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令和２年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度富士川町 

一般会計補正予算(第９号))  

日程第 ５ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ８ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第 ９ 議案第 ６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１０ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１１ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１７ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に 

関する条例について 

日程第１９ 議案第１６号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第２０ 議案第１７号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

(第４号) 

日程第２１ 議案第１８号 令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算  

(第２号) 
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日程第２２ 議案第１９号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号) 

日程第２３ 議案第２０号 令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２４ 議案第２１号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議案第２２号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２３号 令和元年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２７ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算 

日程第２８ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３１ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３３ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３８ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第３９ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４２ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４３ 議案第４０号 リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）請負変更契約の締 

結について 

日程第４４ 議案第４１号  峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第４５ 山梨西部広域環境組合議会議員の選挙について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

    １３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

３ 欠席議員 

          

  な し 

 

４ 会議録署名議員 

 

７番  成 田  守       ８番  小 林 有紀子 

       

 

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学  副 町 長 齋 藤  靖 

教 育 長 野 中 正 人  政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史  

財 務 課 長  秋 山  忠  管 財 課 長 樋 口 一 也  

税 務 課 長  遠 藤 悦 美  防 災 交 通 課 長 長 澤  康  

町 民 生 活 課 長  中 込 裕 子  福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美    

子育て支援課長  佐 藤 洋 子  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀    

都 市 整 備 課 長  河 原 恵 一  土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   

上 下 水 道 課 長  原 田 和 佳  教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司    

生 涯 学 習 課 長  深 澤 千 秋 

 

 

６ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長  早 川 竜 一 

書    記  依 田 文 哉 

 

 

 



4 

 

開会 午前１０時００分 

〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。 

着席願います。 

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

〇議長（井上光三君） 

富士川町告示第４号をもって招集されました、令和２年第１回富士川町議会定例会に、 

議員並びに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただき、誠にありがとうござ

います。 

ただいまの出席議員は１４名であります。 

定足数に達しておりますので、これより令和２年第１回富士川町議会定例会を開会します。 

なお、本日は町長の所信表明などを、富士川ＣＡＴＶにおいて録画放送するため、議場内

にカメラを設置し撮影いたしますので、ご了承願います。 

これから、本日の会議を開きます。 

第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

甲府地方気象台は、先月２６日、甲府市の昨年１２月から先月２６日までの平均気温は、

６.２度で、１８９５年の統計開始以来、この時期で最も高かったと発表しました。気象庁が

冬として定義する１２月から２月のこれまでの最高値を上回り、記録的な暖冬が裏付けられ

ました。冬として定義する、１２月から２月のこれまでの最高値を上回り、記録的な暖冬が

裏付けられました。 

こうした中、さくらの開花予想も平年より１週間ほど早いとされ、「日本さくら名所１００

選」の地である大法師公園も、間もなく多くの花見客で賑わう時期を迎えます。 

昨年１２月に中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症は、武漢市を中心に

大規模な流行となり、日本をはじめ世界各地から感染の報告が相次ぎ、世界保健機構(ＷＨＯ)

は、先月２８日、世界的流行を認定しました。 

こうした中、安倍総理は全国的な蔓延と問題の深刻化を食い止めるには、特別な措置が必

要だと判断し、「多数の方が集まる全国的なスポーツや文化イベントについて、今後２週間は

中止や延期、規模の縮小」、また「万が一にも、学校での子どもの集団感染を起こしてはなら

ないとして、全国の小中学校、高校、特別支援学校を、３月２日から春休みまで臨時休校」

とすることについて、国民に理解を要請しました。 

また、休業する保護者の所得減少対策として、新たな助成金の創設を表明しました。 

一方、山梨県内においては現段階で感染報告はありませんが、長崎知事は、患者や感染者

の濃厚接触者となり、休業を余儀なくされた労働者に対する助成金制度を創設し、１日４千

円を支給すると発表しました。本町においても、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

今月８日に予定しておりました「町制施行１０周年記念式典の延期」、「小中学校の休業」、「各

種イベントの中止」など、さまざまな影響が出ておりますが、１日も早い収束を願うところ

であります。 

さて、議会では議会基本条例のもと、議会改革を進めているところであり、今年度は一般
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質問の録画放送を実施しました。明年度は、広く英知を結集して活動するため、町内外から

自主的な協力者を募る「議会サポーターの設置」を行うこととし、現在その準備を進めてい

るところであります。 

今後も、議員個々の向上も含め、更なる議会活性化に向けた取り組みと、その役割を十分

発揮できるよう努めていかなければならないと考えております。 

今定例会は、条例改正や令和元年度補正予算、令和２年度予算などについて審議をお願い

することになります 

なお、令和２年度予算の審議につきましては予算特別委員会を設置し、分科会方式で審議

し、その後、全体会で討論することを予定しております。 

議員各位におかれましては、健康に十分ご留意され、活発な論議をお願い申し上げあいさ

つといたします。 

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

〇議長（井上光三君） 

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条の規定により７番成田守君及び８番小林有紀子さ

んを指名します。 

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

〇議長（井上光三君） 

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１８日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと、認めます。 

したがって、会期は本日から２３日までの１８日間と決定いたしました。 

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

〇議長（井上光三君） 

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、及び監査委員の出納

検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。このほか議員各位には、各種

行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 

なお、会計管理者 内田一志君についきましては、本日６日、９日の２日間、欠席する旨

の届出がありましたので、ご了承願います。 

本日は提案説明に留め、質疑につきましては１０日の本会議で、議事日程により審議をお

願いします。 

また、報道機関から会期中を通し、議場内での撮影の申し出がありましたので、これを許

可します。 
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以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許可します。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     おはようございます。 

本日ここに、令和２年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

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

御礼を申し上げます。 

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

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

議員各位、並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

はじめに、現在、世界中での流行により、感染拡大が懸念されております新型コロナウイ

ルス対策についてであります。昨年１２月、中国・武漢市で新型コロナウイルス感染症の発

生が報告されて以来、日本国内はもとより、世界各地から感染の報告が続いています。 

国では、これまで水際での対策を講じてきましたが、現時点では、国内の複数地域で感染

経路が明らかではない患者が散発的に発生している状況であり、２月２５日「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本方針」を発表し、この中で「まさに今が、今後の国内での健康被害

を最小限に抑える上で、極めて重要な時期」と位置づけ、「イベント等の開催について、感染

拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討す

るよう」、全国の自治体へ要請しました。 

町では、国の要請に先立ち、２月２１日に新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し、

感染拡大防止の観点から、会場等の状況を踏まえ、開催の必要性を検討することや、開催に

あたっては感染機会を減らす工夫を講じるなど、感染拡大防止に向けた準備を始めたところ

であります。 

そして、国からの要請を受けた２月２６日に、３回目の新型コロナウイルス感染症対策会

議を開催し、「概ね３０人以上が、同じ室内で行動することを避け、中止・延期を判断するこ

と」、「現時点で延期できるものは、コロナウイルスが終息するまで延期すること」、「時期で

開催する必要があるものは、制限を加えて開催すること」の３項目を町の方針として決定し

たところであります。 

その結果、３月８日に開催を予定しておりました町制施行１０周年記念式典の延期を決定

するとともに、３月から４月に開催するイベントや会議等について、延期・中止・規模縮小

など、感染拡大防止の対策を講じたところであります。 

また、２月２７日には異例の対応として、安倍首相から、全国の小中学校・高等学校等に

ついて、春休みまでの期間、臨時休業するよう要請がありました。これを受け、山梨県にお

いては長崎知事の表明、また、県教育委員会からの通知を受け、町といたしましても、子ど

もたちの健康・安全を第一に考え、３月３日午後から春休みの前日まで、町内の小中学校を

臨時休業することとしたところであります。 
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現時点では、終息の兆しは見えないところではありますが、町としましては、国や県から

の情報をもとに、今後も、感染拡大防止に躊躇なく対応して参りたいと考えております。 

さて、昨年は３０年余り続いた平成の時代が幕を閉じ、５月１日に新天皇陛下がご即位さ

れ、新元号「令和」の時代が輝かしく幕を開けました。 

その一方で災害が多く発生し、２月に北海道胆振東部地震、８月には九州北部豪雨、９月

から１０月にかけて台風が首都圏を直撃し、台風１９号は山梨県を含む１２都県に大雨特別

警報が発令され、堤防の決壊など甚大な被害が発生いたしました。被害に遭われた皆様に、

改めて御見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。 

本町では、４月に富士川町として初めて副町長を設置し、７大事業をはじめとする行政課

題に積極的に取り組んで参りました。 

リニア中央新幹線の建設に伴う公共施設の移転では、ますほ児童センターを「富士川町児

童センター」として、また、利根川スポーツ公園は「富士川いきいきスポーツ公園」として、

４月にオープンすることができました。 

また、本年４月からは、第３保育所と第４保育所を統合し、第４保育所を活用して、新た

な「中央保育所」としてオープンすることとしております。 

スポーツ関係では、県体育祭りの町村の部におきまして富士川町として１０年連続の総合

優勝を果たすなど「スポーツで 健康づくり 町づくり」を町内外に示したところであります。 

また、友好交流都市につきましては、これまで町民の皆様に交流先の都市について提案募

集を行い、その後、友好交流都市選考委員会の審議を経て、茨城県大洗町を友好交流自治体

として決定いたしました。２月２７日には、大洗町役場におきまして、友好都市協定の締結

と併せて、災害対策支援協力に関する覚書を交わしたところであります。 

今後は、大洗町との交流を促進し、交流人口の増加や産業・観光の振興、教育、文化、ス

ポーツなど、幅広い交流を進めて参りたいと考えております。 

それでは、今定例会に提出いたしました、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、令和２年度当初予算についてであります。 

予算編成にあたっては、徹底した行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理統合に

よる行政の効率化を図るとともに、事業の妥当性、効率性、公平性など、事業全般を精査し、

行政の継続性、緊急的な課題への対応など柔軟に予算編成をしたところであります。 

その結果、令和２年度の一般会計当初予算は９０億１千４百万円余となり、前年比では７．

２％の増額予算であります。 

当初予算の増額要因としては、新庁舎建設に伴う実施設計業務に１億９百万円余、整備に

伴う用地費や補償費等として１億４百万円余を、シビックコア事業用地等を、土地開発基金

から買戻しするための費用として３億９千３百万円余、学校給食センターに関わる経費では、

建設事業として６億２千万円余、給食調理業務委託、調理用備品の購入として８千万円余を、

また明年度から学校給食費を一般会計で行うことから、給食材料費として７千万円余を計上

しております。 

このほか、国の合同庁舎との合築による町立図書館建設負担金として１億９千３百万円余、
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増穂小学校外壁塗装改修事業として７千６百万円余の計上などが、主な増額の要因となって

おります。 

また、減額した主な事業としては、峡南医療センター企業団への貸付金は、前年度から５

千万円、ますほ児童センター、鰍沢分庁舎の解体費が１億２千万円余、公債費の６千３百万

円余などが減額となっております。 

当初予算案の詳細につきましては、後程、提案理由で述べさせていただきます。 

次に、役場新庁舎整備についてであります。 

役場新庁舎の整備につきましては、これまでに、新庁舎建設町民懇話会や町民説明会を開

催し、併せて、事業地となる民地の土地譲渡に地権者の同意をいただく中、先般、新庁舎建

設基本設計が完了したところであります。 

建物につきましては、執務環境整備基本設計を基に、必要な機能は維持しながら経費の縮

減を図るために、可能な限り規模の圧縮を行いました。基本設計の概要は、鉄筋コンクリー

ト造３階建て、地下に集中書庫を設け、延床面積約４，８００㎡とし、駐車場や緑地帯など

の外構を含めた整備を行うものであります。 

庁舎建設の概算額につきましては、庁舎本体の建築主体工事、機械設備工事、電気設備工

事に約１９億５千万円、造成・外構・植栽や省エネ等、環境対策等の工事に約５億３千万円、

合わせて約２４億８千万円と算定したところであります。 

また、庁舎建設に伴う周辺整備といたしまして、町道最勝寺１号線の拡幅改良工事を併せ

て行っていくこととしております。 

事業スケジュールといたしましては、令和２年度に庁舎と道路改良の実施設計を行い、令

和３年度の前半から令和４年度にかけ、継続事業として建設工事を実施します。引っ越しに

ついては、庁舎完成後の令和４年から５年の年末年始に行い、令和５年１月にプレオープン、

その後、現庁舎の解体・外構・周辺整備を行い、令和５年末にはグランドオープンすること

とし、合併推進債の期限となる令和６年度末までに事業を終了させたいと考えております。 

こうしたことから、令和２年度当初予算に建設に関する実施設計業務委託費、建設地にか

かる民地の用地取得費と物件補償費、道路改良に係る実施設計費など、関連する事業費を本

定例会に計上したところであります。 

新庁舎整備事業を進めるにあたっては、町民の皆様にとって親しみのある、利便性の高い

庁舎を念頭に、環境に配慮した機能、防災拠点の機能を備えつつ、華美とならない庁舎とし

て参ります。 

次に、リニア中央新幹線についてであります。 

リニア中央新幹線建設工事につきましては、本町を通過する約１３ｋｍのうち、仙洞田地

内から早川町までの第四南巨摩トンネル新設（東工区）工事約６ｋｍ、保守基地連絡坑、保

守基地及び変電所用地造成工事などについて、ＪＲ東海と大林組・鴻池組共同企業体が令和

元年１２月１８日に契約を締結したところであります。こうしたことから、本年１月には、

工事車両が通行する髙下・小室・畔沢・馬門地区の４地区の役員さんを対象に、意見交換会

を開催し、工事概要、工事車両通行ルート及び安全対策など、ＪＲ東海の計画を説明したと

ころであります。 
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今後は本年４月以降に、工事車両通行ルートの沿線住民の皆様を対象に、共同企業体の施

工計画など、より具体的な内容の説明会を開催する予定であります。町のリニア側道整備事

業の側道用地については、用地の取得方法や建物等の補償方法について、ＪＲ東海及び山梨

県リニア用地事務所と協議が固まったところから、個別に用地説明を一緒に進めております。 

こうした中、リニア補償と側道補償を別々に進めている土地所有者は、既にＪＲ東海と契

約済みとなっていることから、用地取得の進捗を合わせるため、今定例会の補正予算及び、

令和２年度当初予算に所要の経費を計上しております。 

また、県内の明かり区間における高架橋ほか、新設工事については、３月４日に本町の利

根川公園内の工事区間の受注者が決定されたところであります。受注者は、名工建設㈱と㈱

早野組共同企業体で、工期は３月５日から令和５年９月末であります。 

今後は、公園内を工事ヤードとして工事が行われますが、工事着手前に、地元の皆様や工

事車両通行ルートの沿線住民の皆様を対象に、共同企業体の施工計画など、より具体的な内

容の説明会を開催する予定であります。 

次に、町立図書館についてであります。 

町立図書館につきましては、国が整備を進める富士川地方合同庁舎の設計業務に合わせ、

町立図書館の平面計画及び運営方針について協議を進めて参りましたが、昨年１２月２４日

に、富士川町シビックコア地区整備推進連絡協議会が開催され、富士川地方合同庁舎の整備

概要の説明と最終の意見調整が行われたところであります。 

国では、本年１月に実施設計業務が完成し、現在、令和２年第３四半期の工事着手に向け

た諸手続きを進めており、建設工事に要する経費についても町負担分が示されたことから、

今定例会の令和２年度当初予算に、富士川地方合同庁舎の建設負担金の継続費設定及び、本

年度の負担額を計上しております。 

次に、学校給食センターについてであります。 

学校給食センターの建設につきまして、昨年９月２６日に起工式を行い、各種工事が予定

通り進捗し、明年度２学期稼働に向けた整備が進められております。 

また、学校給食費公会計化につきましては、各学校を通じて保護者に周知し、令和２年度

当初から移行できるよう準備を進めているところであります。 

さらに、給食センターでの調理業務委託につきましては、業者選定を行うプロポーザル選

定審査委員を委嘱し、現在、参加資格要件を満たした３社が参加を表明しております。 

今後は、各業者から出された提案書を基に審査を行い、明年度当初には委託業者を決定し

て参りたいと考えております。 

次に、富士川いきいきスポーツ公園についてであります。 

富士川いきいきスポーツ公園につきましては、昨年４月に一部供用を開始するとともに、

本年度は管理棟の建設工事のほか、公園内への水道管及び電線管布設工事を実施したところ

であります。国の補正予算も確保できたことから、明年度につきましては、陸上競技場周り

の芝生整備のほか、駐車場整備を進める予定であり、今定例会に補正予算と当初予算をお願

いしているところであります。 

次に、土地開発基金条例の一部を改正する条例についてであります。 
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土地開発基金につきましては、公共に供する土地を、あらかじめ取得することによって、

事業の円滑な執行を図る目的で、旧町時代から設置されてきたものであります。 

昨年の１２月１日現在における基金の内訳としましては、現金が２億８千万円余、土地が

８７筆で、２万４千５百㎡余で、この土地価格として５億９千２百万円余であり、基金総額

は８億７千３百万円余であります。この改正理由といたしましては、昨今の社会状況や経済

状況の変化に応じて、土地の有効、かつ効果的な活用と、健全な行財政運営を維持していく

ために、土地開発基金の見直しを図るものであります。 

改正内容につきましては、基金の土地となっている国の合同庁舎建設地のシビックコア事

業用地、役場本庁舎東側駐車場用地、鰍沢白子地区用地、第４保育所駐車場用地などの事業

地になっている４８筆を普通財産に所管替えするために、基金の額を減額するものでありま

す。改正後は、現金が２億８千万円余、土地が３９筆で９千３百㎡余、土地価格として１億

９千９百万円余となり、基金総額を４億８千万円といたしたく、今定例会に土地開発基金条

例の一部を改正する条例案を提出するものであります。 

また、本条例案の改正後には、当該基金所有の土地を一般会計で買い戻す費用と、当該基

金所有の土地代金である基金財産を一般会計に繰り入れる費用について、令和２年度の当初

予算に計上いたしております。 

次に、小中学校 校内通信ネットワーク整備についてであります。 

国では、全学年の児童生徒が１人１台の学習用端末を持ち、十分に活用できる環境を一体

的に整備する「GIGA スクール構想」を立上げ、校内通信ネットワーク整備に必要な財源につ

いて、令和元年度の補正予算に計上したところであります。 

さらに、令和２年度から令和５年度にかけて児童生徒１人１台の学習用端末整備事業を展

開するため、現在行っている教育の ICT 化に向けた環境整備５か年計画での児童生徒３人に

１台の端末整備に加え、新たな整備事業として、児童生徒３人に２台の端末整備を推進して

いくこととなりました。こうしたことから、町内小中学校に校内通信ネットワークの整備と、

学習用端末の保管、及び充電設備を設置するため、今定例会の補正予算に所要の経費を計上

しております。 

なお、本町では、令和５年度までには１人１台の学習用端末整備を行っていく考えでおり

ます。 

次に、ひとり親家庭「高等学校入進学祝金」の増額についてであります。 

本祝金は、ひとり親家庭で、特に経済的に厳しい世帯を対象に、高等学校入進学時の費用

負担軽減を図ることを趣旨として支給しているものであります。昨今、入進学費用の負担が

大きくなる中、町の外部評価委員から、増額について検討すべきとの御意見をいただいたこ

とから、本年度から教科書等に相当する費用として、これまでの 1 万円から 2 万円に増額す

ることとし、今定例会の補正予算に所要の経費を計上しております。 

次に、第２次富士川町学校規模適正化基本方針についてであります。 

町教育委員会では、町内小中学校における児童生徒の減少に伴い、教育環境への様々な影

響が懸念されることから、今後の町内小中学校の適正な規模や、配置の指針となる「第２次

富士川町学校規模適正化基本方針」を策定いたしました。 
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この基本方針の主な内容は、３つの小学校につきましては、地域性や通学距離・時間など

を考慮して、継続配置することとしております。一方、中学校につきましては、生徒が多様

な人間関係を築きながら、協調性や社会性を育む機会を確保できる教育環境が必要であるこ

とから、増穂中学校と鰍沢中学校を統合し、両校の歴史や伝統を併せ持つ、新たな中学校を

設置することとしております。 

町といたしましては、中学校の統合の時期や、新たな学校の位置などについて、今後、生

徒数の推移や通学距離及び通学時間などを考慮しながら、計画的に統合を進めて参りたいと

考えております。 

次に、大法師公園便益施設等設置事業(P-PFI)による今後の整備方針についてであります。 

大法師公園は、甲府盆地や富士山が眺望できる小高い丘に位置し、観光資源として魅力あ

る公園ではありますが、「大法師さくら祭り」期間中以外は、あまり利用されていないのが現

状であります。こうしたことから、大法師公園を利用者等で賑わいのある場所にするために、

公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生じる収益を活用し、そ

の周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置

管理制度」(P-PFI)を県内で初めて活用し、新たな公園施設の設置及び管理運営を行う民間事

業者の公募を行った結果、ジット株式会社１社から応募があったところであります。 

本年１月３０日には、公募者選定委員会による公募設置等計画書の審査を行い、各種の特

筆すべき提案や、大法師公園を、年間を通して魅力ある公園にし、賑わいを呼び込み、富士

川町を元気にしたいという熱意を大きく評価し、ジット株式会社を公募設置等予定者として

選定したところであります。 

今後は、３月下旬までに、提出された公募設置等計画書を認定するための事務手続きを行

い、計画書認定後、公園管理者と事業者が相互に協力し、事業が円滑に推進し、かつ確実に

実施するために、官民の役割分担や義務に関すること、整備に係る費用負担等について、認

定計画書に基づき協議を進めて参りたいと考えております。 

次に、（仮称）歴史資料館の整備についてであります。 

富士川舟運をはじめ、本町の歴史や文化についての資料を収集するとともに、その散逸を

防ぎ、未来への遺産として後世に引き継ぐ重要性から、その収集・保存などと併せて整備場

所について検討して参りました。こうしたことから、公共施設等総合管理計画に基づき、富

士川舟運や富士川流域の貴重な歴史、文化遺産などの展示活用が可能な町有等の施設を総合

的に検討した結果、交流センター・塩の華を、地域交流スペースを備えた歴史資料館として

活用していくことと致しました。 

今後は、地元中部区の皆様の御理解をいただくとともに、塩の華を管理運営する㈱富士川

との協議を進め、令和 3 年度中の改装オープンを目指して資料館整備を進めて参りたいと考

えております。 

次に、十谷大型バス駐車場整備についてであります。 

十谷地域の大柳川渓谷は、本町を代表する貴重な観光資源のひとつであり、新緑や紅葉の

シーズンには、毎年多くの観光客が自家用車や大型バスで訪れていただいております。 

しかし、十谷地区には大型バスが停められる駐車場がなく、乗客を降ろした後、塩の華の
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駐車場で待機をしていただき、散策終了後に迎えに行く方法をとっております。こうしたこ

とから、大型バス駐車場は十谷地域・大柳川渓谷に欠かせないものであり、地元からの要望

もあることから、平成３０年度に駐車場整備に向けた調査を行い、本年度設計業務を行った

ところであります。駐車場整備にあたっては、用地の確保等が必要なことから、令和２年度

当初予算に、用地取得と建物等の補償を行うための所要の経費を計上しております。 

次に、コミュニティバスの延伸についてであります。 

本町のコミュニティバスにつきましては、平成１８年４月から、ＪＲ市川大門駅と県立増

穂商業高等学校とを結ぶ運行を開始し、さらに、平成２５年４月にはＪＲ鰍沢口駅まで区間

を延伸し、これまで、ＪＲ身延線を利用しての通学者や通勤者の利便性の向上を図って参り

ました。 

こうした中、峡西南地域の県立高等学校の再編に伴い、本年４月から新たに市川三郷町に

「山梨県立青洲高等学校」が開校となります。 

新設される青洲高校には、本町からも通学する生徒が見込まれることから、市川三郷町と

協議をする中で、昨年、両町の地域公共交通会議おいて、ＪＲ市川大門駅から青洲高校前ま

での区間延伸を決定し、関東運輸局山梨支局へ認可申請を行い、開校に合わせて運行するこ

ととしております。 

また、区間の延伸に伴い、青洲高校前と市川三郷町下大鳥居地内に、新たに停留所を設け、

沿線の方々の利便性の向上を図ることとし、令和２年度当初予算に区間延伸を含めた所要の

経費を計上しております。 

最後に、自治会活動保険についてであります。 

自治会活動保険とは、区で主催する行事の際、参加者が万一、事故に遭われたときの傷害

費用や、町外に住む親族などが行事に参加し、事故に遭われたときの傷害見舞い費用、各種

機材を壊してしまったときの賠償責任費用など、町民が自治会活動に参加、または従事して

いるときに発生した、偶然な事故に対応する保険であります。 

町では、町民の皆様が安心して区の活動に参加し、地域活性化につながるよう、保険の加

入の促進を図るとともに、保険料の半額を区に助成して参りたいと考えており、今定例会に、

自治会活動保険助成に要する経費を計上しております。 

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

だきました。 

今定例会に提出いたしました案件は、専決処分承認案件１件、条例改正案件１４件、補正

予算案件８件、予算案件１６件、契約締結案件１件、組合規約変更案件１件、合わせて４１

件の議案を提出しております。 

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

を賜り、ご議決をいただきますようお願い申し上げ、あいさつといたします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長のあいさつを終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（井上光三君） 

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度富士川町一般会計 

補正予算（第９号）を議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、承認第１号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それではタブレット３ページをお開きください。 

（以下、専決第 1号 専決処分書の朗読） 

第１表歳入歳出予算補正は、事項別明細書にて説明いたします。タブレット９ページをご

覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算（第９号）事項別明細書朗読） 

以上、承認第１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長から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（井上光三君） 

日程第 ５ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

日程第 ８ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第 ９ 議案第 ６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１０ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

             について 
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日程第１７ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

る条例について 

以上の１４議案は、条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２号から第１５号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第２号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは議案第２号の補足説明をさせていただきます。 

富士川町行政組織条例の一部を改正する条例についてであります。タブレット１２ページ

をご覧ください。 

この改正は、政策秘書課にあるリニア対策推進担当を所管替えするものであります。現在、

政策秘書課にリニア推進担当があり、土木整備課ではリニア側道整備やリニア工事用道路を

担当しております。今後、側道の用地取得や補償、工事等が進んでくることから、一体的に、

効率的に取り組むこととし、リニアに関する部署を土木整備課に所管替えするものでありま

す。新旧対照表でご説明申し上げます。タブレット１３ページをご覧ください。 

第２条の分掌事務に政策秘書課へ規定している「リニア中央新幹線に関すること」を削除

し、土木整備課へ規定するものであります。なお、施行は令和２年４月１日となります。 

以上、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第３号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

それでは議案第３号富士川町印鑑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。１５ページをご覧ください。 

今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に伴い、印鑑条例の文中

の表現を改めることと、性的少数者等の人権に配慮し、印鑑登録証明書の性別欄を削除する

ものであります。 

タブレットの１６ページ、新旧対照表をご覧ください。登録資格第２条中の「成年被後見

人」を「意思能力を有しないもの（満１５歳未満の者の者を除く。）」に改め、登録印鑑の制

限では、第５条第２項の「記録されている」を「記載がされている」に改めております。 
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また、印鑑登録証明書の交付については、第１３条第３項では、第６条中で定める登録事

項第５号が男女の別であることから、第５号を削除したものに改めております。 

１５ページに戻っていただいて、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、

第１３条第３項については令和２年４月１日から施行といたします。 

以上で議案第３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますよろ

しくお願いです。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４号から第６号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは補足説明をさせていただきます。まず、議案第４号の補足説明をさせていただき

ます。富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてでございます。

タブレット１９ページをご覧ください。 

この条例は、法律の改正に伴い、本条例において法律から引用条項がありあるため改正す

るものであります。内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げます。タブレット２０

ページをご覧ください。 

第６条第２項の書面審査の部分でございますが、「行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律」が、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と法律の名称が

改められたこと、また、略称が「情報通信技術利用法」から「情報通信技術活用法」に改め

られたための改正と、この法律に政府による情報システム整備計画及び国による情報システ

ム整備の条項が追加されたため、引用部分の第３条第１項が第６条第１項に条ずれしたため

の改正であります。 

その下の、第１０条の「情報通信技術利用法第４条第１項」とあるのを、下線部分ですが、

「情報通信技術活用法第７条第１項」に改正を行います。これも条ずれのための改正であり、

次のページの第２項も同様に引用部分の条ずれであります。「情報通信技術利用法第３条第１

項」を「情報通信技術活用法第６条第１項」に改正するものであります。附則として、公布

の日から施行としております。 

続いて、議案第５号富士川町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。タブレット２３ページをご覧ください。 

この条例は、地方公務員法第３１条に基づく服務の宣誓について、新たに導入される会計

年度任用職員ついて規定するものであります。新旧対照表でご説明申し上げます。タブレッ

ト２４ページをご覧ください。 

第２条第２項に、「地方公務員法２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の宣誓につ

いては、前項にかかわらず、任命権者は別段定めをすることができる」を追加し、職員とは

別な方法で宣誓できるよう改正するものでございます。施行は令和２年４月１日としており

ます。 

続いて、議案第６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補足説明をさせていただきます。タブレット２６ページを
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お開きください。 

この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により特別職となることができる者

が整理され、国の基準に合わせ改正するものであります。新旧対照表でご説明申し上げます。

タブレット３０ページをご覧ください。タブレット３０ページから３５ページまでの表中で

ありますが、改正され削除されるものは、明るい選挙推進協議会、区長、区長代理、交通指

導員、地区公民館長、地区公民館主事、青少年育成推進委員、健康づくり推進協議会委員、

環境衛生委員委員長、環境衛生委員、また、追加されるものは、介護保険運営協議会委員、

障害者施策推進協議会委員であります。 

なお、施行は令和２年４月１日としております。 

以上、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（井上光三君） 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５９分 

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

再開 午前１１時１１分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

次に、議案第７号および第８号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

それでは、議案第７号富士川町国民健康保険税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。タブレットは３７ページになります。こちらの改正の主な内容は、

令和２年４月１日施行の国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限

度額の引き上げ及び、減額の対象となる世帯の所得判定について改正するものです。 

詳細につきましては新旧対照表にてご説明いたしますので、タブレットの３８ページをお

開きください。 

まず第２条第２項及び、第２３条中の基礎課税額６１万円を６３万円に改め、第２条第４

項及び、第２３条中の介護納付金課税額１６万円を１７万円に改めます。 

また、国民健康保険税の軽減判定所得の算定における、被保険者の数に乗ずる金額につい

て、５割軽減の対象となる世帯については、第２３条第２号中の２８万円を２８万５千円に

改め、２割軽減の対象となる世帯については、同条第３号中の５１万円を５２万円に改めま

す。３７ページに戻っていただきまして、附則につきまして、施行期日は令和２年４月１日

からとし、経過措置として、この条例による改正後の富士川町国民健康保険税条例第２条第

２項、同条第４項及び第２３条の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税につい

て適用し、令和元年度以前の国民健康保険税については従前の例によります。 

続きまして４１ページをお願いします。では続きまして、議案第８号富士川町手数料条例

の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。この改正は、旧優生保護法
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の下、強制不妊手術等を受けた者又はその遺族若しくは相続人が、国が行う一時金支給の申

請時に必要となる戸籍事項の証明に対する手数料を免除するために条例の一部を改めるもの

であります。４２ページの新旧対照表をお開きください。 

手数料の免除第７条第２項の第２８号として、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた

者に対する一時金の支給に関する法律（平成３１年法律第１４号）第２５条に該当する者」

を加えております。４１ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、施行日は公

布の日からといたします。 

以上で、議案第７号及び議案第８号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、

ご議決賜りますようよろしくお願いしたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第９号について補足説明を求めます。 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

それでは議案第９号富士川町土地開発基金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。タブレット４５ページ、新旧対照表をご覧ください。 

今回の改正は、第２条第１項、基金の額を４億８千万円に改めるものであります。また第

２項で、「基金に追加して積み立てができる」の文言に加え、「その一部を処分できる」の項

目を加えるもので、第３項においても「積み立て相当額の増加し」の文言に加え、「処分相当

額を減少するもの」を加えるものであります。 

なお附則といたしまして、この条例は、令和２年４月１日から施行するとしております。

以上の議案第９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１０号について補足説明を求めます。 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

それでは、議案第１５号富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例についてのご説

明を申し上げます。タブレット４７ページをお開きください。富士川いきいきスポーツ公園

に設置いたします管理棟には、５８平米の会議室を１室設けてございます。今般、一般の方々

に利用開放を行うことから、利用者に使用料の負担をお願いする改正でございます。 

タブレット４８ページの新旧対照表でお願いしたいと存じます。会議室という区分を設け

まして、いきいきスポーツ公園の管理棟、使用時間については８時３０分から午後７時、料

金については４２０円ということでございます。なお使用料につきましては、類似する町内

の公共施設の会議室等と同額ということで設定させていただいたところでございます。 

タブレット４７ページに戻っていただいて、施行期日でございますが、令和２年４月１日

からということと、準備行為ということで規定を設けさせていただきました。 

以上、補足説明でございますが、ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。以

上です。 
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〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１１号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

では議案第１１号富士川町国民健康保険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。５０ページになります。改正の趣旨でありますが、国民健康保険の葬祭

費については、国民健康保険法により、町の条例に定めるところにより支給することとなっ

ております。このたび、保険給付の見直しを行ったところ、山梨県後期高齢者医療の葬祭費

及び全国健康保険協会の埋葬料では５万円が支給されていること。また、昨年１０月からの

消費税の増税や令和２年４月からの三郡衛生組合ふじかわ聖苑の火葬料の値上げなど、被保

険者を取り巻く経済状況を鑑みると、葬祭にかかる費用負担も増えることから、葬祭費の支

給額を３万円から５万円に改めるものであります。 

附則につきまして、施行期日は令和２年４月１日とし、経過措置としまして被保険者が施

行の日以前に死亡した場合は、なお従前の例によることといたします。 

以上、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお

願いしたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１２号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

議案第１２号富士川町介護保険条例の一部を改正する条例についての補足説明をさせてい

ただきます。タブレット５５ページの新旧対照表をご覧ください。 

第１章の次に第２章として介護保険運営協議会を加えます。介護保険運営協議会を第２章

に新たに規定することにより、第２章が第３章に繰り下がり、以降、１章ずつ繰り下がりま

す。第２章では、第２条で協議会の設置、第３条で協議会の組織、次のページにお進みくだ

さい。第４条で委員の任期、第５条で委任について定めております。第２章で４条加わった

ことにより、第２条が第６条となり、４条ずつ繰り下げとなります。タブレット５４ページ

に戻っていただき、附則としまして、この条例は令和２年４月１日から施行するとしており

ます。また経過措置として、現介護保険運営協議会委員につきましては、介護保険運営協議

会設置要綱に基づき委嘱されておりますので、改正後の介護保険条例第３条の委嘱があった

ものと見なし、任期は残在任期間とします。 

以上、議案第１２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（井上光三君） 

次に、議案第１３号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは議案第１３号富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて補足説明をさせていただきます。改正内容につきましては新旧対照表で説明させていた
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だきます。タブレットの６２ページをお開きください。 

富士川町水道事業の設置等に関する条例新旧対照表、議会の同意を要する賠償責任の免除

というところで、第５条になりますが、地方自治法の引用で「第２４３条の２第８項」の箇

所を「第２４３条の２の２第８項」に一部改正するものでございます。 

これは地方自治法の一部改正により、地方公共団体の長との損害賠償責任が見直され、そ

の賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責

任額を限定し、それ以上の額を免責する旨を条例で定めることを可能とした第２４３条の２

が新たに規定されるため、現行の「第２４３条の２」が「第２４３条の２の２」に条ずれす

ることに伴う一部改正であります。なお、施行は令和２年４月１日となっております。 

以上、議案第１３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１４号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

タブレット６３ページ、議案第１４号富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関

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

この改正は、介護保険事業計画等を審議する地域包括支援センター運営協議会を附属機関

として位置づけるため、富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る条例に必要な事項を定めるため改正するものであります。 

タブレット６６ページ新旧対照表をご覧ください。第１条の次に地域包括支援センター運

営協議会について次の４条を加えます。第２条として協議会の設置、第３条で協議会の組織、

第４条で委員の任期について定めています。この３条の追加により、第２条が第５条となり、

次のページお進みください。第３条が第６条となります。改正後の第５条及び第６条中の地

域包括支援センター運営協議会は「協議会」に改めます。最後に、第７条に委任を定めてお

ります。 

タブレット６４ページに戻っていただき、附則としまして、この条例は令和２年４月１日

から施行するとしております。次のページにお進みください。また、経過措置として、現在

の地域包括支援センター運営協議会委員につきましては、富士川町地域包括支援センター運

営協議会設置要綱に基づき委嘱されておりますので、改正後の富士川町地域包括支援センタ

ーの人員及び運営に関する基準を定める条例、第３条の委嘱があったものと見なし、任期は

残任期間とします。 

以上、議案第１４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（井上光三君） 

次に、議案第１５号について補足説明を求めます。 

都市整備課長 河原恵一君。 

〇都市整備課長（河原恵一君） 

それでは議案第１５号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
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について補足説明をさせていただきます。 

この条例につきましては、民法の改正により、富士川町営住宅管理条例の一部、富士川特定公

共賃貸住宅管理条例の一部、富士川町有住宅管理条例の一部の変更を伴うため行うものでありま

す。詳細につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。タブレットの７０ページを

お開きください。 

最初に、富士川町営住宅管理条例の改正についてご説明いたします。第１１条第１項１号につ

きましては、「県内」を「国内」に改めるものであり、これが県内に知人などがいない場合に県

外からの入居希望者も連帯保証人を立てやすくするため、保証人の居住要件を改正するものです。

また、「連帯保証人の」を「連帯保証人が」と改めるものであります。 

次に、第１１条第４項の改正ですが、今まで定めのなかった連帯保証人の連署を必要としない

ことができるものを規則で定めたため、「被災者等その他規則で定める者のうち規則で定める」

と改めるものであります。次に第４０条第３項の改正ですが、民法の改正により、固定であった

年５分の割合を、変動制の法定利率に改めるものであります。次ページにお進みください。 

続きまして富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の改正になります。第１１条第１項１号につき

ましては、先に説明を行なった町営住宅管理条例と同様に、「県内」という規定を「国内」に改

め、「保証人の連署する」を「保証人が連署した」と改めるものであります。 

続きまして富士川町営住宅管理条例の改正になります。次ページにお進みください。第９条第

１項１号につきまして、「連帯保証人の」を「連帯保証人が」と改め、第２７条３項につきまし

ては、富士川町営住宅管理条例と同様に、民法の改正により、固定であった「年５分の割合」を

変動制の「法定利率」に改めるものであります。 

戻っていただき、タブレット６９ページをお開きください。附則といたしまして、施行期日、

この条例は令和２年４月１日から施行する。経過措置といたしまして、この条例の施行日前に到

来した支払期に係る第１条の規定による改正前の富士川町営住宅管理条例第４０条第３項に規

定する利息及び第３条の規定による改正前の富士川町営住宅管理条例第２７条第３項に規定す

る利息については、なお従前の例によるとなっております。 

以上、議案第１０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決を賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

〇議長（井上光三君） 

日程第１９ 議案第１６号 令和元年度富士川町一般会計補正予算(第１０号） 

日程第２０ 議案第１７号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第４号） 

日程第２１ 議案第１８号 令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号） 

日程第２２ 議案第１９号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第５号） 

日程第２３ 議案第２０号 令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号） 

日程第２４ 議案第２１号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号） 

日程第２５ 議案第２２号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２３号 令和元年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算(第２号） 
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以上の８議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１６号から第２３号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第１６号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

それでは議案第１６号の補足説明をさせていただきます。 

次のページ、タブレット７６ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正は事項別明細書で説明させていただきます。 

タブレット８４ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

次に事項別明細書の前の前のページ、繰越明許費の補正をご覧ください。 

タブレット８２ページをご覧ください。 

（以下、第２表 繰越明許費補正朗読説明） 

次のページをお願いします。 

（以下、第３表 地方債補正朗読説明） 

以上、議案第１６号の補足説明とさせていただきます。 

ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に議案第１７号および第１８号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 中込裕子さん。 

○町民生活課長（中込裕子さん） 

では議案第１７号の補足説明をさせていただきます。 

タブレットの１１８ページをお開きください。 

（以下、令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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

ますので、タブレットの１２１ページをお開きください。 

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

続きまして、議案第１８号富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明をさせて

いただきます。１２７ページをお願いします。 

（以下、令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

第１表の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、１３０ページにお進みください。次のページをお願いします。 

（以下、令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
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以上をもちまして、議案第１７号および議案第１８号の補足説明とさせていただきます。

ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に議案第１９号および第２０号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

タブレット１３３ページ、議案第１９号令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算第

５号の補足説明をさせていただきます。 

（以下、令和元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ご説明をさせていただきま

す。タブレット１３８ページへお進みください。 

（以下、令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第１９号の補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第２０号の補足説明をさせていただきます。 

次のページにお進みください。議案第２０号令和元年度富士川町介護サービス事業特別会

計補正予算第１号の補足説明をさせていただきます。次のページへお進みください。 

（以下、令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算の朗読） 

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

す。タブレット１４７ページにお進みください。 

（以下、令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第１９号、議案第２０号の補足説明とさせていただきます。 

ご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

ここで暫時休憩します。 

なお、再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時 

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

再開 午後１時 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて、再開します。 

次に、議案第２１号および第２２号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは、議案第２１号の補足説明をさせていただきます。タブレット１４９ページをお

開きください。 

（以下、令和元度富士川町簡易水道事業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。

タブレット１５６ページをお開きください。 
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（以下、令和元度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

次に戻っていただきまして、タブレットの１５３のページをお開きください。 

繰越明許費について説明をさせていただきます。 

（以下、第２表 繰越明許費補正朗読説明） 

次のページをお願いします。 

（以下、第３表 地方債補正朗読説明） 

引き続き、議案第２２号の補足説明をさせていただきます。タブレット１５９ページをお

開きください。 

（以下、令和元度富士川町下水道事業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。

タブレット１６５ページをお開きください。 

（以下、令和元度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

前に戻っていただきまして、タブレットの１６３ページをお開きください。 

（以下、第２表 地方債補正朗読説明） 

以上、議案第２２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２３号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

それでは、議案第２３号の補足説明をさせていただきます。タブレット１６８ページをお

開きください。 

（以下、令和元度富士川町かじかの湯事業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ご説明させていただきます。

タブレット１７３ページをお開きください。 

（以下、令和元度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第２３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜ります

ようよろしくお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長から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（井上光三君） 

日程第２７ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算 

日程第２８ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３１ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 
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日程第３３ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３８ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第３９ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４２ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、令和２年度の当初予算案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長からの提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。ただいま議題となっております、議案第２４号から第３９号までの１６議

案については、委員会条例第６条の規定により、全議員で構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託のうえ審議したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第２４号から第３９号までの令和２年度富士川町各会計予算は予算特別員

会を設置し、これに付託の上審査することに決定しました。 

ここで委員名簿を配布します。 

（ 書記が委員名簿を配布 ） 

お諮りします。 

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

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

これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、予算特別員会の委員は配布しました名簿のとおり決定しました。 

ここで暫時休憩します。 

予算特別員会の委員は正副委員長互選のため議員控室にご参集ください。 
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休憩 午後１時３７分 

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

再開 午後１時３８分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

休憩中に予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。 

予算特別員会委員長に青栁光仁君、同副委員長に鮫田洋平君がそれぞれ互選されました。 

なお、議案付託表、予算特別委員会分科会名簿、日程表につきましては、会議終了後配布 

しますのでご了承願います。 

〇議長（井上光三君） 

日程第４３ 議案第４０号 リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）請負変更契約の締

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） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第９号について補足説明を求めます。 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

議案第４０号の補足説明をさせていただきます。 

本契約は令和元年１２月２３日に行われた、令和元年第５回富士川町議会臨時会において

ご議決を賜りました、リニア高下工事用道路整備工事２工区におきまして、工期の変更が生

じたため工期延長の変更するものであります。 

工事名につきましてはリニア高下工事用道路整備工事２工区であります。施工場所につき

ましては富士川町高下仙洞田地内であります。工期の変更理由でありますが、施工箇所とな

る橋梁上部工の製作に着手したところ、納期に約７か月を要することが判明いたしまして、

２１３日間を延期するものであります。工期につきましては、令和元年１２月２４日から令

和２年３月３１日のものを、令和元年１２月２４日から令和２年１０月３０日までに変更す

るものであります。契約の相手方につきましては、井上建設・神田建設リニア高下工事用道

路整備工事２工区工業共同企業体で代表構成員は富士川町小室２３１２番地井上建設株式会

社代表取締役井上和夫であります。なお次ページに、仮契約書の写しがありますので、ご参

照ください。 

以上、議案第４０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決議賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長から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（井上光三君） 
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日程第４４ 議案第４１号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に議案第４１号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

議案第４１号の補足説明をさせていただきます。峡南広域行政組合規約の一部を変更する

規約についてであります。タブレット６４２ページをお開きください。この改正は、組合の

処理する事務に指導する事業者の部分を新たに加えるものでございます。 

タブレット６４３ページの新旧対照表をご覧ください。第３条第８号中下線部分ですが、

「及び指定居宅介護支援事業」を「指定居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者」に改める改正となります。なお附則といたしまして、この規約は令和２年

４月１日から施行するとしております。 

以上、議案第４１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長から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（井上光三君） 

日程第４５ 山梨西部広域環境組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

お諮りします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、議長において指名推選とした

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、選挙の方法は議長において、指名推薦することに決定しました。 

山梨西部広域環境組合議会議員には、鮫田洋平君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長において指名した、鮫田洋平君を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名した鮫田洋平君が当選されました。 

ただいま当選されました鮫田洋平君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の

規定により、本席から当選の告知をします。 

〇議長（井上光三君） 
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以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４６分 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 

 

 

富士川町議会３月定例会 

 

 

３月 ９日 
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令和２年第１回富士川町議会定例会（２日目） 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ９ 日 

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第  ２ 一般質問 

        通告 １番  １１番  堀 内 春 美 議員 

        通告 ２番  ２番  樋 口 正 訓 議員 

通告 ３番   ４番  井 上 和 男 議員 

        通告 ４番   ５番  望 月   眞 議員 

        通告 ５番 １０番  青 栁 光 仁 議員 

        通告 ６番  ６番  秋 山   稔 議員 

        通告 ７番  ７番  成 田   守 議員 

        通告 ８番  ３番  笹 本 壽 彦 議員 

        通告 ９番  １番  秋 山   仁 議員 

        通告１０番  ８番  小 林 有紀子 議員 

 

 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

    １３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３ 欠席議員 

          

  な   し 

 

 



29 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学  副 町 長 齋 藤  靖 

教 育 長 野 中 正 人  政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史  

財 務 課 長  秋 山  忠  管 財 課 長 樋 口 一 也  

税 務 課 長  遠 藤 悦 美  防 災 交 通 課 長 長 澤  康  

町 民 生 活 課 長  中 込 裕 子  福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美    

子育て支援課長  佐 藤 洋 子  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀    

都 市 整 備 課 長  河 原 恵 一  土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   

上 下 水 道 課 長  原 田 和 佳  教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司    

生 涯 学 習 課 長  深 澤 千 秋 

 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長  早 川 竜 一 

書    記  依 田 文 哉 

書    記  保 坂美智子 
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開会 午前 ９時００分 

〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。 

相互に礼。着席願います。 

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

席いただき、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１４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（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は一般質問の日程になっております。 

一般質問の通告者及び当局者は、質問並びに答弁の要旨をわかりやすく、簡潔にお願いします。 

なお、本日の一般質問を、富士川ＣＡＴＶにおいて録画放送をするため、議場内にカメラを設

置して撮影いたしますので、ご了承願います。また、傍聴者の皆さまにおかれましても、撮影の

対象となりますので、ご理解をお願いいたします。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 一般質問 

質問の通告者は１０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、１１番 堀内春美さんの一般質問を行います。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

おはようございます。１１番堀内春美です。今回は２点質問をいたします。 

最初に申し上げたいのは、私たち議員は町民の代弁者であるということ。そして、町民の意見・

要望あるいは苦情等を真摯に受けとめて、町に伝えていくということが、まず、しなければなら

ないことであります。また、町長・議員は町民の尊い税金から給料をいただいているということ

を常に自覚し、富士川町をよくするために働かなければいけないということであります。 

そして、議員のやるべきことは大きく分けて３つ、政策の提言、行政のチェック、議決にあり

ます。今回の私の質問は、町民の代弁者であることを重く受けとめ、行政のチェック、政策の提

言というのに重点を置き、質問をいたします。 

それでは大きな１の質問、新庁舎についてですが、住民投票をしたうえでなければ移転には応

じないと表明していた民家が、１月２２日に移転の交渉に応じるとの申し出があったので、現在

の設計で進めるとの町長の発言があり、新庁舎建設関係の予算が、早速、今議会に実施設計業務
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１億９７０万６千円、土地購入費３５７７万１千円と、物件補償費６８３３万６千円、合計２億

１３８１万３千円が計上されました。 

そこで（１）番の質問です。移転する２軒の土地購入と物件補償交渉の進捗状況について伺い

ます。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

     ただいまの進捗状況についてのご質問に答えいたします。 

２軒の土地及び建物の所有者様には、これまで進めてきた新庁舎の基本設計の内容と、これか

らの建設スケジュールにつきまして、十分ご理解をいただき、丁寧に交渉を進めさせていただい

ております。 

今般、令和２年度当初予算に、土地購入費及び物件補償費を計上させていただいておりますが、

本定例会でご議決いただいた後には、新年度早々に契約を締結し、お譲りいただくことで、お話

を進めさせていただくこととしております。 

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。移転しなければならない民家は本当に気の毒です。一家崩壊を免れるために、苦

渋の選択だったと聞いています。 

伺います。土地購入費３５７７万１千円というのは、移転する１軒の民間の土地購入費でしょ

うか、２軒分なのでしょうか。また、物件補償の６８３３万６千円という金額も、１軒分なのか、

民家だけなのか、あるいはガソリンスタンドも入っているのか、お聞きいたします。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問に答えいたします。 

土地購入費並びに物件補償費でございますが、これは２軒に該当するものでございます。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。民家の移転につきましては築１０年くらいでしょうか、あのお宅は。ですか

ら、物件補償しなければならないことは当然ですが、ガソリンスタンドのほうは、ここでお

店がお終いになり、移転ではないので、それから、建物も相当古く、補償の対象にはならな

いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 
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〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問に答えいたします。 

２軒とも、公共補償の基準に基づきまして、算定をしてございます。ですので、基準の中

では、補償費と算定されるものでありますけれども、ただいま、物件補償に関しましても、

地権者様と用地交渉を進めている最中でございますので、その中で費用負担等についても、

相談をさせていただいているとこでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。そうしますと、その物件補償の内訳というのは、私たちには教えていただけ

ないということでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。 

現在の交渉中でございますので、この段階でお伝えするということは差し控えをさせてい

ただきたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それでは契約が成立した暁には、私たちには、その金額については詳細に知らせていただ

きたいと思います。 

再質問です。これからの進め方としまして、町で買い上げるのですから、当然、ガソリン

スタンドの撤去費用も町で追わなければならないと思いますが、撤去費用は、また別に計上

されるということですよね。それから、その撤去費用というのはいくら位を見積もっている

んでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいま、ガソリンスタンドのほうの撤去費用ということだと思いますけれども、ここも

現在交渉中でございまして、ガソリンスタンドの、そもそも所有している機能等については、

ガソリンスタンド側さんのほうで、費用の負担をお願いしたいということを交渉していると

ころでございます。町といたしましては、当然、土地の購入と、その他の建物等の物件につ

いての費用については、先ほど申したとおり、現在、交渉をしている最中でございます。以

上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
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再質問です。今の課長の答弁では、ガソリンスタンドの、この中のタンクのことを私は言

っているんですけれども、その中のタンクの撤去費用に随分と費用がかかると思うんですけ

れども、これについてはガソリンスタンド側で持つということでしょうか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問に答えいたします。そのタンクに限っては、ガソリンスタンドさん側のほうで、撤

去をお願いしたいということを、現在交渉しているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうすると、町で持つのか、ガソリンスタンド側で持つのかということは、まだわかって

いないということですね。それでよろしいですか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

先ほども申したとおり、今交渉中ですので、どちらかというところについても、細かく今

交渉している最中でございます。なお、町のほうでも、費用がかからないようにという前提

で、スタンドさんのほうにも相当のお願いをしなければならないということで交渉している

ところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

この２軒の買収につきましては、おそらくガソリンスタンド側もそんなに自分のところで

持つということはないと思います。これは私の考えですけれども。そうしますと、この土地

買収それから物件補償、それから、後の２軒の撤去費用とか、そういうものをもろもろいい

ますと、２億近い金額になるのではないかと私は想定しています。これでですね、大事なこ

とは、こういうものすべてが町民の税金を使ってするということなんです。ですから、町は

できるだけ費用を抑えて縮小する。そういう方向でいっていただきたいと思います。町民の

生活も楽ではありません。すべて、町民の税金からこういうものは出ているものです。国か

ら補償がくるといっても、全部出てくるわけではありません。そういうことを考えて、やは

り、町では税金のむだ遣いをすることなく、この事業を進めてもらいたいと思います。でき

ればですね、この２軒を買収することについては、私は反対ですので、買収することのない

ようにしていただきたいと思います。 

それでは（２）の質問に移ります。３１年３月２９日に富士川町の未来を考える会から新

庁舎建設の見直しの要望書が町長に提出されました。その内容は１、著しい少子高齢化の進

展と、歯止めの利かない人口の減少。これに伴う自主財源確保の困窮など、富士川町の将来

は極めて厳しい状況下にあります。そうした中での総額約３０億円とも想定される新庁舎建
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設は、財政の健全化維持、町民負担増の回避、他町の庁舎の建設費との比較などさまざまな

視点から３０億円の建設費を、今後の人口減少が避けられない町の財政に見合う額に見直し

をすること。２、町民が納得するよう丁寧な説明会を開催し、町民の意見を聞くこと。３、

新庁舎建設のために２軒の立ち退き要求と、町民の生活道路である町道の一部の廃止をやめ

ていただくこと。４、富士川町の未来を担う子どもや孫たちが過度な借金を背負うことなく、

安心して暮らせるまちにすることが町長の責務であります。子どもたちの幸せは、大きな建

物を残すことでは決してありません。みんなが富士川町に住んで良かったと言えるような、

安心安全な町にしていただけるよう、ということで、４５８８名の署名を添付し提出されて

いますが、回答がなく、６月議会で私が一般質問したところ、１２月の末に回答するという

答弁がありましたが、それも未だになく、約１年近く経つ今も回答がされていないのはなぜ

でしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

お答えいたします。富士川町の未来を考える会の要望書につきましては、議員がおっしゃ

ったとおり、昨年３月２９日に町へ提出がありました。 

昨年の６月定例会においても答弁させていただきましたが、町といたしましては、要望書

にある内容をしっかりと受け止めさせていただいており、その内容に対する説明につきまし

ては、多くの町民の皆さまにもお伝えしたいということから、これまで広報誌やホームペー

ジでの情報発信を行うとともに、町民説明会においても説明させていただいたところであり

ます。 

また要望事項にございました、丁寧な説明会を開催し、町民の意見を聞いてほしいとの要

望に対しましては、昨年１２月に町民説明会を２回開催し、多くのご意見等を頂戴したとこ

でございます。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今、課長の答弁を伺いますと、あれで回答ということにするんでしょうか。ちょっと違う

んではないかと思いますが、富士川町の未来を考える会から文章で、会長名で、きちんと提

出されているんですから、本来であれば文章で回答するべきではないでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問の答えいたします。 

６月の議会で、先ほど言いましたとおり、未来を考える会の代弁者ということで堀内議員

さんが質問いただいたということで、町といたしましても広報等を通じて、多くの町民の皆

さまにお伝えしたいという考えでお答えをさせていただきました。こうしたことで、未来を

考える会のほうからも、特にこのことについて、町のほうに督促的なことで申し入れがあっ



35 

 

たわけではございませんが、広報等での情報発信ということでご理解いただけたと思ってい

るところでもございます。 

なお、その後、未来を考える会の学習会にお呼びいただきまして、この時、さまざまなご

意見、ご質問等を頂戴したところでございます。その後、このことに関しまして１０月１５

日に、さらに細かな新庁舎に関する内容のご質問等を頂戴いたしまして、この件に関しまし

ては１０月２９日の日付で、未来を考える会の会長様宛に回答させていただいたという経過

がございます。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今、課長の答弁は、その会の学習会においての回答なんですよね。正式に提出されている

要望書の回答ではないですよね。ですから、回答がなければないでも構いません。でも私は、

富士川町の未来を考える会の代弁者として、ここで質問をさせていただいております。です

が、回答がなければないでも結構です。それなりに、富士川町の未来を考える会の皆さんに

はお伝えいたします。 

今までの流れを見ていますと、１年間待たされて出てきた回答は、今までのことを総合的

に考えますと、１番から４番までの要望についての回答はすべて拒否なんですね。１２月の

４日と７日の町民説明会を思い出してください。あれだけ町民の反対意見があったのにもか

かわらず、すべて拒否なんですよ。何ひとつ聞いていただいてないんですよ。聞く耳を持た

ないというのがこの町のやり方なんですよ。 

改めて伺います。町長、また私たち議員は、町民が幸せに日々の生活が送れるような町に

するのが仕事なのです。そのために町民の税金の中から給料をいただいているのです。いろ

いろな事業ができるのは、町民が大変な生活の中から、納めてくれた税金で行うのです。そ

の事業を行うときの借入金、借金は町民が、また子どもや孫たちが、みんな背負わなければ

ならないのです。町は受益者負担といいますが、人口減少で、一人ひとりの負担が大きく、

大変になるのは目に見えてわかります。町民が幸せに暮らしていけるように、その環境整備

をするのが、私たち町長、議員の仕事です。子どもや孫たちに責任を押しつけるのではなく、

議決する議会が、議員が責任を持たなければいけません。何億円も町民の税金を使って２軒

を立ち退かせ、さらに町道を廃止するなんていう権限が、権利が、町に、議会にあるのでし

ょうか。あまりにも横暴なやり方ではないでしょうか。特に気の毒なのは民家です。立ち退

きたくないと言っていたのですが、一家が崩壊、離散になるのを恐れて立ち退くことになっ

たのです。町長の責務は、町民が幸せに暮らせるような町政を行うのが町長のすることでは

ないのですか。民家を犠牲にし、また１日１千人以上の人が使っている生活道路を廃止する、

そんな権利が町長にあるのでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただいまの質問にお答えをいたします。今、受益者負担という言葉がありましたけれども、
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決して、庁舎を造るために新たに住民に負担を求めるものではありません。これまでの歳入・

歳出の中で、将来に向けてのまちづくりの一環として、庁舎建設費もやっていくものであり

ます。それと、民間の移転の問題でありますけども、町民説明会での意見をお聞きしまして、

住民投票で売るか売らないかを決めるという意見でありました。そこまでして民家の判断を

仰ぐ必要はないのではないかということから、町ではその民家の人に、「そこは、もう対象外

にします。」という話をさせていただきました。その数日後、民家のほうから、町の事業に協

力をしたいから、交渉を続けてほしいという意見がありましたので、また当初の設計の原案

に戻ってきたというところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

お言葉ですが、私のところへ民家からお詫び状がきました。住民投票で決めてほしいとい

う委任状があった後、そういうことになりましたので、私のところにお詫び文がきましたが、

それを読みましたらば、本当に気の毒な状況が書かれておりました。これは言いません。 

それでは、次の質問に入ります。次の大きな質問、人口減少についてお聞きいたします。

人口減少につきましては、この町に限ったことではありません。全国的な問題ですが、特に

近年、富士川町の人口減少が著しいです。今までは、年間１００人くらいの減少でしたが、

昨年はなんと３１６人の減少です。１万５千人を切り、１万４９２３人になってしました。

町の人口ビジョンを見ても、後２０年後には町の人口は１万人になってしまいます。 

そこで（１）の質問です。ここ数年人口減少が著しいが、町はその対策についてどのよう

に行ってきているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

堀内議員の人口減少の対策についてのご質問にお答えをいたします。 

町では人口減少対策として、平成２７年度に人口ビジョン・総合戦略を策定し、４つの基

本目標である『富士川町における安定した雇用を創出する』『富士川町への新しいひとの流れ

をつくる』『富士川町で若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える』『富士川町の時代に

あった地域づくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する』に基づき各種施

策に取り組んできたところであります。 

この中では、定住奨励金や中山間地域等住宅用地取得費補助、空き家改修費補助など移住・

定住者を増加させるための助成事業や、子ども医療費助成事業、病後児保育などの子育て世

代が子どもを育てやすい環境づくりなどによる、人口減少対策を講じているところでありま

す。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。町でもいろんな策を考えて実施してくださっていることは大変喜ばしいこと
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だと思います。先ほども言いましたが、人口減少についてはこの町だけの問題ではありませ

んが、県下でも人口は増えている町があります。甲斐市、中央市、それから特に昭和町は増

えています。また最近は、南アルプス市も人気がありまして、増加傾向にあります。特に人

気があるのが昭和町なのです。なぜかといいますと町の財政が非常に豊かです。私も、子ど

もが昭和町に住んでいることもありまして、時々昭和町の広い公園で孫を遊ばせることがあ

りますが、本当に子どもたちがいっぱい遊んでいます。幼児から小学生まで、そして、その

中で縦の関係で子どもたちが遊べている状況。これはすばらしいことだと思います。非常に

環境がいいです。平日児童センターに行っても満員です。何箇所ある子ども園も入れなくて、

待機児童ということも経験いたしました。そして、子どもたちが住んでいると同時に若いマ

マさんたちも、いっぱいいまして、その人たちが話をしている、雑談をしている光景。そこ

へおばあちゃんが孫を連れてきて遊ばせている風景。とてもすばらしい。あれが、ああいう

のが本来の町の姿ではないかと思います。この富士川町でも、そういうふうになってほしい

と思いますが、今後の対策としては、またどんなことを考えているのでしょうか。先ほど、

課長がお答えになってくださいましたけれども、これからもそういった策は何か考えている

のでしょうか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

○政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの再質問にお答えをいたします。人口ビジョン総合戦略につきましては５年を経

過する段階となっております。今後、第２次の計画策定に向けまして、この５年間の検証を

する中で、またさらに新しい住民ニーズ、そういったものにもお応えできるように、今後研

究を重ねてまいりたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

課長、頑張ってください。 

それでは次の質問です。町の人口を増やすのに、先ほど課長もおっしゃいましたけれども、

それで努力してくださっているということですが、一番よい方法は若い親たちを呼び込むと

いうことだと思います。若い親御さんたちは、いかに子どもたちを大事にしている町である

かということで、住む場所を決めているということが大きいです。うちの子どもも、子ども

たちに厚いということですね。教育費やいろんなことで、厚いということで昭和町を選びま

した。まさに、若い親御さんたちは、そういう子どもたちの教育・福祉に厚いということで

町を選ぶということが多いと思いますので、子育て支援にあるかと思います。そこで（２）

子育て支援に対する町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの、子育て支援に対する考え方につきましてお答えいたします。 
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町の出生数は、この数年年間８０人前後と１００人を割っております。 

しかしながら、核家族化の進行による世帯規模の縮小、女性の就労増加などによる低年齢

児保育や学童保育のニーズ増加など、子育てを取り巻く環境は複雑多様化しており、子ども

を大切に守り育むための対策は、町にとって最も重要な課題であると考えております。安心

して子どもを産み育てていただける地域づくりをするためには、実際に子育てをされている

方々の声をお聞きし、施策に反映することが大切であります。 

こうしたことから、町では、令和元年度から「子育て世代包括支援センター母子保健型」

及び「基本型」を設置し、妊娠期から子育て期にある家庭への支援を、母子保健の専門職だ

けでなく地域、保育所、学校等と連携する中で、役割を確認共有しながら、一人ひとりに寄

り添い、チームで支える体制づくりを構築しております。 

今後も、町の実情に合った子育て支援を継続的に展開していくことにより、一人でも多く

の方が、この町で子育てしたいと思えるよう、支援の充実を図って参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。子育て支援課でもいろいろ考えてくださっているようです。 

南アルプス市の２０年度の予算編成を見ますと、保育所に通う保育料の助成対象を拡大し

て、３歳児未満第２子以降も無償化し、国による幼児教育保育の無償化の対象外となる部分

を市が独自に支援し、複数の子どものいる世帯を支援するとして、今年の４月から保育料が

完全に無料に、全員無料になります。働く若い親御さんにとっては大変な魅力です。こうい

う施策が南アルプス市の人口が上向きになっているところであると考えます。富士川町も、

こういう子どもたちを育てることに力をいれてほしい、というよりするべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。町の保育料は無償化となる以前から国や県の制度

活用や、それに合わせて町の制度でも負担軽減をし、周辺市町と情報交換しながら進めて参

りました。直近の調査におきましては、現在、近隣市町との大きな違いはないかと思ってお

りますが、今後も他の市町との連携を今まで以上に諮りまして、町の実情に合わせて、その

都度検討して進めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ぜひ、他町村との連携をとって、この町も同様のようにしていただければありがたいです。 

再質問です。今、南アルプス市の保育料の無償化の話をしましたが、現在、ほかの町では

保育所、それから幼稚園、そういったところへ通う幼児の給食費の補助も始めている町が出
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始めました。今年は、富士川町も給食センターが、立派なものが出来上がります。そういっ

たところを契機に、こういう保育園児、幼稚園児の給食の補助も考えたらいかがかと思うん

ですが。いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。無償化のスタートから、国の基準に沿いまして、

本来であれば、それ以上にかかっているところでございますが、現在４５００円という給食

費を徴収させていただいております。ただ、他市町におきましては、子どもの数等のいろい

ろな事情もございますので、今後も他の市町の状況を見ながら検討してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ぜひ検討して、いい方向にしていっていただきたいと思います。大事なことは、この未来

の子どもたちに投資するということが一番大事なことだと私は思っております。いくら立派

な庁舎を造っても、この町の庁舎が立派だからこの町へ越してこようなんて考える親はいま

せん。子どもたちの教育に、いかに賭けてくれるか、そういうことでこの町へ定住する、そ

の町を選ぶという親御さんが増えていると思いますので、ぜひ、この町も、そういった未来

の子どもたちに投資する、そういうことを考えてやっていただきたいと思います。 

それでは、次に（３）の質問に移ります。若者たちが定住できる環境をつくることが大切

だと思いますが、その対策の一環としての企業誘致についての考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

それでは、堀内議員の質問の若者たちが定住できる企業誘致についての考えはあるかとい

う質問にお答えします。 

町ではこれまで、フォレストモール富士川、ＤＣＭくろがねや富士川店、ヤマト運輸山梨

富士川センター、サンマルシェふじかわ店の誘致を行って参りました。企業誘致の支援制度

には、立地事業を行う事業者に対して、投資経費等の一部を助成する産業立地事業費助成金、

事業所の新設または拡充する企業に対して、固定資産税相当額を５年間交付する産業立地事

業奨励金をはじめ、工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則の緩和など、工場誘致や事

業拡大を容易にするための支援策を整備しております。 

また平成３０年度からは、東京２３区からの本社機能移転を行う移転型事業には、固定資

産税の課税免除、東京２３区以外の移転及び県内事業者の拡充型事業については不均一課税

を行う固定資産税の特別措置、さらに中小企業･小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生

産性の向上を図るための「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たところであります。 

こうしたことから、これら制度についてホームページへの掲載や首都圏で行われる工業見
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本市に参加し、本町の情報を発信し、さらなる企業誘致に努めております。 

今後も、若者の定住に繋がるよう、企業誘致を推進して参りたいと考えております。以上

です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。課のほうでも、大変ご苦労いただいていることに対しましては感謝いたしま

す。特にフォレストモール、サンマルシェふじかわの誘致は、私たちも大変便利でよかった

と、毎日のように利用しております。特に、サンマルシェの開店はフォレストモールまで行

かれない地域の高齢者に対しては、大変よかったと思っております。先ほどの課長の答弁の

中に、ヤマト運輸富士川センター誘致の話が出ておりましたけれども、私はヤマト運輸の誘

致については疑問があります。と申しますのは、ヤマト運輸と同じ敷地の中を貸しているロ

ーソンは貸賃が月５５万。ヤマト運輸は同じ敷地の中で、しかも敷地が倍近いのに月２４万

なんですね。３１万円も安いというのはちょっと理解ができません。こういう疑問がでる誘

致は、あまり感心しないと思いますので今後気をつけていただきたいと思います。 

それから、本題に移りますがホームページに掲載したり、首都圏で行われる工業見本市に

も参加してＰＲしていただいているようですが、見本市の参加で得るものがありましたでし

ょうか。それから見本市への企業の参加数はどのくらいあったのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。見本市に参加の企業につきましては、現在、数値をここ

に持ってないわけですが、見本市に提案することによって、現在その企業が誘致したという

のは、なかなか状況とすれば難しいものがあるのが現状でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。提案ですが、最近南アルプス市にコーセー化粧品が進出してきます。山梨県

は水が良いので化粧品会社にはとてもよいのではないかと思います。北杜市にはアルソア化

粧品が２０年くらい前に進出してきて、大変大きくなりまして、専門学校も経営しています。

北杜市にはサントリーはじめ、食品・ジュース・野菜・花類の一流企業がたくさん来ており

ます。韮崎にも一流企業が何社も進出しています。富士川町も水が良いので化粧品との誘致

も考えたらいかがでしょうか。例えば資生堂はどうでしょうか。なぜ私が資生堂かといいま

すと、東京で活躍している山梨県人会の会長が資生堂の相談役、役員なんです。こういうと

ころからアプローチしていく、攻めていくということも、やってもいいんじゃないのかなと

思いますので提案させていただきます。 

それから、食品の分野で、がんに効くということで、医師が大変推奨しているのが、野菜

でブロッコリースプラウトというのがあるんです。今、急激に需要が高まっています。結構
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スーパーでも高い値段で売っています。かいわれ大根みたいなものですけれども、これは水

栽培で行いますので、水がきれいなところでないとできないんですね。そういうことで、北

杜市に進出してきそうだという情報も入っておりますが、こういうふうに先ほど申し上げた

資生堂とか、それからこの野菜の水栽培の、こういう企業に的を絞ってアプローチしていく

ものということも一つの方法ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。いろんな企業の誘致をしていくところではございますが、

ただいま議員さんからご提案いただきました、そういった方向性からも企業を誘致するとい

うのは大変重要なことだと思っています。そういったことから、企業立地する条件に合致す

る敵地等もございますとおり、そういったような敵地等も考慮しながら、ただいま議員さん

からいただきましたご意見を参考に、今後誘致に繋げていきたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

 ぜひ参考にしていただきたいと思います。 

それでは（４）の質問に移ります。皆さんご存じのように、旧増穂商業高校が高校再編で、

あと１年で閉校になります。来年の３月でなくなります。６５年続いた増穂商業高校、地元

から高校をなくすとは本当に誤った選択だと思います。若い人たちはこの町からいなくなる

のですから、地元の商店街も打撃です。完全になくなってみて、初めて失ったものの大きさ

がわかると思います。高校がなくなってしまうので、若い人たちをこの町に呼び込まなけれ

ば、この町の発展はないと思います。増穂商業高校の跡地を活かす会というのが、２９年の

２月に発足し、国会議員から県会議員、また県下大手の企業からも多くの賛同をいただき、

８０６４件の署名を集め、町長に要望書を提出。町と一緒に２９年１０月２７日に、当時の

県知事に要望活動を行ったところですが、どういうわけか、何があったのかわかりませんが、

よい返事をいただけると思っていたところ、当時の知事からは色よい返事がなかったという

状況がありました。その後、知事が変わりまして、新知事は、このことには大変賛成してく

れているので、改めて県へ要望していこうということになり、この会の会長が、町長のとこ

ろへ話し合いに来ましたが、町では、どうも中学校の統合に増穂高校を使いたいというよう

なことであったということです。高校の跡地に３５億の体育館建設をするということに対し

ては絶対に反対でありますが、中学校の実情も分かりますので、統合して増穂商業高校を中

学校として使う、教育ゾーンとして使うのであれば、これは反対しません。もう一度言いま

すが、ただし、跡地に３５億の体育館建設は絶対に反対ということで、今、この会が話を詰

めているんです。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、質問の途中ですが。 
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〇１１番議員（堀内春美さん） 

はい、わかりました。そこで４番の質問です。増穂商業高校がなくなり、この町へ若い人

たちを呼び込む方策として、現在の峡南技術専門校に、今、時代が要望している、より専門

性の高いＩＴ関連等の学科の設置を県に要望する考えがあるか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

堀内議員の質問にお答えします。その前に、先ほどの質問でちょっと補足をさせていただ

きたいと思います。鰍沢にヤマト運輸の配送センターがあります。あそこの土地代は、町の

行政財産使用料を基に決めております。もう一つのローソンの部分は、当時２社が競合し、

そこでプレゼンをして、向こうから料金をこれだけ払いたいということでやりましたから、

そこの２社の料金の差は、あって然るべきだと思っておりますので、そこは認識を新たにし

ていただければと思います。 

それと、南アルプスにコーセー化粧品が出てきます。北杜市にも韮崎市にもミネラルウォ

ーターの会社等々出てきます。富士川町もかつて、平林と七尾の間に、平清水という地域も

ありまして、非常に水はいいところです。ただ、水質分析をいたしますと、この富士川町の

水は硬水なんですね。いろいろ苦情もきています。カランが緑青が沸いて困るとか、そうい

う水の性質がありますので、一概に山梨で水がいいから、化粧品とかミネラルウォーターと

か参らないのが現状であります。これからも、いろんな企業とも相談する中で、こうした自

然の産物をいかに使えるかは検討していきたいと考えております。 

それでは、質問のありました峡南高等技術専門学校にＩＴ関連の学科の設置を県に要望す

る考えについてのご質問にお答えをいたします。 

少子高齢化や過疎化が進展する中で、現在のニーズに合った学校が町内に存在し、県内外

から若者が集う町づくりは、地域の活性化の観点からも大変重要であると考えております。

こうした中、昨年１０月１８日に増穂商業高校の跡地を活かす会から、山梨県立峡南高校技

術専門学校の拡充発展に関する要望書をいただいたところであります。要望書の内容とすれ

ば、新たに峡南高等技術専門学校が目指すべき方向性として４つ分あります。１つは、自動

車整備科の現代ニーズへの対応、１つが情報通信技術に特化した学科の設置、１つが商業校

の要素を取り入れた地域と共に学ぶ学科の設置、最後が東南アジアの優秀な学生と共に学ぶ

専門校とし、峡南高等技術専門校の拡充、発展を要望するものであります。 

町といたしましても情報通信技術に特化した学科の設置は、情報通信技術の大きな進歩を

背景に、この分野に精通する人材に対するニーズの高まりはあるものと理解しているところ

であります。 

一方、要望書が増穂商業高校の跡地を活かす会からであり、この会からは、県へ、増穂商

業高校跡地へ県立の専門職短期大学校の誘致の要望が出されております。こうしたことから、

現在の峡南高等技術専門校での拡充、発展なのか、増穂商業高校跡地の活用なのか、規模・

内容が不明な点もあります。 

しかし、こうした要望を受けましたので、その写しを県へ報告し、県で検討いただいてい
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るところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

時間がありませんので、はしょりますけれども、今町長の答弁の中に、ヤマト運輸のこと

がありましたけれども、同じ地所を貸し出す時に、片方は５５万、片方は２４万。やはりヤ

マト運輸が貸してほしいといった時に、つりあいというものを、町で打ち出さなければいけ

ないんじゃないでしょうか。それは借りる方は安ければ安いほどいい。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、その質問はもうすでに終わっています。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

すみません。じゃ結構です。 

それでは再質問です。先ほど町長から増穂商業高校の跡地を考える会のことが出ましたけ

れども、あそこを専門職短期大学校として、峡南技能高等専門学校のさらに大きなものとし

て、あそこへ誘致したい。それの目的は、増穂商業高校がなくなると同時に、若い人たちが

この町にいなくなる。若い人たちをこの町に呼び込む方策として、そういう教育ゾーンを造

りたいということで、会は発足したわけなんですね。 

次に進みます。再質問です。２年前の町長選のときに、公約に志村町長は増穂商業高校跡

地に、社会を支える職業人材を育成する高等教育機関の設置を設定をとうたっているのです。

どういうわけか、まさに私の公約と同じなのです。現在の峡南技能専門学校をよりよいもの

にして、甲府より南に専門校が何もない現在、新しく出た青洲高校の卒業生。そして、甲府

から南の高校の生徒を、この専門校で教育し県下の企業へ送り込む。今まで東京へ出なけれ

ばならなかった生徒が、この地元で勉強でき、そして、地元へ就職でき、地元へ定着させる。

このことが人口減少に歯止めをかけられる。企業誘致をしても、人材が確保できなければ、

人材を送り込むことができなければ、企業はまた撤退せざるを得ない状況になる。ですから

人材の育成ということが大事なことだと思います。ぜひこのことが、峡南高等専門校が、そ

ういった学科を増やして、子どもたちが東京へ出なくても、この町で勉強できる、そういっ

た環境を、この町が作る。そういうふうに、町長の公約にもありますので、そういったこと

をぜひ実現してほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

２年前の選挙ときに増穂商業高校を残すといいますか、その跡地に専門職の学校を誘致し

たいということは、当時、増穂商業高校がなくなるということが現実化になりましたので、

それは議員さんの公約と同じということがありましたけれども、皆さん、同じような公約を

掲げたのではないかなと思っています。ただその後、先ほど議員さんがおっしゃられるよう

に、知事が変わり、前の知事が決断はせずに、任期は終わってしまいましたので、今、新し

い知事さんにその辺は委ねられているとこでありますけども、まだかつて増穂商業高校の跡
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地を活かす会から、県へ県立の専門短期大学校の誘致というのが出されたまま、結論が出て

おりません。それに加えて、今回、同じ増穂商業高校の跡地を活かす会から、峡南技専の拡

充・発展についての要望書が出て参りました。峡南技専を今の場所で拡充・発展させるなの

か、増穂商業高校の跡地に持ってきて、あそこにもっと大きなものを造るなのか、その内容

がよくわかりません。会長さんにもお聞きしたら、その辺をよく詰めていないというお話で

したので、先ほどご答弁させていただいたとおり、その会長さんからの要望書の写しを、県

のほうにお渡しし、県のほうでもしっかり検討してくださいということでやっております。

今、県議会も議会中でありますので、この議会が終わりましたら、うちも議会がありますの

で、県と膝詰め談判をしながら、この辺の整備をしてまいりたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、残り１分です。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

もう終わりにしますけれども、今町長も答弁の中に富士川町の増穂商業高校の跡地を考え

る会から、峡南技専を拡充するという要望書が出た、それは出ていないと思いますけれども。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

増穂商業高校の跡地を活かす会というのは、跡地を活かす会なんですね。そこから峡南技

専の発展・拡充の要望が来ている。峡南技専の敷地の中でやるのか、増穂商業の跡地で新た

な専門校を造って拡充していくのか、その辺が定かではありませので、会長さんにも確認を

したところ、そこはまだ詰めていないということであります。ただ、そういった要望書をい

ただきましたから、県のほうの考えがどの辺にあるのかを、掌握するために写しを県のほう

に渡して、こういう要望書を私宛に受けていますと。県のほうの考えはどうですかというこ

とで、検討させていますので、この議会が開けたら、その辺を精査して参りたいということ

であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

増穂商業高校の跡地を考える会については、早急にまた会議を、会長からもっていただき

まして結論を出し、また町長に要望書なり、なんなり出すようにしていきたいと思っており

ます。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告１番 １１番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 
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休憩 午前 ９時５６分 

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

再開 午前１０時０３分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

続いて通告２番 ２番 樋口正訓君の一般質問を行います。 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

２番樋口です。本定例会は、コロナウイルス感染が拡大しているさなかでの開催となりますが、

当局におかれましては、引き続き、終息に向けて、正確な情報を迅速に町民に伝えていただける

ように、万全なる感染症対策をよろしくお願いいたします。 

それでは、郷土料理を活用した地域の振興についての質問に入ります。はじめに、甲州富士川

まつり、その会場において、２０１２年までは来場者に大釜でほうとうを提供していましたが、

２０１３年からは、郷土色豊かな十谷地域の「みみ」約３０００食を提供しています。素朴で温

かな味は大人気で、早い時間から長い行列ができています。この祭りには、町内外から約２万人

が訪れ、町をあげての盛大な秋祭りとなっております。 

さて質問です。十谷の集落に、その昔から伝えられてきた「みみ」は、本町を代表する郷土料

理となりました。この郷土料理を活用しての、食の文化による町おこしの今後の取り組みについ

て、町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの郷土料理を活用した町おこしの取り組みについてお答えいたします。 

郷土料理は、その地域に根付いた産物により、地域独自の調理方法で作られ、地域で伝承され

ている固有の料理とされています。本町の郷土料理「みみ」は、その歴史やどのような時に食さ

れていたかなど、食文化や調理方法及びその味を大切にし、後世に伝えていかなければならない

と考えております。 

こうしたことから、さくら祭り、富士川まつり、もみじ祭り、ラン＆ウォーク大会において「み

み」を提供し、多くの来場者や参加者に味わっていただくことで、そのＰＲを図っております。 

また、「つくたべかん」においては、地元の皆さまの調理による、昔ながらの伝統の味をお客

様に提供するとともに「みみ作り体験」を行っております。 

こうした活動によって、令和元年１１月に山梨県から「食の伝承マイスター」として認証され

たところであります。 

今後も、町おこしの第一歩としてこのようなＰＲ活動を続け、多くの皆さまに伝承による本来

の「みみ」を知っていただけるよう、取り組んで参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 
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〇２番議員（樋口正訓君） 

本町も合併して１０年経ちました。この機会に各方面向けて、より一層のＰＲの強化をお願い

したいと思います。先日、十谷の、あるご夫婦を尋ねてみました。そして「みみ」の由来を伺い

ました。その昔、南アルプスの源氏山の麓、十谷地区において源氏の武将が作り、食し、戦勝を

祝ったという説、また、その形が農具の箕に似ていることから、福をすくいとる意味を込めて「ふ

くみ」となり、これが転じて「みみ」になったとの所説。常に、祝い事のたびに作り続けられて

きたそうです。そして帰り際に「なんとしても次の世代へ繋げていかなければ」と、夫婦は笑顔

で見送ってくれました。その笑顔に応えるために質問です。郷土料理を子どもたちに身近に感じ

ていただきたい。そこで、学校給食へ活用する取り組みなどは考えられるでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。現在、学校では鰍沢小中学校におき

まして、３学期の給食献立の中で「みみ」を児童生徒に提供しております。本年度は１月に提供

をいたしました。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ありがとうございます。好評であれば、さらに回数を増やしていかれることも検討していただ

きたいと思います。 

続いて再質問です。「みみ」の献立の日には、みみの由来や本町の歴史や民話など、食べなが

ら学習ができるような、お楽しみ会的給食等の取り組みはなされているでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

現在、給食で提供しているときには、献立の背景や、その食材等につきましてその説明を担任

の先生が読み上げたり、また、校内放送でお知らせするなど、児童生徒に「みみ」についても紹

介を行っております。また、こういったことが町おこしの取り組みの一端を担っているとも考え

られると思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

さらに、親子で食べる給食会になども検討していただければと思います。素朴で温かな「みみ」

は、子どもから大人までの幅広い層に愛される料理であってほしいと願うところです。まずは、

伝統の味を伝えて、第２弾は本町の特産品も加えての、ご当地グルメの祭典やＢ－１グルメ大会

へ参加する取り組みなどの準備を進めてほしいとも考えております。町のプロデュースと地域の

コミュニケーションをさらに深めて、県内外に発信、ラグビー日本チーム同様、ワンチームで臨
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み、つくたべかん、道の駅富士川ほかにも、まほらの湯、かじかの湯の食の提供、商店街へも浸

透を図っていただきたい、こんなふうに考えます。 

また、昨年１２月定例会で、歴史資料館について私が質問した交流センター塩の華についてで

すが、本定例会の冒頭、町長の所信で町の資料館に転用したいとの旨をお話しされました。「み

み」も本町の歴史ある食文化の一つです。その「みみ」を活かした、特色ある取り組みで、その

地域のさらなる活性化をお願いしたいと思います。今日は、ここに産業振興課からお借りしてき

ましたけれども、富士川町の四季には、郷土料理「みみ」が欠かせないものとなっています。ぜ

ひ、振興できるようによろしくお願いしたいと思います。 

続いて次の質問に入ります。本町では、友好交流都市協定を茨城県大洗町との間に、２月２７

日に結んだと伺っています。私は、この交流都市構想について昨年の６月定例会に質問をいたし

ました。町民アンケートを実施して、最終的に集計結果などを踏まえて検討をすると。その結果、

相手先には海の町、茨城県の大洗町と決まりました。大洗町は茨城県中部に位置し、人口１万５

９８７人。茨城県有数の漁業の基地であり、特に松川漁港は日本でも有名なシジミの産地で知ら

れています。「ひぬま・やまとシジミ」のブランドで販売されて、ハゼやシラウオなどの漁も盛

んな町と伺っております。また、大洗海岸や大洗サンビーチ海水浴場は、年間４００万人の海水

浴客やサーファーが集まり、ビーチバレー大会等も行われ、まさに太平洋沿岸の海の町との交流

であり、海のない町、そして海にあこがれる私たちにとって、これからの交流が待ち遠しいとこ

ろです。 

さて、早速ですが質問です。友好交流都市との交流に、郷土料理を活用するなどの取り組みを

考えているか、町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

樋口議員の郷土料理を活用した友好交流都市との交流についてのご質問にお答えをいたしま

す。町では、町制施行１０周年記念の一環として、２月２７日に茨城県大洗町と友好都市協定を

締結いたしました。この協定におきましては、観光・物産交流をはじめ、経済やスポーツ、文化

など幅広い分野において交流を行うこととしております。こうしたことから、今後、各分野にお

きまして具体的な交流内容を検討する中で、郷土料理を中心とした食文化を通じての交流につい

ても検討して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

提案ですが、祭りやイベントなどを通じて、冬の大洗のビッグイベント「あんこう祭り」は有

名で、約１４万人を数える名物料理、海のフォアグラとも呼ばれているそうです。「あんこう鍋」

に対するのは、素朴で心温まる来福を願い作り続けられてきた縁起のよい、甲州富士川まつりの

主役、郷土料理「みみ」。友好をさらに深めるためにも、互いの町の自慢の料理などを題材にし

た「鍋料理合戦」などのアイデア企画等の取り組みの提案はいかがでしょうか、町の考えを伺い

ます。 
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〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。大洗町のあんこう鍋は、「西のふぐ、東のあんこう」

と呼ばれるほど、非常に注目度の高い鍋料理でございます。両町の食文化を通じまして、近い将

来、鍋料理対決等による企画の実現によりまして、両町のＰＲに繋がるように努めて参りたいと

考えております。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ検討していただきたいと思います。また、若者向けには、大洗と言えばアニメの人気キャ

ラクター「ガールズ＆パンツァ」、本町にはご存じ「さゆは」のキャラクターがあります。人気

キャラクターを活用した交流のイベントの取り組みなどにも期待をしております。よろしくお願

いいたします。 

里山の素朴な食文化が、大きな縁をもたらしてくれる予感がしてきます。中部横断道が全線開

通すると、静岡・長野・新潟など、さらに短時間での往来が可能になり、茨城県大洗町も３時間

半あれば新鮮な海産物の食べ歩きやマリンスポーツも楽しめる距離であります。まずは食の文化

を通じて、笑顔の輪を広げ、互いに交流を深め、次の世代へと繋げていけばいいと考えます。災

害協定をはじめとする、各種の観光イベント、教育・文化スポーツの振興、移住定住促進など、

この取り組みが起爆剤となり、素晴らしい交流になることを心から期待しております。 

最後の質問になります。再三ですが、十谷地域にはみみづくりの体験ができるつくたべかんが

あります。人気漫画の「美味しんぼ」でも紹介されております。近いところでは先日、町制１０

周年の記念番組「俳句王国がゆく」の中でも、ＮＨＫで全国放送されたところです。素朴な料理

を求めて、観光シーズンには県内外から多くの観光客でにぎわっております。みみは大釜で野菜

とグツグツ煮込み、最後に味噌を加えて出来上がり、つくたべかんだけではなく、山梨と静岡を

つなぐ人気の道の駅富士川でも限定で食べられているところです。郷土料理と言えば、県内でも

郡内地方を中心に、吉田のうどんがブランドです。ごつごつとした、こしのある自家製麺であり、

噛めば噛むほど味が出ることから根強いファンが多く、最近その吉田のうどんも手軽なカップめ

んに再現され、コンビニの店頭に並んでいるのも見かけます。山梨県でも新開発された魚「富士

の介」をブランドにするためのプロモーション活動が盛んに展開されています。 

そこで質問です。郷土料理をブランドにするためには、「みみ」をレトルト化商品として、ブ

ランド力を高めるなどの工夫も必要であるかと思いますが、地域の郷土料理「みみ」のブランド

化の推進について町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの「みみ」のブランド化についてお答えいたします。町では、郷土料理「みみ」を各

種イベントにおいて来場者等にＰＲしており、「つくたべかん」においても地元の皆さまの調理
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による昔ながらの「みみ」の提供と「みみ作り体験」を行っております。今後、さらに全国に情

報を発信するため、先ほど議員さんからも提案がありました「みみ」のレトルト食品化も、ＰＲ

材料の一つとして考えられることから、実現に向けて調査研究して参りたいと考えております。 

こうした取り組みを続けることにより、「みみ」に興味を持っていただき、本町を訪れ、ここ

でしか食べることのできない、伝承による本来の郷土料理「みみ」を味わっていただくことで、

ブランド化を図って参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

産業振興課長から、力強いお答えを今いただいたところですが、レトルトの商品化をされると、

幅広い活用も考えられてくると思います。その一つに、災害に備えての備蓄や、保存食に郷土料

理を利用するような取り組みはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいま「みみ」のレトルト商品を防災に向けての保存食に採用できないかというご質問にお

答えします。現時点ではどのような商品となるか分かりませんので、断言はできませんが、一定

期間の保存が可能であれば保存食として備蓄することは可能だと考えております。また、「みみ」

は野菜などを多く煮込むため、栄養価についても期待できるものと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ検討していただきたいと思います。町独自のユニークな話題にもつながるかと思います。 

終わりになりますが、十谷地域で脈々と受け継がれてきた郷土料理「みみ」は、郷土料理百選

の一つにも数えられております。ブランド力を高めるためにも、レトルト化された商品として、

「日本のうまいもん・富士川町十谷のみみ」と刻み、ラベルに北斎の甲州鰍沢などをプリントし

て富士川舟運とも結びつけ、近県販売エリアの拡充、または高速道路のサービスエリアと道の駅

などで販売をされればと思います。やがて小さな「みみ」はブランドとして大きな成長を成し、

文字どおり、富士川町の「福箕」としての役割を果たしてくれるのではないでしょうか。合併し

て１０年。この夢のある取り組みに、大いに期待をします。 

以上で、郷土料理を活用した地域の振興について、私の一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告２番 ２番 樋口正訓君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

続いて通告３番 ４番 井上和男君の一般質問を行います。 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 
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４番 井上和男です。これより、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

旧増穂西小学校の校舎は、㈱氷室の里に譲渡されてから２年が経過しました。地元平林区では、

旧校舎を利用した地域活性化に向けた事業が、いつ始まるかと心待ちにしてきましたが、今日現

在、一向に動き出す気配が感じられない。 

そこで、旧増穂西小学校施設の現状について質問します。氷室の里との契約では、令和２年４

月１日までに用途指定に供するとなっていますが、現状について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの井上議員の、旧増穂西小学校施設の現状についてのご質問にお答えをいたします。 

     ㈱氷室の里との契約では、旧増穂西小学校の施設について、町有財産譲与契約書において、令

和２年４月１日までに指定用途に供することを規定しております。これまで、㈱氷室の里より具

体的な事業計画をはじめ、施設の改修や経営計画について提示されてきましたが、事業運営や改

修に伴う資金の確保などに目途がたたないことから、事業の実施に至っていないのが現状でござ

います。 

     こうした中、先般３月５日に、㈱氷室の里から「事業計画を白紙撤回し、事業を断念する」と

の意向を伝えられたところであります。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

私は、以前から平林区の皆さんと懇談をする中で、本計画の実現を願っていました。ただ、た

だいまの答弁で「計画の白紙、事業を断念すると」聞いて驚いています。地元平林区では、この

計画の実現が地域の活性化につながるものと、大きな期待を寄せていただけに本当に残念であり

ます。 

そこで、次の質問に移ります。町では氷室の里に対して、どのような指導を行なってきたか伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

これまで㈱氷室の里では、平林区と協議を進める中で、具体的な整備や経営についての計画（案）

をまとめ、町に対して提示しておりました。 

町では、この計画（案）を基に、契約期間内の履行を前提とし、旧校舎の活用が地域振興と地

域の活性化となるよう、事業内容や整備計画について確認を行うとともに、改修費用などの資金

計画につきましても、借入金の返済や将来に向け安定経営が出来るかなどの、指導をしてきたと

ころでございます。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 
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〇４番議員（井上和男君） 

１つ目の質問の答弁で、氷室の里が事業を断念するとのことなので、旧増穂西小学校の校舎の

今後がどうなのか、非常に心配をするところであります。平林区では、旧増穂西小学校の跡地の

利用により、地域が活性化することを望んでいます。旧増穂西小学校の利用については、もとも

と平林区では、西小が廃校になることにより、残された校舎が、防災・防犯面の観点からも解体

を望んでいると聞いております。 

そこで再質問です。２年前に、氷室の里へ譲渡した旧増穂西小学校の土地について、買い戻す

考えがあるか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。平林区からはこれまでも、議員がおっしゃられたと

おりの要望がございました。現在、このように氷室の里から事業断念すると、こういう意向を伝

えられておりますので、今後につきましては、この土地等につきまして、買い戻すことを前提に

取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

     再質問です。土地を買い戻した後、旧西小跡地をどのようにするか、現時点の考えがあるか伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     西小の跡地活用についてのご質問にお答えします。先ほど課長が答弁したとおり、３月５日に

白紙撤回、事業断念という意向を伝えられました。土地については、前々平林の皆さんと、後々、

乱開発されても困るからということで、こういう状態であれば、町が買う方向でこれから検討し

ていきたいなと思っておりますが、その後の活用策については、氷室の里が耐震化の改修に多額

の費用がかかりすぎて、改修のめどが立たないということからの断念でありますので、町といた

しましても、あの建物を活用というよりも、これは平林の皆さんと、これから十分協議をして参

りますけれども、あの土地を使って、平林地域の活性化等に、これから活用できる方策を検討し

て参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

 平林区との合意が得られる中で、地域の活性化になるよう進めていただきたいと思います。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告３番 ４番 井上和夫君の一般質問を終わります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

続いて通告４番、５番望 月眞君の一般質問を行います。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

５番議員 望月眞です。通告にのっとり質問いたします。 

通告質問事項１番目です。富士川町民体育館の建設についての質問です。 

最初の質問です。町長は９月議会冒頭の所信表明において「新町民体育館の建設については、

予算の平準化や将来のまちづくりの中で建設場所を決定していきたい」と言及していました。私

も大きな事業が重なる中で、新町民体育館建設は急がなくてもよいのではないかと考えています。 

一方で、スポーツ協会関係者の中には早期建設を望む声もあります。スポーツの町富士川であ

り、旧町民体育館が閉館するまでの稼働率は年間９４％以上だったと聞いております。新町民会

館建設の今後の見通しについて、伺います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

望月議員の新町民体育館の今後の見通しについてのご質問にお答えをいたします。平成２９年

２月の広報で町の７大事業を発表させていただきました。これはリニア建設に伴う公共施設の移

転等々でありますけども、その中に町民体育館も入っております。これは、当時の７大事業で掲

げたのは令和６年までが合併推進債の期限ということで掲げさせていただきましたが、先ほど質

問にもありましたように、予算の平準化、将来負担の公平性等も考慮する中で、今のところ慎重

に、体育館の建設については、具体的な場所も示せない状況でありますが、今後、将来のまちづ

くりを検討する中で、建設を早急に決定して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問をお願いします。町民体育館の建設検討員会。私も議員の代表として委員になりました

が、この間、一度しか開かれていません。やはり、今後の見通しを、ある程度町民も、あるいは

スポーツ関係者も把握していく必要があると思いますので、何らかの形で見通しを持った取り組

みを展開するようしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町民体育館の建設用地につきましては、建物の大小を問わず付随する駐車場を含めると、相当

の規模が必要であると考えております。こうしたことから、この用地については、町づくりとい

う抽象的な話をしましたが、一方で、中学校の統合問題、また、最近発生する自然災害等での避

難場所、こういうところも考慮しながら、今検討を進めているとこでありますので、概要は出て

いるとお聞きしておりますけども、再度、適地を決めた中で、その用地にあった規模・機能の確
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保という、検討委員会は建設が決まった後に、再度ご検討いただきたい、こんなふうに考えてい

るところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

それでは、２番目の質問に移ります。町民体育館はリニア建設により移転を余儀なくされた公

共物であります。新町民体育館建設に関わる必要経費はＪＲ東海からの補償費も予定されており、

旧町民体育館解体経費もＪＲ東海からの補償で行われています。ＪＲ東海との建設費にかかる補

償交渉の状況についてお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの、ＪＲ東海との補償状況についてのご質問にお答えさせていただきます。 

ＪＲ東海との体育館建設に係る補償については、平成３１年３月に「利根川公園内町民体育館

の移設に関する覚書」を結びまして、移設費用に要する経費はＪＲ東海が補償するという合意が

なされているところでございます。 

覚書の中では、補償額の算出についてでございますが、公共事業の施行に伴う公共補償の基準

に基づきまして、公共補償で算出されることになっておりますが、公共補償の算出にあたっては、

建設の規模や事業費が補償交渉の根拠となってまいります。 

こうしたことから、現在は、建設規模や建設事業費等が確定してございませんので、補償交渉

は行われていない状況であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

現時点では、建設規模とか用地等が確定していないので、補償交渉は止まっているということ

でよろしいですか。国策ですので、なかなかＪＲ東海からの満額補償というのは難しいかと思い

ますが、建設費の満額に近づくように町執行部に粘り強く、ぜひ、交渉をしていただきたいと思

います。 

３番目の質問です。先ほども町長の答弁にありましたが、平成２９年度の７大事業の推進にあ

たって建設に関わる概算事業として、３５億円が提示せれていますが、その財源について伺いま

す。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

町民体育館の建設事業に係る概算事業費は、体育館本体の建設費のほかに用地取得費、そして

また既存の体育館の解体費、これはすでに終わりましたけれども、撤去費、そしてまた新たな体

育館の造成、駐車場整備など含めまして概ね３５億円という発表をさせていただいたところであ

りますが、いずれにしましても、建設には、大きな事業費が必要となることから、周辺整備を含
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めた建設の財源については、国の補助金が取れるものは取っていきたい、そしてまた、先ほどお

話ししましたように、覚書を結んでありますので、公共補償基準に基づく公共補償費というのが

ＪＲからの補償金で入ってきます。それ以外に児童館のときもそうでしたが、周りのフェンスを

造るとか駐車場を整備するとか、これは移転によって伴う経費になりますので、この補償基準と

は別に、ＪＲから負担金を取りたいということは考えております。それと、令和６年までが合併

推進債の期限でありますけども、昨年から全国の同じ境遇にある市町と一緒になって、これを令

和１１年まで５年間延長させる動きも、今、国の方と交渉しているところであります。令和２年

度が勝負の年になるのではないかなと思っておりますが、これが、令和１１年まで延長されると、

その中で合併推進債、またリニアによって体育館は移転するものですから、県のリニアに掛かる

市町村振興資金を活用できますので、それらを活用しながら事業を進めて参りたいと考えており

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

合併推進債については、現時点では令和６年までということになっているので、まだ不確定な

ところもあるということですので、ぜひその辺は推進債が使えるように頑張っていただきたいと

思っています。その他、公共施設建設ですから、国や県からの補助金等も取れるものは取り、そ

ういう交渉で臨んでいただきたいと思います。 

再質問お願いします。３５億円はあくまでも概算事業費であり、ＪＲ東海からの補償金や補助

金等をあてれば、３５億円すべてを地方債に依存するということではないととらえてよろしいで

しょうか。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

まちづくりの中で建設地を決定して参りたいと常々言っておりますが、そうした中で、今中学

校の統合問題も出てきております。そしてまた、いい町の公共用地があればそこも活用できるの

かなと思っております。当初の３５億円は新たに土地取得から、すべてをした場合の想定額であ

りますので、こうしたことによって、いろんな土地が活用できたり、いろんな事業との整合をと

りながらやってくことによって、金額はまだまだ安くなるものと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

４番の質問です。新町民体育館建設に関わっては、合併推進債の適用は不確定なところもあり

ます。また、鰍沢地区内に建設しなければ過疎債の適用もありません。町のこれからの財政を考

慮すると、地方債もできるだけ下げていくことが必要です。建設規模や機能の検討・見直しの必

要性について、どのように考えているのかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 
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〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

町民体育館の規模や機能の見直しについてのご質問にお答えさせていただきます。 

町民体育館の建設規模や機能につきましては、平成２９年９月に設置いたしました「富士川町

民体育館建設基本計画検討委員会」の中で検討を進めて参りましたが、それ以降、町の大型事業

や中学校の統合問題などの関連から、ここ２年間は検討委員会が開催されておりません。 

こうしたことから、先月、これまでの経緯等を説明するため、町民体育館建設基本計画検討委

員会を開催し、委員の皆さまのご理解を求めたところでございます。今後、各種事業の進捗や将

来のまちづくりの中で、建設予定地等を決定していくこととしており、建設予定地の目途がつい

たところで、改めまして町民体育館建設基本計画検討委員会で、体育館の具体的な規模や機能等

を検討していただき、基本計画に反映していきたいと考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。平成２９年２月に富士川町民体育館建設検討委員会より「富士川町民体育館の望

ましい規模と機能について」の検討結果報告書が出されています。それによると、主な点ですが、

６人制バレーボールコート・バスケットボールコート３面を取れるアリーナ、うち一面はサブア

リーナとしての活用としていますが、それから観覧席１千席程度の規模で建物の延べ床面積５千

㎡程度とされています。また必要な用地面積、これは駐車場等の確保も入ってきますので、２万

６千㎡程度が提起されています。この報告書を１つのベースにして、これから、この見直しも含

めて、細部にわたり検討していくということでよろしいのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。富士川町民体育館の望ましい規模と機能についての検

討報告書は、現状の課題や問題を洗い出し整理したものでございます。本町の町民体育館の目標

像を示したものでございますので、この報告書を基に、改めて再検討をしていくこととしている

ところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。現在本町には、体育施設として活用可能な鰍沢中体育館・ふれあい広域体育館・

増穂中学校体育館があります。特に鰍沢中学校体育館は旧鰍沢町時代に町民体育館として建設さ

れ、バレーボール、バスケットボールコート２面が取れ、武道場もあり、大きな建物となってお

り、現在は町民体育館の代替施設として活用度が高くなっています。 

これらの体育館も、中学校の再編のこともありますので、中学校の再編の状況によれば、これ

らの体育館も町の社会体育施設への移行も想定されます。まだ、生徒たちが増穂商業で学習して

いますので、あまり言うのは差し控えたいと思いますが、県との交渉により増穂商業高校の体育

館も活用が可能になることも想定されます。こういった体育館をサブアリーナとして活用すれば、
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バレーボールコート、バスケットボールコート２面のアリーナ規模の建設をすればよいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの質問にお答えいたします。既存施設の有効活用も含めた検討を今後していくことと

しております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

よろしくお願いいたします。再質問です。観覧席１千席程度の規模の見直しについても検討し

ても良いと思います。町民体育館ですので、町民の活用を最優先に考え、１千人も観客が入るよ

うな大きな大会を誘致する必要も、私はないと思います。観客席を多くすると駐車場のための必

要用地も広くしなければならず、建設用地の確保も難しく、財政的にも負担が多くなると思いま

すがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほどもお答えしました、既存の施設の有効活用も含

めながら、建設規模についても幅広く検討していくことにしております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひこういった点も極力抑えるということで検討をお願いしたいと思います。 

再質問です。建設用地も私有地を購入すると大きな経費がかかります。諸施策の進行状況を踏

まえながら、現在町にある公共地の有効活用を考えたら良いと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。建設用地等も含めて、全体的な事業費の削減も考えな

がら、既存の公共用地の活用も含めた検討をしていくつもりでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど鰍沢中学校の体育館等々例を出していただきましたが、町内には増穂商業高校の体育館

を含めますと９つあります。ただ、西小の体育館とか、五開の体育館とか、中部の体育館等につ

いては交通の面が悪いということから、すべてが活用できるわけではありませんけども、これか

ら造る町民会館は学校の統廃合も当然考えながら、そして先ほど言ったように、防災の体育館と
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いう、町民の避難所としての機能も備えなければならないと思いますが、鰍沢中学校体育館は、

かつては町民体育館だったと思いますけども、あそこはハザードマップで水没する地域に入って

おりますから、地震の時には活用できるかもしれませんが、いざ水害のときには無理だと思いま

すので、それらも含めて、これから適地を決めていきたいと思っています。当然、先ほど言った

ように既存の公共用地の活用を含めながら、そして、これもいろんな既存の施設を使いながら、

それらをサブアリーナとすることによって、住民の皆さんからの要望は満たされていくのではな

いかなと思っておりますので、新しくまた立ち上げる検討会の中で、土地が決まった、そこに合

う体育館のようなものを、またご検討いただければと思っています。以上です。    

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

町民の利便性と町の財政状況等を踏まえながら、より有効的な新町民体育館建設を望みます。 

次の質問に移ります。通告質問事項２に移ります。ふじかわ子ども・子育てプラン、第２次富

士川町子ども・子育て支援事業計画案についての質問です。私はこの案を精査してみましたが、

「子どもの権利条約」の理念に沿い、子どもの最善の利益になるよう、親・家庭・地域・学校・

行政がそれぞれの役割分担を担いながら、出来ることを連携して取り組もうという趣旨や計画が

盛り込まれていて、大変よい案だと思います。このプランがより効果を発揮できることを願い、

質問します。  

最初の質問です。これまでも、第１次富士川町子ども・子育て支援事業計画に基づいて多くの

事業が実施されていますが、本プラン作成に当たり、諸事業の検討・見直しが行われているかを

伺います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただ今のご質問にお答えします。平成２７年度を始期とする「富士川町子ども・子育て支援事

業計画」については、関係課から構成される庁内検討委員会を立ち上げ、毎年、各施策について

数値、内容の精査などについて進捗状況を確認して参りました。この進捗状況は、条例に基づい

た「子ども・子育て会議」において審議され、公表しております。 

また、計画策定においては、事前にアンケートによるニーズ調査を行い、その結果を分析し、

報告書にまとめております。 

これらのことを踏まえ、子育て支援施策について、修正及び新規に追加するなどを行い、新た

な計画を策定したところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問をお願いします。これまでの事業を継続実施するだけでなく、第２次計画では事業の見

直しや修正を図ったり、新たな事業内容の策定も計画しているということですが、具体的な質問

をさせていただきたいと思いますが、これまでの事業内容の具体的な見直し例として、学校給食
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費の補助の拡充が図れないかどうか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの学校給食についての質問について答えさせていただきます。町では生活保護世帯お

よび、それに準ずる世帯につきましては学校給食費の全額を給付しており、さらに１８歳以下の

子どもがいる家庭においては、第２子の給食費を半額にし、第３子以降の給食費を全額補助して

おります。これまでも、いろいろな保護者の経済的な負担軽減に努め、いろいろな対策をしてい

ることから、学校給食費の完全無償化については現在考えておりません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。現在富士川町では、学校給食費について、調理に関わる人件費や運営管理費等は

全額補助、食材費等の経費分については２子は半額補助、第３子以降は全額補助としています。

例えば、第２子以降は全額補助にしたらいいと思います。現在本町の小中学校には対象となる２

子は３９３名在籍しています。２子分を半額から全額補助にすると、それぞれの学校の給食費か

ら算出してみましたが、年間約１１００万円の経費が必要となります。これは町にとっても大変

大きな負担になると思いますが、給食業務の給食センターへの移行に伴い、給食費の見直しと共

に第２子全額補助への拡充についても検討したらよいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

ただいま望月議員のご質問の給食費の拡充でございます。富士川町子育てプランの中で、基本

計画の中にすべての子育て家庭を支援するというような基本目標の政策の一つに、給食費の補助

制度を掲げているところでございます。これらの事業につきましては、子育て世帯への経済的な

負担軽減を図るというようなことでございますけれども、先ほど課長も申し上げましたとおり、

この軽減施策については、すべての子育てというような家庭を対象としまして、さまざまな事業

を行っていると、先ほど言いましたけれども、医療費助成、保険料の無償化等の事業も行ってい

るところでございます。給食費の補助金につきましても、２子半額、３子以上を無償化というよ

うなことで、多額の町単独の事業として、今やっているところでございます。さまざまな面での

子育て支援、経済負担の軽減策を図るというようなことでありますので、学校の給食費につきま

しては、当面この２子半額というようなことで進めさせていただきたいというふうに思っている

ところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

私も基本的には、学校給食費は義務教育の範囲ですから、国が全額補助をするべきものと捉え

ています。また、保護者の中には自分の子どもが食べる食品ぐらいはきちんと払いたいという保
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護者もいます。そうでありますが、すべての子育て家庭支援への取り組みとして、給食費補助の

拡充も検討してもよいではないかと思っています。 

再質問お願いします。新しい事業として、例えば大洗町との友好交流都市関係が結ばれたのを

契機に、本町の子ども達と大洗町の子ども達との交流事業を実施することもよいと思うのですが

いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの大洗町との交流事業の実施についてのご質問にお答えしたいと思います。大洗町に

つきましても、当町と同様に、子育て支援の充実を重点政策として掲げ、さまざまな取り組みを

されているようでございます。子どもたちの交流も含め、まず、行政間の子育て支援施策につき

ましても、情報交換しながら、相互によりよい政策展開ができればと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

相互で検討し合うということも大事ですが、具体的な一歩を踏み出すということも必要だと思

います。両町の自然環境や施設を生かして、例えば大洗町の子どもたちの林間学校を受け入れる、

そこで本町の子どもたちと交流をする。本町の子どもたちが大洗町へ行って臨海学校、自然体験

学習をする、そういった体験活動の仕組み、交流活動を具体的に推進していくことがいいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えします。このことにつきまして、具体的に進めていくため、子育て

支援課、それから教育委員会、学校等と検討しながら取り組んで参りたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

まさにこういったことが、連携が必要になってくるということです。連携をきちんとしていく

ことは大切だと思います。子どもたちの社会的視野の広がりや、コミュニケーション力の育成に

もつながります。ぜひ連携をして、ご検討をお願いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

望月議員、質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０１分 

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

再開 午前１１時０９分 



60 

 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

２番目の質問です。国の子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正により、子ども貧困施策

の努力義務が、県から市町村自治体にも課されることになりました。それに伴い、本プラン基本

目標４の施策４として、子どもの貧困対策推進が追加されています。現在取り組もうとしている

具体的施策内容について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の子どもの貧困対策の推進に関するご質問にお答えいたします。 

町では、今般の法改正に伴い、県の指導もいただきながら「ふじかわ子ども・子育て支援プラ

ン」において、新たに「子どもの貧困対策の推進」施策を掲げ、取り組むことといたしました。 

施策の方向性としましては、貧困の状態にある子どもたちのニーズを把握し、関係機関が連携

して包括的に支援する地域ネットワークによる支援、また、平成３０年２月に実施されました「や

まなし子どもの生活アンケート」でも要望が多くありました、対象者への学習支援、さらに安定

した環境の中で生活し教育を受けることができるよう、対象世帯への経済的支援を３本の柱とし

て取り組むこととしております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。子どもの貧困対策推進法自体は、国段階では理念法であり、国は、貧困環境にい

る子どもたちに対して、具体的な支援施策を提示していません。具体的な施策内容については、

大綱を勘案して都道府県が県の努力義務とされてきました。多くの県で実施された施策が、貧困

環境にある子どもたちへの学習支援です。貧困環境にある子どもたちに学習の機会を支援するこ

とにより、高校や大学への入学のチャンスが拡大する。大学を出て、よい就職ができれば「貧困

の連鎖」を断ち切ることができるという考えが背景にあります。これは、首都大学の経済学者の

阿部彩さんたちが提唱している説ですが、しかし、勉強が苦手な子どもたちやこのラインに乗れ

ない子どもたちも多く、必ずしも有効な施策にはなり得ていと私は思っています。本町対象者に

おいても、学習支援への参加者は少ない現実があります。 子どもの貧困対策の推進に関する法

律の改正では、目的規定に子どもの将来だけでなく、これは多分、学習支援のことを言っている

と思いますが、現在に向けた対策であること、貧困解消に向けて児童の権利条約の精神に則り推

進することが新たに明記されました。山梨県においても子どもの貧困対策推進事業の見直しが図

られています。学習支援も必要な支援の一つですが、先ほど課長もおっしゃいましたが、個々の

ニーズをしっかり把握して、貧困環境の現状を少しでも改善する本町独自の施策が必要だと思い

ますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 
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子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えします。議員のご質問のとおり、現在の生活の安定が図られてこそ、

なお学習支援の効果も上がることと考えております。こうしたこともあり、今般、低所得世帯に

対するひとり親家庭高等学校入進学祝い金についても１万円から２万円に増額し、本定例会にて

補正予算として計上させていただいていることも、その一つでございます。現代の貧困につきま

しては非常にわかりにくく、議員もおっしゃいましたが、把握や支援について非常に難しく、さ

まざまな方面から取り組むことが重要であると言われております。子育て世代包括支援センター

機能や、先ほどの３本の柱を今後包括的に取り組んで、把握やニーズの支援を行って参りたいと

思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひ現状や、その他のニーズを把握しながら、適切な支援策を展開していただきたいと、この

ように思います。 

最後の質問になります。このプラン、支援事業計画をより有効に展開していくためには、家庭・

学校・地域、先ほど行政の連携について話がありましたが、行政のそれぞれの相互理解と連携が

必要不可欠ですが、連携強化に向けてどのように取り組んでいくのかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。子育て支援につきましては、地域、学校、行政が連携

し、実施している政策が多くあることから、さらに、効果的に展開していくためには、それぞれ

の構成員が子ども子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、その役割を果たすことが重要

と考えております。今後も引き続き、関係課が中心となり、定期的に計画について会議及び研修

を行うなどにより、連携強化と、各施策実施に向けての理解と協力を求めて参ります。 

また家庭に向けては相談支援など、あらゆる機会を捉えて、町の子育て支援施策の理解と周知

に努めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。このプランをより有効に実践していくためには、学校との連携・協力はとても大

切なことだと思います。学校との連携を深めるためには、学校教職員に対して本プランの周知徹

底を図ることが必要ですが、どのように取り組んでいくのかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

学校との連携は、ニーズの把握及び支援について、とても重要なものであると考えております。
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本計画策定におきましても、子ども子育て会議において、学校関係者にも入っていただき、ご意

見等をいただきました。このプランにつきましても、全教職員の皆さまに、プランを配布すると

同時に、ご理解をいただけるよう、概要版も含めて周知を図って参りたいと考えております。以

上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

地域でさまざまな諸活動、子どもクラブ等でする場合に、やっぱり必要になるのが活動の問題

やら、あるいはスポ少の活動等において、日がダブったりして、なかなか地域の活動が設定でき

ない、こういう現実があります。町の球技大会も、今グラウンドゴルフをやっていますが、中学

生の参加が非常に少ない現状があります。こういった意味でも学校との連携強化はとても大切だ

と思っています。 

管理職が理解するだけでなく、全教職員が理解することが必要です。プランを配布するだけで

なく、新年度の教育課程編成時に、本プランについて先生方も確認し合う、検討し合う、そして

学校の教育内容も地域のことも考えながらしていくということが必要だと思いますが、いかがで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

本プランが作成されるわけでございますけれども、先ほど議員さんがおっしゃるとおり、当然

学校との、教育関係との連携は非常に重要となってくるところでございます。教育委員会としま

しても子育て支援課と連携を図りながら、プランを学校校長会等に配布をしながら、その内容を

把握して理解を求めるような形、今後の学校の運営の中にも活用していただけるようにしていき

たいと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君）                

学校も教職員の多忙化あるいは学校自体の多忙化の課題もあります。しかし町の中にある学校

ですから、町の教育振興計画やあるいは子どもと子育て支援策を理解して、学校での取り組みを

進めることが、各機関と連携を進めることが私はとても大切だと考えています。 

再質問お願いします。地域が本プランを推進していくためには、地域の核になる区長や組長、

育成会役員等の理解を得るための研修会の開催や、子どもたちの支援方法について学び合う機会

を設ける、そういったことも必要と思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

〇子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。地域及び町の方々への周知につきましては、核となる

区長、それから育成会役員の皆さまにはまず知っていただくことが重要と考えております。この
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子育てプランにつきましては、さまざまな場面で周知できますように概要版も作成しております。

担当課と連携し、周知・研修等を図って参りたいと考えております。 

また、概要版を活用しまして、育児教室や主任児童委員を中心に民生委員会、愛育会、食生活

改善推進委員会、ファミリーサポーターなど、子育て中の方や、日ごろのご支援ご協力いただい

ている組織の皆さまにも知っていただく取り組みも、早々始めて参りたいと考えております。以

上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

私は紙面上の理解だけではなく、具体的な活用で推進していくということがとても大切だと思

っています。そういった意味で、前の議会でもちょっと政策提案いたしましたが、富士川町子ど

も見守り隊、声かけ隊等の具体的な行動施策も、この中に入れてもいいのではないかと思います

ので、ぜひご検討願いたいと思います。富士川子ども子育てプランが、子ども達の最善の利益に

なるよう展開される取り組みがなされていくことを期待して私の一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告４番 ５番 望月眞君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

続いて通告５番 １０番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番、青栁です。今日は大きく３つだけ質問させていただきます。 

まず始めに、来月４月１日から、役場職員の特に嘱託職員とか臨時職員とか呼ばれております

階級の方々が、４月１日から会計年度任用職員ということで１年ごとの契約という新しい制度が

始まります。これについて１番目の質問として、今年度の採用は募集をかけて決まっているよう

ですけれども、来年度についても採用計画の中で、どういった人数や雇用形態を考えているのか

町の考えを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

会計年度任用職員の、今後の採用計画についての考えについてのご質問にお答えいたします。 

現在、本町では正職員１６７名のほか、嘱託職員１０１名､臨時職員２４名､合わせて２９２名

の職員が町の業務に従事をしております。 

 こうした中、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、明年度から会計年度

任用職員制度が新たに導入され、嘱託職員、臨時職員については、７．７５時間勤務するフルタ

イム職員と、７．７５時間未満で勤務するパートタイム職員として採用することとなりました。 

こうしたことから、本町では住民サービスの低下を招かない中で、業務内容を再検討した結果、

７時間から７．５時間の勤務での雇用が可能なことから、フルタイム職員の雇用はなく、全てパ
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ートタイム職員として１１４名を採用する予定であります。 

今後の採用については、事務や事業を精査し、必要に応じた適正な人数を配置し、それぞれの

職種に合った雇用形態により採用して参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

今、課長のお答えにあったように各職種によって、非常にまちまち。フルタイムでいていただ

きたい方、それから極端なことを言えば半日で仕事が済む方。教育委員会とか土木とか財政課と

か、その職種によって、いろんなパターンがあると思いますので一概には言えないと思いますけ

れども、私のお聞きする中では、従来の時間勤務の嘱託とかパートとか、その職員方は、ほとん

ど正職員と同じようにフルタイム、あるいは残業なんかもしたりしてお勤めになっていると伺っ

ております。ところが今回の新たな制度による採用については７．５時間以下と。国の指針では

７．７５時間フルタイム、正職員と同様に扱うと。同一労働同一賃金ということが大きな骨子に

あるみたいなんですけれども、これを７．５時間以下にしたという理由について、再質問をした

いと思います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

お答えします。現在、嘱託職員及び臨時職員、臨時の調理員、学校用務員は１日７．７５時間

ということです。そのほか臨時職員は、現在は７時間勤務としております。ほか、短時間勤務、

週の数日勤務となる形態と職種に応じ、それぞれであります。事業や作業の見直しを行いまして、

業務に必要な勤務時間として７時間勤務を基本として調整をしたところであります。こうした中、

保育士や調理員、児童センターの支援員、町単教員、図書館司書の職においては、調整する上で、

特に保育士は保護者の対応、給食調理員につきましては後片づけに時間を要すというようなこと、

また、開館時間等の理由によりまして、必要な勤務時間を７．５時間としたところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

再度質問させていただきます。従来フルタイムと言われていた方々を、７．５時間以下にする

ということで、各部署の仕事はまわるという、内部での打ち合わせは済んでいるのでしょうか。

伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

この時間設定をする上で、各担当とも打ち合わせを行いまして、必要な時間を確保するという

ことで、この時間に決定したところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

再質問です。先ほども言いましたように、職種や多様な勤務ということで一概に答えは出せな

いかもしれませんが、一人の職員の毎月の収入は従来は７．７５時間、フルタイムでやっていた

というようなことで、対前年比較で減るのではないかと一般的には感じられます。その辺で平均

は取れないと思いますけれども、例えば、フルタイムのＡさん一人をとって、何か試算というこ

とはお答えいただけるでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇○財務課長（秋山忠君） 

毎月の収入の前年度比較として減るのではないかというようなご質問だと思いますけども、年

間では当然増えますし、また、毎月の支給額につきましても同額程度、また、もしくは微増とい

うような金額になります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

年間の所得はある程度確保されると。毎月は逆に微増だと。７．５時間以下に勤務時間が減っ

ても、毎月は微増だというお答えいただきまして若干は安心したんですけども、再質問ですけれ

ども、一般的に考えると、一般の民間会社で賞与をいただく場合は、夏のボーナスは１２、１、

２、３、４、５と６か月間が算定期間になります。ここで、新制度で４月採用になると４、５が

算定期間になって、昨年は例えば６月いただけた人が、新しい採用になるので、継続して勤めて

いる方も２か月分の算定ということになるのではないかと思いますけど、この辺いかがでしょう

か。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

お答えします。会計年度任用職員は新たな制度ということになります。従って勤務実績は４月

からということになりますので、期末手当の対象は４月５月というようなことになります。とい

うことで、６月につきまして３分の１程度というところで下がるというようなことになりますけ

ども、しかし翌年度以降につきましては、人事評価制度などによりまして任用が更新された場合

は、対象月は６か月ということになります。また、現行制度より支給率が増えるということにな

りますので、翌年度以降につきましては増額になるということになります。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

私もいろんな方に聞き取り調査をする中で、ある意味この町の職員は、社会保障とか休暇は他

町に比較して恵まれていると感じております。ただ、今お答えいただいたように夏の賞与につい

てだけ大分落ち込むと、３分の１になってしまうと。３分の１にはならないかもしれないですけ
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ども、かなりの額が減るということを聞きましたけれども、課長のお答えの中で年収はなんとか

確保できるということを伺って、ひと安心しているところです。ぜひ町長には引き続き職員を大

事にしていただいて、臨時職員も制度変更の初年度は所得が下がる面もあるかと思いますけれど

も、年収は同程度確保されるというお答えですので、町民のために誠実な職務に努力していただ

くように期待します。 

次の大きい２番目の質問に移りたいと思います。次の電子決済についてですけれども、先月の

国会における質疑の中で、野党議員が今後の文書管理を電子化すべきという質問を行いました。

これに対して文書管理担当の北村大臣が役員からメモを渡されて、令和８年の新国立公文書館の

完成に合わせて、文書電子保存を検討するということを読み上げました。その後、つい先日同じ

ような質問があって、やはり電子化を計画していくというお答えがありました。現在でも官庁会

計システムを運用する財務省では、会計業務決済基盤あるいは証拠書類の管理システムを構築し

て、各府省はこれに基づいて会計業務の電子決済を推進しますということになっております。具

体的には、令和３年度、来年いっぱいをかけてシステムを構築して、現在紙で運用している会計

業務の決済については電子化を推進するとしております。併せて支出負担行為とか支出決済等に

係わる決議等の業務、あるいは民間事業者等との契約書を交わす業務、請求書、そういったもの

を会計検査院とも紙媒体で提出している証拠書類の扱いについて、今後打ち合わせをして、会計

検査院の協力を得て、令和３年度中に、証拠書類も電子的に提出・保管管理できる仕組みを構築

するという答弁をされています。 

そこで質問になりますけれども、国の省庁では電子決済を推進しており、平成２８年度で９１．

４％電子決済を行っていると。これはおそらく会計部門についてだとは思いますけれども、この

町での電子決済について計画とか現在の進捗状況とか、どのようになっているか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

財務会計の電子決裁計画の進捗状況ということでお答えさせていただきます。まず、国の電子

決裁は各省庁を対象に推進しているもので、起案者が持ち回る必要がなく、決裁者のタイミング

で決裁できるなど、業務の効率化に資するため推進するものとしております。 

しかし、業務よっては電子決裁を行うことができない複雑、困難なものありますので、これら

の業務を除き電子決裁を行うとしております。 

町の財務会計システムへの電子決裁の導入は、業務の効率化ができる反面、証拠書類など膨大

な資料の電子化が必要となります。導入自治体においては、伝票のみ電子データで、紙の伝票と

証拠書類などは紙ベースとなり、電子、紙で併用していることから、かえって事務の煩雑化にな

っているものと考えられます。 

また、初期費用やランニングコストなどが多額になることも想定され、県内自治体において、

電子決裁は進んでいない状況であります。 

このことから、本町においては、現在のところ財務会計の電子決裁を導入する予定はありませ

ん。なお、休暇及び超過勤務など勤怠の状況については、電子の決裁を行っているところであり

ます。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ただいまの課長の答えですけれども、若干補足すると国では当然これがあまり合わないという

部署もあります。例えば、刑務所の刑務官とかパソコンをしょっちゅう持ち歩くわけではありま

せんから。それから海上保安庁とかこういった部署もあるようですけれども、これも含めて検討

するとしております。私どもも、このタブレットを使うことによって、例えば予算書は６００ペ

ージを超しますけれども、６００ページの紙ではなくて全部タブレットに入れていただいていま

す。それと同じように、例えば、町が発注をかける建物の契約書というと設計書から始まって、

周りから、土壌整備から、本当に１０センチにもなるような紙資料になると思いますけれども。

ただ、それを紙で出されて、それをまた電子決裁して保管してというと、大変な二重手間になり

ます。課長のおっしゃるとおりです。ところが、設計屋さんは当然パソコンで入力して、そこか

ら紙をはき出して役場へ持ってきているわけですね。ですからパソコンへ入力したデータをその

まま送信してもらえれば、紙はなくなるわけですよね。そう世の中が動いていますの、ぜひこの

辺は早目早目に検討していただきたいと思います。 

それでは、次の大きい３番目の新庁舎建設についての質問に移ります。 

検討委員会でまとめていただいた最終的な設計図面、計画ではいちばん東側に町民開放会議室

が１階にあります。そのすぐ北側に皆さんがお使いになれるトイレがあります。ところが、盛ん

に説明を受けている中では防犯・防災、そういったことで議会棟は使えないとか、福祉センター

は使えないというお話は何回も聞きましたけれども、その防犯、防事故面から１階に設ける予定

の町民開放会議室について、出入り口とかトイレ利用等はどんなふうに検討されたのか、伺いた

いと思います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまの会議室の防犯面に対するご質問にお答えいたします。 

１階に計画している町民開放会議室のセキュリティにつきまして、特に時間外の使用におきま

しては、利用時に北側玄関のみを使用することとし、事務エリア及び階段部分においては、シャ

ッターで区画を行い、人の出入りを制限する計画としております。 

また、トイレにつきましては、会議室に隣接させることで、会議室利用者に不便がないように

配置しております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

確認の再質問ですけれども、私どもが示されている最初の検討図面では、北南へ通り抜ける通

路、そこから自由に町民会議室に入れて、そのすぐ西側のほうには事務室があって、おそらくロ

ーカウンター的なカウンターしか今のところ読めませんけれども、ここへシャッターを下ろすと

いうことでよろしいでしょか。 
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〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。１階の間取りということになりますけれども、町民開放会議室は

庁舎の北側に位置していまして、そこに向かうには、北西部分でしょうか、ここに玄関を設けて

ございます。ですので、通常は東と西に大きな入り口がありますけれども、特に夜間などにつき

ましては、そこではなく北側の玄関から入っていただき、階段と事務室をシャッターで区分する

ということで、実際上は、北側の玄関からトイレと会議室のみしか使えないということで区分を

する予定でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

私が今方向を勘違いしていましたけども、再確認です。建物の長さは南北に長いわけでして、

北側から入った場合、そのメインの通路の西側は、すべてシャッターでふさぐということでよろ

しいですか。もう一度確認します。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。北側の玄関から入った場合は、そのまま、その通路、廊下をわた

ってトイレ等会議室がございます。そこを区分するのは事務室が区分になるわけですけれども、

そこにおいて階段と事務室のフロアに入れないようにシャッターで区画するということでござ

います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

実施設計の段階でまた図面を見せていただけるかと思いますけれども、そういう点では余計に

費用が掛かるといいますか、ちょっと取り付けて、夜間町民が自由に会議室を使わせてもらうと

いったことはできなくなるような、宿直が常に対応しなければならないという場面も考えられる

んじゃないかと思うので、この件については、また改めて伺うようにしたいと思います。 

先に述べましたように、国では令和３年度を目途に紙の運用や会計業務の電子化を実現すると

いうことを言っております。新しい国立公文書館が令和８年に完成するそうです。この町の新庁

舎が令和６年に使えるようになって、わずか２年後には、恐らく決済それから文書も電子化され

ると思います。そうなれば、いろんな書類がＣＤとかＭＤとかに保存されて、ロッカー１つで何

年分もしまえるというような形にもなるんじゃないかと想定されます。ぜひ、そういう世の中の

動きを見ながら、節約できるものは節約して庁舎を整備していただくように希望して、私の質問

を終わりたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告５番 １０番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

続いて通告６番 ６番 秋山稔君の一般質問を行います。 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔です。通告に従いまして一般質問をいたします。 

１番目ですけれども、呼吸器疾患者の避難先での対策についてであります。 

（１）呼吸器疾患を有する方の在宅酸素濃縮装置や携帯酸素ボンベの手配等、避難先での対策に

ついてでありますけれど、南海トラフ地震は山梨に震度６が想定されています。建物被害は全壊

が６９１０棟、半壊が３万９３０棟、停電が１４万５９００戸と山梨県が公表しています。とい

うことを踏まえまして、富士川町におきまして、在宅酸素を使用している方は１０数名と伺って

います。在宅酸素を使用して生活している方から、災害時には私たちはどうすればいいのかわか

らないというような意見を伺いまして、避難するには、どこへどうやって避難すればいいのかわ

からない。また、避難先では、いざ大災害が発生した時、まず先に、我々は酸素ボンベの心配を

する、予備もあるが避難先には電源の確保ができているのか、長時間の停電で予備の酸素ボンベ

も使い切ってしまったらどうしよう。希望とすれば、使用している携帯酸素ボンベの種類等を町

で把握してほしいというようなことを言っておりました。 

そして、町のどこか１か所にボンベを保管していただき、自宅避難をしていても、それから避

難先でも１か所に配送していただければ、家族がそこに取りに行けばいいので助かるということ

も話してくれました。 

そこで、在宅療法を受けている方々の緊急災害時における対策ですが、病気や酸素機器の種類

等を把握することも必要ですが、例えば、病状を把握していれば病院や事業者に、本人に代わっ

てすぐに対処できるのではないかと思います。 

例えば、自宅避難での酸素が使用できない時の対処、避難先で酸素が使用できない時の対処と

多種に渡ることが想定されています。把握することで、少しでも早く対処ができるのではないか

と思います。医師の指示によりまして、個々、人の酸素量は違いますけれど、多量の酸素を必要

とする方が災害によって長時間の停電になると、酸素吸入ができなくなり、酸素が使えなくなっ

た時には体調の変化によって病状が悪化し、生命の危険が予想されます。 

先に述べたとおり、避難先でも自宅避難していても、急に酸素が使用できないことによる呼吸

困難があることも考えられます。避難先へ酸素ボンベを携帯しないことも考えられます。もちろ

ん、患者本人も日ごろから、携帯用酸素ボンベや発電機を準備する自助努力も求められると思い

ます。 

以上のことから、災害時での対策について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの呼吸器疾患を有する方の避難先での対応についてのご質問に答弁をさせていただ

きます。呼吸器疾患等により、在宅酸素を利用している方の機器等の管理については、専門性が
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必要となるため、医療機関から依頼された在宅医療機器取扱業者が対応しております。一時的な

停電や、短期の災害時避難の場合には、日頃より利用者の方は、取扱業者と酸素の利用が継続で

きるように、携帯用の酸素ボンベの確保など対応を確認しております。 

     また、長期の避難となる場合も、基本的には取扱業者が利用者の安否等の確認を行い、酸素の

供給の対応を行うこととなっております。 

     しかし、万が一災害時に避難先で取扱業者が対応できない場合は、町が利用者のかかり付けの

医療機関や、災害時の医療救護についての協定を結ぶ、南巨摩郡医師会北部班、峡南医療センタ

ー企業団富士川病院などと連携し、支援していく予定でおります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

今述べたのは、患者さん皆さんが大変不安に思っていることでてありますけれど、町としても

訪問してやっていっていただいていることは承知していますけれど、訪問介護をした時に、少し

でもそういう不安を払拭していただけるようお願いしたいと思います。 

それでは（２）番の質問にいたします。松本市の医師会、歯科医師会等が作成した「松本広域

圏災害医療連携指針」から一部抜粋させていただいたものですけれども、広域災害を想定した患

者対策といたしまして、地域に患者が避難できるセンターをあらかじめ決めておく。自治体、公

共施設、病院、民間、企業などですけれども、そしてセンターにはあらかじめ酸素ボンベ、発電

機と燃料、酸素濃縮器、液体酸素、簡易ベッドを設置すると。それから事業者は、センターの担

当者を決めておき、患者が２次避難するまで責任を持つ。患者をできるだけ被災地外に２次避難

させ、呼吸不全の増悪を予防して、患者の救済および被災地病院の負担の軽減を図るというよう

なことをまとめてあります。このように最後まで責任を持つことや、自治会が想定されることを

準備しておくことも必要であると言っております。ある方が、「私たちが一番心配なのは、普段

は町外の病院で受診しています。災害の時には、富士川病院には市川三郷病院で診てくれるのか、

とても心配になります」と伺っています。 

そこで富士川町におきまして、災害時に平素は他町の病院で受診していても、峡南医療センタ

ーで対応できるよう要望できないか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの町外の病院を受診している方の峡南医療センターへの要望についてのご質問の答

弁をさせていただきます。 

町では、南巨摩郡医師会北部班及び、峡南医療センター企業団富士川病院と、平成２９年１０

月１０日に災害時の医療救護に関する協定を締結いたしました。 

その中で、災害発生時には資機材の使用、並びに業務への協力を要請するものとなっていること

から、町では状況に応じて対応をしていただけると考えております。 

ただし、在宅酸素を利用している方は、医師の指示のもと在宅酸素療法を行っているため、在

宅医療機器取扱業者と日頃より災害に備えて準備をしていると確認しております。 
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こうしたことから、万が一災害時に避難先で取扱業者が対応できなく、また、利用者のかかり

つけ医療機関からも支援が受けられない場合には、富士川病院へも対応を要望して参りたいと考

えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

今、２９年１０月１０日に協定をされたということでありまして、多分これはＣＡＴＶで再放

送される時に、これを見た患者さんたちは、とても安心するのではないかと思います。私がいっ

たときには、やっぱりそういうことも知らなくて、私も聞いていたんですけれど、そういう協定

があるということであれば非常にいいことと思っています。 

それでは３番目の質問に移ります。 

３．１１の時に、業者が業者側の立場として、東日本大震災における要旨として次のようにま

とめています。「３．１１の地震発生時、営業所には患者や医療機関から酸素ボンベの配送や医

療機関に、避難した患者対応の電話が殺到した。営業所には備蓄ボンベが不足し、津波に流され

ず残った酸素ボンベ５０本を確保した。東京の支援本部では酸素ボンベや酸素濃縮装置などの医

療機関や支援物資の手配・全国の各支店の支援要員や派遣要員を行った」と、大震災の時には大

変苦労したといういことを述べてまとめております。 

今後の課題として、「災害時の支援における行政、医療機関、在宅酸素事業者の連携体制の確

立が大切である」ということも言っております。南海トラフ地震が想定される中、町と在宅酸素

取扱い事業者との間で、酸素ボンベや酸素濃縮装置等の災害協定を結ぶ必要があるのではないか

と思いますが、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの、町と在宅酸素取扱業者との災害協定についてのご質問の答弁をさせていただきま

す。 

災害協定について、県内の在宅医療機器取扱業者に確認を行ったところ、医療機関と災害協定

の締結は行われておりますが、県内の市町村との災害協定の締結は行われていないという回答が

ありました。 

     医療機関と取扱業者との災害協定が締結されている理由は、在宅酸素を利用している方は、医

師の指示のもと在宅酸素療法を行っているため、取扱業者は医療機関から依頼された利用者に対

しては、災害時にも対応ができるよう、日頃より準備をしているとのことでした。 

こうしたことから、町と在宅酸素取扱業者との災害協定の締結は、難しいと考えております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

今述べていただいたように、町との協定はしないということでありますけれど、どういうよう
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に解釈すればいいか私もわかりませんけれども。わかりました。 

     次に移ります。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

     再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時 

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

再開 午後 １時 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

引き続き通告６番 ６番 秋山稔君の一般質問を行います。 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

それでは、２項目の災害時の安否確認方法についての質問をします。 

昨年の９月第３回の定例会におきまして、災害時の安否確認について、住民の方から旗を掲示

していただくことを発言いたしました。その際、全戸数の旗といいますか、タオルとかハンカチ

とかですが、作成をお願いいたしました。それで、防災交通課長からは「導入に向け検討する、

費用面についても検討する」という答弁がございました。これはもう、すぐ作っていただけると

私は理解していたんですけれど、災害が発生してからでは、このことが役に立ちません。事前に、

しかもできるだけ早く準備していただくことが、価値があると思うんです。 

その後、その旗といいますか、お願いしたものが、どこまで導入に向けて検討されているのか

伺います。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのご質問にお答えします。町は、災害時の避難状況の把握について、各区から避難や

安否確認情報を収集することとしております。 

しかし、災害による混乱の中で、区が全ての区民の安否状況を把握することは困難であり、安

否未確認者の捜索救助活動を行ううえで、全ての家屋を確認することは時間がかかることから、

黄色いハンカチを掲げて安否を確認する方法などが有効であると考えております。 

こうしたことから、各区で地区防災計画の策定に向けた説明会を開催し、計画内に盛り込む内

容として、ハンカチやタオルを活用した安否確認方法を提案して参ったところであります。 

今後は、現在各地区で策定済みの「災害対応マニュアル」見直し時や新たな地区防災計画策定

時、また、明年度開催を予定しています防災リーダー講習会など、さまざまな機会を利用して、

導入に向け取り組んで参りたいと考えております。以上です。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 
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先ほど答弁されまして、各区に入っていただいて説明会を開いていただいて、その中に、ハザ

ードマップについてという冊子をいただきまして、各地区を回って、そういう災害の復旧などい

ろいろ説明していただいて、各区に来ていただけたということは、各区の皆さん大変喜んでいる

と思います。 

それで、先ほど課長が言われた各区に入って説明した中に、その他として「黄色いハンカチ等

を活用した災害時の安否確認方向の確認」と書いてありますよね。これは、今言われたとおりな

んですが、これは区で作るということですか、それとも、この意味について、ちょっとわかりか

ねるんですよね。区で作るのか、私は「費用の面についても、そんなにかからないと思いますけ

れど」と言いましたら、「費用の面についても検討します」ということなので、そのときには、

旗もハンカチも、費用についても町のほうですべてみてくれるというふうに、自分自身ではそう

いう解釈をしました。作ってくれるものと解釈していたのですが、その他の項で、こういうこと

が書いてあったんですが、これは町では作りません。区に来てこういう説明をしたら、「災害の

時には黄色いハンカチ等を活用した災害時の安否確認方法の確認」と言われても、どういうふう

に理解すればいいのか、ちょっとわからないですよね。区で作るということを言っているのか、

そこがちょっとよく分からないんですけれども。 

それで、昨年の９月の定例会の時に、私はそういう発言をしました。それで、今から作ってく

れるか、作ってくれないかは別問題として、樋口議員が昨年の９月の定例会にドローンの発言を

して、それを採用するか、しないかはわからないんですけれど、当初計画の中に防災のほうで機

体購入として３４万１千円計上してありました。昨年９月の時に、防災交通課長のほうもドロー

ンに向けては「導入に向け検討する」と同じ答えを言っているんです。私にもそういうふうに言

ったんです。だから、この９月の時に同じ質問をして、同じ答えをもらって、１つのほうは「機

体購入しますよ、３４万１千円のドローンを買いますよ」、だけど私のほうは「旗だったからし

ませんよ」というふうにもとれる、どうして同じ答えをもらって、同じ定例会で発言しているの

に、一方が計上されて、一方は計上されないという、そこが私には理解できないんですが、いか

がですか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのご質問にお答えします。現在、災害時の安否確保については各地区でさまざまな確

認方法を行われております。今後、町といたしましても、このタオルを掲げた安否確認方法等に

ついて、その有効性をよく浸透させた上で導入していかなければ、スムーズな導入ができないと

考えておりますので、今後も、先ほど言いましたとおり、防災リーダーの講習会やさまざま機会

を通じまして、その有効性についてご説明を伺ったうえで導入していきたいと考えております。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

有効性というは、この前の９月議会の時に私は「４区で 米、平林でやって、 米区では実際

にやったと。それで、やった中で８０％協力してくれましたと、そういう実績があるからどうで
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すか」とお願いしたんですよね。実効性があるかどうかということを、今年の令和２年度の当初

予算の中に入ってないということは、もう今年は作らないから令和３年になりますよね。令和３

年に作るか作らないか、その辺もわかりませんけれど、令和３年になって有効性があるかないか

ということになると、もし有効性がなければ令和４年になるとか、これではその間に大きな地震

がきたときに、どうするかと言ったら、なにもならないですよね。私がさっき言ったとおり、で

きるだけ早くしてください。これだけやって有効性があって、かなりその時に役立ちますよと言

って、それでまだ有効性があるかどうかっていうことは、どう受け止めではいいですかね、やっ

ぱりこの問題はあまり提案してもよくないということですか。いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのご質問にお答えします。有効性は町のほうとしても承知しておりますので、これを

各区、各地区に十分浸透させた中で、導入していきたいと考えております。以上です。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     「浸透しますよ」と言っていただいたのですが、先ほど言ったように課長のほうで各地区を回

って説明していただいたことは、非常に感謝しているんですけれど、せっかく回っているのに、

この中に入れていただいて、「有効性がありますよ、こうすれば絶対いいですよ」ということは、

この時言わなかったですよね。じゃあ来年度にまたこの有効性をやって、今言ったように有効性

がなければ、またその翌年度にまわすということも考えられますよね。だから、その旗というの

は、いつ作る予定でいますか。その辺を伺いたいと思うんですが。私は作ってくると思っている

んですけど、町のほうでは作らないよと言うのであれば、それはしょうがないんですけど、とい

うことですけど、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのご質問にお答えします。いつまでということですけれども、具体的なものは決まっ

ていませんので、いつまでとは具体的には言えませんけれども、なるべく早い時期に、今年度中

にその方向性を出してきたいと思います。以上です。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     今年度中にと発言していただきましたが、それならそれでも仕方ないと思うんですけれども、

先ほど樋口議員のドローンの件と、私が発言してどうですかって言ったが件と、私のほうの発言

とそれから受け取る方の受け取り方というのが、かなり差があったんじゃないかなというふうに

私個人は思っています。だから、返答１つにしても、同じ返答をして、１つのほうは導入します、

１つは導入しませんと言う。もっと早く言うと、どういうふうにそれを決めたんですかっていう
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ことを、また聞きたかったんですけども、それはドローンについては課内の中で、皆さんと打ち

合わせをして、これを採用しようとか、旗は、こんなものは後にしようと課の中で打ち合わせを

して決めたのか、その辺は、私はわかりませんけれど、いずれにしろ作っていただけるというふ

うに解釈してよろしいですか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

どのようなタオルにするのか、ハンカチにするか、まだ具体的に決まっていませんので、その

内容等が決まり次第、その費用面についても町のほうで検討して参りたいと考えております。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

しつこいようですけれども今年の当初予算に入っていなくて、今年中にじゃあそういうことを

やっていただいて、もし早ければ令和３年度には採用していこうかというふうに、もしそれが決

まればやっていただけるということで理解していればいいですか。いかがですか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

令和３年までには行っていきたいと思います。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

わかりました。そう言っていただければ、私も質問してよかったと思っています。できるだけ

早くしていただけるようよろしくお願いしたいと思います。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告６番 ６番 秋山稔君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

続いて通告７番 ７番成田守君の一般質問を行います。 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

７番 成田守です。私は、このたび、新庁舎とそれから業務処理についてお伺いをしたいと思

います。 

第１点ですね。総合窓口において、複数の、いわゆる業務処理を行える、そういうシステムを

現在考えておられるのでしょうか。それを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 
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〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまの、総合窓口の採用についてというご質問にお答えしたいと思います。 

新庁舎建設につきましては、これまで新庁舎の計画を進める中で、６か所に分散している行政

機能を１か所に集約することにより、町民の利便性や事務処理の効率化を図ることを目的に、ワ

ンストップフロア方式を基本として進めて参りました。現在も、お体の不自由な方に対しまして

は、なるべく移動するご負担をかけさせない窓口対応に努めておりますが、今後、新庁舎が供用

開始となったところで、職員側の体制や来庁者のニーズを判断する中で、１か所の窓口で手続き

等が完結できるといった方式について、検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

それでは、１か所の窓口で完結できる方向で検討されているということで、この問題はいいと

思います。 

それでは（２）番の新庁舎建設にあたって、町民が来庁することなく、事務処理をできる方法

を検討している経過があるんでしょうか、それを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問の答えいたします。新庁舎建設に関係なく、現在、町で対応している行政サ

ービスの中には、開庁日に役場に来られない方を対象として、日中の電話予約により、希望する

日時に職員が自宅まで証明書をお届けする宅配サービスを行っております。また、マイナンバー

カード、または住民基本台帳カードを利用したコンビニ交付サービスも行っております。 

しかし、マイナンバーカード交付のように、窓口での本人確認を要するもの、転入や転居届の

ように、来庁していただかなければ扱うことのできない手続があります。今後は、窓口手続き全

般を精査し、住民負担の軽減を図れる行政サービスの提供について検討して参りたいと考えてお

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

ただいまの考え方はよく分かりました。ただ、私が言いたいことは、窓口に来られない人を対

象にするんじゃなくて、広く、窓口に来なくても、いわゆる業務処理ができる。例えば今は、現

金決済がなくて、スマホで決済できる、そういう方法があるので、そういうことも含めて検討で

きないかという、そういうことを言いたいので、その点についてはどうでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

携帯等での手続ということでございますが、先ほど申したとおり、本人確認を要するものにつ

いては、これは検討する余地がございます。あと、手続き全般を精査しまして、できるもの、で
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きないものというのがございますので、そういうものを総合的に含めて検討して参りたいと思っ

ております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

現在、渋谷区において来庁者ゼロというシステムを考えたいということが、過日発表になりま

した。そういうことも含めて、ぜひ、来庁しなくてもできるようなシステムを考えてもらいたい。

これは要望です。この件については以上です。 

〇議長（井上光三君） 

成田守君、引き続きお願いします。 

〇７番議員（成田守君） 

それでは２番の情報管理について、これは職員の情報教育はどのようになっているのかという

ことをお伺いしたいと思うんですが、なぜこの問題が出てきたかといいますと、今、庁舎の中を

見ますと、お昼には管理者が執務室には一人もいない現状があったり、職員のパソコンが開かれ

た状態で誰の目から見ても見れるというようなことで、これはいささか情報管理の面としてはよ

ろしくないと思っている次第ですので、担当部署の課長さん、どう考えているかそれをお聞かせ

ください。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは成田議員の職員の情報管理教育についてということでお答えさせていただきます。 

町の職員は、秘密を守る義務があり、地方公務員法第３４条に「職員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、また、同様とする。」と規定されております。

またこれを遵守しているところであります。 

また、職員の情報管理教育は、山梨県市町村職員研修所が開催する公務員倫理、情報管理研修

に積極的に参加することや、庁内の事務処理ミス防止対策の職員研修の際、情報管理についても

研修を実施しているところであります。 

このほか、所属長会議の際においても情報管理の徹底を図っているところであります。また、

先ほど質問の中でお昼とかに管理職等々がいない場合ということを申していたわけですけども、

お昼とか職員が必ず担当課には一人残っておりまして、また、当然中には基本的には職員以外入

れないというようなことになっておりますので、情報管理をしているということでございますが、

今後も徹底を図っていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

ただいま課長から対策について、十分なことをしているというような状況ですけれども、具体

的には、情報というのは漏れるというのが原則です。ですから、漏れたときにどうするかという

対応を同時にしなければならないので、個別、具体的に、例えばファイルの管理をどうするとか、
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パソコンをどう処理するとかというような、具体的なですね、一般職員に対する指示、命令系統

を明らかにしておかないと、いくら厳重にしたとしても人がいる限り情報は漏れます。そのこと

を念頭に置いて、今後、この情報についての教育を徹底してもらいたいということと同時に、職

員一人ひとりの、要は業務のレベルアップを図ってもらいたい、そういうようなことをしていく

と、おのずと少なくなると思います。この問題についてはこれで終わります。 

第３番目、空き家バンクについてですが、紹介された物件等で、今までのところ、大過なくき

たんだと思うんですけれども、トラブルが発生した場合は、町としては、いわゆる空き家バンク

を紹介したうえ、何をどのように対処するのか、それをお聞かせください。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの、成田議員の空き家バンクにおけます、トラブルが発生した場合の対処についての

ご質問にお答えをいたします。 

町では空き家の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報登録

制度、空き家バンク事業を行っております。この事業は、空き家の売却・賃貸を希望する所有者

と、購入・賃借を希望する利用者をマッチングさせるものであり、その後は、公益社団法人山梨

県宅地建物取引業協会に所属し、かつ町の指定する町内宅地建物取引業者を仲介者として、所有

者と利用者との間で、交渉及び売買契約並びに賃貸借契約を締結していただいているところであ

ります。 

町の要綱では、両者間の交渉や契約につきましては、直接関与しないこととし、契約等に関す

る一切の疑義、紛争等についても同様とする旨を規定しているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

わかりました。今後、空き家バンクが有効に活用されるということで、ぜひお願いをしたいと

思います。 

以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告７番 ７番 成田守君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

続いて通告８番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を行います。 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

３番 笹本壽彦です。通告に従いまして質問させていただきます。 

まず質問事項１から、新庁舎建設の関連として職員の新庁舎検討作業部会について伺います。

この作業部会は、平成２９年２月から２４回も行われているとお聞きしました。この部会は会計

管理者を会長として、各課の幹部職員課長で構成されております。さまざまな活発な意見が交わ
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されたそうですが、それらの会議録というものはございますか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまの、部会の会議録があるかどうかというご質問にお答えいたします。 

新庁舎整備庁内検討作業部会は、会計管理者や課長級職員で構成している組織であり、平成２

９年２月より、新庁舎整備に関する調査及び検討を行って参りました。作業部会では、これまで

基本構想や基本計画の内容に基づき、新庁舎に必要な機能や執務室のあり方、窓口業務の形態な

どについて検討して参りました。 

こうした経過の中、作業部会の会議において発言のあった意見等につきましては、事務局であ

る管財課で集約し、新庁舎建設基本設計及び執務環境整備基本設計などに、その都度反映してき

ていますので、会議録として保存しているものはありません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ちょっと信じられないのですが、普通の会議、例えば普通の会社でも営業会議や販促会議など

があった場合は、後々の参考にするために資料として残すのが当然で当たり前でございます。な

にか国会でこのような質疑があったような気もしますが、それでは、作成した後の資料はどこに

いってしまうのでしょうか。まったくないのですか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。 

会議録という形では保存はしてございませんが、当然資料は保存してございまして、資料に基

づく意見は、その都度、先ほど申した計画等に反映をしているものでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

幹部職員が２４回も会議を開いているなかで、どのようなことが話されているのか、そして、

どのような提言や意見が採用されて、採用されない意見がどのようなものがあったのかというこ

とを知りたいと思うのですが、それらの資料を拝見することは可能ですか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

お答えいたします。 

     部会で使用しました資料、これについては、議員の皆さま方にも計画の段階で見ていただいて

いる、その基となるものでございます。決して隠すようなものではございませんので、見せるこ

とについては可能でございます。 
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〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そういうお答えですと、幹部職員の方々が２４回も集まって会議をした中で、どのような異論

があったのか、全員が今現在の計画に対して賛成したのかというようなことに捉えられませんか。

どんな意見が出たのか、例えば、今までほかの議員からも、現在の基本計画ではなくて、こうい

うほうがいいのではないかとか、いろんな提言がございました。それについては、幹部職員の方々

は、皆さん異口同音に反対なのでしょうか。そういう意見を聴きたいのですが。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。 

     作業部会は町の考え方を、当然一つの方針で進めている部会でございまして、その中で、計画

とか、先ほど言いました庁舎の基本計画、執務環境の計画、これらについて意見を求めて、その

意見を次の計画の段階へ反映させるために部会を開いているものでございます。ですので、執務

室のレイアウトとか、自然エネルギーの問題とか、こういうものの意見提言をいただいて、これ

を計画の中に反映し、次のステップで議員の皆さま方や町民説明会の方へ説明をするという形の、

前段階の部会ですので、反対するというような話ではなく、そういう意見を管財課のほうで集約

して計画の中へ反映させてきていると、そういう形の部会でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そうしますと、部会は建物のハードの部分に関しての協議する部会であって、例えば、成田議

員も質問しましたけれど、これ質問要旨２に移ります。 

     町の進めているワンストップフロア方式は名ばかりで、実際には来庁者にとって不便さが残っ

たりする、不完全な部分があるという意見がたびたび出ていました。来庁者がフロアを移動しなく

ても１か所で用事が完結できるような総合窓口方式のほうが望ましいというような意見が議員か

らも出ていますし、町民懇話会でも出ておりました。そういう意見は、部会では出なかったのです

か。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

     部会でのワンストップフロア方式の意見という質問でございますが、新庁舎整備庁内検討作業

部会では、窓口利用の多い課を庁舎の低層階に集約することで、ワンストップフロア方式による

行政サービスが望ましい、こういった意見が出されました。 

     また、総合案内につきましては、独立した総合案内窓口を設置せず、入口に一番近い課に総合

案内担当を配置するほうが良いのではないか、というような意見が当時出されたところでありま

す。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     幹部職員の会議ですけれども、その部会には若い職員の意見とか提案とかは、どのように反映

させているのでしょうか。それを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

若手職員の関わり方についてお答え申し上げます。 

     作業部会は、先ほど言ったとおり、会計管理者はじめ幹部職員で構成されております。その下

に、リーダー以上の会といたしまして分科会というものを設置してございます。この分科会は３

つの分科会に分かれてございまして、それぞれの分科会の内容に伴ったリーダーが一堂に会しま

して、庁舎における窓口の形態とか、空間の構成とかこういうものについて、それぞれの分科会

で検討していただいております。ということで、リーダー以上の職員の関わり方はこういった関

わり方でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

再質問です。１２月の議会で、地下へ書庫を作るという案は町当局から設計事務所に提案され

たと、それについても部会で話し合ったというようにお答えをいただきましたが、その地下へ書

庫を作るということに関しても、その部会では異論反論は出ていなかったのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

     地下のことに関することにお答え申し上げます。 

     部会でも、当然執務室の空間のあり方を検討するために、部会の皆さまにもご説明申し上げま

した。ここで、書庫の必要性については、幹部職の方々も、充分承知の上で検討してございます

ので、これに対する異論等はございませんでした。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

幹部職員の方々が、全員そろって地下書庫を作るということに賛成ということであれば、何ら

私のほうで異論を出すことはございません。分かりました。 

  それと、作業部会から諸々の意見を集約して、それを町長とかに上げるわけですよね。こんな

意見が出ましたということを、町長に報告なりするわけですよね。それに対して、町長は何を基

準に、例えばこれは採用、これはダメだよという基準があるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君 
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〇町長（志村学君） 

庁舎の中の、詳細についての作業部会からの報告についての質問にお答えいたします。 

     当然、全職員からも聞いております。それをリーダーがまとめて、そして作業部会へ報告をし、

それを作業部会の中で検討しています。作業部会からは「今回こうなりました、ああなりました」

という報告は受けております。ただ、私も設計の専門家ではありませんから、それが果たして建

物の中にうまく収まるかどうかは設計屋さんと協議をしてやっていく。そして書庫の部分も最初

は２階にありました。２階に書庫を持っていくと、書庫を整理するスチールの今レールが入って

いるんですが、あれだけでも相当の目方がありますし、それに今度文書の重みがあります。そう

すると、建物が非常に１階から強い、強度を持った部材を使っていかなければならない。全体を

安くするために地階に下ろしたと。地下に下ろして若干面積は増える形になりますけれども、全

体の金額とすれば抑えられたんじゃないかと、こんなふうに考えているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

前回町長に説明を受けたときに、確か成田議員が同じような質問をしたときに、総合窓口のよ

うに一体化するには、職員を増やしたりしなければならないからできないと、これはある意味、

一蹴されたわけですが、今現在、この役場職員の方々はほとんどがスマホを持っていらっしゃる

と思います。今後、さらにデジタル化されていく時代になることは確かです。例えば、私の娘が

アメリカにいたときに、パソコンで、無料で話ができるんですよね。そういうことを考えると、

１階と２階で、わけなくそういう作業ができると思うんです。 

     質問要旨３に移りますが、今後さらにデジタル化されていく業務について、新庁舎検討作業部

会においては、そういうソフト部分のことは一切検討されていないのでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

  笹本議員、これは（３）の質問に入ったということでよろしいですか。 

管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

新庁舎整備庁内検討作業部会は、新庁舎整備に関する基本計画、基本設計、そして実施設計や

工事に関する内容などを、調査、検討することを所掌事項としていることから、事務の運用に係

る、デジタル化を進める業務の検討につきましては、作業部会としては、これまで行ってきてお

りません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そうすると、再度確認しますが、この作業部会は建物や各課の割り振りとかを検討する会議で

あって、業務の内容や仕組みに関する改善・改革などは検討していないと理解してよろしいでし

ょうか。 

〇議長（井上光三君） 
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管財課長 樋口一也君 

〇管財課長（樋口一也君） 

お答えいたします。 

     作業部会の所掌事項というものがございまして、これに則って、これまで検討してきた部会で

ございます。業務に関するソフト面については、これからの段階になろうかと思いますが、現段

階で設置した目的が、先ほど言った基本計画や基本設計に関することですので、業務の改善につ

いてはこれからのことになろうかと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

そうしますと、建物自体が仏作って魂入れずみたいなことになりかねないと思うんです。せっ

かく新しいものを作るにあたって、業務の改善とかＡＩの活用だとか、若い職員がいっぱいいら

っしゃるわけですから、そういうことをどんどんどんどん検討して、使えるようにしていくべき

だと思うのですが、そういう、例えばこの部会以外に、そういう業務の改善やＡＩの活用だとか、

そういうことを検討するチームだとか、そういう部会とかがあるのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

役所の業務というのは、縦割りという弊害ということも常に指摘をされておりますけれども、

国と県とも連携をしております。他町村との連携は、峡南広域の同じシステムでやっているよう

なものもありますけれども、やはり、業務の上位団体との連携をしていかなければならないよう

なこともありますので、毎議会、何とかシステムの構築費ということが出ていると思います。こ

れをワンストップで、どこかの窓口で全部やろうとすると、そこに全部の端末を置かなければな

らない。また、非常に精度の高い事務をやっていると思いますので、全職員がそれに精通するわ

けにはいかないということから、各部署を割り振りながらそれぞれやっています。 

     当然こういう時代ですから、うちの職員同士のやりとりとか、そういうものはスマホとか、こ

こも端末を入れていますので、私の日程も全職員が把握していますし、議会の事務局長の日程も

私どもも把握している。そういうことは充分今のいる場所でもできるんですが、いざ業務となる

と、役場に取りに来る業務は、何とか証明書、戸籍の抄本とか謄本とか、物を取りに来るんです

ね。ただ単に情報を取りに来る人はほとんどいないと思います。物を取りに来るときに、建設課

へ行って所得証明をくださいと言っても、これはその端末データを持っている税務課しか出せま

せん。ですから皆さんに動いてもらわなければならない、その動く距離をいかに小さくするかと

いうのが、今回のワンフロアのシステムということですから、本当は全てが全部できればそれに

越したことはないと思いますけれども、先ほど課長が答弁したとおり、今後はそういうことも検

討していかなければならない。ただ、先ほどデジタル化の話も出ました。電子決済の話も出まし

た。私も県庁にいたときには電子決済をしていました。ただ、同じ設計書でも、金額の入ってい

ないものと、いるものとを常に分けてあります。それが一つの物で全部できるわけではないので

す。そうすると、支出負担行為は、支出負担行為額が合っているかどうかは金入りの設計書です。



84 

 

工事監督する人に、相手に金額が見えてしまってはうまくありませんから、金抜きの設計書でや

っています。そういうものをしていくと、全てが電子化というのは、今のところは無理かなと思

います。県庁もやっています。甲府市もやっています。やっていますけれども、紙と電子の併用

でやっています。非常に手間がかかりますし、本人がいないときには代決ができない状態になっ

ていますから、非常に時間もかかると、弊害もひとつありますので、これからの大きな課題では

ないかなと。 

     今回の作業部会では、そういった執務室の内容等々について、自分たちが動きやすいような、

そして、来るお客さんになるべく少なくできるような、そういった動線の整理が主ではないかな

と私は考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

よく理解できます。ただ、一番の親方である町長が、できないできないではなくて、なにか意

欲のある若い職員を集めて「おめえらこれを研究しろ」と、せめてそのくらいのことがあっても

私はいいかと思います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     当然いろんなプロジェクトを作りながら研究はさせております。しかし、先ほど言ったように、

業務が国、県からどんどん流れてきます。それに対応していくのが、今職員の大半が、そちらの

ほうで労力を費やされております。当然、富士川町が中心となって日本の自治体を網羅する先進

的なシステムが作れれば、これはいいと思うのですが、そうは言いましても先般のコロナウイル

スにしても、新たにサーベランスのシステムを今厚生労働省が作っています。それができますと、

それに応じた対応をまたしていかなくてはならない。本当に日々、いろんなものに押しめぐらさ

れているような状況の中でありますので、そうは言いましてもこれからも富士川町はずっとあり

ますので、できるだけ省力化は研究していきたいと、こんなふうに思っております。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     私は皆さんご存知のように事業に失敗したものですが、約２０年前にホームページを自分でコ

ツコツコツコツ作って、作っている最中は本当に社員にも妻にもバカにされました。でもそれは、

一時はすごい勢いで成功したのです。２０年前です。ですから皆さんもぜひ、今、将来に向けて

改革の心を持っていただきたいと私は思います。 

     次の質問に移ります。質問事項２として、町立図書館について伺います。 

図書館運営経費予測について伺いますが、日本図書館協会の資料によると、我が町の計画して

いる町立図書館は、小規模ではないが一般的な、普通の規模にあたるようでございます。それで

も、平均の年間運営経費は少なくとも２千万円以上かかると図書館協会には記載されておりまし

た。 
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この約千万円以上の中には人件費は入っていないということなんです。新しい町立図書館の年

間運営経費を、今どのくらいに見積もっているのか、予測しているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの図書館の経費の予測についてのご質問にお答えさせていただきます。 

新町立図書館の運営に係る経費については、施設が国との合築という特性があるものの、図書

館で利用する光熱水費や共有施設となるエレベーター、電気機械の保守経費などがあげられます。 

また、新町立図書館運営に要する直接的な経費といたしましては、人件費、書籍代、蔵書管理

システムの保守経費等があげられます。 

     こうしたことから、新町立図書館の全体運営経費といたしましては年４千万円程度と予測して

いるところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

市川三郷町に新しい図書館もできました。南アルプスの中央図書館なんかもすごく立派です。

私は他の図書館に負けないようなものを、どうのこうのという考えは全くございませんが、市川

三郷町にできた新設図書館には、一例ですが、山日新聞のほか全国紙、読売・朝日・毎日・日経・

日刊スポーツの６新聞がありました。それから、週刊誌や月刊誌など、趣味・料理・健康・ＮＨ

Ｋのもの、それからスポーツなど、これが６０誌ありました。それから南アルプス中央図書館は、

新聞コーナー雑誌コーナーがありますけども、全国紙、それからスポーツ新聞等も含めてジャパ

ンニュースまで１６新聞あるんです。それから週刊誌や月刊誌は多種多様にわたり、月間陸上競

技、テニスだとか、釣りだとか、そういうものを含めて１３０種類あるんです。ですから、これ

だけ毎月毎月の経費がかかって、だから、あれだけのいいものができているわけですが、先ほど

言いましたように、よそがこうだから、それに負けないようななんてことは、私は思っていませ

んが、例えば富士川町人口に対し、年間増加冊数、これも計算すると年間約５８００冊購入しろ

というふうなことになるわけです。これらのような、現在の図書館運営よりも毎月の経費も莫大

にかかっていく。先ほど年間４千万円をと言いますけども、その程度で納まるのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問にお答えします。書籍のことについて、特にご質問いただいているようでご

ざいますが、書籍につきましては、住民の方の寄贈を考えておりますし、雑誌においては、個人

経理されている店で雑誌を置いている店舗等があるわけですけども、そういったお店は、ある一

定期間経ちますと、廃棄されるというような状況でございますので、それを貰い受けるという方

法も考えているところでございます。なお、新町立図書館のオープン時に、すべて目標冊数を用

意するような考えは今ございませんので、おいおい書籍については整備していくということでご

ざいます。 
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なお、それらの必要となるメンテナンスというような経費については、合築ということもあり

ますので、入所官庁と協議しながら、節減できるもの節減するように努めていきたいということ

を考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

公立図書館は、図書館法に基づいて言いますと、地方公共団体が設置する図書館であって、教

育委員会が管理する機関であると規定されている。例えば、現状でも教育委員会の予算は潤沢に

あるわけじゃないですよね。南小の体育館の天井だって直すのに苦労しているという状況の中で、

新しい図書館ができた、それの運営経費が、今度は先ほど４千万円かかると。しかし私が調べた

限りでは、図書館に関しては特別な補助金がないような気がするのですが、その運営に関しては

何か補助金とかがあるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの図書館に関する補助金ということでございますけども、現在のところ補助金制度は

ございません。それに代わるといいましょうか、図書館の運営に係るソフト面については、地方

債の充当額が可能という部分もございますし、図書館振興財団というのが法人格でございます。

そこでソフトの運営に関する事業費補助等がございますので、そういったメニューを活用しなが

らということで、経費を賄っていきたいと考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

伺いますけれども、公立図書館は地方公共団体が直接経営すべきものであると。図書館の運営

を、他に委託すべきではないという記載もありまして、実際に民間に委託して、大恥をかいたと

いう図書館もあるようですが、まさかそのような計画はないと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

図書館の運営につきましては、指定管理者制度というものが全国にあるわけですけども、聞く

ところによりますと、好ましくないような状況も耳に入りますし、本町においては、今の時点で

は直営という形をとらせていただく形で進めているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

質問要旨の３に移りますが、 

〇議長（井上光三君） 

混乱しているようですけれども、２番にまだいってないということで。予測について再質問で
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入ってきましたけれども、予算ということで、まだ質問がされていないので、もう一度してくだ

さい。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

はい。図書館運営経費に係る予算について伺いますが、運営に関しては特別な補助金とかがな

い。れから、教育委員会も予算が潤沢にあるわけではない。そういう条件の中で、先ほど４千万

円はかかるよと、簡単におっしゃいましたけども、その経費における、その予算について伺いま

す。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの予算についてということでございますけれども、予算を編成するにあたっては、特

別な事業でない限り、歳入と歳出のバランスが必要になります。こうしたことから、新町立図書

館の運営に係る経費については、施設の維持管理や図書館司書をはじめ、運営に携わる職員の配

置などにより、これまで以上に図書館に係る経費は増加することとなります。こうしたことから、

町ではそういった歳出を見ながら歳入のバランスを見るわけでございますけども、先ほど申し上

げましたとおり、ソフト面における過疎対策事業債や図書館財団等の助成金等を活用しながら、

予算の組み立てを作っていくということでございます。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

私は図書館をとてもよく利用する人間なので、図書館ができることは大歓迎なのですが、ただ

運営に関して、その予算的なもので心配をしているというふうにご理解ください。 

質問要旨３に移ります。現在の富士川町図書館には、会計年度任用職員さんの女性が２人いる

と理解しております。新たな図書館が完成した折には、規模でいきますと、人口からいくと職員

数を７人か８人雇用しなければならないというふうになるのですが、そのように理解してよろし

いでしょか。相違ないですか。 

職員数が人口対して、人口１万８１００人までは何人とか。人口６９００人未満は６人を最低

とすると、そういうことから計算すると、富士川町の人口が１万５千人として、そうすると８人

雇用することになるのです。雇用をしなければならないということではないらしいんですけれど

も、これが基準であって、これ以上少ないと、簡単に言えば、要件を満たしていないよというこ

となんですね。 

図書館を設置する自治体は、専門職員として司書を専門職種として制度化すべきであると記載

されています。そうすると、新しい図書館ができたら、現在の臨時職員というか、資格を持って

いれば当然正規の司書職員として採用することになると思うのですが…、 

〇議長（井上光三君） 

笹本議員、３番の質問は正規司書職員と会計年度任用職員の雇用についてということになって

いますので、そのことでよろしいですか。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 
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ですから、現在はその会計年度任用職員ということですよね。現在の図書館にいる方は。しか

し、今度公立図書館がちゃんとできれば、それだけでは収まらないのではないのですか。正規の

司書職員を雇用しなければならなくなりますよね。正規の司書を雇用することになると思うので

すが、それについて伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの、正規司書職員と会計年度任用職員の雇用についてのご質問にお答えいたします。 

新町立図書館に携わる職員の配置について、本町の町立図書館管理・運営計画においては、明

確な人員配置は定めておりませんが、図書館という特殊性から、開館時間や勤務時間を考慮しま

すと、正規職員と会計年度任用職員を複数人雇用する必要がございます。 

こうしたことから、今後、図書館運営に必要な人員配置については、魅力ある図書館となるよ

う、図書館業務に精通した人員を確保するため、業務内容を確立したうえで、正規職員や会計年

度任用職員の配置を検討していきたいと思います。 

それから、先ほど７～８人ということでございますけれども、確か公立図書館における配置基

準みたいなものがあったと思います。その数字はあくまで、よく使われる図書館の人口規模に応

じた割合で出されているものであって、明確な基準というようなものではございませんが、あく

まで参考という統計でございます。うちのほうといたしましても、そういうものを見ながら人員

のほうは考えているつもりでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

その７～８人というのは、全員正規の職員として雇用をしろということではないんですよね。

実際、市川三郷町の新しい図書館にも７～８人いらっしゃいます。それと、再質問ですが、当然

図書館ができると、館長という専門職、経験豊富な専門職である館長さんを専任するとか、雇用

するとか、お願いすることかということになるわけですが、その場合の館長さんは会計年度任用

職員となりますか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

館長職につきましては、常勤という形をとっているのが、世の実際でもないということで、あ

くまでアドバイザーみたいな形がよろしいんじゃないかということで、今のところそんな形を検

討しているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

どこからか館長を呼んできて、またたくさん給料を払うのでは大変だなと思ったので心配いた

しました。それから、一つお聞きしますが、まだ図書館については、お伺いしたいことがたくさ
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んありますので、次回に持ち越すことをなりますけども、一つだけ教えてください。 

この図書館整備管理運営検討委員会の委員の方々ですが、当然、富士川町図書館に登録して、

利用カードを持っておられると思うのですが、その辺のご確認はいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

笹本議員、今、３番のところの再質問だと思いますけれども、司書と会計年度任用職員のとこ

ろの質問ですので、そこはちょっといかがなものかと思いますので、ここにかかわる再質問でし

たら、もう一度お願いいたします。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

では、それは後で内緒でお聞きします。 

最後に、田中隼人元町長と何回か話した折に、施設に関しては何でも欲しがってはだめだと。

作るは簡単だけど、あとが大変なんだと。周辺の町によい施設があれば、それを使わせてもらう

ことも重要だと。そのようなことを何度かおっしゃっておりました。私が心配しているのは、町

の人口はどんどん減っている、有力な企業からの税収も激減した。それなのに給食センターがで

きても職員数は減らない、新庁舎ができても職員数は減らない、新しい図書館ができれば職員数

は増える。国の借金は１兆億円を超えている現状で、赤字国債をばんばんばらまいている。ここ

へ来て、コロナウイルスなどというものが経済を大きく足を引っ張っている。数兆円規模のマイ

ナスも予想されている。今までのように、国からの交付金が順調に得られると安易に考えていて

は、私はだめだと思うのです。限られた交付金を有効に使うべく、真剣に考えなければいけない

時代になっていると思います。それを強く訴えて、終わりといたします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告８番 ３番 笹本壽彦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２時１１分 

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

再開 午後２時１８分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

続いて通告９番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

 それでは質問させていただきます。通告に従いまして、大きく分けて３問、質問をさせていた

だきます。 

１問目は文化財保護法について質問します。この法律は昭和２４年１月に法隆寺の金堂の火災

により法隆寺の金堂壁画が焼損し、それをきっかけに昭和２５年に施行されました。 

過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失やまとまった書物・文献などが散りうせる、

いわゆる散逸等の防止が緊急の課題とされ、地域における文化財の計画的な保存・活用や、文化

財の保護行政の推進力を図るとされています。 

こうした中、町では文化財の確実な継承に向けた、これからの時代にふさわしい保存活用をど
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うように考えるか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの文化財保護と活用の考えについてというご質問にお答えさせていただきます。 

過疎化や少子高齢化の社会変化を背景に、全国的に文化財の散逸や滅失等への対応が課題とな

っているということでございますが、こうした課題を踏まえ、国ではこれらの課題を解消するた

め、市町村に対しまして文化財を総合的に調査し、まちづくりや観光などの他の行政分野とも連

携した文化財保存活用地域計画を策定し、文化財の活用・保存の対策を講じるよう要請されてお

ります。 

こうしたことから、県では今年度、山梨県文化財保存活用大綱を策定し、市町村が目指すべき

文化財の保存活用に関する考え方や、具体的な取り組み内容を記述することになっております。 

町では、今後策定される県の大綱を踏まえ、文化財保存活用計画の策定を検討していきたいと

考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

町では、総合計画をみますと、町の文化財の登録が平成３０年度現在で５３件の保存、団体が

７団体と承知しております。地域に根出した伝統文化、また価値を見出し、地域の財産として継

承することが最も必要と考えます。 

再質問ですが、第２次総合計画ですと、文化財の目標登録が、現状とほとんど変わりないので

すけれども、これだけ収集・保存が極めて大事と言われているだけに、新たな保存活用計画を作

成して、国などに申請するような考えはないでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

この市町村が策定を要請されております文化財保存活用地域計画は、文化財の指定、未指定に

かかわらず、広く文化財を発掘するという目的が一つあります。そういう新たな発掘を地域資源

として、計画に盛り込んで、他の分野と連携した方策を講じていくというのが目的の一つにもな

ってございます。当然、文化財を所有している方の協力がなければ、これはまた進まないような

部分もございますので、いずれにいたしましても、発掘と寄贈所有者との協力、連携を深めて、

計画のほうの検討を進めていきたいと考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

確かに、課長が言うように、所有している方の協力がないと厳しいかなと思いますけども、や

はり登録ということが非常に大事なことかなと思われます。 

再質問ですが、文化財保護法が昨年の４月に改正され、施行されましたが、それによると、文
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書を読んでみますと「これまで価値付けが明確でなかった未指定を含めた文化財をまちづくりに

活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが重要」とあります。なかな

か難しい文書ですけども、この辺のことについて、町の取り組みを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ご承知のとおり、この文化財の保護法の改正要旨が、抽象的な部分がございまして、具体的に

どういう取り組みをというのは、県の大綱に記されることもあるだろうし、市町村で判断すべき

こともあるだろうと思われます。 

今の時点で、具体的にどういうことをしようかということは考えていないわけでございますけ

れども、各方面の情報収集をしながら、今後検討作業を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

文化財保護法の改正があったということは、冒頭言うように、滅失や散逸が非常に全国的に多

くなったということで改正があったと思います。たしかに課長の言われるように、抽象的で難し

いというよりも、理解しにくいかなと思われますけれども、再質問ですけども、普及啓発や人材

育成について、文化財の担い手を広げていく観点から、地域住民はもとより、地域教材等として

文化財の価値、魅力に触れることができるよう、地域学習の教材としての活用、学校教育、社会

教育と連携した取り組みが有効と考えますが、この辺はいかがですか。 

〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

議員のおっしゃるとおり、子どもたち、私もそうですけれども、地域を知ることは大変重要な

ことでございますので、そういった学習機会の提供というのは非常に大事なことだと思います。

今後、学校並びに青少年団体等も相談しながら、事業が展開できるよう検討していきたいと思い

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ぜひ、民間と地域と一緒になって、文化財というのは非常に大事だと思われますから、課長が申

されたように、積極的にぜひ取り組んでもらいたく思います。 

２問目の質問に入りたいと思います。人口ビジョン・総合戦略についてです。 

平成２７年１０月に策定されました人口ビジョン・総合戦略が本年３月で終了します。本格的に

人口減少、大都市への人口流出が進み、高齢者のみの世帯の割合が増加しております。このような

ことから人口動向を分析し、将来展望を示す人口ビジョンと、施策の基本的方向性や新たなまちづ

くりに踏み出していく指針として総合戦略を策定したことと理解しております。 
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そこで、これまでの５年間の総合戦略をどのような形で進捗状況を捉えてきたか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの、秋山議員の人口ビジョン総合戦略についてのご質問にお答えをいたします。 

総合戦略につきましては、町の人口減少対策に対応しました各種施策を展開するために、平成

２７年度から令和元年度までの５年間を計画期間として策定しております。本計画では、事業効

果を検証するため、目標年度に対しての指標値を設定しており、本年度が最終年度となることか

ら、本年１月から担当ごとに事業効果の検証を行っているところであります 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

富士川町の総人口は、合併する前、昭和２２年に２万５７７１人をピークに減少しており、令

和２年、今年の２月には１万４９２３人でありました。これから２０年後には１万７０２人、あ

くまでも推計ですけれども、減少の一途をたどっていくのかなと思われます。 

再質問ですが、数値目標がありますけれども、定期的な検証作業はどのような傾向が読みとれ

るか、先ほど課長の回答ですと、最近検証作業を行っている。５年間のうちに、少なくとも１年

目２年目３年目と、定期的な検証作業というのは通常はするかなと思われますけれども、その辺

は課ごとに話し合いっていうんですか、そういうことはしていなかったのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。役場内におきまして、年に１度ではございますけども

各担当とのヒヤリングを開催しております。この中で、今回のこの人口ビジョン総合戦略につき

ましては、それぞれの分野におけます指標値、これは人数であったり、パーセンテージ、こうい

ったものを目標値として示しております。これにつきましての検証作業を、今最終段階として検

討を進めている、こういう段階でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

それぞれの課と検証作業を行っている。やはりこういうのを町民の方々にも、公表することも

必要かなというように思われますし、５年目が終わったから、そこでこうでしたではなくて、い

わゆる公表ということが非常に大事かなと思われます。 

再質問ですけども、人口減少が特に多い年齢層は２０代から４０歳代が大幅に転出超過ですが、

歯止めをかける施策をどのようにしてきたか伺います。やはり、うちの町でも山間地に住みます

と、一軒あたり上限が８０万円の補助金、また５年間の固定資産税の補助、その間にもあります

けれども、そういったことを積極的にやってきていますけれども、うちの町の自然を生かした魅

力づくりということが特に大事かと思われますけれども、その辺を、今後のビジョンを作るうえ



93 

 

でも、どのようにお考えですか。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。本町におけます移住定住策といたしましては、平成２

５年の空き家バンク制度の創設を皮切りに、住宅用地取得費の補助、定住の奨励金など、数多く

の施策を展開して参っているとこでございます。こうした効果からも、特に２０代３０代の方々

の移住定住を希望する方も予想以上に来ているところもございまして、そういった一定の効果と

いうものは、この５年間で現れているものと考えているところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問ですけれども、転入転出で、ちょっと前の資料ですけれども、一番多いのが南アルプス

市ですよね。次が甲府市となっておりますけれども、うちの町の魅力があるのに、いろいろな条

件があると思われますけれども、この辺をどのような結果として分析しますか。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。人口の転入転出の推移というものにつきましては、議員

のお話のとおりの形で、転入も転出も同じような形の近隣自治体を動いているような状況でござ

います。転入に関して申し上げますと、この５年間の中で、宅地分譲事業というものも多くして

おります。そういった効果からは、以前とは違いまして、身延町からの転入する若い世代も数多

く本町に転入してきている、このような現実がございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問ですけれども、具体的な施策のＫＰＩ、いわゆる重要業績評価指標、この中に雇用確保

のため安定した雇用を創出とありますが、企業誘致事業また、新規事業展開支援事業、このよう

な取り組みをどのようにしてきたか。指標が、課ごとにたくさんあるわけですけれども、特に企

業誘致というのは、雇用の面でも非常に大事かなと思われますけれども、目標とすれば１社、新

規事業の支援事業については５件、この目標があるわけですけれども、この辺をどういうふうに、

この５年間分析してきたか、進捗状況をお聞かせ願いたく思います。 

〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまのご質問にお答えします。総合戦略中の企業の誘致については、空き店舗バンクの利

用や、企業に対する支援策等を行って参りました。こういった幾つかの戦略を掲げてきたわけで

ありますが、現在これらについて、事業の効果の検証を行っているところでありますが、今後も
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引き続き企業に対する支援を行いながら、企業の誘致を取り組んで参りたいと考えておりますが、

先ほど言いましたこれら企業の目標につきましては１件というふうなことで、２８年度にはトレ

ーニングジムのカーブス、２９年にはヤマト運輸、３０年度にはサンマルシェふじかわと、Ｓａ

ｋａｔｅｃというような企業が、誘致をしていただいているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、企業誘致も積極的にしましたよということで、理解していいですかね。企業誘

致もいろいろな種類があると思われますけれども、ある程度の規模の土地がないと、これは厳し

いかなと思われるんですよね。企業というのは、できれば来年、新規にこの町に来たいとか、そ

ういったこと非常に思っていますので、非常に政策的に厳しいかもしれませんけども、土地の確

保といいますか、そういうことが重要かなというふうに思われます。うちの総合戦略の基本的な

視点にありますように、子育て世代、若者を中心とした生産年齢の流入、定住促進、また、就労、

雇用創出。子育て、教育を支援する生活環境基盤の整備、きめ細かな情報伝達が重要と思われる

ということで、まさしくこれからというふうに思われますけれども、ぜひ来年度に向けまして積

極的にお願いします。 

次に（２）番に入りたいと思います。人口増加に向け、積極的な目標として、令和４２年に目

標人口を１万６千人とする計画ですが、実現の可能性を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。平成２７年に策定した人口ビジョンでは「富士川町の

人口の推移と長期的な見通し」の中におきまして、国立社会保障・人口問題研究所による町の人

口推移、令和４２年の７２６６人に対しまして、町では１万６千人の人口とする目標を掲げ、人

口減少対策となる各種施策を展開して参りました。 

 このことから本年１月１日現在、町の人口は１万４９６５人と、計画における令和２年の目標

である１万５２９０人には及ばないものの、国立社会保障・人口問題研究所の人口推移で予測さ

れている１万４３７４人より上回っていることから、各種の人口減少対策により一定の効果が出

てきているものと考えております。 

     今後も、令和２年度に策定予定の第２次総合戦略を軸に、各種施策の充実を図り、令和４２年

の目標である１万６千人の人口を実現できるよう、努めて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

総合戦略を読ませていただきましたら、非常に綿密に作られていますよね。それを見ますと、

ちょっと読みます。「５年間で約２０人ずつ０歳児を増やし、５年間で８５０人ずつ、社会増減

をプラスにして計算した結果、今後の事業の積み上げにより年間１００人程度の人口増加を見込

み、アパート建設などにより、年間７０人程増加」と、こういうふうに計画されているんですよ。 
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今度、中部横断道が全線開通、また１０数年後かもしれませんけれども、リニアが開通します

けれども、それこそ、その辺を見据えて人口増加の見通しはいかがですか。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

全国的な人口減少という状況に現在ございまして、現在の人口の規模を維持し続けることも困

難な部分もあるかと思います。しかし、これまでも展開して参りました各種人口増施策を通じま

して、さらに、今議員がおっしゃられましたように社会状況の変化もございます。こういったこ

と踏まえて、第２次の総合戦略を計画して、現状の人口維持を目標に取り組んでいきたいと考え

ております。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

だいぶ昔の話になりますけども、中川友長さんという研究官がいるんですけれども、この方は

統計学者でして、昭和１５年に今のこの人口推計、こういったものを、この動向を予測した人で

統計学者では本当に有名な方だそうです。戦前戦後と、このことを言いましたら、タブー視され

たという話がありますけども、もう８０年も前にこういったことを予測した学者がいたんですね。

いろいろな数字の積み上げによって、こういうものが出たそうですけれども、最近の書物を読ん

でいましたら、国の意識調査では東京圏に転入した多くの若者は、仕事を選ぶにあたっての給与

水準、それから自分の関心に近い仕事ができる。この２つの非常に重要視しているそうです。や

はり地方の場で、働く場所を増やす、若者が能力を発揮しやすい環境確保、これは非常に厳しい

ですけども、やはり考えなければいけないかなと思われます。また国では、ご存じだと思うんで

すけれども、今後５年間に就業者を１００万人に増やすと言っています。これは、世代は関係な

く、そして、成長力のある中小企業を発掘して、集中的に支援するという方針を打ち出していま

す。ぜひ、こういったことを参考にして、これからのビジョン作り、総合戦略ですね、令和４２

年に１万６千人になりますよう、お願いといいますか、そういうふうな政策づくりをしてもらい

たく思います。 

次に３番に移りたいと思います。高齢者支援についてということで、高齢者が増加している近

年ではありますが、高齢化率も速いスピードで進んでおり、令和７年には富士川町は３６．１％

になると推測され、これは県の３２．５％よりも３．６％高くなっています。また、国の３３．

３％よりも約６％高くなっています。やはり、高齢者が生きがいを持ち、地域に参加することが

重要であると思われます。一方で生活支援を必要としている高齢者が増えており、このようなこ

とから、高齢者の安心安全な生活ができる仕組み、いわゆる体制です、これをどのように考える

かを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただ今の高齢者が安心安全に生活できる仕組みについてのご質問に答弁をさせていただきま
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す。 

町では、高齢になっても住み慣れた地域で、その人らしく生活が送れるように、住まい・医療・

介護・予防・生活支援を一体的に提供できるよう、地域包括ケアシステムの体制整備を行ってお

ります。その中では、健康づくり・介護予防・自立支援の取り組みである「自助」、家族や地域

の見守り、声掛けなどの支え合いとしての「近助」「互助」、介護保険サービスなどによる「共助」、

公的支援としての「公助」として各種事業を行っております。 

今後も、現在実施している事業の評価を行い、安心安全に生活が送れる体制づくりを進めてい

きたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そうしますと、今の答弁を聞きますと、地域包括支援、この体制ということで進むのかなと、

現状のことをもうちょっと充実していくのかなというに今思われますけれども、当初予算にはな

いんですけども、今後、新たな支援活動、こういうことをちょっと考えていますとか、そういっ

たものがありましたら、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの質問に答弁させていただきます。令和２年度に第３次富士川町高齢者福祉計画と、

第７期富士川町介護保険事業計画が最終年度を迎えます。この計画においては、高齢者の日常生

活を支援するために行われる高齢者福祉サービス等と、介護保険制度の持続の可能性の確保の方

向性を示したものであります。令和３年度から始まる、次期福祉計画と介護保険計画に向け、関

係課や介護保険運営協議会等で協議し、だれもが安心して暮らせるまちづくりのために、地域全

体で高齢者福祉を考える体制に向け、これまでの計画を継続しつつ、さらによいものに変更し、

進めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

やはり、みんな高齢化になっていくもので、ぜひ、安心安全じゃないですけれども、充実した

福祉行政をお願いします。 

再質問ですけれども、高齢者が移動、いわゆる移送ですね、この手段として考えることはない

ですかということを再質問したいんですけども。現状、デマンドバスの利用を、多くの高齢者が

していますが、目的地に行くのに時間がかかるとの声をよく聞きます。デマンドバスもいいので

すけれども、こういったものを軽の乗用車の方向に考えられないか、あるいは増車とか、そうい

うことはどうですかということを、お伺いしたいんですけど。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 



97 

 

ただいまのデマンド交通について、軽自動車にできないのかというご質問にお答えいたします。

本町のデマンド交通は、ピーク時の乗車人数を勘案して１０人乗りのジャンボタクシーで運行し

ております。軽自動車などは乗車人数が限られるため小型化は考えておりません。 

しかし、利用者には乗り合い形式のため、時間に余裕をもって予約されるよう、登録時に丁寧

に説明し、お願いしているところです。また、近年は登録者、利用者も増えてきていることから、

事業者がより利用しやすいデマンド交通になるよう研究して参りたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

先ほどの回答ですと、デマンドバス以上のことはできない、今後研究するということですけれ

ども、やはり町民の方が、こういうものを何とかしてくれ、何とかしてくれというときには、早

速にも検討するということが必要じゃないでしょうか。私はそう思うのですけれども。やっぱり

そのために行政の方々が、どのようにしたらこの町に住んで良かったよとか、そういったことを

もっと考えるように、いきなり「できないです」、それってどういうものですかね。町民の方が

聞いていてどう思いますか。やっぱり山間地の人は非常に不便をしている。この辺の人たちも不

便の人もいますけれども、ぜひ、どうしたらできるかなと。昔、町長が言ったときに、行政マン

は町民の方がこういうものをこうにしたいと言ったら、どうしたらできるかなということを考え

るということも、だいぶ前に聞いたことがありますけれども、ぜひそういうことでお願いします。 

次に（２）番に移りたいと思います。高齢者の支援講座の目標数値が少ないが、養成講座は多

く実施する予定はないかということでお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの、高齢者支援講座の開催についてのご質問に答弁をさせていただきます。 

高齢者支援講座の一つとして、町民ボランティア養成講座があります。この講座は、社会福祉

協議会で実施している事業で、生活支援サポーター養成講座を兼ねており、日常のちょっとした

困りごとをお手伝いする、ボランティアを養成する講座となっております。講座の開催実績は、

平成３０年度に２回でしたが、講座参加希望者が受講機会を逃した等の反省がありました。 

このようなことから、今年度は６月から毎月１回、全１０回を開催しております。また、講座

内容も認知症や障がい者への理解、ＡＥＤの使い方、介護予防体操の体験など多岐に渡っており

ます。 

今後も、社会福祉協議会等と連携し、住民ニーズに沿った高齢者支援を行って参りたいと考え

ております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

先ほど回答ありましたボランティア講座、これは非常に有意義かなと思われます。今までは年
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２回だったですけれども、これは年１０回行っていただいて、来年度につきましても、今、検討

中ですけれども、ぜひ計画をということで進みつつあるようですから、ボランティア講座の一つ

というのは、非常に少ないということを聞いております。何をしようとしましても、なかなかそ

ういうボランティアの人がいないとできないというのは現状かなと思われます。ＣＡＴＶなんか

でも、いろいろ体操ですね。地区の人がでましてやっている、あれは非常にいいかなと思います。

また、各地区でやっているいきいき筋力教室、１００歳体操。これをすることによって非常に健

康的な人もいますし、年寄りの方のほうがやっているのかなと。若い者といいますか、そこそこ

の年齢の方も参加すべきかなというふうに。うちの地区では昼間やっているんですけども、議員

なり当局職員も、たまには参加して、現場にいる人たちの声を聞くということは非常に大事だな

と思います。素朴な、やっぱり疑問を言ってきます。私にも何もわからないことも言ってきます。

そういうものを、やっぱりもっともっと確実に把握するといいますか、それをまた行政にぜひ進

めてもらうというようなことは大事かなと思われます。 

これをもちまして、質問を終わりたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告９番 １番 秋山仁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２時５８分 

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

再開 午後３時０５分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

続いて通告１０番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

８番、公明党の小林有紀子でございます。これより大きく３点にわたり、質問いたします。 

１点目はＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の推進についてお伺いいたします。 

ＳＤＧｓとは、持続可能な世界を残すために２０１５年に国連総会で採択された、２０３０年

までに国際社会が達成すべき共通目標です。１７の大きな目標と１６９の具体策で構成されてお

ります。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課

題であり、昨年の国連総会で３０年までを「行動の１０年」とすることが提唱されました。昨年

１２月、達成期限までの残り１０年を見据え、公明党の政策提言を反映して、政府は中長期的な

国家戦略である「ＳＤＧｓ実施指針」を改定しました。今後、本格的な行動を加速・拡大する方

針です。 

そこで１番目の質問ですが、ＳＤＧｓ目標１３「気候変動に具体的な対策を」目標１４「海の

豊かさを守ろう」の目標として、マイクロプラスチックごみ対策が深刻な環境問題です。私たち

の生活を便利に快適にするプラスチックは、値段が安く軽量で丈夫で腐敗しないので、日常的に

生活のあらゆる場面で使用されています。しかし、世界中で問題になっている海洋プラスチック

ごみの８割以上は、使い捨て用が中心のペットボトルやレジ袋などの容器包装用のもので、不用
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意に捨てられた多くのプラスチックごみが、河川などから年間約１０００万トンも海に流れ出し

ているといわれています。プラスチックごみは劣化して次第に細かく破壊され、５ミリ以下のマ

イクロプラスチックごみとなり、魚や海鳥、プランクトンが捕食すると、海の生態系に深刻な影

響を及ぼし、人体への影響が懸念されています。 

特に日本近海、アジア諸国からの発生によるものが、全体の８２％を占めるとしています。こ

のまま増え続けると、２０５０年には魚の量よりマイクロプラスチックごみの量が上回ると警告

されています。県の調査で、釜無川や富士川でもマイクロプラスチックごみが採取されたとの報

告があり、令和２年度の県予算で初めて「マイクロプラスチック等発生抑制対策事業費」が盛り

込まれました。 

そこで本町のマイクロプラスチックごみ対策について、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

ただいまの、環境問題とマイクロプラスチックごみの対策についての答弁をいたします。 

ＳＤＧｓの持続可能な開発目標の２０１５年９月から国連で開催されたサミットの中で、２０

１５年から２０３０年までの長期的な開発の指針として定められた、国際社会共通の目標のこと

でありまして、２１世紀の世界が抱える課題が包括的にあげられております。 

マイクロプラスチックごみ問題に関しては、「海と海洋資源を守り、持続可能な利用を促進す

る」目標１４の具体目標として「あらゆる種類の海洋汚染を防止し、海洋ごみを大幅に削減する

こと」が謳われております。 

町のマイクロプラスチック対策では「富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に

基づき、ごみの減量化、リサイクルによる再資源化、リユース食器導入促進事業や、環境教育の

推進に努めているところであります。 

特に今年度は、毎月１６日を「エコの日」とし、水路等にプラスチックごみを 流さないよう

町内放送で啓発を行い、ホームページにはプラスチックごみの減量化について掲載しております。 

また、保育所の環境教室では、やまなしエコティーチャーを講師にプラスチックごみの海洋生

物への影響に関する学習会を行ったところであります。 

こうしたことから、今後もプラスチックごみの減量化や拡散防止を図るとともに、リサイクル

ステーションの活用によるごみの分別を進め、資源循環型社会の形成を目指すことで、ＳＤＧｓ

の示す持続可能な社会の実現に努めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今、答弁していただいたように、いろいろ工夫を凝らして取り組んでいただいて、本町のごみ

ゼロを目指しての分別やリサイクル、町のホームページでも掲載をしていただいていますし、町

内放送もしていただいています。また、保育所の講習などもしていただいて、ごみの削減を推進

していただいているわけですし、また、全国初のリユース食器を使用したイベント行った先進地

ですので、環境に対する意識も高く、取り組んでいただいている方が多くいらっしゃると思いま
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す。 

しかし、先日、帝京科学大学の仲山英之教授に、現状や対策についてのご意見を伺いました。

２０１７年の調査で採取したマイクロプラスチックごみが、富士川の河川で１立方メートルあた

り平均９．５個を検出し、県内は東京都内と同等の汚染状況であると指摘されました。日本はプ

ラスチックの生産量で世界第３位、特に１人当たりの容器包装プラスチックごみの発生量につい

ては、世界第２位だそうです。 

そこで再質問ですが、プラスチックごみのポイ捨て禁止、不法投棄や散乱防止に対する徹底し

た周知を進めて、環境の町富士川町として、更に意識を高め合うことが大事ではないでしょうか。

家庭ゴミは、きちんと袋から漏れ出さないようにして出すことや、建設現場や畑などで使用する

プラスチック資材の劣化に伴う廃棄の徹底など、各区や組単位などで講習会などを行い、町民の

皆さまに環境問題の観点から丁寧な指導をお願いしたいと思いますが、講習会などの開催の実施

についてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

ただいまの、プラスチックごみ対策の講習会等に関するご質問にお答えします。プラスチック

ごみ対策を含むごみの減量化、再資源化等の環境教育につきましては、保育所のほか、児童セン

ターや高齢者の寄り合いサロンにも出向き行っております。また地区の代表者からなる環境衛生

委員会では、学習会をする中で、地区の環境出前講座の希望を募っております。 

このようなことから、今後も環境衛生委員会や各種団体等と連携し、環境教室を行うことで、

プラスチックごみの減量化や拡散防止等の意識の向上を図って参りたいと考えております。以上

です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

地道ではありますけれども、町民に寄り添った丁寧な指導が大事だと思いますので、今後もよ

ろしくお願いいたします。 

次の２番目の質問ですが、ＳＤＧｓ目標２「飢餓をゼロに」として食品ロス削減の推進につい

てお伺いいたします。「世界の食糧廃棄を半減する」という目標で、公明党が主導して昨年「食

品ロス削減推進法」が成立しました。 

国の循環型社会を目指しての基本計画には、２０３０年度までに家庭からの食品ロスを半減す

るとの目標が定められ、目標達成に向けて、自治体が消費者や事業者に働きかけを行うことが明

記されています。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことで、日本では推計６

４３万トン。飢えに苦しむ人たちが世界で８億人、世界の食糧援助糧の１．７倍に相当します。

日本国内では７人に１人の子どもが貧困状態にあるといわれています。過剰な供給と消費の仕方

を改善する必要があります。これまでも一般質問で訴えさせていただき、第２次富士川町総合計

画に「ごみの減量化と適正処理の推進」として、環境教育の推進、食品ロス削減の推進、３０・

１０運動も「主な施策と事業」として明記をしていただきました。また、それらを含め昨年「き
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れいなふるさとづくり条例」として条例を改正したことは、循環型社会の構築を目指したまちづ

くりとして、大いに意義のあることであります。 

そこで、具体的に、どのように実施し推進しているのかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

ただいまの食品ロス削減の取り組みについてお答えいたします。食品ロス削減に関しては、Ｓ

ＤＧｓの目標１２「持続可能な生産消費形態を確保する」の具体目標の中で「廃棄される食料の

半減など食品ロスの削減」が謳われております。 

町では「富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき、町内小中学校及び保

育所で排出される残飯などを、堆肥化する事業を実施することにより、食品残さなどごみの再資

源化及び減量化に努め、学校では児童が給食残量調べをすることで、残さ減少にむけた呼びかけ

を行うなど学習に取り入れられております。 

また、富士川町食育推進計画では、小学校での農業体験、調理体験などの活動を通じて、食べ

物やそれを作る人への感謝の気持ちを育み、食べ残しや調理くずなどの食品廃棄物の発生抑制に

努めるなど、環境に配慮した食生活を推進しております。 

さらに、宴会時の食品ロスを削減する「３０１０運動」では、宴会時の適量注文のすすめを、

また家庭での「使い切り、食べきり、水切り」をする「３きり運動」の推進など、広報・ホーム

ページを通じて周知に努めております。 

このほか、今年度は食生活改善推進員会や地域の高齢者の寄合サロンへ出向き、食品ロスなど

に関する環境教育を実施しております。 

こうしたことから、今後も食品ロス削減に向け、積極的に取組んで参りたいと考えております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、実際に、町のごみの排出量にどのように反映されているのか、お伺いしたいと

思います。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

ただいまの実際のごみの排出量についてのご質問ですけれども。家庭から出されているごみの

排出量については、平成３０年度では年間約３３２４トンであり、平成２３年度のピーク時から

比較すると７０２トンと減量しており、年々減少傾向を示しております。また、また中巨摩清掃

センターに搬入する一般廃棄物の量は、町民一人当たりに換算すると、構成６市町の中でも最も

少ない量となっております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 
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〇８番議員（小林有紀子さん） 

実際に減量されている結果がわかり大変うれしく思っております。担当課の方々のご努力をは

じめ、町民の皆さまのご協力のおかげであります。 

大量廃棄型社会を見直し、３Ｒすなわち廃棄物の発生抑制リデュース、再使用リユース、再利

用リサイクルを取り組んでいただいておりますが、今課長に言っていただいた食品ロス削減の推

進「３０・１０運動」に関しては、私はまだまだ実際に浸透しきれていないと思っております。

私自身も周知に対して、大変反省をしているわけであります。町民へのさらなる徹底が必要と考

えます。 

そのためにも、再質問ですけれども、食品ロス削減推進法では国が食品ロス削減に関する基本

方針を定め、その基本方針を踏まえて市町村が「食品ロス削減推進計画」を定めるよう努めなけ

ればならないと規定されております。国の２０年度予算案に「食品ロス削減及び食品廃棄物等の

３Ｒ推進事業費」として、地方公共団体における「食品ロス削減推進計画」の策定支援等を行う

とともに、消費者の行動変容を促進するとして１.２億円が盛り込まれました。 

そこで今後「食品ロス削減推進計画」の策定に向けて、検討される考えはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 

     ただいまの食品ロス削減推進計画についてのご質問にお答えします。 

町では現在のところ、食品ロスの削減推進計画の策定の予定はありませんが、令和元年１０月

１日に施行となりました食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく取り組みについては、富士

川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき、第２次総合計画で掲げる「３０１０運

動」の推進や、また食育推進計画に基づく食品廃棄物の排出抑制、減量化の施策を実施すること

により、食品ロスの削減に努めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

現状の中で推進していくとのことですが、ぜひとも策定に向けて検討をお願いしたいと思って

おります。食品ロスセミナーや料理教室、食べきりの協力店を増やすことや、フードドライブに

取り組むなど、さらなる推進をお願いいたします。 

マイクロプラスチックごみ対策や食品ロス削減に取り組む根本は、地球温暖化の原因となって

いる温室効果ガス、ＣＯ2 の削減を進めなければならないことにあります。近年の自然災害のレ

ベルが上昇している現状を深刻に受け止め、地球上に生きる全ての人々と将来の世代への脅威と

いう意味で、地球温暖化の防止が危機的状況です。５０年以降は地球温暖化を防止する取り決め

である「パリ協定」の本格運用が１月より始まりました。５０年までにＣＯ2 削減実質ゼロを表

明している自治体は５１自治体に上ります。本町でも職員の皆さんは、「役場環境保全率先行動

計画」に沿って、ＣＯ2 削減に取り組んでいますが、富士川町で暮らす一人ひとりが自分で出来

ることは何かを考え、ＣＯ2削減を前進させる取り組みが必要だと考えます。 

次に、３番目の質問としましてＳＤＧｓ目標１「貧困をなくそう」、４「質の高い教育をみん



103 

 

なに」として、文部科学省は２０年度から実施される学習指導要領の前文で、「これからの教育

の目的は持続可能な社会の創り手を育てることである」と明記されました。ＳＤＧｓを含む教育

内容が、教育の重点項目になったということです。すでに北杜市長坂小学校では総合的な学習の

時間を通しＳＤＧｓについて学んでいます。本町の教育現場でのＳＤＧｓに対する取り組みにつ

いて、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの教育現場での取り組みについてお答えいたします。 

町内の小中学校では、持続可能な社会づくりを担う人材育成を課題とした環境教育についての

取り組みを行っております。 

小学校では、低学年で地域の動植物を観察し、生き物が住みやすい環境を考え、中高学年では、

家庭から出されるごみの分別やリサイクル等の必要性について学習するとともに、身近な河川環

境や森林保護、地球温暖化問題などを国語・生活・理科・社会・家庭の教科の中で関連づけて、

環境問題に関心が持てるよう学習しております。 

中学校では、社会づくりに貢献できる人材育成を目指し、学校で学んだことを家庭や地域社会

での生活に活かせるよう、地理・歴史・公民・理科・家庭の教科の中で関連づけて、環境保全の

問題を中心に産業や地域開発の動向、エネルギー問題など生徒同士で自分の考えをまとめ、話し

合い、レポートを作成するなどの取り組みを行っております。以上になります。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、小中学生で環境教育に特に力を入れて取り組んでいただいているのがよくわか

りました。子ども達がＳＤＧｓを理解し、自分にできることを考え、取り組んでくれることが大

切だと思います。 

愛知県新居浜市教育委員会では、ＳＤＧｓをわかりやすくまとめた小冊子「新居浜版ＳＤＧｓ」

を作成し、全小学５、６年生に配布したそうです。この小冊子はＡ４判４０ページで、１７の国

際的目標をイメージした版画と、わかりやすい説明文を掲載し、自分たちで何ができるかを話し

合ったことを書き込めるスペースを設け、自分たちの身近な問題として捉え、今何ができるのか

を考えてほしいとしています。 

このような、子どもたちがＳＤＧｓを身近なものとして取り組めるような小冊子の配布などの

取り組みについては、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。先に述べましたとおり、持続可能な

社会を担う人材づくりとして、各教科で実施しておりますので、今後、パンフレットなどを活用

した取り組みも研究していきたいと考えております。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

先生方のところに「ＳＤＧｓスタートブック」という副読本があると思いますので、ぜひ参考

にして作成していただければと思っております。 

再質問ですが、さらにこれからの子どもたちにはグローバルな視点でＳＤＧｓを捉えてもらう

ことが必要ではないでしょうか。この２０年度から英語教育改革がスタートします。本町はすで

に英語教育を進めておりますが、茨城県境町では、英語教育の充実で境町から世界を変える人材

を、と全小中学校で「スーパーグローバルスクール事業（ＳＧＳ）」を展開し、ＳＤＧｓや地方

創生戦略の先駆的なモデルとして、全国の自治体から注目を集めています。「うちの町に来れば、

だれでも英語がしゃべれるようになる」とのキャッチコピーで人口増を果たしたからです。しか

も、その財源はふるさと納税を充てているそうです。未来を担う子どもたちのグローバルな成長

に繋がるよう、ＳＤＧｓの視点で英語教育の充実に取り組む考えについては、教育委員会ではど

のようにお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えいたします。世界的な見地ということで、中学校などでは

フードバンクの見学などから、貧困について取り上げております。また、アフリカへ米を送るこ

とにつきまして、飢餓についても考える機会をつくり、取り組みを行っております。英語教育に

つきましては、本年度からもすでに２コマずつで取り組んでおりますが、そういった英語を使っ

た発表ということも、実際どこまで上手にできるのかというのも、また学校のほうとも情報交換

しながら、実現できるかどうかも含めまして、いろいろ研究していきたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

気候変動問題に対して、先頭に立って行動するスウェーデンの高校生グレタ・トゥーンベリさ

んに、今、世界の多くの青年たちが連帯して声を上げ、気候変動の問題に勇んで立ち向かおうと

しています。未来を託す子どもたちの成長に期待をし、ＳＤＧｓの地球的課題に挑んでいただけ

るよう、私たちはしっかり支援をしていきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いい

たします。 

それでは４番目の質問として、ＳＤＧｓ目標１４に「住み続けられるまちづくり」があります。

今や人生１００年時代に対応し、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの構築が不可欠です。

６５歳以上の５人に１人が認知症になると予想される２０２５年に向け、政府は「認知症施策推

進大綱」に基づく省庁を挙げた総合的な施策を２０年度予算案に盛り込みました。 

大綱では、地域社会で自分らしく暮らす「共生」と認知症になる時期や進行を遅らせる「予防」

を車の両輪とし、認知症になっても希望を持って過ごせる社会の実現を目指すとされています。

こうした方針を踏まえ、厚生労働省は、認知症の方やその家族の困りごとを手伝う仕組みとして
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「チームオレンジ」の整備などを進める費用を計上しました。「チームオレンジ」は認知症の方

や家族を手助けする「認知症サポーター」を中心に近隣でチームを組み、見守りや外出支援など

を行うものです。大綱では、全市町村での整備が目標として掲げられています。 

そこで本町での「チームオレンジ」の整備についての考えを、お伺い致します。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまの「チームオレンジ」についてのご質問に答弁をさせていただきます。 

「チームオレンジ」は、政府において、昨年６月にとりまとめられた「認知症施策推進大綱」

において、２０２５年、令和７年までの間に、全市町村で整備するという目標が掲げられており

ます。新たな事業なため、来年度、県が市町村に対し説明会を予定しており、町でも参加し詳細

を確認して参ります。その上で、現在行っている認知症サポーター養成講座や認知症カフェ（ゆ

ずカフェ）等の認知症施策推進事業を基本に、高齢者がＳＤＧｓで示す、住み続けられるまちづ

くりを目指して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

チームの整備にあたっては、当事者も参加して支える側になったり、コンビニや金融機関、商

店街などの協力を得たりなど、地域の実情に応じた柔軟な対応が求められます。政府は、自治体

の主体的な取り組みを後押しするため、チームの立ち上げや運営を支援するコーデイネーターへ

の研修事業を行うとしています。 

また、全国で累計１２００万人を超えた認知症サポーターの参加を促すため、研修の受講や支

援活動への参加に対し、ボランティアポイントを自治体が付与する仕組みを設けるとしています。 

再質問ですが、もちろん、社協で日常生活支援を既にボランティアさんに取り組んでいただい

ているわけですけれども、サポーターの登録者が昨年度は３５人と伺っております。これでは、

あまりにも少なすぎます。地域の皆さんが気軽に支える側になれるよう、支えるボランティアの

方も自身のフレイル予防に、生きがいになるよう継続して活動できるようなボランティアのシス

テムを、「チームオレンジ」の整備の一環として、どこかモデル地区を決めて進めることができ

ないか、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

〇福祉保健課長（松井清美さん） 

ただいまのご質問に答弁させていただきます。令和２年度は第３次富士川高齢者福祉計画、第

７期富士川町介護保険事業計画を評価し、次期計画立案の年度となっております。この件も、モ

デル地域の件も含めて、現在の認知症施策推進事業を基本に、だれもが安心して暮らせるまちづ

くりを目指して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 
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〇８番議員（小林有紀子さん） 

計画立案の年度ということで、ぜひしっかりと進めていただけますよう、よろしくお願いいた

します。ＳＤＧｓに対し４つの課題を質問させていただきましたが、ＳＤＧｓの目標としての地

球規模の課題解決に向けての取り組みは、将来にわたる安心して暮らせる持続可能なまちづくり

として、本町の地域活性化、地方創生を推進するものと考えます。本年は２０３０年の目標達成

に向けての「行動の１０年」の大事なスタートの年です。 

そこで再質問ですが、町としてＳＤＧｓの推進に本腰を入れて、持続可能なまちづくりに取り

組むべきと考えます。まずは職員の研修会等を実施してはいかがでしょうか。町長のお考えをお

伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長課長（志村学君） 

小林有紀子議員のＳＤＧｓの推進についていくつか質問をいただきました。 

個々にはそれぞれ担当課長がお答えをさせていただきましたが、まず、プラスチックごみの減

量問題につきましては、昨年東京で、亀岡市長、鎌倉市長ともに私も参加いたしまして、プラス

チックごみをどう減らしていくか。この亀岡市、鎌倉市は町が宣言をして、プラスチックごみの

減量を言っておりますけれども、私はプラスチックごみの減量の宣言はしておりませんが、やは

り再資源化をやってきたいと。プラスチックはプラスチックで活用方法はありますが、それをい

らなくなったら再資源化していく、分別をしっかりしていただく。そしてリユース食器も使って

いただいて再利用ができるようにする。どうしても使えなくなったものは焼却ごみにまわす。先

ほど課長が答弁いたしましたように、焼却ごみも、この中巨摩の６町の中では、人口一人当たり

１番少ないのはこの富士川町でありますので、これからもやってきたいなと思っております。 

それと、プラスチックごみはポイ捨てをするから、これが海に流れていく問題でありますので、

しっかり分別をしていただくということが一番重要じゃないかなと思っています。その中で、農

業用のマルチを使ったり、ビニールを使ったりという、これが正しく処理をされていないという

のが現状であります。これが、風化されて海に流れていく。こういうことから県の農政部のほう

にも、農業用のプラスチックごみをちゃんと回収するようにということは強く要望してあります。 

また企業の方も、今、プラスチックをなるべく減らそうという動きが出てきております。例え

ば、いろんなものが詰め替え用にできて、容器は一つにして、何回もその容器を使っていく。そ

してプラスチックごみを削減していくという動きがでておりますので、そちらはそちらにまたお

任せをしていく。世界と言いますか、社会の動きがそんなことになってきたかなと思ってきてお

ります。 

また食品ロスについても、うちの町でも食育推進計画を作ってあります。この食育推進という

のは栄養素をとるということだけでなくて、やはり最後のごみまで減らしていく。食品ロスもな

くしていくというのが食育推進計画かと思いますので、そういう中でもしっかり取り組んでいき

たいと思っております。 

それと最後に、チームオレンジの話が出ました。先ほど秋山仁議員からも高齢者の一人暮らし

が増えていると。そういう中で安心して暮らせる仕組みをというお話がありました。まさに今そ
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う時代にきていると思います。今の質問は認知症の方、その家族の方という質問でありましたけ

ども、これからは高齢化社会の中で、今までは車を運転できたけども、もう車の運転できない、

免許証も返納してしまった。一人暮らしであると。そう人たちが非常に困っていると思います。

富士川町でも２年ほど前に、チームオレンジとは当時言いませんでした。そういった困っている

人が、かゆいところに手が届く、そしてこんなことまでしてくれるのかなという「おせっかいプ

ロジェクト」というが作れないかということで検討させています。中身は一般生活に直結してお

りますけども、タンスが動かせない、庭の枝が伸びて選定ができないとか、買い物に行けない、

ごみの排出ができない、そんなようなところを、ひとつチームを作りながら、地域の人たちで何

とか助け合いができないかな。当然、無料では長続きしないと思いますので、多少お金はいただ

いてもいんじゃないかなと。そういう中で、先ほど来お話がありましたデマンドバスの話もあり

ましたけれども、国土交通省のほうでも、これから地域福祉タクシーみたいな形で、今よりもも

っと規制を緩和する話がでてきております。デマンドバスだけでなくて、地域の人が地域と支え

る「近助」というのがこれから非常に大切になってくるのではないかなと思っております。 

うまくいくかどうかわかりませんが、町のいろんな経費を１か所に集めて、そういった地域で

の見守り隊ができればいいかなと。今ちょっと頭の中をよぎって考えているのは、平林地区ある

いは穂積地区、ここには活性化組合がありますので、その活性化組合の皆さんのお力をお借りし

ながら、なんとかできれば富士川町全区のモデルにもなりますし、山梨県のモデルになっていく、

ひいては日本のモデルにもなってくのではないかなと思っていますので、もうしばらく検討研究

をさせていただきたいと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

     町長の力強いご意見を伺い大変にうれしく思います。ぜひとも、一人も置き去りにしない、富

士川町のＳＤＧｓの取り組みを加速していただけますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは大きな２点目の質問ですが、空き家の適正管理についてお伺いいたします。１番目の

質問ですが、少子高齢化、人口減少などを背景に、全国で空き家が増加する中、山梨県が空き家

率２１．３％で全国ワースト１でありますが、特に老朽化した空き家が、周囲に危険性を与える

危険空き家が社会問題となっています。２０１５年５月に空き家等対策の推進に関する特別措置

法が施行されました。いわゆる特定空き家等について最終的に行政代執行による除去処分が可能

となりました。これを受けて、空き家等の適切管理・活用が所有者に義務付けられました。 

しかし、いまだに空き家や空き地に関する苦情が寄せられます。雑草や樹木が生い茂り、害虫

の発生や倒壊のおそれなど、防犯上や防災上、また衛生上や景観上、周囲への悪影響を除去する

ための対応が求められます。所有者に、通知文書を送っても一向に返答がない、また、相続未登

記の状態が長く続き、登記簿上の所有者が所在不明のケースもあるなど、対応に苦慮するところ

であります。所有者不明土地については、東日本大震災の復興事業の大きな阻害要因となったこ

とはよく知られたところであります。空き家での放置や管理不全の土地の発生を未然に防止する

ため、固定資産税の納税通知書等を活用して、土地の適正管理を依頼する注意喚起文を同封し啓

発を行うなど、現状の制度内で可能な限りの対応をとるべきと考えますが、見解をお伺いいたし
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ます。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

ただいまの小林議員の空き家の適正管理につきましてのご質問にお答えをいたします。 

町では、空き家対策の一環として平成２６年度から、固定資産税の納税通知書を発送する際に、

町外在住で町内に土地・家屋を有する方へ、空き家バンクへの登録を促すための通知を同封し、

土地家屋の適正管理に努めていただけるように周知しているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

空き家バンクを推進する通知を送付されているのは承知しておりますが、一文記入されている

程度ですので、あまりそれによって行動に移す方はいないのではないかと思っております。山梨

県の空き家１万３０００戸に対し、空き家バンク登録が２００戸で全体の１．５％にとどまって

います。知らない方に家を貸すことや手放すことに抵抗があるなどが、空き家バンクが進まない

要因だと思われます。いずれにしても所有者が将来の適正な管理をどのようにすべきか、早いう

ちから責任をもって取り組んでいただけるよう推進していただきたいと思います。空き家バンク

推進の通知と合わせて、適正管理の注意喚起文を印刷し同封していただき、持続可能なまちづく

りにつなげていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に大きな３点目の質問としまして、さくら猫の推進についてお伺いいたします。動物愛護

法が改正され、動物の虐待の厳罰化、犬猫へのマイクロチップ装着の義務化、生後５６日を経過

しない犬猫の販売禁止などが盛り込まれました。これまでも改正が行われ、飼い主の終生飼養の

義務化、正当な理由がない限り持ち込まれた犬猫について、保健所が引き取りを拒否できる制度

の新設など、不幸な動物をこれ以上増やさないための取り組みが進められてきました。 

しかし、猫の場合、日本では１年間に９万９千匹以上の猫が殺処分されています。１匹のメス

猫は年３回出産し、１回平均５匹の子猫を産みます。行政に引き取られる約７～８割が産まれて

まもない子猫です。飼い主のいない猫の問題を、殺処分ではなく不妊手術を施し解決するのが、

さくら猫無料不妊手術ＴＮＲの活動です。費用は動物愛護基金から支払われます。野良猫にエサ

を与え、住み着いて、いつの間にか猫が増えすぎ多頭飼いとなってしまい、自分ではどうしてい

いか分からなくなってしまうなどの、生活環境被害や近隣トラブルなどの問題を解決するため、

地域の皆さんと行政が協働して取り組み、地元の合意のもと猫の不妊去勢手術を行い、一代限り

の命となった猫を、地域の猫として地域の皆さんが主体となって適正に管理する取り組みです。

不妊去勢手術を施した猫の印として、耳をさくらの花びらのようにカットするので「さくら猫」

といいます。さくら猫の無料不妊手術事業ＴＮＲの実施による殺処分ゼロを目指す考えについて、

町の見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

〇町民生活課長（中込裕子さん） 
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ただいまのＴＮＲ活動についてのご質問にお答えします。 

公益財団法人どうぶつ基金が実施するさくらねこ無料不妊手術事業は、所有者不明等の猫に不

妊手術を行い、術後は地域住民によって、継続的にエサやり等の世話をされる地域猫として、再

度地域に戻し頭数を段階的に制限することで、殺処分ゼロを目指しているものです。 

現在、捨て猫・多頭飼育については、当該地域を管轄する保健所が、山梨県動物の愛護及び管

理に関する条例や、山梨県動物愛護管理推進計画に基づき、対応することとなっております。そ

の中で、町は相談や保健所への引継ぎなどの必要な協力を行っております。 

このようなことから、今後は、県と協力し町や地域、ボランティア、飼養者を含め、殺処分ゼ

ロを目指す活動について調査・研究をして参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、調査研究を進めていただきたいと思います。 

本町では、担当課の皆さまが殺処分しないよう里親を探すよう取り組んでいただいていること

は日頃から承知しております。本当に有り難く思っております。今回の質問をするきっかけとな

ったのは、他町のある集落で、野良猫へのエサやりから多頭飼育となってしまったお宅があり、

環境被害が出ていて、その地域で余りにも残酷な方法で猫を捕まえ、理不尽に命を奪っている状

況だとの相談がありました。さくら猫の活動をしているＮＰＯ法人の方からの緊急事態の相談で、

個人でどうしようもない状況なので行政で関わってほしいとの相談を受けました。早速、行政枠

で不妊去勢手術を申請していただけることになり、地域の方々も安心していただくことができま

した。大人がする小動物への虐待を子どもたちが見ています。生命軽視の風潮が、子どもの心に

いじめや虐待を生む起因となるのではないでしょうか。飼い主のいない猫対策としてのＴＮＲ活

動は、猫を介して地域のきずなづくりとして非常に有益と考えますが、まだまだあまり知られて

いません。ＴＮＲの紹介や啓発を行い、皆さまに動物愛護の意識を高める取り組みとしていただ

きたいと思っております。ぜひ、実施していただけるようよろしくお願いいたします。 

以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告１０番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後３時５１分 
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令和２年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

   令和２年３月１０日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度富士川町 

一般会計補正予算(第９号)) 

日程第 ３ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ６ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓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 ６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 ８ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に 

関する条例について 

日程第１７ 議案第１６号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第１８ 議案第１７号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１９ 議案第１８号 令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２０ 議案第１９号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

日程第２１ 議案第２０号 令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２２ 議案第２１号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 
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日程第２３ 議案第２２号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第２３号 令和元年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第２５ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算 

日程第２６ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２８ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３１ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３６ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第３７ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予 

             算 

日程第３９ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４０ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４１ 議案第４０号 リニア髙下工事用道路整備工事(２工区)請負変更契約の締結 

について 

日程第４２ 議案第４１号  峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第４３ 議案第４２号  富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例の制定 

について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

１番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

    １３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

３ 欠席議員 

 

        な  し 

 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町       長 志 村  学 副 町 長 齋 藤  靖 

教 育 長 野 中 正 人  会 計 管 理 者 内 田 一 志    

政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史  財 務 課 長  秋 山  忠  

管 財 課 長 樋 口 一 也  税 務 課 長  遠 藤 悦 美   

防 災 交 通 課 長 長 澤   康    町 民 生 活 課 長  中 込 裕 子

福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美    子 育 て 支 援 課 長  佐 藤 洋 子  

産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀    都 市 整 備 課 長  河 原 恵 一  

土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長  原 田 和 佳  

教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司    生 涯 学 習 課 長  深 澤 千 秋 

 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 早 川 竜 一 

書    記 依 田 文 哉 
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開会 午前１０時００分   

〇議長（井上光三君） 

令和２年第１回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ

ご出席いただき、誠にありがとうございます。ただいまの出席議員は１４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（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は、質疑の日程になっておりますが、議案第１６号から第２３号までの補正予算案８

件、および議案第４１号については、質疑終了後、討論、採決を行いますのでよろしくお願

いします。 

また、議案第２４号から第３９号までの当初予算案１６件については、予算特別委員会へ

付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

なお、本日は追加案件として住民投票条例制定案１件が提案されております。 

この案件につきましては、質疑等の終了後、討論、採決を行いますので、よろしくお願い

します。 

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。 

ここで、１日目の本会議において説明を受けました議案第２１号令和元年度富士川町簡易

水道事業特別会計補正予算（第４号）について、上下水道課長原田和佳君から、一部訂正を

したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 

上下水道課長 原田和佳君。 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

初日に提案させていただきました議案第２１号につきまして、誤りが２か所ございました

ので訂正をお願いいたします。タブレットの１５０ページを開きください。右下の年号にな

りますが、令和元年とありますが、令和２年に訂正させていただきます。 

次に、タブレットの１５３ページをお開きください。一番上、表題になりますが、第２表

繰越明許費補正とございますが、今回初めての繰越明許になりますので、補正の文字は削除

させていただきまして、第２表繰越明許費とさせていただきます。以上でございます。なお、

議案の差し替えにつきましては本会議終了後させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度富士川町一般会 

計補正予算（第９号））を議題とします。 
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これから承認第１号について、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、承認第１号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第 ３ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ６ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓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 ６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 ８ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

る条例について 

以上の１４議案は条例改正案件でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第２号から第１５号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇議長（井上光三） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     議案第９号富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について質問をさせていた

だきます。タブレット４３ページをご覧ください。 

過日、全協のときに説明を受けたんですけれども、この土地開発基金３億９３４０万円を

一般会計に繰り入れいるということ、繰り入れなければならないその趣旨をちょっと教えて

いただきたいのですけれども。土地開発基金が、現在８億７３５０万円ありまして、一般会
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計に繰り入れいるのが３億９３４０万なんです。そして基金の見込み額が４億８千万とある

のですが、今回、一般会計へ繰り入れいる３億９３４０万というのは、何で基金を繰り入れ

なければならないのか。その目的というか、なんで繰り入れるのか、伺いたいんですけれど。 

〇議長（井上光三） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

基金から繰り入れるということでありますが、買い戻しをしていくということであります

が、改正の理由といたしましては、昨今の社会状況とか経済状況の変化に応じまして、土地

の有効かつ効果的な活用と健全な行財政運営を維持していくために、今回、見直すものであ

ります。改正内容につきましては、所信表明のときにも言いましたけども、現在基金の土地

となっている国の合同庁舎建設予定地、シビックコア整備事業の用地は、基金で持っていま

す。それと役場本庁舎東側駐車場も基金で持っています。鰍沢の白子地区の貸し付け用地も

基金で持っています。本来、基金ではなくて一般行政の管理する土地で貸し付けていくのが

本来であります。また第４保育所の駐車場用地、現在駐車場で使っておりますが、これらも

基金の用地となっています。こうしたものを、４８筆でありますけども、普通財産に所管替

えすると、現在、普通財産で使っておりますので、それに所管替えをしていくと、そういっ

た適正な運用も含めて基金の額を減額するものであります。以上です。 

〇議長（井上光三） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、端的に言うと、お金がないから収入のほうへもってくるという、そういう

解釈とはまた違うんですか。ちょっと私の頭では理解できないんですけども教えてください。 

〇議長（井上光三） 

 管財課長 樋口一也君。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。基金の現在額ですが８億７３５０万円、これが

条例で定められている額でございます。今回、既に起業地となっている土地を、先ほど町

長が言ったとおり、普通財産に所管替えするために、まず一般会計で買い戻します。買い

戻した後に、そのお金を歳入に繰り入れるわけですけれども、この段階で基金の額を４億

８千万円に減額いたしまして、歳入にその額を繰り入れるということでございます。実質

上のお金の動きは、一般会計上にいたすわけではございませんが、基金の現在額の調整を

するために、このたび条例の改正をするものでございます。 

その額につきまして歳入歳出とも、所要額をこのたびの令和２年度一般会計当初予算に

計上させていただいております。以上です。 

〇議長（井上光三） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それではもう１点教えてください。この中に、先ほど町長の答弁中にもありましたけれど
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も、シビックコアの建設予定地というのが６４１５万５千円というのがあるんですけれども、

これはシビックコアを建設する時になったら、この土地はどうなるんですか、むこうに寄附

するという形ですよね。 

〇議長（井上光三） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

土地開発基金の用地を普通財産にいたしまして、今度町と財務省で土地の交換をしていき

ます。それには基金ではできませんので、町の財産として、町が国有地を借りてるところも

たくさんありますので、そういうところと換地をしていくというもとに使っていきます。以

上です。 

〇議長（井上光三） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

３回ですから終わります。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第２号から第１５号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１７ 議案第１６号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第１８ 議案第１７号 令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第１９ 議案第１８号 令和元年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第１９号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

日程第２１ 議案第２０号 令和元年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第２１号 令和元年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２３ 議案第２２号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第２３号 令和元年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算（第２号） 

以上の８議案は補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

これから議案第１６号から第２３号について、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

５番議員望月眞です。議案第１６号令和元年度富士川町一般会計補正予算についての質問

です。タブレットで言えば１０２ページと１０３ページです。１０款教育費、１項教育総務

費、２目学校費、１３節１５節にかかわっての質問です。 

町内小中学校校内通信ネットワーク整備費事業の設計業務委託料３７４万円、工事請負費
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９５７０万円が計上されていますが、具体的な工事内容をもう少し話していただきたいと思

います。 

〇議長（井上光三） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。 

工事の内容になりますが、町内小中学校の通信ネットワークの整備という形で、学校内に

Ｗｉ－Ｆｉアンテナをつなぐケーブルとそのアンテナの設置及び、電源キャビネットという

形で、パソコンの充電器を設置する工事になります。 

設計委託ですが、工事の設計委託業務と、実際に工事に入りますときの施行管理業務、そ

ちらが合わせた予算が委託費の中で計上しております。以上です。 

〇議長（井上光三） 

５番 望月眞君 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。これからのＩＴ機器の端末を使いやすくするための整備工事という

ふうに理解をいたしましたが、これらは国の肝いりの事業だととらえています。財源の内訳

を見ると、４４３４万円が国庫から、５４７０万円が地方債となっていますが、５４７０万

円地方債が、そっくり町の負担となるのでしょうか。その点についてお伺いいたします。 

〇議長（井上光三） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。補助金として事業費の２分の１が対象とな

りますが、残りの２分の１につきましては、補正予算債という形で有利な起債を借りること

となっております。以上です。 

〇議長（井上光三） 

５番 望月眞君 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。補正予算債と有利な債務というようなことが、ちょっと理解できな

いんですが、国からの肝いり事業ですから、国からの補てんはないんですか、この部分につ

いて。 

〇議長（井上光三） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

その補正予算債の内容でありますが、補助金の対象にならない残りの２分の１、１００パ

ーセントが起債が借りられまして、これにつきましては６０％の交付税措置という形で入っ

てきます。以上です。 

〇議長（井上光三） 

５番 望月眞君 
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〇５番議員（望月眞君） 

交付税措置ということで、バックがあるというふうに理解してよろしいですね。以上で終

わります。 

〇議長（井上光三） 

ほかに質疑はありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青柳です。ただいまの望月議員の質問と同じ件ですけれども、システムを整備する

等にあたって９９００万。繰越明許になると思うんですけども、なぜ本予算で９９００万、

歳入と歳出へ計上しないで補正で盛るのか、それを教えていただきたいと思います。 

〇議長（井上光三） 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。予算の計上の仕方になりますが、国のほう

で示された内容ですけれども、元年度の補正予算、こちらに計上した場合が先ほどの説明の

とおり、補正予算債、補助金以外の部分について１００％の充当ができる。また交付税の措

置があるという形ですが、これを次年度にまわしますと、予算債の部分が若干有利でなくな

るような、国の対応になるということ、そういう説明がありました。以上です。 

〇議長（井上光三） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

重ねての質問になりますけれども、私はあれを見たときに、今年度中に国の補助金が入っ

てくるので、どうでもここで補正しなければならないと思ったんですけれど、今の説明だと

お金の出入りは次年度になると。ただ起債が、ここで決めないとできないということで、そ

うすると事業は来年度中に完成しないと、その次は今度事故繰越になるということですよね。

明許繰越でなくて事故繰越になるということ。私は来年度に、本予算にのせれば、もう１年、

システムを整備するまでに２年間の猶予があるかなと思ったんですけれども、今の説明でわ

かりましたので、起債のためということで再確認ですけれども。 

〇議長（井上光三） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

今回の GIGA スクール構想について若干説明をさせていただきたいと思います。 

国のほうでは、GIGA スクール構想ということで、全国の中学生に一律一人１台タブレット

の整備をするというような構想を打ち出したところでございます。 

このことによって、新しい時代の教育に必要な環境を整えていくというようなことで、今

はデジタル教科書だとか、それから双方向の意見交換会等もできるようなシステムを整えて

いこうというようなものでございます。また来年度から、小学校ではプログラミング教育な

んかも入ってきますので、これらについてもそのタブレットを使ってやっていきたいという
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ような構想でございます。 

これについては５年間構想で元年度に事業として、まず環境を整えるということで Wi－Fi

が校内に全部整うものを１年目に行おうと。来年度以降は、順次一人１台ずつ整備をしてい

こうというようなものでございます。今回の国の政策としては、本年度の補正予算というこ

とで、全国一斉に元年度事業をやろうと。それに間に合わない場合には、来年度の当初でも

いいよというようなことでございますけれども、本年度の補正予算で、市町村も予算措置を

した場合には、その有利な補正予算債をやりますよと。３月の補正ですので、これは３月に

事業を実施、完了は当然できませんので、そのまま来年度へ繰越していいよというような事

業構想でございます。来年度になった場合にも、予算措置等があるわけですけれども、元年

度の補正のほうが、より有利な補正予算債が付くというようなことで、富士川町においても

その措置をしたところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先ほどお願いの中に１点入れましたけども、そうすると明許繰越して、その起債が有利な

起債ということで明許繰越すると。そうすると来年度中に、この４月１年間に整備をすると

いうことでよろしいんでしょうか。 

〇議長（井上光三） 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

青柳議員おっしゃるとおり、明許を全額しておりますので、来年度中の事業を実施しとい

うことで、すぐにでも取りかかって行っていきたいというふうに思っております。町として

は来年度完了するという目標で事業を進めてまいりたいと思っております。 

〇議長（井上光三） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

終わります。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三） 

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１６号から第２３号について質疑を終わります。 

これから議案第１６号から第２３号について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１６号から第２３号について討論を終わります。 

これから、日程第２７議案第１６号から日程第２４議案第２３号について、一括して採決
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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２６号から第２３号については原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２５ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算 

日程第２６ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２８ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３１ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３６ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財会計予算 

日程第３７ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予算 

日程第３９ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４０ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は令和２年度の当初予算案件でありますので、一括して議題とします。 

なお、本案は予算特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから議案第２４号から第３９号について一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇議長（井上光三） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青柳です。議案第２４号一般会計予算、議案集では１００ページ。タブレットで２

９５ページ。８款土木費、公有財産購入費が１番下に１６００万盛ってありますけれども、

内容ですけれどもリニア側道、７大事業の１項目として入っておりますけれども、まだ具体

的な提案が出ていないと思います。１６００万円で、その財産購入費、土地購入費というこ

とでリニア側道土地購入費ということになっておりますので、南北に走るリニアと交差する、

従来からある町道との交差点のために土地を購入するのか、それとも町長の構想にあるリニ

アから４ｍ使わせてもらって、２メートル５０を買い増しするという、その買い増しの予算
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案なのか、そこだけお伺いできればと思います。 

〇議長（井上光三） 

土木整備課長 志村正志君。 

〇土木整備課長（志村正志君） 

ただいまのご質問にお答えします。この当初予算に計上させていただきました、側道用地

につきましては、先ほど議員がおっしゃられた、リニアの軌道の外側にあります２．５メー

トル部分の土地を購入することでございます。 

これにつきましては、ＪＲ東海及び山梨リニア用地事務所と協議が固まったことから、今

回計上させていただきました。以上でございます。 

〇議長（井上光三） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員 

終わります。 

〇議長（井上光三） 

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２４号から第３９号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第４１ 議案第４０号 リニア髙下工事用道路整備工事（２工区）請負変更契約の締結に

ついてを議題とします。 

これから議案第４０号について質疑を行います。 

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４０号について、質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第４２ 議案第４１号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

これから議案第４１号について質疑を行います。 

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４１号について、質疑を終わります。 

これから議案第４１号について、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって議案第４１号について、討論を終わります。 

これから日程第４２ 議案第４１号について採決します。 

お諮りします。 

本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４１号については、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第４３ 議案第４２号 富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例の制定につ

いてを議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４２号の条例文の朗読を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

――――― 条例文の朗読説明――――― 

〇財務課長（秋山忠君） 

以上で、町長からの提案理由並びに 条例文の朗読が終わりました。 

これから、議案第４２号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第４２号について質疑を終わります。 

次に、議案第４２号の審議を行うにあたり、地方自治法第７４条第４項の規定により、条

例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないことになっております。 

お諮りします。 

条例制定請求代表者の意見を述べる機会につきましては、日時を本日３月１０日、午後１ 

時からとし、場所は富士川町議会議場といたします。 

なお、条例制定請求代表者の意見を述べる時間は、１０分以内にしたいと思います。 

また、多くの傍聴希望の皆さまが訪れることが想定されます。 

こうしたことから、議場内の傍聴席への入場は、報道機関を除き先着２０名とし、それ以

外の傍聴希望の皆さまのために、１階会議室においてモニター放送を行うようにしたいと思

います。 
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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、条例制定請求代表者の意見を述べる機会につきましては、本日３月１０日、 

午後１時から富士川町議会議場において行うこととし、意見を述べる時間は１０分以内とす 

ること、また、議場内の傍聴席への入場は、報道機関を除き先着２０名とし、それ以外の傍 

聴希望の皆さまのために、１階会議室においてモニター放送を行うことに決定しました。 

なお、地方自治法施行令第９８条の２第３項の規定により、条例制定請求代表者に対し、

ただいま議決した事項を通知するとともに、告示および公表をいたします。 

 ここで、告示等の手続きのため暫時休憩します。 

なお、再開は午後１時とします。 

休憩 午前１０時４６分 

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

再開 午後 １時 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて、再開します。 

地方自治法第７４条第４項の規定に基づき、条例制定請求代表者による意見陳述を行いま

す。 

それでは、代表者の入場を許可いたします。 

（ 代表者 依田むつ子さん 入場 ） 

意見陳述者は、依田むつ子さんであります。 

なお、意見陳述は１０分以内と致します。それではお願いします。 

〇代表者（依田むつ子さん） 

富士川町住民投票条例制定の可決を願う意見陳情を申し上げます。 

議員の皆さま、新庁舎建設について多くの町民は今のまま進めることに疑問と反対の声を

挙げています。私たち、昨年１２月議会において、私たちが提出した請願が否決されたこと

に、憤りと落胆を覚えました。議会でしっかり議論してほしい、議会が町民懇談会を開催し

て、町民の声を聞いてほしいという趣旨の請願を否決されたことには呆れてものも言えませ

んでした。 

しかし、そこで分かったこともあります。秋山仁議員は財政について、長澤健議員が庁舎

敷地の道路や土地について、紹介議員に質問しましたが、議会で、議員間で全く議論してい

ないということを実感しました。規模金額が大きすぎる、民有地の購入は必要ない、無駄遣

い、福祉保健センターなどはそのまま使える。町は何もかも大きいものを作ろうとしている。

議会は何をしているのか。「誰が負担する、町民だ。こんな町に子どもたちを住まわせたくな

い。」こんな声が多く上がっています。このような疑問と不安の声がたくさん上がっているこ

とを議会議員の皆さんは知っていますか。今回提出した住民投票条例案の審議を含み、真剣

に考えてほしいと思います。 

最近は、町長に対する批判はもとより、議会に対する批判が非常に多く聞かれます。ほと
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んどの議員が町の主催した町民説明会に参加しない、新庁舎建設町民懇話会の傍聴にも来な

い、何故なのか疑問でなりません。議員にとっていろいろな町民の聞くことは、議員活動の

基本であるはずです。会の議会議員は、今の議員は何を考えているのか、全く分かりません。

今回の新庁舎建設についての判断に、全町民の声を聞いていただきたいと思います。 

さて、条例制定に必要な有効署名数が５０６人と小数であることを理由に、否決しないよ

うお願いします。この署名は条例制定を３月議会に間に合わせるために３日間で集めたもの

です。昨年３月、町長に対して４５８８人の署名簿を添え、建設規模の見直しを求める要望

書を提出したことがあります。その署名は短期間で集めたものです。５０６人のうしろには、

賛同する多くの町民がいることを忘れないでください。 

今、皆さまにできることは、町の進める庁舎建設の予算を一旦止め、再度論議するのか、

それとも町民投票を実施するのか、２つに１つの選択しかないと思います。この新庁舎問題

を発端に、町が混乱停滞することになるとすれば、その責任は議会としての債務を果たして

いない議会議員の皆さまにあります。町民と共に、より良い町づくりをしていくために、い

まできることは住民投票の実施以外ないものと思います。より多くの町民が納得できる、そ

んな町づくりをしていただきたい。これが私たちの願いです。この条例を可決制定されるこ

とを切に希望します。これで私の意見陳情は終わりとします。 

どうかよろしくお願い致します。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、条例制定代表者による意見陳述を終了いたします。 

依田むつ子さんはご退場願います。 

（代表者 依田むつこさん 退場） 

次に、地方自治法第７４条第３項の規定により、議案第４２号に対する町長の意見を求め

ます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例の直接請求に対する意見を述べさせ

ていただきます。 

富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例は、新庁舎建設に関して、総額約３０

億円の新庁舎建設の是非を住民投票で決定しようとするものであります。 

地方自治は、その地方の住民に関わる事務が、住民の意思に基づいて処理される住民自治

と地方独自の事務・組織・財政力等を確保するための団体自治が、それぞれの機能を果たす

ことにより実現されるものであります。 

このように、住民自治と団体自治は、相互依存的関係にありますが、住民自治といえども、

現在の憲法や地方自治法は、国民が自ら選んだ代表者の組織する機関＝議会を通じて、間接

的にその意思決定と執行に反映させる形態である議会制民主主義を原則としております。こ

うした間接民主制度は、選ばれた少数の代表者に決定権と強制権を認めると同時に、その選

任は国民による投票に委ねられており、単に直接民主主義の代替的なものではないというこ

とであります。間接民主制度は代表相互の討論による政治となりますが、討論による政治は、
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相互の異質性を前提とする社会においては、唯一の可能な共存条件を発見する方式としてお

ります。 

一方、間接民主制の欠陥を補い、住民自治の趣旨を生かすものとして、直接請求制度、町

村総会、住民監査請求、住民訴訟、住民投票等の直接民主制度を補完的なものと定めており

ます。従いまして、この制度の重要性については十分認識しているところであります。 

住民投票の実施にあたっては、条例において、その目的、内容、成立要件などを定めるこ

とが必要であるとともに、通常の選挙と同様に、その経費を町単独費用として支弁すること

や、町民の皆さまに多くの時間と労力をかけて投票をお願いしなければならず、その内容を

十分に検討することが求められております。 

     直接請求に対しましては、地方自治法の規定に基づき、町長は意見を附けて議会に付議す

ることとされておりますので、直接請求の内容を精査し、検討した結果を次のとおり意見と

して申し上げたいと思います。 

まず、これまでの経緯でありますが、新庁舎整備に関しましては平成２６年６月３０日に、

町の施設を最もご利用いただく団体として、区長会、文化協会、体育協会、社会福祉協議会、

女性団体連絡協議会、公募町民など２４名で構成する「富士川町公共施設再配置計画策定検

討委員会」を設置し、本町を取り巻く社会環境の変化や人口減少、厳しい財政状況などを踏

まえ、公共施設の実態に関する情報を町民の皆さまと共有し、公共施設の有効活用、統廃合

などの検討を進め、公共施設の効率的な管理運営を推進するため、「富士川町公共施設再配置

計画」を策定しました。 

     この計画において、庁舎に関しましては、分散している行政機能を統合することにより、

業務・意思決定の効率化を進め、住民の利便性の向上と防災機能の強化を図ることとし、新

たに本庁舎を整備することを位置づけました。計画策定後は、平成２７年度に広報ふじかわ

４月号で公表するとともに、６月から９月までの間、町内全て１６区でタウンミーティング

を開催して、公共施設再配置計画をご説明しご理解をいただきました。 

     その後、平成２８年２月１８日に庁舎をご利用いただく団体、公募町民など１８名で構成

する「庁舎整備検討委員会」を設置し、延床面積６０００㎡から６５００㎡、建設位置は現

在の本庁舎位置での建替えとする基本構想を策定し、パブリックコメントや来庁舎アンケー

トを行いました。 

     さらに平成２９年５月１６日に、庁舎をご利用いただく団体、公募町民など２０名で構成

する「新庁舎整備基本計画検討委員会」を設置し、基本となる６つの機能や庁舎に必要な延

床面積を最大６３００㎡とする基本計画を策定し、パブリックコメントを実施いたしました。 

     その後、平成３０年度に策定した「執務環境整備基本計画」において、庁舎の現状調査を

行い、必要面積について考察・精査を行い、その結果をもとに、基本設計業者のプロポーザ

ルの条件として、最大延床面積５９００㎡以内とし、平成３０年１２月から業者選定を行い、

平成３１年３月２７日に「富士川町新庁舎建設基本設計業務共同企業体」と契約を締結し、

基本設計業務を進めて参りました。 

次に、総事業費の考え方についてでありますが、町では、新庁舎整備に関する総事業費を

約３０億円としており、この内訳は建設費、初度調弁費、周辺整備費、業務引っ越し経費、
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現庁舎の解体経費等、全てを見込んだ想定事業費であります。令和２年２月２８日に基本設

計業務が終了し、その概要は鉄筋コンクリート造３階建て、地下に集中書庫を設け、延床面

積約４８００㎡とし、駐車場や緑地帯などの外構を含めた整備を行うものであります。 

基本設計における庁舎建設の概算額につきましては、庁舎本体の建築主体工事、機械設備

工事、電気設備工事に約１９億５千万円、造成・外構・植栽や省エネ等、環境対策等の工事

に約５億３千万円、合わせて約２４億８千万円と算定したところであります。 

総事業費としては、これ以外に実施設計費、用地取得費及び補償費、解体費等があります

が、これらを含めても３０億円を下回るものと考えております。 

今後、実施設計において、工種ごとに詳細の金額が算出されますが、さらなる削減に努め

るとともに、町民の皆さまにとって、利用しやすい、親しみのある庁舎を建設して参りたい

と考えております。 

     これまで、基本設計の作成にあたっては、庁舎をご利用いただく団体、公募町民など２２

名で構成する「新庁舎建設町民懇話会」を設置し、委員の皆さまから多くのご意見をいただ

くと同時に、職員で構成している新庁舎整備庁内検討作業部会において、庁舎の機能、規模

などの執務環境の検討を重ね、新庁舎の規模は、現在６か所に分散している建物の総延床面

積約６２００㎡を、約２２％減らした約４８００㎡に抑え、建設地は現在の庁舎の東側とし、

民地をお譲りいただき、事業地とする新庁舎基本設計原案をまとめて参りました。 

     庁舎を一つにすることで、トイレや廊下、会議室などの供用部分が減り、面積を抑えるこ

とができるとともに、役場での用務が１か所で完結できること、災害対応時の緊急会議や職

員招集が容易になることとなります。現在の庁舎を取り壊して跡地に建てる場合は、仮庁舎

を造らなければならず、その建設費も３億円以上と予想されるため、現庁舎を残しながら、

新庁舎を建設することにより、引っ越しも１回で済むこととなり、経費を削減することがで

きます。 

次に、新庁舎整備の財源確保についてでありますが、役場庁舎の建設に関しましては、建

設費に対する補助金はなく、全て町の一般財源で賄わなければなりませんが、本町は合併し

ているため、国の合併推進債が活用でき、対象事業費の４５％を国が財政措置してくれるた

め、本町の持ち出しは半分程度で済むこととなります。合併推進債の期限は令和６年度末ま

でとなっており、この時期に建て替えなければ、全額、町で負担をしなければならなくなり

ます。新庁舎の規模につきましては、役場の業務は人口の多い少ないに関係なく、役場が機

能する最低面積は確保しなければならず、決して無駄なものや華美なものを造るものではあ

りません。 

次に今後の進め方についてでありますが、町としましては、これまで検討してきた基本設

計原案につきまして、昨年１２月４日と７日の２回にわたり、多くの皆さまが集いやすい町

民会館において、全ての町民を対象とした新庁舎建設町民説明会を開催し、新庁舎の全体像

についてご説明し、出されたご意見を検討し、整理したものを基本設計として取りまとめ、

明年度は実施設計に着手することとし、今定例会に所要経費を予算案として提出しておりま

す。 

     町では、これまで新庁舎整備に関する事業経費に関しまして、議会制民主主義に基づき、
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町民の代表である議会へ提案し、ご審議のうえご議決をいただくなかで決定し、町民の皆さ

まには、その都度、ホームページや広報誌等でお知らせをしながら進めてきたところであり

ます。今後も議会でのご審議、ご議決をいただきながら、決定事項を町民の皆さまにお知ら

せをしながら進めて参りたいと考えております。 

     まとめといたしまして、この度提出されました直接請求は、「本町の将来を見据え新庁舎

建設が、これからのまちづくりの資する適切な庁舎整備となるよう、住民の意思を確認する

こと。」を目的とし、広く町民の意見を聞きながら進めることや、分散している庁舎を存置

することによる建設規模の縮小、将来負担の軽減などを求める要旨となっております。 

     前述しましたように、新庁舎整備は、平成２６年度の公共施設再配置計画を根幹として進

めてきているものであり、この計画は、町内全区でのタウンミーティングにより、町民の皆

さまにご理解をいただいているものであります。 

     また、現在６か所に分散している庁舎を１か所に集約することで、現在の延床面積が約２

２％削減できるとともに、これまで離れた場所へ出向く必要のあった用務が、１か所で完結

できるようになります。将来負担に関しましては、本来、庁舎建設には補助金はありません

が、合併したことにより合併推進債が活用でき、国の支援を受けられるため、町の負担は約

半分程度で済み、大幅に軽減することができます。 

     さらに、一昨年の町長選挙は７大事業の執行が争点となり、既に町民の意思は示されてお

りますので、総額約３０億円の新庁舎建設を問う住民投票を実施することは、町をさらに混

乱させる恐れがあります。 

     特に、今日の地方自治制度においては、議会制民主主義に基づいた、町民の代表である議

会へ予算案を提案し、ご審議、ご議決をいただかなければ、各種事業を執行することができ

ないものであることから、議会のなかでの議論を尽くすことが地方自治の本旨であります。 

     以上のことから、「富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例」を制定して、住

民投票を実施することは適当でないと判断し、この条例は制定すべきでないと考えるもので

あります。 

令和２年３月１０日 富士川町長 志村学。以上であります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、議案第４２号に対する町長の意見を終わります。 

これから、議案第４２号に対する町長の意見について質疑を行います。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

３番笹本壽彦です。この趣旨の中には、さんざん今までも説明されていることが記載され

ておりますが、まずもってこの中に余計なことが書いてある。それはまず当初６３００㎡、

これは全部集めて６３００㎡という数字があって、それをどんどんどんどん小さくして、約

４８００になりましたよ。だから頑張って小さくしましたよという、これ言い訳です。６３

００㎡なんていう数字がそもそも出てくるのがおかしい。分散されている庁舎は全部面積を

集めたら６３００㎡。誰もそんな計算は、はなからいたしません、民間では。金融機関が、

リストラして１か所にするからと言って、３倍の面積は考えませんよ。まずそれが一つ。そ
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れと。 

〇議長（井上光三君） 

笹本議員。これは質疑ですから。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ですから、それはおかしいと思いませんか。そもそも６３００㎡という数字をここに出す

自体がおかしいと思いませんか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

質問にお答えいたします。 

これまでの経緯ということで説明をさせていただきました。これは平成２８年に整備検討

委員会を作りまして、延床面積を６０００から６５００というアバウトに出したわけです。

その後、新庁舎整備基本計画の検討委員会で、ここで最大６３００㎡という数字が出ました。

その後作業部会をする中で、執務環境整備基本計画というものを作りました。これも業者委

託をした部分ですが、執務をうまく使うことによって最大５９００くらいでできるのではな

いかと。そういうことから、プロポーザルをして設計業者を決めたときの経緯を説明したも

のでありますから、意図的に話をしたとかそういうことでは毛頭ありません。皆さんに経緯

を知っていただくために、再度説明をさせていただいたところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それからこの説明の中に、現在の庁舎を取り壊した場合ということもありますが、これ現

庁舎を取り壊した場合のなんだらかんだら云々というのは、私もいろんな機会に出てきまし

たし、議会の議員に対する説明会もありましたけれども、現庁舎を取り壊してしたほうがい

い、という意見は一度も出なかったと記憶しておりますが、それがあえて、ここで出てくる

というのは、いかがでございましょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

これも総事業費の考え方の中で申し上げました。現庁舎を解体して仮設を作った場合には、

約３億円以上の仮設費用、移転費用がかかるということで申し上げました。総事業費を抑制

せよという皆さんの意見もあります。当然、我々も総事業費を抑えていくことを念頭に置い

ておりますから、いろんな検討をしているわけであります。この庁舎を壊して仮設を作って、

そちらに一回移転をして、机・椅子を持っていくだけではなくて、今はいろんな情報機器を

持っていますから、サーバーから何から全部動かさなければならない。そうすると、非常に

経費がかかってしまう。防災無線も動かさなきゃならない。そうすると３億円以上の経費が

かかりますので、庁舎を残しながら、なんとかこの敷地に新しい庁舎を造りたいということ

で、今まで事業を進めてきております。 
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お金をかけ放題の庁舎ではなくて、役場職員もできるだけ小さく、経費のかからない方法

をやってきた。そういう中で総事業費の考え方の中で申し上げさせていただいたところであ

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     以上で終わります。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

１１番堀内春美です。町長にお伺いします。 

１月２７日の臨時議会のあと、議員控室に町長がいらして、その時に町長が発言した言葉

の中に、今まで１㎡４０万円の建設費の予定だったが、４５万円になるとおっしゃられまし

た。ですから２億４千万、建設費が増えるということを町長が発言したのですが、それはど

うなっているのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

１月２７日でしたか、私ちょっと日は記憶しておりませんけれども、議会の議員控室で民

地の話をする予定でいました。昨年１２月に２回町民説明会をした時に、民地を使うのはと

んでもないと、そしてこの民地を使うかどうかは住民投票で決めるという話がありました。

町民説明会の中でそういう意見が出ましたから、町は全て聞かないということではなくて、

早速その民家に行って、住民投票してまでも、町も土地は買わないからという話をしました。

それが数日経って、ぜひ交渉はこのまま続けてほしいということでしたから、その旨をお伝

えする全員協議会の席で発言をしたのですが、その時にはいろんなところの庁舎建設費を、

またうちの児童センターの建設費をみても、平米４０万円というのは国の本に書いてある金

額であります。今までそれで動いてきましたけれども、いざ現実的になってきまして、基本

設計も出ておりませんから、はっきりした金額は分かりませんが、近隣の町村、そして最近

建っている庁舎の費用、それとうちで建設した児童館の費用、こんなことを考えると４５万

円程度かかるんじゃないかと。仮に４８００㎡にしても、４５万円で２１億６千万という話

しをさせていただきました。 

２月の末に基本設計が出てきました。建物は１９億５千万でありますので、これは単純に

４８００㎡で割り戻すと、建物自体の建築費というのは４１万円程度かなと思っております。 

基本設計ができたからその数字を言ったわけではなくて、近隣の同種の建物の㎡単価を申

し上げたところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
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〇１１番議員（堀内春美さん） 

もう一つお伺いします。先ほど笹本議員が質問しましたように、この現在の役場を解体し

て仮庁舎を建設すると、引っ越しと仮庁舎を造るのに３億かかると、町長の方からお話をし

ましたけれども、この庁舎を解体しないで、耐震化して、そしてこの南の方に増改築すれば、

かなり広くなります。今の２階建てであれば、隣の家への日照権も問題ありません。それか

ら南別館をそのまま残せば、サーバー室もそのまま移動しないで済むんです。サーバー室を

移動すると１億からのお金がかかると聞いておりますが、それもなくなります。それからか

なりその設計が進んできた段階で、昨年の１１月頃だったでしょうか、地下に書庫を造ると

いうことが突然出てきました。この地下に書庫を作るというのは、現在の建築からは逆行し

ています。今の台風の災害は水の災害が多いんです。ですからよその県では、地下の書庫が

水びたしになったから、それをやめて地上に造るというところが増えているのに、なぜこの

町はこれから造るのにそんな古いことをするのでしょうか。 

それからここを解体しなくて、その間は旧の町民会館がいくらでも空いているじゃないで

すか。そういうところを使うという考えはないんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

まず、この庁舎の耐震化と言うお話がありました。これは以前から、旧増穂町の時代から

検討をしてきたわけでありますけれども、これを耐震化すると、筋交いをたくさん入れなけ

ればならないということということから、執務室の環境ではなくなってしまうということか

ら耐震化は無理だろうということで、手を付けずにずっときたわけです。そして、今回この

敷地のここを役場の位置として建て替えていこうというときに、当然東側の駐車場だけで造

れないかとか、いろんな検討を進めました。南側の駐車場で造れないかとか。この庁舎を残

しながら南側の建物を潰してするよきにも、そこには１億円程度の情報機器が入っています

ので、移設をしなければならない。防災無線とかサーバーが入っていますから、そういうの

を移設をしなければならないということで、非常にお金がかかるのと同時に、いろんな人の

ご意見も伺いながら、庁舎の南側に新たな庁舎は無理だと、南側の道路も潰さなきゃならな

い。あそこには側溝があると。その側溝を全部切回しをしなければならない。そして、下水

管も入っている、水道管も入っています。こういうものを全部していくととても無理だろう

と。そしてまた、新しい庁舎を今後メンテナンスしていくには、周りにやはり車が入れるス

ペースが必要だろうと。そうすると南側への建物は無理ということで、先ほども言いました

けれども、東側のほうに民地の人にも４年ほど前から交渉をしながら、図面を書かせていた

だきたいという話をして、いいですよという了解をいただきながら、東側の図面を書かせて

いただいたわけありますけれど、町民説明会で住民投票をしてでないと土地は売らないとい

うことでしたから、うちはお断りを致しました。そしたら、またぜひ交渉は続けてほしいと

いうことで、それではここをお譲りいただけますか、と言ったら「それは協力します」と、

いうことでありますから、現段階の基本設計ができたわけであります。 

そしてまた３億円の仮設庁舎でありますけれども、町民会館も当然検討してあります。そ
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のために町民会館を今まで残してあるわけでありますけれども、この庁舎の中身が全部が入

るわけにはいかない。分散しているところはそれでいいんですけれども、この庁舎の中身を

動かして、入りきれないということから、他の公共施設等、民間施設を含めて、借り受けも

検討いたしました。そうすると、それぞれ現在ほかの用途に使っているところはセキュリテ

ィの問題があって、うちで求めている広さが確保できないという問題があります。一旦、東

側が使えないというところから、本庁舎を解体してという考えも持ちながら、いろんな方策

をする中でやってきましたので、これはこうした中での仮設庁舎を造った場合には３億円以

上かかるということを、これは今までも言っていると思いますけれど、今日改めて言わせて

いただいたところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。いま町長は、旧町民会館へ現在のこの役場が入りきらないとおっしゃいまし

たけれども、私は目算ですけれども、あそこすごく広いんですよね。南側に和室が３つあり

ます。そうするとあの３つ分が今の役場の 1 階が全部入ります。それから入ってすぐの所に、

広い空間のところがありましたね。あれが今、本が置いてあるんですけれども、あそこも広

く使えます。それから２階にもいくつも部屋があります。３階にもあります。充分この役場

の中の人達があそこへ入って仕事ができる、確保が出来ると思っていますが、いかがでしょ

うか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

その辺も十分検討させていただきながらの結果であります。今町民会館は、図書室が入っ

ているのと、南側の方も学童が勉強で使っているところもあります。そういう人達を追い出

して、私どもがそこを執務室で使うというのはいかがなものかなと。図書室もみんなが毎日

利用していただいております。そういう中で具体的に言うと、ＮＴＴの建物があります。あ

そこが、１階が空いているという話も聞きましたから、ＮＴＴと話をするなかで、ただ、非

常に使い勝手が悪くて、上にいろいろ個人情報が入っていますので、セキュリティの問題が

あって、トイレもうまく使えない状況にありましたので、そんなことも検討しながら進めて

きたのですが、幸いなことに、民地を売っていただけるという話がありましたから、基本設

計どおり進めさせていただいているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。 

〇議長（井上光三君） 

いや、３回終わりましたので終了してください。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
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じゃあ結構です。 

〇議長（井上光三君） 

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４２号に対する町長の意見についての質疑を終わります。 

これから議案第４２号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ 議長。の声 ） 

〇議長（井上光三君） 

討論があります。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

私は、提案された住民投票条例に反対の立場で討論いたします。 

まず、今回提案された住民投票の趣旨について、私には理解できません。大き過ぎるとか

金額が高過ぎるといった根拠が全くないからです。町から説明されている新庁舎建設につい

て、ワンフロア方式や住民の利便性の向上といった部分について十分理解できるし、住民福

祉の向上につながると思っています。 

また、現在は庁舎が分散化されており、今後の維持管理、ランニングコスト面でも将来負

担を考えたら統合新庁舎の案には賛成です。 

後世に負担やつけを、という話も出ていますが、このタイミングで建て替えをしなければ、

今以上の負担となるのではないでしょうか。子どもたちや孫たちのためにも、私たち現役世

代も一緒に負担していくことが後世のためになると思います。 

現庁舎は、耐震性がクリアされていないことや老朽化が進み、耐震化や長寿命化をしても

今後のランニングコストはかかる一方だと思います。また、合併推進債という有利な起債が

できることなどを考えたら、建て替えるのに最適な時期ではないでしょうか。 

また、住民投票をすることは普通選挙と同じだけの日数、事務量、そして費用もかかり、

それこそ住民の負担になると思います。 

以上のことからこの条例案には反対します。 

〇議長（井上光三君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

私は条例制定に賛成をいたします。 

その理由は、人口減少に歯止めが利かない現在のこの富士川町。昨年１年だけでも、３１

６人の人がこの町からいなくなっています。このままでは、この町は２０年後には１万人を

切ってしまいます。その人口減少に伴い、最も困ることは高齢者の割合が増え、働いて税金
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を納められる人が減少することです。今でも人口減少に伴い、毎年の税収入の減少と、企業

がなくなったために法人税の収入も減少している、そんな先行きの不透明なこの町、この時

に総額約３０億円という新庁舎が本当に必要でしょうか。もっと慎重に考えるべきだと思い

ます。 

普通、財政を預かる者は、収入が減少したら支出を抑え、収入を増やすことを考えるのが

財政を預かる者の責任ではないですか。それがこの町は収入を増やすことを考えないばかり

か、借金を増やすことばかりです。 

７大事業１１８億円のうち１００億円は借入金・借金です。消費税のアップ、東京オリン

ピックの終了、そして最近のコロナウイルス等、この３点をとっても、今後の日本は不況に

なり、先行き不透明になると考えられます。そして最も困るのが、７大事業をして１００億

円の返済をするとき、７つの事業の返済が重なり、返済の額がいくらになり、毎年町民がど

のくらいその返済をしなければならないのかということです。私たちはあと行き手も１０年、

長くて２０年くらいです。ですが、その２０年先生きていても高齢者になっているのです。

私たちの時代に造った借金の返済を、私たちの子どもや孫たちが背負わなければならないの

です。どこの親が、子どもたちに借金を背負わせたい親がいるでしょうか。 

町は新庁舎建設について、受益者負担をしてもらうと言っておりますが、子どもたちが少

なくなるのに、果たしてこんなに大きな庁舎を欲しかったというでしょうか。大きな箱物は

維持管理費もかかるのです。はっきり言ってお荷物になると思います。町の財政に見合う建

設にするべきだと思います。もっと堅実な町政を行うべきです。 

他の町と比較してみても、人口規模が同じ市川三郷町の庁舎は１６億円、南アルプス市は

増改築で１０億円、早川町は８億円ですが、この早川町は庁舎建設費を何年も積み立てして、

借金をしないで建設しています。最近市川三郷町で、新設高校建設で移転を余儀なくされ、

図書館、町民会館、体育館の３つを建設しましたが、この３つの建物の合計が２８億６７０

０万円です。３つですよ。土地の購入から全部の総工費が３４億円です。また、県下で一番

介護保険料が安い北杜市は、高校の統廃合で空いた須玉商業高校を市役所として使っている

のです。積み立てして建設した早川町といい、北杜市といい、堅実な町政を行っているので

す。 

この富士川町は庁舎だけで総額約３０億円。いかにこの町が、桁が違うかということなの

です。財政が豊かであるならともかく、財政がひっ迫しているこの富士川町がなんでこんな

ことなのでしょうか。本当にこの町の将来が心配になります。２軒の買収、この家の１軒の

民家は大変気の毒です。先ほど町長は、なんかとても気持ちよく交渉に応じてくれたとおっ

しゃっておりましたが、本当はそうではありません。一家崩壊を食い止めるために、苦渋の

決断をしたとのことです。当主はお仏壇の前で、代々守ってきたこの土地を守れなくて申し

訳ないと、泣いて先祖に謝ったとのことです。これは本人から直接聞いております。一家を

困らせて、また１日千人以上の人、車が利用している道路を廃止するなんてことが、町民の

ための政治をしていると言えるのでしょうか。ほかに建設できる場所もあります。また一番

建設費のかからないのは、先ほど私が申し上げさせていただきましたが、今の庁舎を耐震化

して増改築する。そして、工事中は旧町民会館を使用すれば費用もかからない。おそらく１
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０億円くらいでできるのではないかと思います。それから、サーバー室の移動もしなくて済

みます。そして、南別館を書庫として、サーバー室も南別館を使用すれば水害の心配もあり

ません。また、議場は耐震化してあるのでそのまま使えばいいと思います。そうすれば費用

は１００億円くらいでできるのではないか。この富士川町の未来を考える会の人たちは、女

性として、母親として、子どもたちが健全なる財政のもと、健康で幸せな人生をこの町で送

ってほしいと願っているのです。 

町へ、議会へ、見直してほしい、町民の意見を聞いてほしいと要望しても、町も議会も聴

く耳を持ちません。特に議会の議員は町民の代表のはずです。この町では議会基本条例とい

う立派な条例を、県下でもあまり制定されていない立派な条例を２年前に作りました。その

中に町民との地区懇談会を開催すると謳ってあるのに、町民から地区懇談会を開催し、町民

の意見を聞いてほしいと請願書が出されたのに却下したのです。なんと、２年前に議員の報

酬を上げるときに、地区懇談会を開催したきり、あとは２年間一度も開かれていません。町

民からの要望があっても開こうと致しません。何のために、条例を制定したのでしょうか。

町も議会も町民の声を聞こうとしない。町民は不満を持っています。 

そこで、広く町民の意見を聞くために住民投票を実施することにしたのです。私も同じ女

性・母親として子どもや孫たちの未来を守ってあげたい。守らなければならない。議員とし

て、この町のことに責任を持たなければならない。 

以上の理由から住民投票条例制定に賛成致します。 

〇議長（井上光三君） 

次に原案に反対者の発言を許します。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

議案第４２号 富士川町新庁舎整備計画について問う住民投票条例の制定について、反対の

立場で討論致します。 

新庁舎建設にあたりましては、平成２７年２月に「公共施設再配置計画」により、本庁舎

を新たに整備して、施設の集約や住民サービスの向上を図ることの指針が示されました。平

成２８年２月には「庁舎整備検討委員会」の設置、平成２９年５月には「新庁舎整備基本計

画検討委員会」の設置により、協議検討がなされてきました。その度毎に、議会に報告がさ

れ、議員間で議論を重ねて参りました。 

現在分散している６つの庁舎を集約することにより、延べ床面積は削減され、多様な住民

ニーズに応えられる職員の集約につながり、さらなる住民福祉の向上につながるものと考え

ます。 

「公共施設再配置計画」のタウンミーティングに始まり、新庁舎建設に対しての広報やホ

ームページの掲載、町民懇話会も公募の町民の皆さまの貴重なご意見をいただき、基本設計

に反映されております。住民への周知はすでに十分されてきており、現在、すでに地質調査

も行われ、議会で可決した委托業務等、行政として手続き等は滞りなく進められているとこ

ろであります。 

東日本大震災や熊本地震の際に庁舎が倒壊し、住民を守るべき災害対策本部が機能しなか
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った事実を見ても、本庁舎が５０年以上の建築物であり、その他の分散している庁舎も同様

に、いつ倒壊してもおかしくない状態であり、町民の皆さまの尊い生命を守り、安心安全の

拠点として、一日も早い新庁舎建設を願うものであります。 

そのためにも、庁舎建設には、基本的に全て一般財源で行わなければいけないところを、

本町においては合併推進債が令和６年まで充当出来るため、町の負担は半分程度となり、返

還には公共施設等事業債、財政調整基金、減災基金の総額２５億円で賄うため、今後、将来

の負担を減らすことにつながるものです。 

さらなる削減に努めるためにも、「議員は住民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表

として議会を構成し、議会活動を通じて住民の個別意思を形成する任務を有する」と、議員

必携に明記されております。議員は町民の代表として、議会で議論を尽くしていくことが議

会制民主主義の根幹であり、住民投票はその根幹を揺るがすものです。 

以上のことから、この条例案には反対致します。 

〇議長（井上光三君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青栁です。住民投票条例制定の陳述をなさった依田さんの意見に賛成の立場で討論

をさせていただきます。 

反対者の意見を聞いていますと、根拠がないとか、あるいは今の小林議員のように、いつ

倒壊してもおかしくないとか、延床面積を縮小できたとか。延床面積を縮小できたのは、さ

っき笹本議員の話にもありましたように、単純に廊下もトイレも階段も、みんなひっくるめ

て寄せ集めて６５００㎡。それが２２％削減できたというお話しです。こんなもの真に受け

ないでください。 

その条例の直接請求なさった方は建設に反対するものではないと思います。できるだけ経

費をかけないようにしてもらいたいと、こういう意見陳述がありました。私もまったくその

点では賛成です。使えるものは使っていく。この議会棟についても、私は当初から、今現在

もここは耐震化されているから使いたい。地下書庫の代わりに使ったらどうだということを

提案したりしておりますけれども、議員各位の多数が新庁舎へ引っ越すということで、今は

それに賛成をして、使えるんだからここは何かに使おうということで地下書庫の代わりにど

うだという提案もしております。そういうことを申請者はおっしゃたんだと思います。 

一番肝心なのは、各公共施設の統廃合の説明を町長は１６か所でタウンミーティングを開

いてくれました。議会も２年前に１回だけ各区をまわって懇談会を開催しました。今回は私

たちは住民の代表ではありますけれども、私も近くの人の意見しか聞いておりません。幅広

く声を聴きたいと。経費はかかります。新庁舎建設に反対しているわけではありません。そ

のために、ぜひ議員各位、皆さんそれぞれ、地区ではお声を聴いているとは思いますけれど

も、広く聴いてみませんか。そのためには住民投票の投票結果で、３０億かかってもしょう

がないよと、今考えている庁舎を造りなさいという声が多ければそれに従えばいいじゃない

ですか。 
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それからもう１点、学校は、前にも私が一般質問しましたけれども、鰍小、鰍中、もうす

ぐ５０年です。庁舎ももうすぐ５０年です。小中学生は８０年もつように長寿命化をするん

です。役場だって８０年もつようにすればいいじゃないですか。そのときは 1 万人切ってい

ますから。そのとき改めて考えてもいいじゃないかと。 

もう１点は、町長の陳述にありましたけれども、１２月に民家の方へなかったことに し

てくれということを言いに行った。ところが、１月１０日になったら当家からもう一回交渉

をということで、１月２７日の全員協議会へ基本計画どおり進めるというお話がありました。

なかったことにしてくれということは、第２案を考えていて、あの民家２棟を買収しなくて

も済む計画を作らなければならない。その時点ではなかったかもしれません。ところが計画

があったはずなんです。あるいは考えたはずなんです。ところがたまたま買収できるかもし

れないという方向になったので、元の意見を変えないというほうに動いたわけですね。です

から皆さんも、もう一回幅広く町民の意見を聴くという点で、ぜひ直接請求なさった依田さ

んに賛同をしていただけたらと思いまして、賛成の答弁とさせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

次に原案に反対者の発言を許します。 

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

私は住民投票条例に反対の立場で討論いたします 

平成の大合併で富士川町も誕生して１０年が経ちます。合併の１番の目的は行財政のスリ

ム化であります。これまで、旧鰍沢、増穂地区の２つある施設を統合してスリム化を図って

きました。新庁舎建設も鰍沢分庁舎を解体して、今、バラバラに点在している福祉保健課、

土木整備課、都市整備課、産業振興課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課、それらを１

つの庁舎に統合する考えであります。これは近隣の市や町では成し得なかった庁舎の統合で

す。これが実現すれば、今後のランニングコストの縮小につながります。これこそが財政の

スリム化であります。 

南アルプス市では新庁舎建設統合と増改築で市長が争い、増改築のほうで当選した市長の

公約どおり、南アルプス市は今の櫛形の庁舎を本庁舎として増改築致しました。これも民意

であります。 

しかし今後、その南アルプス市では甲西町、若草町、白根町、八田村、芦安村の旧町の庁

舎の維持が残っているということで、非常にランニングコストはこれから膨大なものとなる

と思います。 

富士川町の選挙でも、今回庁舎統合の公約した志村町長が当選したので、庁舎建設は民意

であります。富士川町の庁舎建設計画は間違っていません。議員、町民のほとんどは理解し

ていると思っています。 

以前、未来を考える会の方々と私も話をしたことがあります。孫たちにツケを先送りした

くないと言っていました。僕もその思いは一緒であります。ただ僕も５０歳を過ぎました。

この記憶の中で、これまで過去の行政の中で一度も公共施設の建て替えてをやってこなかっ

た。我々も、先送りをされてツケを回された世代であります。庁舎は建て替えはしなければ
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ならなりません。だからこそ、今、合併推進債という有利な起債を活用して庁舎を建設し町

の負担を減らしていくんです。未来に決してツケは回しません。我々責任世代も一緒になっ

て納税をしていきます。 

また、議員は何もしていないと言う町民がいます。庁舎建設については、先ほどから討論

の中でもありましたように議会でも議論をして参りました。町長の意見書にもありました。

遡ること平成２６年公共施設再配置計画策定検討委員会には４人の議員が入り、それを議会

の中でも議論し公共施設再配置計画は策定されました。 

平成２９年には、新庁舎整備基本計画検討委員会を設置し、そこにも議員が入り、新庁舎

整備基本計画も策定されました。また平成３０年には新庁舎執務環境整備基本計画の策定。

そしてその平成３０年の繰越明許費では、新庁舎建設基本設計業務委託費、これを議会で可

決しました。そしてその補正予算も議会で可決しました。令和に入り、新庁舎整備土質調査

業務委託費を議会で可決、新庁舎用地建設等補償調査業務委託費も議会で可決、これまで庁

舎建設関連の予算は、このように反対もなく可決して参りました。庁舎建設はその中でもし

っかりと議論しております。 

庁舎だけでなく議員は他にも多くの案件を議論しています。また、それぞれの議員が、地

域、仲間、支援者の声を聞き、議場で意見をしています。そしてそれを議会で報告したり、

SNS を活用して情報発信もしています。 

もし、住民投票条例に賛成する議員がいるならば、それこそ議員の仕事を放棄しているこ

とになります。我々は選挙で当選致しました。もし、本当に何もしていないという議員がい

るならば、次回の選挙で裁かれます。何もしていない議員はいないと信じています。 

先の討論でもありました。住民投票にも税金がかかってきます。今回出された、総額約３

０億の庁舎建設に賛成か反対かの住民投票。本当にざっぱくすぎて意味がわかりません。い

くらならいいのでしょうか。議論すらできません。こんなことをしていて、合併推進債の期

限を逃して、全額町で負担するほうが未来にツケを回します。 

今定例会の町長の挨拶で、庁舎は４８００㎡、本体は１９億５千万円ほどという話があり

ました。またこの数字が先走りしてはいけないので、景気や資材価格の変動もあるので確定

ではないと付け加えておきますが、当初計画から相当規模を縮小してきました。コンパクト

な庁舎、引越し経費がかからない、ランニングコストの減少、合併推進債が使える、１番負

担の少ない庁舎建設計画だと思います。ぜひ、この庁舎建設計画を進めてほしいと思います 

終わりに、富士川町がよりよい町になるよう、議会としてこれまで同様、将来負担比率や、

財政健全化を鑑み、行財政をチェックしていくことを約束して、住民投票条例に反対します。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

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４２号について討論を終わります。 
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これから日程第４３ 議案第４２号について採決します。 

討論がありましたので、起立によって採決します。 

お謀りします。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。 

（ 起立 ３名 ） 

起立小数です。 

したがって、議案第４２号は否決されました。 

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

○議長（井上光三君） 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

 散会 午後 ２時 ７分 
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令和２年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 

令和２年３月２３日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度富士川町 

一般会計補正予算(第９号)) 

日程第 ３ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ６ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓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 ６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 ８ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に 

関する条例について 

日程第１７ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算  

日程第１８ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１９ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２０ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２１ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２３ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
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日程第２４ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２８ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第２９ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予算 

日程第３１ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３２ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３３ 議案第４０号 リニア髙下工事用道路整備工事(２工区)請負変更契約の締 

結について 

日程第３４ 議案第４３号  令和元年度富士川町一般会計補正予算（第１１号） 

日程第３５ 議案第４４号  令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第４号） 

日程第３６ 議案第４５号  富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の同意を求 

めることについて 

日程第３７ 同意第 １号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求める 

ことについて 

日程第３８ 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３９ 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４０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守         ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３ 欠席議員 

          

                 な  し 

       

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町      長 志 村  学  副 町 長 齋 藤  靖 

教 育 長 野 中 正 人  会 計 管 理 者 内 田 一 志    

政 策 秘 書 課 長 秋 山 佳 史  財 務 課 長  秋 山  忠  

管 財 課 長 樋 口 一 也  税 務 課 長  遠 藤 悦 美   

防 災 交 通 課 長 長 澤  康  町 民 生 活 課 長  中 込 裕 子 

福 祉 保 健 課 長 松 井 清 美    子育て支援課長  佐 藤 洋 子  

産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀    都 市 整 備 課 長  河 原 恵 一  

土 木 整 備 課 長 志 村 正 史   上 下 水 道 課 長  原 田 和 佳  

教 育 総 務 課 長 中 込 浩 司    生 涯 学 習 課 長  深 澤 千 秋 

 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長  早 川 竜 一 

書    記  依 田 文 哉 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。 

起立願います。相互に礼。着席願います。 

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

〇議長（井上光三君） 

令和２年 第１回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員並びに執行部各位には大変

お忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

また、本会議及び委員会において慎重にご審議をいただきました、第１回定例会も本日が

最終日となります。引き続きご審議の程よろしくお願いします。 

ただいまの出席議員は１４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（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案件として、補正予算案２件、人事案２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。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度富士川町一般会計 

補正予算（第９号））を議題とします。 

これから、承認第１号について討論を行います。 

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、承認第１号について討論を終わります。 

これから、日程第２ 承認第１号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第 ３ 議案第 ２号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
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日程第 ４ 議案第 ３号 富士川町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ４号 富士川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ６ 議案第 ５号 富士川町職員の服務の宣誓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 ６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 ８ 議案第 ７号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ８号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ９号 富士川町土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１０号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１１号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１２号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１３号 富士川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１５ 議案第１４号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１５号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

る条例について 

以上の１４議案は、条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第２号から第１５号について、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２号から第１５号について討論を終わります。 

これから日程第３議案第２号から日程第１６議案第１５号について、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２号から第１５号については原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１７ 議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算  

日程第１８ 議案第２５号 令和２年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１９ 議案第２６号 令和２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２０ 議案第２７号 令和２年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２１ 議案第２８号 令和２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
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日程第２２ 議案第２９号 令和２年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２３ 議案第３０号 令和２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３１号 令和２年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第３２号 令和２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３３号 令和２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第３４号 令和２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２８ 議案第３５号 令和２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第２９ 議案第３６号 令和２年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３７号 令和２年度峡南地区通級指導教室共同設置特別会計予算 

日程第３１ 議案第３８号 令和２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３２ 議案第３９号 令和２年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は令和２年度の予算案件でありますので、一括して議題とします。 

なお、本予算案につきましては、去る３月６日の本会議において、予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。 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     それでは、ご指示のありました、議案２４号令和２年度富士川町一般会計予算から議案第 

３９号令和２年度富士川町水道事業会計まで、ただいま議長に読み上げていただきました、

１６議案について予算特別委員会において審査を行いましたので、その結果を朗読をもって

発表させていただきます。 

――――― 委員会審査報告書朗読 ―――――       

〇議長（井上光三君） 

以上で、委員長からの報告が終わりました。 

青栁委員長、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。 

これに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと、認めます。 

したがって、議案第２４号から第３９号については質疑と討論を省略します。 

青栁委員長、自席にお戻りください。  

これから、日程第１７議案第２４号から日程第３２議案第３９号について、一括して採決

します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

本案は、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。 

（ 議長。の声 ） 

〇議長（井上光三君） 
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１１番 堀内春美さん。 

〇１１番（堀内春美さん） 

議案第２４号 令和２年度富士川町一般会計予算については、個別採決をお願いいたしま 

す。 

〇議長（井上光三君） 

ただいま異議がありましたので、議事の都合上、はじめに日程第１７ 議案第２４号に 

ついて採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は、可決とするものです 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（ 起立 １２人 ） 

〇議長（井上光三君） 

起立多数です。 

したがって、議案第２４号は委員長報告のとおり可決されました。 

着席ください。 

〇議長（井上光三君） 

次に、日程第１８ 議案第２５号から日程第３２ 議案第３９号について採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。 

本案は、委員長の報告のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号から第３９号については、委員長報告のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３３ 議案第４０号 リニア高下工事用道路整備工事(２工区)請負変更契約の締結に 

 ついてを議題とします。 

これから、議案第４０号について討論を行います 

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４０号ついて討論を終わります。 

これから、日程第３３ 議案第４０号について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４０号は原案のとおり可決されました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第３４ 議案第４３号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第１１号） 

日程第３５ 議案第４４号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

以上の２議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます 

  町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

  ――――― 提案理由の朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４３号及び第４４号について、補足説明を求めます。 

はじめに、議案第４３号について補足説明を求めます 

財務課長 秋山忠君 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは議案第４３号の補足説明をさせていただきます。 

タブレット４ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１表、歳入歳出予算補正は事項別明細書にてご説明申し上げます 

タブレット９ページをご覧ください。 

（以下、令和元年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

タブレット７ページをご覧ください。 

（以下、第２表 地方債補正朗読説明） 

以上、議案第４３号の補足説明とさせていただきます。 

ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４４号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 原田和佳君 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

それでは議案第４４号の補足説明をさせていただきます。 

タブレット１２ページをお開きください。 

（以下、令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

次のページをお開きください。 

（以下、第１表 繰越明許費朗読説明） 

以上、議案第４４号の補足説明とさせていただきます。 

ご審議の上ご議決を賜りますよう願います。 

〇議長（井上光三君） 

以上で町長からの提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第４３号及び第４４号について質疑を行います。 
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質疑は、ありませんか。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

４４号について伺います。工事場所が竹重ということですけれども、竹重のどの辺にあた

るのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

上下水道課長 原田和佳君 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

ただ今の質問にお答えいたします。工事場所、竹重のちびっこ広場のあたりになるんです

が、そこから北のほうに少し下がったところの天神通り。あとはその天神通りから、分かれ

ております町道の周辺付近となっております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、工事の遅れというのはどのくらいになるんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

上下水道課長 原田和佳君 

〇上下水道課長（原田和佳君） 

これにつきましては、およそ１か月から２か月と考えております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

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４３号及び第４４号について質疑を終わります。 

これから、議案第４３号及び第４４号について討論を行います。 

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４３号及び第４４号について討論を終わります。 

これから、日程第３４ 議案第４３号及び日程 第３５議案第４４号について、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 ） 
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異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号及び第４４号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３６ 議案第４５号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求める 

ことについてを、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） 

     ――――― 提案理由の朗読説明 ―――――  

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 

この議案については、質疑と討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第３６ 議案第４５号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり適任とすることに、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、議案第４５号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３７ 同意第１号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることに 

ついてを議題とします。 

 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

  ――――― 提案理由の朗読説明 ―――――  

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 

この議案については、質疑と討論を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第１号については、質疑と討論を省略します。 
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これから、日程第３７ 同意第１号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第１号は原案のとおり同意とすることに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３８ 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３９ 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４０ 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件でありますので、一括して議題とします。 

各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、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あった、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は全て終了しました。 

令和２年度予算、条例改正案件など重要案件をご審議いただき、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、町長はじめ、町の執行部各位には、議案説明、答弁等にご協力いただきありがとう

ございました。 

今後も何かとご多忙のことと存じますが、健康には十分ご留意され、町制の推進になお一

層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、令和２年第１回富士川町議会定例会を閉会しま

す。 

起立願います。相互に礼、ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時３０分 


