきたいと思います。ま

た、推進する飲食店、宿泊施設など、また事業所を、残さず食べよう推進店、事業所認定制度を松

本市では行なっているそうです。画期的な取り組みだと思います。事業者も利用する側もこの

３０１０運動を取り入れていただき、さらにドギーバッグ、持ち帰り容器ですね。これを協力して

いただくように、飲食店等と一体となって取り組みを進めることをぜひ考えていただきたいと思い

ますが、この点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまのご提案、ご意見ありがとうございます。松本市は全国でも食品ロスの削減についての

運動について、取り組みが進んでいると聞いております。先進地の事例あるいは、東京都、農林水

産省等の資料等を見ながら、取り入れられるものにつきましては、極力取り入れて進めて参りたい

と考えております。 

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）   

     よろしくお願いいたします。では５番目の質問として、災害備蓄品について未利用備蓄食品の有

効活用の観点から、フードバンク等の寄付等の検討は考えられないか、お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 
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〇防災課長（秋山佳史君）    

     小林有紀子議員の未利用備蓄食品の有効活用についてのご質問にお答えいたします。町では、南

海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害が発生した場合には、食料等の物資の配布が困難な可

能性が高いことから、自助、近助、共助、公助の考え方を基本として、各自に３日分以上の食料等

の備蓄をお願いしているところであります。一方、町では、災害に備え、長期保存可能なアルファ

米と飲料水を中心とした備蓄に努めておりますが、こうした備蓄食料等には保存期限があることか

ら、その期限を迎える食料等については、防災教育の観点から、自主防災組織等への啓発用として

の活用を考えております。しかし、備蓄状況や保存期限等を勘案する中で、余剰分が生じた場合に

は、フードバンク等への寄付についても、検討し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）  

     ぜひよろしくお願いいたします。食品ロスは家計に負担を掛けるうえ、企業の利益率を下げる要

因であり、ごみとして出されるものの食費処理費用は、自治体の負担にもなります。焼却時の二酸

化炭素を排出するなど環境負荷を与えており、あらゆる面でいいことはありません。削減運動を全

力で取り組んでいただきたいことをお願いたします。 

次に大きな二つ目の質問に入ります。産前産後の支援についてです。一番目の質問ですが少子化

対策として、安心して出産育児をするための支援の充実が最も重要です。本町の取り組みと現状を

お伺いいたします。 

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）    

     ただいまの小林議員のご質問にお答えします。本町での出産・育児に対する支援といたしま

しては、子育て支援課において、妊娠届時の母子健康手帳交付から、母子保健担当保健師が健

康相談を行い、妊娠中の健康管理や出産後の育児に関しましての情報提供を行うとともに、相

談時のアセスメントにより、支援が必要と思われる妊婦には、訪問や電話等の個別支援を行っ

ております。また、妊婦一般健康診査や母親・両親学級、栄養相談を実施し、妊婦や夫、家族

を含めて安心して出産・育児に向けた準備ができるよう支援体制をとっております。出産後は、

出生届時に子育てに必要な医療や手当の手続き、予防接種や乳児健診の説明を行い、保健師が

出産状況や新生児の様子を伺う中で、産後の早い時期に新生児産婦訪問やサービス利用に繋げ、

家庭での育児支援を行っております。 

     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）  

     子育て支援課が置かれていない自治体もある中で、本町では子育て支援に力をいれていただき、

担当課の皆さんがしっかりと関わってくださっていることもわかります。そこで２番目の質問とし

て、現在、公明党が設置を推進しています、妊娠から出産子育てまでの切れ目のないワンストップ

で、総合的な相談支援を行う、子育て世代包括支援センター、日本版ネウボラの設置について、見

解をお伺いいたします。 
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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。「子育て世代包括支援センター」については、妊娠期から

子育て期にわたる様々なニーズに対して、総合的相談支援を提供するワンストップ拠点として、

国が平成３２年度までに全国展開を目指しているものであります。この「子育て世代包括支援

センター」は、妊産婦及び乳幼児の実情把握を行い、妊娠・出産・育児に関する各種の相談対

応、必要な情報提供及び保健指導を実施し、必要な母子には個別支援プランを策定し、保健医

療又は福祉機関との連絡調整を図ると共に、母子保健事業や子育て支援事業を実施することに

なっております。本町においては、子育て支援課に母子保健、児童支援、児童保育の担当を配

置し、保健師や保育士、栄養士の資格をもつ職員が窓口にて、相談対応や情報提供、育児指導

等の支援を提供し、母子保健事業や子育て支援事業を所管する体制にあります。このようなこ

とから、現在の子育て支援課そのものが、国の目指す「子育て世代包括支援センター」の機能

を果たしていると考えておりますので、設置に向けた所要の手続きを経て、子育て支援課に「子

育て世代包括支援センター」の名称を表示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、今のままで役目を果たしているということで、子育て支援課に子育て支援包括支

援センターということで設置をしていきたい、ということをおっしゃいましたけれども、現状では

まだ、私はあの満足はできておりません。役場の窓口で、本当に悩んでいる人が誰にも言えないよ

うな悩みを打ち明けにどれくらいの方が来られるか、本当に、訪問もされて対応されているという

ことですけれども、一人一人に寄り添うことが本当にてきているのか、１００人近い、出生数に対

する、お母さんの支援ていうのは全て違いますので、担当課の皆さんが日頃ご苦労をされているこ

とと思いますけれども、お母さん方の相談件数ですね、そういうものが今わかりましたら、ぜひ教

えていただきたいと思いますけれども。 

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） 

     相談につきましてですが、窓口で相談を受けるということよりも、保健センターの方に子育て相

談室がありますのでそちらの方で誰にも見られないところで、お母さん等の相談を受けたりしてい

ます。件数につきましては、調べてお知らせしたいと思います。 

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） 

     ということは、施設内で分かれているということで、どこに行ったらいいかわからないとい

う部分もあると思うんです。今の子育て世代包括支援センターが、なぜ必要かというのが一番

わかっているのが、子育て支援課の皆さんだと思います。継続した切れ目のないワンストップ

で総合的な支援が受けられる、充実したものにしたいと実は考えているんではないかと思って
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おります。私も２人の子どもが幼児期の時に、実家も遠く両親も年をとっておりましたし、夫

も仕事が忙しくて、周りに誰も知り合いがいないところで、毎日が不安と失敗の連続でした。

でも役場に行って、自分の悩みを打ち明けようということを思ったことは、申し訳ありません、

一度もありませんでした。表面上は、元気に見えても、本当は悩み苦しんでいる人は、私は少

なくはないと思います。今は若い女性のうつ病が多くなり、育児のノイローゼや子育てを放棄

して虐待をしたり、配偶者からの暴力を受けたりと、精神的な病気になる前に、取り返しのつ

かないことになる前に、ぜひ、もっと未来の富士川町を担う子どもたちが、一人も不幸になる

ことがないよう、一番大事なお母さん方の妊娠から育児までの切れ目のない支援の充実を、積

極的に取り組んでいただきたいと強く思います。 

そこで、再質問ですが、現在子育て世代包括支援センターは全国、平成２７年度末ですけれ

ども１３８市区町村が設置をしまして、２８年度は約５１市区町村、４２３カ所進んでおりま

す。国のまちひとしごと創生総合戦略においても、先程も課長からもありましたように、全国

展開を３２年度までにされるということを目指しております。母子保健法でも、法的に位置づ

けられております。子育て包括支援センターを核とした産前産後ケアは極めて重要と考えます。

そこで、今後建設を予定している新庁舎に子育て世代包括支援センターを設置し、役場に来て

相談をする間、子どもを見てくれるスペースや、安心してみてくれる保健師、助産師などの常

駐などもぜひ考えていただければと思っておりますが、子育て支援に力を入れている富士川町

として、ぜひこの点について町長のお考えを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） 

     新庁舎の整備につきましては、８月に整備検討委員会から答申をいただいたところでありま

す。今その答申をベースにですね、庁内でも検討していますし、またこれから多くの皆さんの

ご意見も伺っていきながら、今年度中に、構想案をまとめさせていただきたいと思ってます。

また、これまでの検討委員会の中でも、ワンストップでできるような行政をしていくために、

今、分散しております行政機能を一元化すべきだという意見もいただいています。当然、どこ

の新しい庁舎を見てもですね、そこにはキッズコーナーを設けたり、お母さん方が役場で申請

事務をやっている時には、子どもたちが自由に遊ぶ場所、そしてまたなんか見てやる場所は当

然あると思いますんで、そういう機能もこれから考えていきたいなと思っております。それと、

子育て世代包括支援センターですが、今役場の南別館に相談室がありますんで、そういった相

談をしにこられる方につきましては、窓口に来ていただいても結構ですし、また電話で何時ご

ろといっていただければ、そういう中で、先程言いました保健師、保育士、栄養士等がですね、

相談の内容に応じたきめ細かなご相談に乗れるじゃないかなと思っております。まだ、この子

育て包括支援センターたるものが、どういうものかというものがですね、モデル地区はありま

すけども、はっきりしておりませんので今のところ当町でいけば、子育て支援課が、十分そう

いう人材を備えた組織でありますんで、そこに子育て世代の包括支援センターという名称を掲

げても、十分他町村に負けない機能を持っていると思いますんで、所要の手続を終えたのちに、

それは表示はしていきたい。そんな答弁をさせていただいたところです。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

充実した支援体制が構築されますようお願いいたします。先日、先進的に取り組んでいる東京中

野区の担当の方にお話をお聞きしてきました。すべての妊婦さんを対象に専門相談員が面談をし、

一人一人に適した支援について一緒に考えプランを作成しています。プランを作成した方には、区

内で利用できる子育て応援ギフト券のプレゼントもありました。メルマガの子育て応援メールは出

産予定日やお子さんの誕生日を登録すると、赤ちゃんの様子や子育てのアドバイス等の情報発信が

受けられるようになっております。また産後期では、ショートステイやデイケア専門家派遣などの

サポートも用意されていました。一人ひとりに合った支援を継続して関わることで、安心して相談

もでき、ハイリスクへの気付きも早いです。また情報発信のメルマガも低料金でできますので検討

していただければと思いました。時代とともに、家庭や地域のあり方が変化する中で、妊娠出産子

育てと切れ目なく、親を支える仕組みが必要です。一人一人の状況を把握し、寄り添う日本版ネウ

ボラには大きな役割が期待されています。ぜひ本町でも検討していただき、早期の導入をお願いい

たします。 

３番目の質問ですが、県の健康科学大学産前産後ケアセンターの活用の状況と、推進についてお

伺いいたします。 

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。県及び２７市町村からなる山梨県産後ケア事業推進委員

会では、「健康科学大学産前産後ケアセンター」に、育児不安等を有する母親と生後４か月まで

の乳児が、宿泊しケアを受けられる「山梨県産後ケア事業」の運営を委託し、平成２８年２月

１５日から事業を開始しております。この宿泊型ケアの本町の利用者は、現在のところまだあ

りませんが、助産師による２４時間産前産後電話相談や、個別の育児相談、ベビーマッサージ

教室は利用されております。町では低所得者に対する費用の助成事業も整備し、広報や母子健

康手帳交付の折に事業の紹介をしております。このようなことから、今後も宿泊型ケアをはじ

めとする産前産後ケアセンターの事業の周知をはかり、妊産婦支援をする中で、必要な方には

利用をすすめて参ります。 

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） 

     先日、このケアセンターを視察して参りました。大変にすばらしい施設で感動しました。先月

３０日には、全国の自治会が運営する先進政策バンクの優秀政策として、人口減少対策分野で健康

科学大学産前産後ケアセンターが１位に選ばれたと発表されました。全国の先進的な政策の約

３４００件の中から、優秀政策に選ばれるのは県で初めてだそうです。富士川町から、宿泊を利用

された方がおりませんということですが、相談に来られている方はいらっしゃるとお聞きしました。

県と２７市町村が一体となって、この産後４カ月までの方の疲労や不安のある母子に宿泊ケアを提

供する産後ケア事業は、全国で初めてということで大変にすばらしい取組みだと思いました。利用

される方の声として、「不安なことは親切に教えてくれて、心細い時は付き添ってくれる暖かい場所

でした。」「子育てがハードで泣いてばかりでしたが、ここを利用している間、心も軽く、子どもの
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ことを本当に愛おしく感じることができました。」などの声が寄せられておりました。少子化や核家

族化などから、赤ちゃんに触れる体験が少なく、出産のための入院期間が短くなり、体力が回復し

ないまま退院している中で、出産後の母親に対する支援が不足しているとのことです。再質問です

が、子育て支援課の皆さんはこのケアセンターの見学に行かれたのでしょうか。実際に見学されて

いましたら、どのように感じたかお聞きしたいと思います。 

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）    

     産後ケアセンターの方にはまだ伺ったことはありませんが、先程ご説明いたしました山梨県産後

ケア推進委員にはなっておりますので、今年度の初めに、様々なお話も聞くことができました。先

程申されましたように、利用された方のお気持ちなんかもアンケートからたくさん聞く事ができま

した。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） 

 ぜひ推進するには、自分で見ていただいて、そうすると大変すばらしい施設ですので、紹介する

にも進んで紹介できると思いますので、ぜひ見学の方をお願いいたします。 

子育てに追われ、誰にも相談できずに不安を募らせる母親が多く、助産師さんに話を聞いてもら

い前向きな気持ちになっていける、とても大切な時間を過ごされているそうですので、私の知人の

方にもお話をしたら、孫が生まれて面倒を見るために仕事を一カ月休まれたということで、あまり

の大変さに、娘さんにぜひこの施設を利用してほしいというふうにもおっしゃっていました。おじ

いちゃん、おばあちゃん、ご主人の方からもぜひ後押しをしていただければ、気がねなく利用でき

ると思いますので、ぜひ町としてももっと、町民全体に周知ＰＲをしていただきたいと思いますが

ぜひそういうことを考えていただけますでしょうか。 

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）    

     ただいまのご質問ですが、この産後ケアセンターの使用には利用対象の規制というか規定があり

まして、不安や負担感があり家族と周囲の支援が得られない方ということで、どなたでもという訳

には参りませんが、そういう対象の方にはぜひ進めていき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） 

承知しております。本当に不安やなかなか支援が受けられないような方にということであります

けども、そういうことがわかっていなければ、周りの方も勧められませんのでぜひ周知の方をお願

いいたします。ぜひ、産前産後ケアの充実をよろしくお願いいたします。 

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５番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時４９分 

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

再開 午後 ２時５６分 

〇議長（秋山貢君） 

 休憩を解いて、再開します。 

続いて、通告６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） 

     本日最後の質問者になりました。５番堀内春美でございます。それでは早速質問に入らせていた

だきます。大きい項目の第１番目の町道建設計画について質問をさせていただきます。１番目です。     

青柳１０号線の代替地と示している土地が３分の２空き地状態となっています。途中から代替

地とし、この土地を当初の予定どおりに１０号線としていたならば、また、途中から変わった

現在の１０号線を最初から１０号線と考えていれば、土地を二重に購入するような事もなく、

またこのような空き地状態にはならなかったはずであるが、この空地状態の代替地を今後どの

ようにするのか伺います。 

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） 

     堀内議員の青柳１０号線の代替地を今後どのようにするかというご質問にお答えします。青

柳１０号線の代替地は、土地開発基金にて購入し管理しております。現在、青柳１０号線につ

きましては、地権者と代替地も含めて概ね交渉が終了しております。代替地確定後の残地につ

きましては、西側部分は第４保育所の駐車場として使用し、他の部分は分譲も含めて、土地開

発基金にて適正な管理を行っていきたいと考えております。 

     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。今課長が答えられた西側には駐車場、これはいいんですけれども、旧国道の方から

入りましたところですね、そこが３分の２、空き地状態になっているということですね。そこをこ

れから分譲していくということなんですけれども、この３分の１がですね、３１２万円で移転する

お宅に代替地としておりますね。開発基金からこれだけ出ております。この土地は購入時ですね、

１４００㎡で購入金額が２９００万円で土地開発基金で購入したと聞いております。そうしますと、

この部分の空き地にになってるところに関しましてですね。残りの土地が金額にして、２５８８万

円ですが、この金額で売却するということですね。そうでなければ町は損をするということになり

ますが、いかがでしょうか。 

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） 

     先程の答弁の中で、西側部分が駐車場、その余った部分も分譲を考えてるということの中で、今

言いました東側の部分は、道路事業が終わったのち、土地開発基金の方で適正に管理していくもの
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だと思います。それと青柳１０号線で代替地として既に提供している部分がございますけども、こ

この部分につきましては、土地開発基金で買った金額と同等の単価で売り払いをする予定でありま

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） 

そうしますとですね、西の駐車場のところは構いません。そうでなくて先程も言いましたように

旧国道に面したところが３分の１代替地として３１２万円で出ている訳なんですね。そして、そう

しますとそこを１４００㎡、繰り返しになりますが１４００㎡を２９００万で購入してるわけなん

です。そうすると３分の２残った金額というのはですね。土地代金が２５８８万円なんです。です

から、繰り返しになりますが２５８８万円で売却するということですね。そういう認識でよろしい

ですか。 

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） 

先程の３分の２という面積、東側はそれぞれ地番がついていまして、先程言っていますのは、地

番で言いますと、青柳の４４６番地１のことをおっしゃってるんだと、４４６番地１と４５８番地

を示していることだと思いますけども、その３分の２で今おっしゃられた面積は、他の残った西側

を含めた面積でちょっと算出しているかと思いますけれども、その辺はあくまでも土地開発基金で

管理しておりますので、事業終了後、そちらの管理している方で適正なそれなりの処分をしていく

ことだと思います。私の方はここまでしか答弁できません。 

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お答えします。土地開発基金で購入した土地につきましては、約１４４５㎡

でございます。代替地および駐車場用地としてございます。今、土木整備課長が申しました西側分

譲地保育所駐車場予定地につきましては約１０４０㎡でございまして、議員さんがおっしゃる東側

残地につきましては、まだ確定はしておりませんが約４００㎡弱だと思っております。 

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） 

     私が聞いたのは、西側の駐車場までいれると、１７９０㎡。３５００万て聞いてます。で西側の

駐車場は、これ駐車場ですから構いません。先程から申し上げていますように、国道の方のところ

が３分の２空き地状態になっている。これを売る時には、これがここの面積が１４００㎡なんです。

それを２９００万で買ってるんです。ですから、そこの土地を転売する時には、それ同等の金額で

売却をするということですよね。そうしませんと町で開発基金で買ったのと、儲けろとはいいませ

んよ。同じ金額で買わなければ町は損する訳じゃないですか。いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 
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〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。先程、私の方で答弁させてもらいました、代替地の取得につ

きましては、先程議員さんがおっしゃいましたとおり、１７９４㎡でございます。道路用地につき

ましては、活用しました代替地も含めまして、３４８㎡でございまして西側の残地保育所用地を含

めますと約１０４５㎡ありますので、差引きますと東側国道からの区域につきましては約４００㎡

ということで残地が残りまして、基金で買った時の価額でもし売却するとなればですね、売却を考

えていきたいと思っています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     堀内議員さんの残りの㎡数がちょっと頭の中で整理ができません。西側につける駐車場もこれは

町が買収をしなければ駐車場造れませんから、その部分も当然これから換地をしていきます。減っ

ていきますんで、残った金額がまだ３千万近くあるということでしょうか。よく理解ができなくて、

大変申し訳ないですが、どういう状況・・・。今度道路にあたる家の代替地は既に終わってます。

それ以外に西側に駐車場を造りますから、駐車場は今、管財課長がおおむねの㎡数言いましたが、

その駐車場とする土地は町が買わなければ駐車場は造れませんので、それを差し引いた残りの金額

をおっしゃってるなのか、全体の分をいくらで売るなのかっていってるのか。東側の部分と西側の

部分はそれぞれ目的が違いますんで、駐車場を造った残った土地については、まだ分譲も含めて土

地開発基金で今後管理をしていくということになります。当然、取得した金額がありますんで、土

地開発基金も、自分の身を細める訳にもいきませんのでそういったようなことで、売却を考えてお

ると思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

番地を言われてもちょっと分からないんですけれども、今代替地で１軒、家を建てていますね。

そこのとこなんですね。そこのところ。国道から３分の２、建てていいる家の東側の方が入ってま

すよね。そこの部分のことなんです。 

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） 

     今言われましたその東側の部分が、３分の１ほど残っている部分ですけども、その部分が大体

４４０㎡近く残っているということでございます。だから先程言いましたように、その部分は基金

で取得したものですので、処分するときもそれなりにのお金で処分するということをおっしゃった

んだと思います。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） 

     それでは再質問させていただきます。同等の金額で売るということであればそれが一番最適かと

思います。なぜこんなことを言いますかと言いますとね。私たち議員は行政のチェックという大事

な仕事が一つにある訳でして、町民の税金をむだに使うということは決してあってはならないとそ
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ういう前提からこの質問をさせていただいた訳でありまして、今後ですね、先行取得で土地開発基

金から土地を購入する場合には、その目的及び金額等をその都度議員にも知らせていただきたいと

思いますし、そうするべきだと思いますがいかがでしょうか。 

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） 

先程の質問ですけども、議会の議決権の中には、不動産の取得要件というのがございまして、

５０００㎡以上のものは、議会の議決に要するということになってますから、そういった案件は議

会ですることになりますけども、通常の用地の取得というものは議会の方に出さないようなことに

なりますが、ただ決算書の中で財産に関する調書というものがついてまして、その中に資金土地の

前年度の増減を報告しております。その中でいつも決算の時に基金で前年度、今年度の増減の差で

その数値は報告しているところです。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） 

     今のですね、金額はわかるけれども、どこの場所とかそういったことはわからない訳なんですね。

その場所なんかも決算書に書いてあるんでしょうか。 

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） 

ただいまのご質問の答えします。土地の表示も、地籍も金額も、報告させていただいています。

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。今後、きちんと見ていきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 堀内議員さんの質問の中に、当初の予定どおり１０号線としていたならばというのがありました

けれども、町とすれば当初どおりの道路整備をしている訳です。その道路をつくるために、そこに

家があるための代替地を当初から取得をしたということでありますので、そこはぜひ勘違いのない

ようにお願いをしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

この１０号線の国道沿いから入るところを買ったのは、私が議員になる前の、取得したのは議員

になる前ですよね。それで私が議員になりまして、教育厚生常任委員会に配属されたときに、施設

を見学したんですね。その時に第４保育所に行きましたら、その時の子育て支援課が、その場所を

見せてくれまして、今度ここが保育所に入る道路になりますという説明を私たちは受けた訳なんで
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す。それで、「ここが入る道なんだな」っていうのをずっと思っていたわけなんですね。そうしたら

なんかこっちになったもんですから、どういう訳だって、そういうことがあるんです。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     道路につきましては、道路の線形を含めて、当時の建設課で進めております。子育て支援課の勘

違いではないかなと思いますんで、私どもは当初から、まっすぐした道路を造りたいということで、

今の青柳１０号線のところを予定地とし、そこに、まだ住んでいたお宅がありますのでそこをなん

とか同じコミュニティーの中で移転していただくために、南側に売却地がありましたんで、ここを

取得させていただきながら、そこは当初から代替地として取得をさせていただいたところでありま

す。道路事業で購入せずに、土地開発基金が購入してそして道路事業に合わせて、また買い戻しを

させていただくという、当初の予定どおりの事業計画で行っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

私たちが初めて聞いたとき、先程申し上げましたようにそういうふうに伺ったものですから、そ

ういったところのことは役場内できちんと意識統一、そういうふうなことをしておいて説明をして

いただきたいと思います。それから、古い、古いというか先輩の議員たちに聞いた時にも、やはり

当初ここが道だというふうに聞いていたものですから、私の中ではそういうふうにインプットされ

ておりました。 

〇議長（秋山貢君） 

ご自分の考えを今、皆さんに聞いていただいた訳ですけれども質問を続けてください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     はい。それではですね、次の質問に入らせていただきます。２番目です。青柳３２号線を建

設する総工費が青柳長澤線までだけで、午前中に町長が２．５億円と言っていました。国から

補助があったとしても、残りは町民の税金であります。９月議会の開会日に町長は、経済面、

観光面で必要な道路だと述べておりましたが、本当に建設する必要があるのか、また、町長の

言う経済面、観光面で必要というその辺のことを教えていただきたいと思います。 

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） 

     お答えします。青柳３２号線については、青柳町東部地域の甲西道路から旧国道５２号を結

ぶ幹線道路のうちの一つとして、今回、甲西道路から町道青柳長澤線までを第１期工区として

計画しているところであります。青柳町東部地域においては、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を誘導する

ために必要な道路と考えております。 

なお、事業費については、詳細設計・用地補償調査等、今からになりますので、現時点での

概算事業費は、２億５千万円ぐらいを想定しております。 

また、国の補助事業を取り入れて進めますので、事業費の６割は国費で賄う予定であります。 
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〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     伺います。この青柳長澤線までの道幅、長さは２２５ｍとこの間町長が説明していましたが、

道幅はどのくらいなのでしょうか。 

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） 

     道幅につきましては、全体で長さ１２ｍとなります。車道部分は７ｍ、両側に歩道が、２．

５ｍずつつきまして、歩道の部分を入れまして１２ｍ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） 

     次の質問です。３番に入ります。この青柳３２号線なんですが、この長澤線までで、２億５千

万ですよね。それからさらにですね旧国道までこの３２号線を建設するということになると、

かなり何軒も家を立ち退かせなければならない。そういうことになるとかなりのお金がかかる

と思うんですけれども、旧国道までの総工費はいくらなのでしょうか。 

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）      

     町道青柳長澤線から旧国道５２号までは、将来計画となっておりまして、具体的な総事業費

は算出しておりません。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） 

     国道までの費用が算出してないというのは、ちょっとおかしいんじゃないですか。初めから

ある程度のものはわかるはずじゃないですか。全然皆目わからないで工事を始めるんですか。 

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）      

     今回の事業計画につきましては、バイパスから青柳長澤線までであります。青柳長澤線から、

旧国道５２号までは将来計画ということになっておりますので、青柳長澤線まででも今から

５年ぐらいはかかると思いますのでその後の事業化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。町長はこの道路をつくることによって、経済面、それから観光面で必要だと言っ

ておりましたがその辺の説明をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

     この町の中心はどこに置くかという議論もありました。私は青柳の二丁目の辺が、町の中心

にになっていくんではないかなと。あそこにはまた、活性館あるいは町の施設もありますので、

そこをいかに活用していくかということで、今はちょっと検討が進んでおりませんけれども、

にぎわいのまちづくりという計画がありました。そこの今フォレストモールとその町の所有地

を結んでいく。そこには、いろんな意味でですね、動線が必要になってまいります。そういっ

たことからまあ、フォレストモールも大切ですけども、これから町の中心街へ人をそこにはい

ろんな意味で動線が必要になって来ます。そういったことからフォレストモールも大切ですけ

れどもこれからは町の中心街へ人を呼び込んでいく、それにはインターからまっすぐ入ってこ

られれば快適だろうということから、今回都市計画道路までの計画を第１工期としておる訳で

ありますけども、この町もこれから未来永劫あると思いますんで、将来的なことを考えると、

やはりこう町の中心街へインターから入ってくる道路が必要。これは、観光面にとっても、町

の経済的な効果にとっても同じ効果が得られるのではないかなと思っております。このにぎわ

いのまちづくりにつきましては民間の事業者も含めて、これまで何年か検討していた訳であり

ますけれども。やはりそこには道路がないということから、今、あの頓挫しているところであ

りますけども。ぜひですね、町の旧秋山亭のところもですね、今後活用していかなければ、今

はまあ両施設とも耐震の問題で休止をしておりますけれども。あの広大な土地を、やっぱり生

かしていくことも今後考えていかなければならないんじゃないかと。先ほど来ちょっと話がて

おりますけれども、まだまだ長期的な事業になると思いますが、とりあえず今回は、都市計画

道路のところまで事業化させていただいているというところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     今、町長の答弁の中に、活性館の話が出ましたけれども、前にですね町長と話を聞いた時に

ですね。あの活性館は耐震工事をしていないので、いずれ取り壊すというお話を、聞いたこと

があるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美議員、通告ではこの青柳３２号線のことを聞いている訳でありまして、活性館のこ

とはまた別の課題になりますので、それは通告に沿っていませんので質問は控えていただきた

いと思います。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     わかりました。じゃあ結構です。じゃあ次の質問に入らせていただきます。４番目の青柳

３２号線の地権者への説明会を９月７日に行ったようですが、その時の様子と今後どのように

行っていくのか伺います。 

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） 

青柳３２号線につきましては甲西道路から、町道青柳長澤線までの第１期工区として計画し

ておりまして、９月７日には道路計画について住民説明会を開催したところです。内容につき

ましては、反対意見等はありませんでした。それで、今後どのように進むかとか、そういうよ
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うな内容でございました。またですね、町道青柳長澤線から旧国道５２号までは将来計画であ

りますので、今後、事業計画が煮詰まった時点で、地元説明会を開催したいと考えております。

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） 

そうすると近いうちに会議を開くということはないということなんですね。 

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） 

     青柳長澤線、それより西側については近いうちに開くという考えはありません。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     青柳長澤線の方はどうですか。 

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） 

     バイパスから青柳長澤線までを９月に行いました。それをもう一度やるかということですか。

その後につきましては、詳細設計まで発注しておりますので、今度は現地の詳細の測量と道路

の中心杭、道路の幅杭を打ちまして、今度、地権者の方でその確認をしていただくというよう

な段取りになります。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） 

ぜひですね、地権者としっかりと話し合いをしてですね。やっていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内議員、先程のですね。３番目のご質問の中で、「さらに、旧国道まで建設することとする

となると、何軒もの家を立ち退かせなければならないが、総工費は具体的にいくらかかるのか。」

という通告がでていますけれども、これについては・・・。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それはまだ決まってないと・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     その後も費用対効果を伺うということを通告してありますけれども。そこについてはまだお

聞きしていないと思うんですけれども。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

費用対効果を答えていただけますか。でも、将来計画が出ていないと言うから、引っ込めた

んですけれども。 

〇議長（秋山貢君） 

     わかりました。じゃあ結構です。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

     じゃあ、次に行っていいですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     お願いします。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それではですね、大きな質問の２に行きます。各種団体への補助金について伺います。その

１番目ですが、町は、例えば交通安全協会とか、交通安全母の会、愛育会、食生活推進委員会

ですね、それから消費生活研究会、障害者福祉団体連絡協議会等ですね。３０団体に補助金を

出していますが、ここ何年かに一方的に減額をしておりますがその理由を伺います。 

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） 

     堀内春美議員の各種団体への補助金の減額についてのご質問にお答えします。町では、平成 

２２年度から、限られた行政資源を効果的に活用し、効率的で質の高い行政運営を目指すため 

に、外部評価委員会による事務事業評価を導入しました。この中で、補助金に関しましては、 

平成２３年度から平成２６年度４年間で、事業への補助や団体への補助金を評価いただいたと 

ころであります。平成２４年度までに行った団体への補助金の評価対象となった３７団体の中 

には、「会計処理が不透明であること」、「繰越金が補助金を上回っていること」、「積算根拠が不 

明確なこと」などを指摘された補助金があり、これら１３団体の補助金は平成２５年度または 

２６年度の当初予算において、見直しを行い減額してきたところであります。 

     また、平成２８年度の予算編成では、収入の増加が見込めず厳しい財政状況であることから、 

経常経費に対してマイナス 10％のシーリングを行ったところであります。このようなことから、 

各種団体の補助金におきましても、本年度２％から１０％の削減を行っ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。この住民評価員会のメンバーは５人なんですが、この５人はですね、実際には

補助を受けている団体のことを理解しているメンバーは少ないような気がいたします。この委

員会にですね、例えば、各団体の長などを呼んでいただいて、個々に活動状況などを聞いたう

えで決めていただいた方がいいと思いますし、また、減額してですね、減額してもやっていか

れるではないかと言われるかもしれませんけれども、減額された各団体はですね、その減額を

された中で、非常にやりくりをしているのが現状なんです。それからですね、町からいただい

た補助金の一覧表の各団体、会にですね、補助金を出していく一覧表っていうのがここにある

んですけれども。これは３０団体で補助を受けています。多いところは何百万、少ないところ

は本当に何万円なんですけれども、全然減らされていないところもありますし、減らされてい

るところもあります。それはいろいろな事情があってそうなっているんだと思いますから、そ

れはいいんですけれども、例えば女性が多く関わっている会がありますね。例えば、安協の増

穂とか鰍沢支部、交通安全母の会、愛育会、食生活推進委員会とか消費生活研究会、それと女

性団体。この７団体の補助金はですね、２４年、２５年のピーク時には合計で１３７万５千円

がですね。２８年度には１１４万５千円で、全体で２３万減らされているんです。全体で２３万
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では大したことではないかと、町のほうでは思うかもしれませんが、平均すると７団体で１団

体３万３千円の減なんですね。それから減らされている特に愛育会の会なんですけれども、そ

の方々は十分な活動ができない状態で、そして自分たちでバザーをして、その費用を賄ってい

る・・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美議員、それは２項目めに入らないですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     あっ、２項目めに書いてありますね。 

〇議長（秋山貢君） 

     ２項目めに入りますか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ２項目めに一緒に入れちゃいますね。 

     この補助をね、受けている多くの団体がボランティア活動の人たちなのです。活動によって

は仕事を休んで奉仕してくださっている方々も、大勢いる訳なんですね。特に安協の人たちは

行事が多く大変であります。先程申し上げましたが愛育会は減額のため、本来の活動が十分に

できない。そのために自分たちでバザーなどをして資金を賄っております。特に愛育会の場合

はですね。町の人たち特に子どもたちや、高齢者のためにと善意で頑張ってくださっておりま

す。こういう善意の人たちのためにも、減額というのは一考するべきではないかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

堀内議員の各種団体の補助金の減額を一考すべきではないかとのご質問にお答えします。先

程、政策秘書課長が答弁いたしました通り、各種団体の補助金は、平成２５年度と２６年度に

外部評価委員会の評価結果に基づき減額しました。この一つは繰越金が補助金を上回っている

ことが多く含まれているように思います。さらに、平成２８年度の当初予算において、減額を

いたしたところであります。現在のところ、財務課では、補助金が減額になったために、本来

の活動が十分にできないという報告を受けていない状況であります。今後、団体を所管する課

から状況を聞き、実態を把握したうえで、判断し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） 

     先程申し上げましたように、減らされたからその中でやりくりをしているというのが実情な

んですね。ですから、今課長がおっしゃられたようにこれからは各課で話し合いをして、そし

て決めてくださるということであれば、それはそれでよろしいかと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     一番団体を所管している各課が、その活動内容も把握していると考えております。この中で、

もしその団体が、新規の事業をする、その事業をすることによってより多くの効果が得られる
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ということがあるのであれば、補助金は増える可能性もあると思いますが、現在の事業をその

まま継続しているということになりますと、やはり増額の対象にはならないというように判断

しておりますので、やはり現在の実態を把握させていただきながら、少なくとも現状維持か、

その実態の状況において減額させていただきたいと考えているのが現在のところであります。

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） 

     ぜひですね、担当課とその何と言うんでしょうか、所属する団体、そことの話し合いをしっ

かりとやっていただきたいと思います。 

最後の質問に入ります。災害時にですね、消防団はもちろんですが、避難所等で炊き出しと

かそういったことになりますと、一番最も協力できるのが先程から申し上げましたように、女

性を多く含む、例えば愛育会だとか食生活推進委員会、消費生活とか日赤等、日赤は補助を受

けておりませんけれども、それから交通安全協会。こういうところが一番協力ができるのだと

思います。何回も言いますけれども、財政が厳しい状況だから減額というふうに思いますけれ

ども、各団体とも高齢化が進んでおりまして、若いお母さんたちは子育てに仕事に忙しくて、

会員不足にもめげずに頑張っているというのが実情なんです。ですから先程からと重複になり

ますけれども、一方的に減額するんでなくて各課とその団体と話し合いをしてですね。そして、

団体が、あるいは会の人たちが気持ちよく、この人たちは町のために自分たちで役に立てるこ

とはやりましょうと思ってやっている人たちなのですから、そこは、上手く進めていただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     一方的に減額するのではなく、各団体と話し合いをというようなお話でございました。この

減額した経緯でございますけれども、各種団体の補助金につきましては、今年１月に行った、平

成２８年度予算編成のヒアリングにおいて、それぞれの団体の活動を把握している所管課へ、厳し

い財政状況を説明し、２％から１０％の範囲で減額をしたところであります。今後も議員がおっしゃ

るとおり厳しい財政状況が続くことが予想されますので、外部評価委員会からの指摘事項の反映や、

さらに団体の活動を把握している所管課から状況を聞く中で、補助金の額を精査して参りたいとこ

のように考えております。 

     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） 

     ぜひそのようにお願いいたします。それから減額した金額なんですが、先程申し上げました

７団体、２３万の減額です。この２３万ていいますと、そんなにすごい金額じゃなくてどこか

省けばこのぐらいの金額は出てくるのでないかと思いますので、そういったことも考慮してい

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） 
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 以上で、通告６番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３９分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 平成２８年第３回富士川町議会定例会３日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元へ配布しておきましたとおりです。 

 本日は質疑の日程になっております。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） 

     ここで、子育て支援課長、大堀ゆかりさんから昨日の答弁中、保留となっていた答弁と、一

般質問の答弁の一部について、訂正したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

昨日の小林議員の（２）の子育て世代包括支援センターの設置についての再質問の相談件数

についてお答えします。平成２７年度は、妊産婦や乳幼児の健康相談事業においては、１４７件

の相談がありました。また、事業以外での電話や来庁時など、機会をとらえての相談は２６１件

でございました。また、（３）の県の産前産後ケアセンターの活用の状況と推進についての答弁

の中で、視察をしたかという質問に対し、視察はしていないとお答えしましたが、平成２８年

２月３日、産後ケア事業オープン前に保健師や助産師、当時の課長で見学し、説明を受けてお

りますので現場スタッフは、施設の内容について承知しております。 

以上、訂正をお願いいたします。 

また、町長も２回視察をしているそうです。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 報告第４号 平成２７年度富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて  

を議題とします。 

これから報告第４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。 

以上をもって報告第４号の質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（秋山貢君） 

日程第３ 報告第５号 富士川町教育委員会の事務の管理執行の状況の点検および評価報告書の 

提出について 

を議題とします。 

これから、報告第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、報告第５号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第４ 議案第５９号 富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第６５号 富士川町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について

日程第６ 議案第６１号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第７ 議案第６２号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は条例改正案でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第５９号から議案第６２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５９号から議案第６２号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第８ 議案第６３号 富士川町証紙条例を廃止する条例についてを議題とします。 

これから議案第６３号の質疑を行います。 

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） 

手数料条例の廃止について質問させていただきます。説明では・・・・・。あっ、すみませ 

ん。証紙です。証紙条例の廃止なんですけども。担当窓口で、手数料を徴収するシステムの変

更することに伴うというふうに私、理解しております。確か補正予算にも、関わる部署にレジ

スターの購入ということのようなんですけども、要は各窓口の手数料を証紙という形にしてい

る一番大きな理由は、各担当部署で金銭を取り扱うと間違いが起こってはならないだろうとい

うようなことだろうと私は理解しておりますんで、その辺のですね、防止対策についてどのよ

うになっているか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者（増原俊郎君） 
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ただいまのご質問にお答えいたします。この度の証紙の廃止についてでございます。金銭を

扱うことについて、安全性をどうするかというお話でございます。レジスターの購入等により

まして、金銭を夕方まで保管するということになります。それに伴いまして、安全性の高いレ

ジスターの購入等を検討しております。それから、１日の集計が夕方終わりますと、納付書を

作って現金と一緒に会計課の方に集まって参ります。そうしますと金庫に保管をいたしまして、

翌日指定金融機関の派出が来たところで、それを渡して午後３時頃までに、金融機関の方に収

納されるということになっております。 

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（齊藤欽也君） 

     安全管理をまずやってもらわなくちゃいけないんですけども、もう一点、この証紙廃止につ

いてなんですけど、町民が利用されるのは、町民生活課関係と税務関係ということで、私の感

覚で言いますと、いずれも出納室の同じ階にあって、非常に近いのにそこまでする必要がある

のか、ましてその金銭の取り扱いの部分を考えると、そこまでする必要があるのかなという思

いが強いです。その点についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者（増原俊郎君） 

     これにつきましては、庁舎へおいでいただいて、窓口を利用される住民の方々の利便性とい

うのを何とかしたいと。行ったり来たりして、小さい証紙を買ってそれを落として拾ってなん

てそういうようなことはやめていきたいということでございます。それから先ほど、安全性の

部分でですね、申請書をいただきまして、その申請書にはお金の受理の確認欄とか、様式を新

しくし定めておりまして、そういう確認をしながらそれから、なおかつ、レジスターでデータ

は登録されていくというようなことで、金銭の問題等については回避していきたいというよう

なことでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

やり方等、非常に理解できましたけれども、窓口業務がむしろ煩雑になるのかなという思い

があります。それと、先程、私はうっかり手数料なんていう言葉を使ったんですけども。実は

むしろいろんな利用等について、その変化に対応も含めて検討されればありがたいなというふ

うに思います。 

以上で、私の質疑は終わります。 

     ほかに質疑ありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６３号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 
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   日程第 ９ 議案第６４号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１０ 議案第６５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２号） 

日程第１１ 議案第６６号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６７号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計予算予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６８号 平成２８年度富士川町水道事業特別会計予算予算（第２号） 

日程第１４ 議案第６９号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

１号） 

日程第１５ 議案第７０号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の７議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第６４号から第７０号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     補正予算議案第６４号、文化ホール法人設立の出資金１００万円などについて、質疑いたし

ます。昨日一般質問において、組織運営について答弁もいただいたり、あるいは、教育厚生常

任委員会の中でもご質問ありましたが、それ以外に関連してですね、三つ質問したいと思いま

す。まず、１点目・・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

川口議員、補正予算についての質疑ですから、一般質問とは趣旨が違いますから、その点に

ついてはよくご理解のうえ質疑をお願いします。 

〇３番議員（川口正満君） 

出資金１００万円ということで、一般社団法人を設立する訳ですが先日の事前説明の全協の

折にも、私は事業計画書はどのようになっていますか、と求めております。法人を設立しよう

とすれば、当然に事業計画と事業戦略を策定する訳ですが、もちろん現在の段階でよろしいん

ですが、開示できますか。これまでの運営と差別化をした、事業戦略、事業計画はどのような

ものか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。新しい法人の事業については、これからですね。検

討をしてまいりますので、まだ詳細の方はお答えすることができませんが、この出資金につき

ましては、町はこの法人に平成２９年の４月から、指定管理を委託する予定でおります。町の

会計上ですね２９年の４月１日に委託金がその日に払えるかって言えばですね、ちょっとシス

テム上それはできませんので、この１００万円は２９年度の町からの指定管理料が振り込まれ

るまでの間、４月１日から取り込まれるまでの期間に、支払いが生じた時に、この１００万円

をもとに支出をするものであります。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） 

一般社団法人の設立に際してですね。今の段階でやはり、事業計画、荒いものでもいいです。
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構想としてですね、あることがまあ当然だと思う訳ですね。これはやはり無責任とも言われか

ねない。ということでこれは困ったことで、この点についてはぜひ、今後の早急な対応をお願

いいたします。それから、２点目ですね、先程も出ました１００万円・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     しばらくお待ちください。 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただいまの１００万円につきまして、生涯学習課長が答弁いたしましたが、この４月、まあ

２９年４月のことではなくて、２９年度末と３０年度にかかる時の、経営の支払いが非常に困

るわけです。この３月３１日まで、今年度は町が運営してますから、町は出納整理期間があり

ますんで、５月末まで支出はできます。４月１日以降、新しい法人で支出していただければい

いわけですが、２９年度末と３０年、昨日も言いましたけども、３月３１日で会計は切れます。

出納整理期間というのがありませんので、そこに未払い金の計上をしてもいいんですけれども、

決算が打てませんので、そこをちゃんと支払っていくよう、４月になってもですね、それが払っ

ていけるように、町の委託料がいく前であっても、ちょうど、大法師のさくらまつり実行委員

会と同じような格好になるわけですね。年度を境にしていきますから町の補助金がまだいかな

い。ただ事業は、またがってやっていかなきゃならん。そういうを事業運営をしていかなきゃ

ならんもんですから、これは法人設立のための出資金ではなくて、法人が経営をうまく運営で

きるようなための運転資金ということでやっております。決算上は出資金ということで、

１００万円はちゃんと戻ってきますから、法人の収支はしっかり出来るということになると思

います。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

先程の川口議員の質疑の中で事業計画が出ていないという、お話をお受けした訳ですけども、

法人を今から設立するということで、法人の設立時には事業計画等を立ててまいります。それ

までに計画を立てるということになっておりますので、現在公表するということはまだ法人で

承認されていませんので、まだ立てることができないということでございます。計画の方は、

随時作るようにしておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     １点目の質問に関してですけども、例えばですね、町がコミュニティビジネス支援で１００万

円を補助する。この時に、５カ年の事業計画までね、要求されるわけなんですよ。そんなこと

でね、この一般社団法人設立に関して、これから用意します、作成しますでは、ちょっとです

ね、心もとないと思う訳であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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昨日も説明をさせていただきましたけれども、文化ホールの運営方針とすれば今までと変わ

るものではありません。ただ事業演目がですね、毎年同じことをやってる訳でありませんので。

それは町の方の査定を通して、そして来年度は何をやりますというように、こういうことが細

かく決まってきます。それに基づいた、予算がつくわけでありますから、大まかな法人の事業

方針といいますか、それはですね、昨日言ったとおりでありますけども、細かい事業計画、そ

してまた予算というものは、１１月に法人を設立する予定でいますんで、それまでには来年度

の事業計画は当然出てきますんで、ただ今の文化ホールのスタッフが作る事業計画になると思

うんですね。新たにまだ理事会も行なっておりませんので、それはできない。これが通常の法

人を毎年、毎年回している時と、今回は設立ですから当然事業計画は作っていくんですが、１年

間のそういうやつを出すときに、ちょうど株式会社富士川をした時も、本来であれば６月議会

に出さなきゃならんのを、９月に出させていただいたこともあります。今回も最初ですから、

すべてが万全な体制でいけるかどうか分かりませんけども、昨日の一般質問の中でお答えさせ

ていただきましたが、文化ホールの運営の基本的考え方は、これまでと変わるものではありま

せん。そういう中でいかに経費が節減できるか、そこは人事の問題もあります。そこはまだ詰

めてはありません。ただ、方向とすれば今後法人が職員を採用しながら、そこでやって行きま

すんで、今よりも経費は安くなっていくんじゃないかな、という中で１１月の法人設立に向け

て、それもこれもこの議会で予算が通らなければ、何もできないということになりますんで、

この９月議会に提案をさせていただいているというところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     先程、２点目の質問ですけれども・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

もう、３回終わりましたので。 

〇３番議員（川口正満君） 

     いや、最初から１点目の説明に関して、町長、教育長から・・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

質疑は、１議案についてこれは３回ですので、ここは終わりましたので、他に移って下さい。 

〇３番議員（川口正満君） 

私は、質問をしなかったんだけど、質問をしなかったんだけど。あの答弁をまとめたと。 

〇議長（秋山貢君） 

     議長の指示ですから守ってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

質問じゃなくて、私は１点目、１点目って確認をしていったんだけどね。じゃあ、やむなく

他の方にやってもらいます。 

〇議長（秋山貢君） 

     １４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     休憩をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 
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     休憩の動議が出ましたので、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

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

再開 午前１０時２２分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     ほかに質疑はありませんか。 

     ９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     私も文化ホールの法人化のことでお聞きしたいと思います。一般社団法人の設立ということ

で、定款を作らなければならないと思います。定款て言うのは、所在、そして目的、そういう

ふうなものをしっかりと定めることになっております。既にこの法人を設立したいという思い

があれば当然、そこら辺の部分を考えていらっしゃると思いますが、そこら辺の定款のどこら

辺までがしっかりと考えられているのかお聞きします。 

〇議長（秋山貢君） 

     私語は謹んでください。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長、早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただいまの定款の作成についてお答えをさせていただきます。町ではですね１１月の法人設

立を目指して準備を行なっている訳ですけれども、定款もひと通りですね、現在、出来ており

ますが、今最終調整の段階でございます。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） 

本来ならば、まあ最終調整はわかるんですけれども。その定款が大体定まった後はそこは私

たちが要求して、例えばそこに「いや、もっとこういうものを出してもらいたい。」とかという

ような口を挟めるものではなくて、もうしっかりと出来ちゃったものに対して、どこで検証を

するところはないというふうに考えていいんですか。目に触れることはないというふうに考え

ていいんでしょうか。作ってしまった後です。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     定款につきましては、現在調整中ということで作っておりますけれども、また、これらを司

法書士等に確認をしていただきながら、目的等を定めておりますので、定款が定まった時点で、

公表はさせていただきたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 
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３回目になります。昨日も一般質問も行われましたし、教育厚生でも、説明をしていただい

たので、大方理解はしているつもりです。最後にですね、端的にお答えしていただきたいのが、

一般社団法人化することで、今までとどこが同じで、どこが違ってくるのか。どこが有効だか

ら作るかということを端的に一言答弁をお願いします 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長、早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

一般社団法人を設立しましても、これまでやる文化事業につきましては、全く同様でござい

ます。一番変わるところは、昨日の一般質問の中でも申しましたとおり、これまで町の内部組

織として、課長職、リーダー職、そして嘱託職員の合計４名がですね、この文化ホールの事業

に携わっておったわけですけれども、法人設立後は、設立した法人の採用条件での雇用となる

ため、人件費の削減ができる、これが一番大きく変わるところでございます。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） 

     終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ２つの題について質問させていただきたいと思います。一つは、文化ホールの新しい社団法

人についてでありますけれども、基本的には、本議会で承認が得られなければスタートしない

ということですんで。もちろん今まで課長から答弁があったように、定款あるいは事業計画等

はまだこれから準備するということでよろしいかと思いますけれども、昨日の一般質問の発言

の中で、今の館長と言いますか課長の能力を継承していくような若い人を育てたいと。そのた

めには、職員を送り込むというような話がありましたけれども、地方公務員法には、職務に専

念しなさいという条項があります。３０条でしたかね、その後、いわゆる営利企業へ出向する

ことはできないという条項がありますけれども、その辺はひっかからないでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

人事と人材育成につきましては、文化ホールをこれからも運営していくということでは大変

重要なことでありますけども、人事に関しましては、まだこれから、当局との詰めもあります

し、今回の社団法人につきましては、非営利法人ということもあります。それらの組織のもの

を考えまして、人材育成の方を兼ねながらやってい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） 

 ぜひ、注意して人員選択、それからまあ法人が採用するのでしたら、問題はないんですけど
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も。 

 次の補正予算に関する質問ですけれども。土木費の１７ページの一番下ですね。財源構成が

あります。これは、起債の方が、土木費のために、３６０万。記載して一般財源が起債に代わっ

たということで、補正予算的には何ら問題がありませんけれども、橋梁の長寿命化、これに関

しましてですね、進捗率はどのぐらいいっているか教えていただければと思います。 

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 

ただいまの橋梁の長寿命化がどのぐらいいっているかっていうことは、今、手元にちょっと

資料がございませんけども、長寿命化が記憶の中に有ることで申しますと、昨年１２橋をやっ

ています。全部で１５８橋ありますので、そのうちの１２橋、２７年度でやっています。その

くらいの進捗状況でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     ７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

     ２点だけちょっと質問させていただきます。先程、市川議員の方から定款の話が、文化ホー

ルの法人設立について定款の話がありましたけれども。定款を作るには社名が必要だと思うん

ですけれども、社名は一般社団法人何ということになるんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただいまの質問にお答えします。一般社団法人設立にあたりましては、社名がないと出来ま

せんが、社名につきましては町民から広く公募することといたしまして、町民から公募をかけ

てですね、それを採用したものを一般社団法人の名称にしていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

公募ということなんですけれども、公募期間はいつからいつの予定でいますか。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

公募期間と公募方法を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 
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〇生涯学習課長（早川竜一君） 

     公募の期間ですけれども、９月の下旬から１０月のですね、中旬を予定しております。周知

の方法につきましては、町のホームページ、そして町の広報誌の１枚ものでですね、折り込み

を使って、公募をかける予定でいます。 

     以上です。 

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。じゃ、次の質問ですけれども。一般会計補正予算書の７ページ。企

画費の設計調査費、光ケーブルの工事なんですけども、これの工期と今後の予定、工期と共用

開始を教えてください。 

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） 

中部五開地区の光ケーブルの敷設工事の工期と、それから共用開始の見込みでございます。

この９月で、９月議会で予算成立後１０月の入札となる訳でございますけれども、５０００万

以上の契約になりますので、議会の議決を経て着工というような格好になって参ります。一応

年度内の工期ということで、目標にする訳でございますけれども、各種の申請等もございます

ので、一応それらが伸びた場合には繰越になる可能性もあるということでございます。工事終

了後、通信事業者とケーブルの賃貸契約をしていく訳でございますけれども、その後、加入希

望者のところへ引き込みを行なっていくということで、実際に各家庭でテレビ、それからイン

ターネット等が、引かれるにはその後に各地区ごとに引き込み工事等を行なっていくというこ

とになりますので、それらの引き込み工事がすべて終わるには４カ月から６カ月くらいはか

かってくるであろうというような今見込みでおりますので、すべて終了するというのは、来年

度、年内くらいにはなるんではないかというような見込みを立てております。 

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） 

もう１点確認なんですけれども、入札ということなんで、入札方法は。 

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。） 

入札の方法につきましては、指名競争入札を予定しております。 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

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。 
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     １４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     先ほどの証紙の問題ですけれども、私も廃止にして現金でということについては、町民の利

便性があると思っていますけども、ただ、やっぱり齊藤議員が言ったように、現金の管理とい

うものが非常に大事になると思っています。そこで、５ページですかね、５ページの税務総務

費の中の金銭登録機購入費、１５万６千円。それから、総務費の戸籍住民台帳費、１５万６千

円とあるんですけれども、これは１台という理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者 増原俊郎君。 

ただいまのご質問にお答えをいたします。今のところ１台というふうに考えております。 

失礼しました。それぞれに１台ということでございます。 

〇議長（秋山貢君）  

齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

そうすると、鰍沢サービスセンターがあると思うんですね。今度１０月１日からは、教育会

館の方へで移っていくんだと思いますけども、そちらの方の管理はどのようになるでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者 増原俊郎君。 

現在の状況では、サービスセンターにおけます取扱い件数の問題なんですけれども、これが

大変少ないということがございまして、機械を導入して対応するというところまではいかない

というふうに考えております。 

〇議長（秋山貢君）  

齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

そうなれば、先程の説明があったものとはちょっと変わった対応をしなきゃならんというこ

とになると思うんですけども、サービスセンターの分は現金で夕方本庁舎の方へ届けるのかと 

いう、そういうような方法をとるというようなことでよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     会計管理者 増原俊郎君。 

〇会計管理者 増原俊郎君。 

     ただいまおっしゃったとおり、そのような形になろうかと思います。 

〇議長（秋山貢君）  

齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

ぜひ、お金の問題ですので、間違いのないように対応し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。 
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１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     ２点ほど確認をさせてください。一般会計補正の２０ページ。消防費災害対策費の補助金コ

ミュニティー助成事業の具体的中身をちょっと教えてください。 

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） 

     ただいまの井上議員のコニュニティーの助成事業の概要ということだと思いますけれども、

これは鰍沢中区から申請がありましたコミュニティーの助成の件です。内容的にはですね、簡

易水洗トイレ。まずこのトイレに伴います、手すりだとか目隠し、そしてあと備蓄品を備えま

す防災倉庫、こういったものが主なものでございます。 

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） 

このトイレっていうのは公民館ということでよろしいでしょうか。 

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） 

公民館ではなくてですね、有事の際に仮設で利用できる目的のトイレでございます。 

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

もう１点ちょっと確認したいのですが、これ今回補正なんですけれども、このコミュニティー

事業は、私の理解では例えば２９年度のコミュニティー事業は２８年度中に申請があって、

２８年度中に申請したものが２９年度予算として、了解が得られるというような形で、今回こ

の補正がこういうふうに、この途中でついたというのは何か理由があるんでしょうか。 

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） 

井上議員さんの御理解、御発言のとおりでございまして、この件につきましては昨年、申請

に上がっておりましたものが、この２８年度上半期にですね、最終決定がされまして、それに

基づきまして今回の９月補正というような形で対応することになっております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     わかりました。じゃあ、もう１点ちょっと、特会の箱原農業集落排水の事項別明細の２ペー

ジですね。ここで、経営戦略策定業務委託とあるんですが、これらの中身は具体的にはどんな

ことなんでしょうか。 
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〇議長（秋山貢君）  

     上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

 ただいまの井上議員のご質問にお答えします。この箱原集落排水事業の経営戦略策定業務委

託につきましては、現在のところこの箱原農業集落排水事業につきましては、高資本化対策と

して事業に要する経費に対して地方交付税の措置を受けております。ただ、この地方交付税措

置につきまして、平成２９年度よりこの交付税を受ける場合には、この経営戦略の策定が要件

化されたため、実施するものであります。この経営戦略の内容につきましては、本事業の経営

状態を把握するとともに、今後の中長期的な経営状況について、客観的な数値の把握や経営目

標、経営方針について策定を行うものであります。 

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） 

中身はわかりましたけれども、この委託先は差し支えなければ、どこに委託するのか、教え

てください。 

〇議長（秋山貢君）  

     上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

 現在のところ、この経営戦略策定につきましては、数値の把握ですね。経営状況の把握がメ

インとなっておりますので、公認会計士の方にお願いすることを予定しております。 

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） 

     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。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６４号から第７０号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１６ 議案第７１号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

これから、議案第７１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

昨日の一般質問の中で、町長の方から答えがあったんですけど、まあ１０億くらいかかると
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いうことの中で、完成は３５年度というようなお話がございました。もう一度ご確認をさせて

いただきたいと思います。今回のこの１億１８００万という金額で、どこまでの工事を予定し

てるのかっていうことを教えていただきたいと思います。 

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） 

それではお答えいたします。今年度の事業ということで、今回の陸上競技用のトラックとイ

ンフィールドの間の排水溝と、あと縁石構、ウレタン舗装と人工芝の下地のですね、アスファ

ルト舗装工という部分が、今回の工事となります。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     当然、３４年までということになれば、この部分においては、これからも恐らく何回かに分

けて、工事の発注が出てくると思うんですけども。とりあえずこれでいうと、まだトラックは

できないみたいな話ということですね、中の人工芝はできていても。というようなことですの

で、ぜひ、そういうときにまた詳しくですね、議会の方に説明をしていただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

正行議員、人工芝の下地はできるけれども、人工芝までできないということを今説明があり

ました。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     わかりました。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第７１号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１７ 議案第７２号 平成２７年度富士川町水道事業会計剰余金の処分について 

を議題とします。 

これから、議案第７２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７２号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１８ 認定第２号 平成２７年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ 
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いて 

日程第１９ 認定第３号 平成２７年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので一括して議題とします。 

本案は、決算特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから、認定第２号および認定第３号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、認定第２号および認定第３号の質疑を終わります。 

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

〇議長（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。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５０分 
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平成２８年第３回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２８年９月２３日 

午後１時３０分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 １号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた 

めの請願について    

日程第 ３ 議案第５９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 

償に関する条例の一部を改正する条例について    

日程第 ４ 議案第６０号 富士川町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

条例について    

日程第 ５ 議案第６１号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一 

部を改正する条例について    

日程第 ６ 議案第６２号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について        

日程第 ７ 議案第６３号 富士川町証紙条例を廃止する条例について    

日程第 ８ 議案第６４号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算(第４号)    

日程第 ９ 議案第６５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２号)     
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開会 午後 １時３０分 

〇議長（秋山貢君） 

 本日は、第３回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第３回定例会も、本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（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、お手元に配布したとおりです。 

 なお本日、追加案件として、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書３件が提案されていま

す。ご審議をよろしくお願いします。 

 なお、政策秘書課長野中正人君については、都合により欠席との連絡を受けておりますので

ご了承ください。 

 ここで、去る９月２０日に、増穂商業高校の存続を考える特別委員会の井上委員長より、お

手元に配布したとおり、委員会調査終了報告書が提出されましたので、議長から報告します。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 請願第１号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願につい

てを議題とします。 

去る９月９日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第１号について、委員長の報告を

求めます。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

          ―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。鮫田委員長、その場でしばらくお待ち

ください。 

これから、請願第１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

鮫田委員長、ご苦労様でした。自席にお戻りください。 

これから、請願第１号の討論を行います。 

討論ありませんか。 
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（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、請願第１号の討論を終わります。 

これから、日程第２ 請願第１号を採決します。 

請願第１号に対する委員長報告は、採択とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３ 議案第５９号 富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

日程第４ 議案第６０号 富士川町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第６１号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第６ 議案第６２号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

     これから、議案第５９号から議案第６２号を一括して討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５９号から議案第６２号の討論を終わります。 

これから議案第５９号から議案第６２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５９号から議案第６２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７ 議案第６３号 富士川町証紙条例を廃止する条例について 

を議題とします。 

これから議案第６３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６３号の討論を終わります。 

これから日程第７ 議案第６３号を採決します。 

お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６３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６４号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）について 

を議題とします。 

９月２３日付で、齊藤欽也君ほか１名から、お手元に配布しました議案第６４号平成２８年

度富士川町一般会計補正予算（第４号）に対する修正動議が提出されました。 

したがって、これを本案と併せて議題とし、修正案の提出者の説明を求めます。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、修正案の提案をいたします。 

       ――――― 修 正 案 の 朗 読 説 明 ――――― 

     修正する簡単な理由を述べます。 

     今回の修正案は、町が作ろうとしている、ますほ文化ホール指定管理に関しての一般社団法

人の設立に関する経費についてであります。その理由は、十分な審議が行われていないこと、

そしてまた、十分な説明がなされていないということでもって、まだまだ、これは審議してい

く必要があるということであります。 

それでは、減額修正案の予算書の説明を行います。 

       ――――― 事 項 別 明 細 書 の 朗 読 説 明 ――――― 

     それでは、金額については以上の説明をもって終了したいと思います。 

それでは、今回の件についての詳細な説明を、ただいまから行いたいと思います。 

一般社団法人設立の予算について、減額修正すべきとする理由について説明いたします。１つ

目。町長は、文化ホールの指定管理者制度導入について「町が関与した法人をつくる、指定管

理者として指定したい。」とのことで、設立予算を計上しましたが、法人の内容は町が関与した

法人ではなく、町そのものではないかと思います。今回、町が提案した一般社団法人の設立は、

文化ホールの指定管理者としての指定を前提とするものでありますが、設立される一般社団法

人の組織体制は、最高意思決定機関にあたる社員総会のメンバーである社員が、町長と教育長

の２人。また、理事会なるものの構成メンバーは、文化ホールの運営にかかわる役場の課長達

であります。したがって、指定管理を委託する行政側と、指定管理を受ける指定管理者が同一

人ということになります。これは委託し、チェックする立場の者が、同時に受託しているとい

うことであって、管理者制度の形式としてはあり得ないことであると思います。地方自治法第

１０章に公の施設に関する規定があります。そこでは、次のような定めがあります。法第

２４４条の２第３項に、普通公共団体は公の施設の設置目的を効果的に達成するため、必要と

認めるときは、条例の定めによるところにより、法人その他の団体であって、当該普通地方公

共団体が指定するもの、いわゆる指定管理者に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

同じく同条の第１０項には、普通地方公共団体の長、または委員会は指定管理者の管理に関す

る公の施設管理の適性を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務または、経理の状
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況に関し報告を求め、実地について調査しまたは、必要な指示をすることができる。また、同

条の第１１項においては、普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない時、その

他、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める時は、その指示を取り消

し、または期間を定めて、管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができると定めて

います。要は、指定管理を指定するものと、指定管理を受けるものは別であることが、この条

文の大前提にあると解すべきではないかと思います。したがって、今回の文化ホールの指定管

理を前提とした社団法人の設立は、地方自治法で定めた指定管理者制度とは全く違うものであ

ると言わざるを得ません。 

また、指定管理を行う場合には、契約期間や指定管理料も触れなくてはなりませんが、今回

の指定管理においては、管理運営費については、これまで同様に毎年度予算編成を行うとのこ

とです。社団法人は別組織であると町当局は説明していますが、現在示されている人的組織体

制及び指定管理料の契約関係からすると、教育委員会の生涯学習課のもとに、一般社団法人が

あるという、極めて不自然な形になります。町当局は、一般社団法人は別の法人だから構わな

いという考えであるかもしれませんが、これは明らかに法の精神を無視したものであり、法的

にも問題があるのだと思います。 

２つ目。次に、議会への提案について指摘したいと思います。社団法人設立のための予算を

計上するに当たって、当然審議対象となるべき法人の定款や、人員組織体制の具体案が提示さ

れていません。「今、作成中である。出来てから示す。」では、話にならないものと思います。

急がなくては、来年に間に合わないとのことであるようですが、それは理由になりません。議

会軽視とも言える状態での提案を、議決することは議会人として、すべきではないと思います。 

また、指定管理者制度の本来の目的は、民間のノウハウを活用し、行政経費の削減と住民サー

ビスの向上でありますが、事業運営内容は、これまでと変わりません。法人とするメリットと

して説明されたことは、人件費が削減されるということであります。しかし、定年退職を迎え

た職員がいることを考えると、当然、削減されることになります。また、社団法人は、別法人

であるので賃金体系、雇用形態は自由に変更でき、職員を減らすことも、また、逆に増やすこ

ともできます。さらには、収益部門で出た余剰金の処分も自由となります。実際には、運営は

大変であると思いますが、社団法人にするメリットはほとんどないにも関わらず、町そのもの

の法人を議会は直接チェック出来ないということになります。 

３つ目。今回の提案は教育委員会で一年かけて検討した結果として、社団法人の設立と指定

管理者制度の導入が提案されています。この経緯について報告いたします。昨年３月定例議会

において、中込教育委員長が、一般質問に対する答弁の中で、最も効果的な管理運営方法につ

いて、ＰＦＩや指定管理者制度を含め、今後一年をかけて検討していくと発言し、検討され始

めたものであります。本年２月１８日の臨時教育委員会において、ますほ文化ホールの指定管

理運営方法についてが、議題として挙げられています。内容は文化ホールの伝統と課題、指定

管理者制度と直営方式の比較が説明され、今後具体的に入ることが了承されております。その

会議では、委員からの意見として、民間事業者が指定管理者になるものに対する否定的意見が

ありました。また、同時に公募ではなく、町がある程度関与できる、地域で創設される団体を

設立していくことが理想である、との意見も出されておりました。それらを受けて、３月議会

における町長の所信表明での「受け皿となる社団法人をつくっていく。」という発言になったも

のであると思います。そして、８月２４日の教育委員会、８月定例会において文化ホールを管
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理する法人の設立について、一般社団法人が適しているとの報告と経費についての説明がされ

ています。これに関しては教育委員からは、特段の意見がなく、了承されております。ただし

この時には、法人組織の具体的内容、例えば、誰が社員で、誰が理事なのかといったことにつ

いては話されておりません。担当課長からの話では、特に質問がなかったから説明しなかった

という話を伺っております。余談ですが、８月２２日の全員協議会において担当課長から、社

員および理事会等の具体的内容説明が行われておりますが、なぜなのかという問いに対して、

議員から説明を求められたので話したとのことでありました。結果的に教育委員会は、２月に

検討することを了承し、８月に一般社団法人の設立を了承したということになっております。

最後になりますが８月２２日の全員協議会で、指定管理者として指定するための一般社団法人

の組織人員体制が、町そのものであるということが発覚し、これが最大の問題であります。教

育委員会での指摘にもあるように、町がある程度関与できる、地域で創設される団体の設立で

あれば、このような問題にはならなかったものと思います。２月の臨時教育委員会の資料の中

に、運営主体別のメリット、デメリットを比較した資料があります。富士川町、地域団体、営

利法人を比較しておりますが、それによると、地域団体が優れているとの結果が示されていま

す。これは、教育委員の意見とも合致しますが、今回提出された社団法人は全くそれとは別と

なっています。 

なぜ今回、多くの問題を含む結論になったのか、不思議でなりません。今回の案件は、拙速

であり、もっと腰を据えて、考えるべきではないかと思います。よって、これが今回の減額修

正案の提出理由であります。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。その場でしばらくお待ちください。 

これから議案第６４号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）に対する修正案 

の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     それでは、質疑をさせていただきます。今の説明の中で指定をする方と受ける方が、同じと

いうことが、これはおかしいではないかということを盛んにおっしゃってましたけれども、こ

れは、違法ということですか。合法的なやり方ではないということですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

正直、私も調べましたけれども、合法か、違法かどうかという点については、わかりません

でした。ただし、何人かの自治法関係の方たちに聞いたんですけれど・・・何人かではない、

２人ですけれども。お聞きしましたところ、通常これまでこういうケースっていうのは聞いた

ことがありませんと。ただ全体のこの法の精神からすれば、それはちょっと問題があるんでは

ありませんかというお話を伺っております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     ２つ目の質問です。先ほどの一般社団法人の件ですが、中身の人的な人たちがですね、行政

側の人たちが大勢入っているのは、これは、同じような組織になるではないかというお話です

よね。法人格を持つという意味を、法人格というのはまったく別の組織になるわけです。中身

が同じ人でも、目的が違えば法人としての目的を達成するために、社員が、社員というか事務

局を置いてですね。今回の場合ですが説明を聞くとですね、ほとんどのものは事務局がやるん

ですよ、多分事務局のメンバーが。そして理事会がありましたよね、説明の中に。理事会って

いうのは、定款の目的があります。目的をするために事業が出てきます。それは定款がないか

らわからないといおっしゃいましたけれども、それはこの生涯学習課の方から出された私はこ

の説明の中で十分書かれてるんだと思いますが、法人格を持つという意味をどのようにご理解

をしていますか。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

法人格っていうのは、今おっしゃったように全く別の組織だろうと思います。それは一つの

法人という人格を持った、組織です。ただし今回、例えばですね、民間会社にいて同じような

ことは同じような法人、今うちの町が、行政当局がつくろうとしている形の法人をつくること

は確か民法上許されていないものだと私は思っております。それはトンネル会社ということに

なるんで、そういった形は通常できないことになっております。目的がという話がありました

けれども、目的はあくまでも、文化会館の運営ということで。これは町がやっている現在直営、

私は、今回の法人もほぼ直営と、何一つ変わらないものだというふうに理解をしておりますが、

やっているものと、何も変わらないんだろうというふうに思っております。ただ先ほど私が発

言したように仮にこれが全く、今回町の示した組織人員体制でなければですね、法人そのもの

は、そこで賃金体系、雇用体系を独自に定めることができます。そこは明らかに違うだろうと

思っています。そしてもう一点。定款について発言されましたね。定款にについて、要は目的

等々定款がなければと、私が話をしたことに対してだろうと思いますけれども、おおよその目

的趣旨っていうのはもちろん法人をつくる限り、誰でも持つわけでありまして、問題はその具

体的な定めが示されてこないということを私は問題にしております。 

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） 

     もう一つ質問します。今文化ホールは、平成７年ですかね、ああ４年ですね。４年に出して

もう、２４年間という老朽化しています。確か、前の町長でしたかね、その時に指定管理の話

がありまして、そのときに当局から出された指定管理者が議会を通して否決になったと。いう

のはもう１０年も前のようなお話があります。その時って言うのはまあ、老朽化も、まだそれ

ほどひどくはなくて。今の現状、あるいは社会情勢や経済情勢ですね。その当時っていうのは

興行は、やはりそういうところにいってものを見るものだというような状況があります。今は

非常にインターネットとかいろんなものが進んでまして、１０年前とは全く社会情勢が違うと。
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そういうところで出してきた今回の案だと思いますが、その社会情勢的な変化というものを当

然指定管理に、民間を活用してということは十分私も承知しておりますけれども、こういう状

況の中でなおかつ文化ホールの維持をしていく。住民の文化の拠点として文化ホールを位置付

けながら、やっていこうということがここに示されていますけれども、そういうことに関して

の、社会的な状況の変化というものに対しては、どういうふうにお考えですか。今の中に入っ

ていたと思うので質問します。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

多分ご質問は社会的状況というのが、施設も古くなっていて、大きな改修も必要になってく

るということだけでよろしいのかな、ちょっと、質問の意図が分かりづらいので、そこをもう

一度お願いしたいです。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     すみません。それではもう一回、わかりやすくですね。申し訳ないですね。私が、齊藤欽也

議員さんから、今の提案理由の中にですね、経済的、あるいは社会的な変化が、全くその提案

理由の中には入ってないなと感じている訳です。なので、もちろん、基本的な考え方は十分承

知ですが、その今置かれている現状に合わせて、今まで当局が提案されてきたものに対して、

どういうふうに思っているのかをお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

正確に希望に沿ったお答えかどうかわかりませんけれども。確かに、文化ホールは老朽化し

てきており、これから大きなお金がですね、このまま維持していかれることを前提にすれば、

大きなお金が必要になっていくということは十分承知はしています。それは、どんな施設でも

同じだろうと思います。例えば、現在指定管理をしているまほらの湯にしても、かじかの湯に

しても、施設という面では同様だろうと思っております。そして指定管理の、まあ契約条件は

ほとんどをまあ、どの指定管理の場合の契約も、ほぼ同様ですけれども、大きな施設改修等に

ついて、これは保有している町がしていくということであります。それは、今回の社団法人に

しようとも、それは何ら変わるところではないだろうと私は思っております。ですから、社会

状況の変化といった多分その辺のことだろうと思っておりますけれども、そのように感じます。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

じゃあ３つなのでこれで終わりますけど、ちょっと最後の質問はちょっとすみません。意思

が伝わってなかったみたいですが、終わります。 

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。 
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〇１１番議員（井上光三君） 

今、齊藤議員の理由の中でですね、理由の中にちょっとわからない部分が幾つかあったんで

すが。主なところはですね、齊藤議員が修正案を出したその主な理由というのは、社団法人が

関わる社員がですね、町の職員が関わっているからというのが一番の理由なのか。あるいは例

えばですね、文化ホールの指定管理先が社団法人はまずいのか。あるいは指定管理するそのも

のがまずいのかですね。それとも、今までの町の説明が十分でなかったからなのか。一番主な

ところは何でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     私の説明だと、ちょっとわかりませんでしたということだろうと思います。一番大きい点を

３つだけに絞ります。１つ目は社団法人が実際には町そのものではないかと。だからあえてす

る必要はあるのかと。そして２つ目が当局の説明の目的からして、目的あるいは目的としてい

るものが、実際に今回の直営方式でも、何ら変わるところがないのではないかということと、

それと、説明されている教育委員会の件が実はあって、これはあの正直、私は自分の一般質問

を１２日ですか、やっておりますけども、その後になっていろんなことが初めて分かったとい

うところが私の正直な気持ちです。要はこの検討も、本当に不十分でしかやれてこれてないと。

今の当局の説明だけでは十分な検討ができなかったし、そして新たな調査をしていく中で、い

ろんな事がらが起きてきたということで、調査あるいは審議すべきものが十分されて来ていな

いということであります。この３つ。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     その３つということなんですが、先程からの社団法人、指定する社団法人が町の職員は違法

か、合法かという話。先程ちょっとそんな話があったですよね。これは、合法なんですよ。違

法ではないですよね。心配しているのは、今回設置しようとする社団法人が、直轄とあまり変

わらないんじゃないかっていう、ご心配ですよね。これは別ものなんですよ。直轄ではない、

法人格をつくって、たまたま社員として町長、教育長の名前が挙がっているんで、そう考えら

れるかもしれない。これは解釈の違いでしょうけども、これは別ものですし、恐らくベテラン

の齊藤欽也議員ですから、社団法人がいかなるものかというようなことも調べたんでしょう。

私も調べました。どんな定款をつくるかも調べました。今回の町の説明の中の組織。私は設置

に当たってはこれは十分な説明だというふうに理解をしてるんですよ。設置した以降、またい

ろんなことを進めて行きますから、その中で今度は、段階的に議員は説明を受ければいいかな

と。今回のこの設置に関わる補正の件ですから、私はこれで十分だというふうに理解をしてる

んですが、もう一つですね、齊藤議員の説明の中で・・・、さっきメモしていたのがたくさん

あったのですが・・・。 

いずれにしましても、説明が十分でなかったということはないと思うんですが、もう一度そ

のそこのところをお伺いします。町の説明が不十分なのかどうかということですね。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 
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〇１０番議員（齊藤欽也君） 

その前に、先程の意見のようにおっしゃられたんで、そこの部分を先に言わせていただきます。

法人格について、町が別法人を作るということは可能だと私は承知しております、それ自体は。た

だ問題は、あくまでもその目的に、文化ホールの今まで町が直営でやってきたものを請け負うため

の法人というところが問題だということを指摘させていただいております。説明が不十分であると

いうことですけども、今、言った社団法人が問題になってきた一番大きな経緯ってのは、私も理由

の中で述べておりますけれども、町長、教育長がいわゆる社員であり、理事会のメンバーが課長た

ちであるという、この実態構成を見て疑問を持ったわけです。一般質問の中でも私は述べておりま

すけども、町長が３月に述べられた時、私はいわゆる町がある程度関わった形で、地域のそういっ

た諸団体なり、企業なりあるいは個人に呼びかけて、作っていくんだろうと思っておりましたけど

も出てきたものが、それとはまったく別のものが出てきたということでもって疑問に思い、そして

十分でないというのは、実は教育委員会で審議していまる訳ですよね、２回にわたって。で、私た

ちに示されたのは、組織図、こういう形で、こういう目的で、こういった社団を作っていきたいと

いうお話であって、それを検討してきたとういう委員会でですね。実はその今言った、なんで地域

団体というのが一番望ましいというような、客観的な評価を事務方がしておきながら、このような

形態を今回とってきたのか。その点についての説明を受けておりますですが、私たちの方が、そう

いう経緯を把握してなかったという、ことにもよるんだろうと思いますけれども、いろんな疑問が

あるという中で、議会としてこれをですね、そのまま今の段階で認めることはいかがなものかとい

うふうに思っております。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） 

３回いいましたっけ。私・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     いいえ、３回目です、これで。あと１回できます。 

〇１１番議員（井上光三君） 

あと１回できる訳ですね。わかりました。 

この指定管理するっていうのがですね、これも指定管理制度っていうのは他にも何件もあって、

これも議員全員が指定管理制度とはどんなことかっていうのも勉強してきましたから、あえて言う

必要はありませんけれども。文化ホールは指定管理に出すっていうのはこれもやっぱり、その必要

性、目的、効果とかある訳ですよね。それもおそらく皆さんが、指定管理に出した場合は、どうい

う効果があるんだろうという、それぞれが理解をしてると思うんですけれども、この文化ホールで

やっている事業というのは、やはり町民にですね、芸術とか文化を提供する町民住民サービスです

よね。それをですよね、例えば、先程ちょっとちらっと指定管理というのは民間のノウハウをとい

うな意見もありましたけれども、これは民間では、この町とか行政が提供する住民サービスという

のは、例えば医療、福祉であるとか、教育であるとかですね、儲け仕事ではないと言うことはよく

理解できますよね。それと同じように文化芸術もやっぱり、地方自治体が責任を持って、住民に提

供するということもあるんですよ。ですから、それのための指定管理というのはそれなりの法人格

に指定管理を出すっていうのが必要かなと思ってるんですが、その辺についてですね、、齊藤欽也議

員のお考えを伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     要は民間ノウハウの活用というのは、必ずしも民間業者に任せるということを、指す訳ではない

ということを多分、ご承知だろうと思います。法人、あるいは個人、団体でもいい訳ですけども、

法人例えば例にとった場合に、私が先程言ったように、町がある程度関与する形で、正直、町があ

る程度関与すべきであると思っております。これについて、どちらかといえばすべきだと思います。

ただし、そこは、地域のそういったノウハウを持った団体なり法人なり企業なりあるいは個人を含

めて、より大きな形で、大きなというか幅広い形で法人を設置する。それが最も望ましい方法だと

思っております。そして、今回言ってるのは、その今回つくられた法人が文字どおり行政の一部で

あるという形で、形式的にですよ、実態的にはそういう形になっておるということであれば、あえ

てそれをする必要性がどこにあるのか、ということを提案してる訳です。 

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） 

     ３回終わりましたので、終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、修正案の質疑を終わります。 

齊藤欽也君、自席にお戻りください。 

〇議長（秋山貢君） 

     これから、議案第６４号平成２８年度富士川町一般会計補正予算第４号の修正案の討論を行いま

す。 

討論はありませんか。 

まず、修正案に反対者の発言を許します。 

１４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

 修正案に反対の面で討論をさせていただきます。私は文化ホールの指定管理には、そもそも反対

であります。しかしながら、費用の問題、建物の老朽化などいろんな問題が、今、発生しておりま

す。やはり維持していくことは大変難しくなってるということは、事実であろうと思っております。

文化ホール事業というものは、町民の皆さまが芸術文化に親しみ、豊かな人間性を養い、本物の芸

術文化に触れることができ、大きく成長できる場を町民の皆様に提供するところであると思います。

この事業は、予算だけの問題で決めることができるのか、ということだと思います。平成２７年の

３月に一般質問で、監査委員からも指摘を受けた文化ホールの事業について、議員からもを早急に

指定管理を導入するよう意見が出されました。そのときの教育長の答弁では、１年をかけて管理運

営には、何が一番よいかを判断したい、とのことでした。その答えが、今回の町を主体とした法人

を設立するということになったと理解をしております。施設整備の老朽化を考えると、一般的な営
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利目的の指定管理ではなじまないと思っております。苦肉の策のようにも、見えるところもござい

ますが、今回説明のあった法人の採用により、人件費の節約ができ、指定管理者と密接な連携を図

かると言うことはとても大事なことでございます。法人設立の定数や具体的組織体制も示されない、

必要性、目的が納得いかないとの反対理由があるようでございますが、予算が通らない段階で示せ

ば、また議会軽視というような、言葉も出ているのが現状でございます。仕方がないことだと思っ

ておりますし、これから決めていくことであって、十分間に合うものだと思います。そのために、

これはあえて９月の議会に提案されたんだと、私は理解をしております。まず、我々議員は文化ホー

ルをなくして良いかということをまず考えていただきたい。町が主体となった法人の設立には、賛

成でありますので、修正動議は反対をいたします。 

以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

次に修正案に賛成者の発言を許します。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

減額修正案に賛成する意見を述べさせていただきます。３項目あります。まず、手続が不備    

不十分で町民と議会を軽視して、経緯と説明が適正ではない。１点目。教育委員会では何度、厳正

に審議が行われましたか。慎重な検討がなされるべきですが、議事録の公開による、町民も理解し

て参加する合意形成を得るための手順が適正に行われるべきです。２点目は、安易な設立案の説明

です。例えば、経営戦略や事業計画、もちろん素案でよろしい訳です。提案なくして、いかなる法

人の設立もあり得ません。現在の構想段階で用意する訳ですが、法人設立案の骨格、あるいは現在

の資産や負債、損益についても情報をあらかじめ開示して、任務的な責任を果たすべきです。議会

の承認後に検討するとは、議案としての要件を欠いております。 

大きい２項目ですね。次に内容面です。経営責任と運営について、検討されずに公共コントロー

ル、統治力とか統制と言えますが解決はできているのか。１点目、町長が財政的援助をできると。

一方、法人の社員として支援をもらえる関係にあり、法人は首長からの独立性がないと言えます。

町が１００％単独出資する訳で、財政面で依存する外郭団体は、適法、的確性がありません。安易

に出資１００万円を設立しても、追加で、出資要請される事態も見え透いています。２点です。法

人の定款による、経営の公正中立性について検討が不十分です。設立準備協議会などにおいて定款

による関係者の役割、責任と義務、報酬や制裁、監視、職員の身分保障などについて、あらかじめ

骨格や素案を検討するべきです。 

大きい３項目ですね。現況を経営改革する努力が不十分であり、町民参加によりともに改革に取

り組むべきです。現在運営費用を８割方、一般財源に、会計に負っております。収益構造をいかに

改善できるか。施設管理は町に従来どおり依存する体制であり、次世代に負担を軽減して、よりよ

い資産を継続するためには、多面的に検討すべきです。公益企業サービスの社会教育的な費用対効

果について、町民とも実情と役割とさらには負担について、理解を深めるべきと思います。 

以上をまとめますと、町民にどれほど利益があり負担も発生するのか、不明な点が多過ぎて、町

民は蚊帳の外です。町内外の有識者が参加する設立準備協議会などにおいて、十分検討を重ねられ

ないのでしょうか。大型施設の運営方法について、提案コンペを公募して、官民連携の検討を目指

すべきです。町は一般社団法人を設立するであれば、条例の制定を検討するべきです。以上のよう

に、削減案に賛成いたします。 



 １２５

〇議長（秋山貢君） 

次に修正案に反対者の発言を許します。 

１３番 小林進君。 

〇１３番議員（小林進君） 

修正案に反対の意見を述べさせていただきます。限られた財源の中で、効果的な事業を展開する、

継続的に行なっていくためには、経費の節約を図っていく必要があるため、指定管理者制度の導入

をしたいとの説明が町からありました。ますほ文化ホールは、今後も町民ニーズに合った舞台芸術

を取り入れるなど、住民参加型の公共ホールとしての役割を担っていく公共文化施設であります。

しかし、施設整備の老朽化により、先般発生した空調設備の突発的な故障など、今後の修理や修繕

等に多くの経費が必要となることや、改善期間中の休館や事業の実施時期の調整など、町と指定管

理者の間で緊密な連携や調整が必要であると想定されます。今後も、これまでと同様な運営を継続

していくためには、事業の質を落とさず、ますほ文化ホールにかかわる全体の経費の節減を図って

いく必要があります。こうした課題を解決していくためには、町が説明した法人採用により、人件

費の削減が図かられることや、町が関与することで長期にわたり安定した運営が可能となることか

ら、 町が主体となった法人を設立することが必要であるため、修正動議に反対をいたします。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、修正案に賛成者の発言を許します。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君）  

 修正案に賛成で、原案に反対の討論を行いたいと思います。原案賛成者のお話も３人ありました

けれども、ほとんど、私も同じ気持ちです。町民のニーズに合わせた、文化芸術を町民に本物を見

てもらう。小林議員のおっしゃったとおりであります。経費節減についても同じであります。しか

し、それは今の形とどう違うんだということを、まず述べまして、私の反対する、原案に反対する

一番の最大のことはですね、あの定款が作成されてないと。組織図はわかりました。組織図がわか

りましたけども定款が作成されてない。１年間掛って検討をして、現在も文化ホールの運営基準と

いうものがあると思うんですよね。それをそのまま定款へ載せればいいと思うんですけど、定款が

作成されていない。そうすると、議員として私どもが検討するときに、住民のニーズに合わせた、

文化芸術、本物を見せるために文化講演を行うと。それと同時に、玄関脇には喫茶店もありますか

ら、飲食の経営も入ってくると思うし、それからもっと広げれば、飲食をやるんであれば中へコン

ビニを造ろうかと。修繕は社員たちでやろうかと。そうであると土木建築も入ってくるかも知れな

い。定款を書いて公証人役場で認められれば、どんな事業でもできるんです。 

議員は定款を見て、これは町民の文化芸術のために必要なんだということが分かって初めて、手

を挙げたり下ろしたりできるんです。今検討材料がないんです。定款を１年掛って作れないなんて

ことはないと思います。まず、これが最大の理由。定款を出すにはその目的ですね、事業目的。ど

んな事業をする法人かがわからない。今まで皆さんがおっしゃったようなことであれば、町がこの

ままやっていけば、何ら変わることはないじゃないかというふうに感じました。 

それから齊藤議員がおっしゃった、補助金の提供者と受け取る者が、同一人となると。これは私

も、利益相反行為、あるいは利益背反行為と言いますけども、それに当たるんじゃないかと。「ちょっ

と金が足りないから、補助金を足してくれ。」と。受ける人と出す人が同じですからね。この心配が
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あります。例えばですね、税理士とか、議長もお持ちのの土地家屋調査士とか、そういう「士」で

すね、士の業界では双方代理は禁止されております。双方の代理、同じ人が同じ人に対して真ん中

に立つということは、禁止されていると思います。それと同じような意味があるんですよね。これ

から契約を交わしていくのに、指定管理を受けますよという人と、指定管理に出しますよという人

が同じ人なんですよ。そうすると自己取引じゃないかという法的な心配もあります。 

それから一般質問の中で、町長が、答弁の中に社員は、発起人みたいなもだという発言がありま

したけど、これはちょっと勘違いだと思います。社員は株式会社で言えば、取締役、あるいは社長、

あるいは専務、議決権がある訳です。理事にも議決権があります。ですから発起人と全く違う責任

がある。それで逆に、法人の理事、社員にはいわゆる何かあった場合の弁償義務も負うことになり

ます。そういう心配があります。それと後ですね、管理経験者の後継を育成しなきゃならんという

問題が考えられると思いますけど、これは私も必要は認めております。だけどなぜ、今になって急

ぐのかと。２年前、３年前からわかっていることじゃないかと、いうことを考えなけれなりません。

全く、井上議員、市川議員がおっしゃったように確かに一般社団法人は別法人格の別人です。そう

すると別人へ役場の若い職員を教育しようと思って送り込むと、役場を退職して向こうへいくのか

と。公共団体であれば、派遣とか出向とかということができますけれども、一般社団法人に出向派

遣ができるのかと。私は法律を勉強してきた訳じゃないから、そういう心配もあります。要は、最

初に言いましたように定款が示されていないんで、どんな事業、どんなことをやるのかがわからな

い。地方公務員は、前にもいましたけど、質疑の中でも言いましたけども、職務に専念しなさいと

いう。３０条でしたかね、書かれておりますんで、役場の仕事をしないんなら、一般社団法人へい

くのは出向派遣と言えなければ、職務に専念しない訳ですから、やっぱり退職しなきゃいけないん

じゃないかというふうにも感じて、ちょっと心配をしております。 

議員各位は組織図と設立準備金以外、何も知らされていない中で原案賛成ということは本来出来

ないはずだと私も思いますんで、全く反対ではありませんけれども、ぜひ、１２月に再提出してい

ただくように、原案反対、修正案に賛成とさせていただきます。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、修正案に反対者の発言を許します。 

     （ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６４号平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）の修正案の討論

を終わります。 

これから、議案第６４号の修正案を採決します。 

お諮りします。 

本修正案に、賛成の方は起立願います。 

（賛成４：反対１０） 

起立少数です。 

したがって、議案第６４号平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）に対する修正案は

否決されました。 

ご着席ください。 

これから、議案第６４号平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）の原案の討論を行い
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ます。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第６４号平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第４号）の原案の討論を終

わります。 

次に、議案第６４号の原案を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成１０：反対４） 

起立多数です。 

したがって、議案第６４号については、原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時３１分 

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

再開 午後 ２時３７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて議事を再開します。 

   日程第 ９ 議案第６５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２号）につい 

                て 

日程第１０ 議案第６６号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１１ 議案第６７号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい 

             て 

日程第１２ 議案第６８号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１３ 議案第６９号 平成２８年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

について 

日程第１４ 議案第７０号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

以上の６議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第６５号から第７０号までの討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６５号から第７０号までの討論を終わります。 

これから、議案第６５号から議案第７０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６５号から議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（秋山貢君） 

日程第１５ 議案第７１号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

これから、議案第７１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７１号の討論を終わります。 

これから、日程第１５ 議案第７１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７１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１６ 議案第７２号 平成２７年度富士川町水道事業会計剰余金の処分について 

を議題とします。 

これから、議案第７２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７２号の討論を終わります。 

これから、日程第１６ 議案第７２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７２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１７ 認定第２号 平成２７年度富士川町一般会計および各特別会計歳入歳出決算認定につい 

  て 

日程第１８ 認定第３号 平成２７年度富士川町水道事業会計決算認定について 

平成２７年度の決算認定につきましては、去る９月９日の本会議で、決算特別委員会に付託しま

したので、委員長に審査の報告を求めます。 

９番 市川敦子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

           ―――― 委員会審査報告の朗読 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 
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     以上で、委員長の報告が終わりました。 

市川委員長、その場でしばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号及び第３号については質疑と討論を省略します。 

市川委員長、自席にお戻りください。 

これから、日程第１７ 認定第２号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号は原案のとおり、認定することに決定しました。 

これから、日程第１８ 認定第３号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長の報告のとおり、認定とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１９ 意見書案第１号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見 

書提出について 

を議題とします。 

意見書案第１号の提出者に説明を求めます。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

          ―――― 意 見 書 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

鮫田委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第１号に対する質疑を終わります。 

鮫田委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 



 １３０

これから、意見書案第１号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第１号の討論を終わります。 

これから、日程第１９ 意見書案第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２０ 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２１ 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２２ 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。 

各常任委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

平成２７年度の決算認定案など、重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会できま

すことを厚くお礼申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、質疑、答弁、決算特別委員会、

各常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 

これから、各種行事が催される時期となります。何かとご多忙のことと存じますが、健康に

は十分留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成

２８年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時５３分 

 

 

 


