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令和元年第４回富士川町議会定例会（１日目） 

 

令和元年１２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 議案第８３号 三郡衛生組合規約の一部改正について 

日程第 ５ 議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正につ 

いて 

日程第 ６ 議案第８５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８６号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第８７号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

             の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第８８号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第８９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

             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１１ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治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１２ 議案第９１号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１３ 議案第９２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２号) 

日程第１４ 議案第９３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１号) 

日程第１５ 議案第９４号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第１６ 議案第９５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２号） 

日程第１７ 議案第９６号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第９７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１号） 

日程第１９ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第２０ 議案第９９号 山梨西部広域環境組合の設置について 

日程第２１ 議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置について 

日程第２２ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（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 

 

１番  秋 山   仁       ２番  樋 口 正 訓 

       

 

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 

（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 

 

 

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 
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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） 

富士川町告示第６３号をもって招集されました、令和元年第４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、これより令和元年第４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４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

師走に入り、令和元年も残りわずかとなりました。気象庁が発表した、向こう３か月の天

候の見通しによりますと、寒気の南下が弱く、冬型の気圧配置が長続きしないため、気温は

全国的に平年並みか高く、降水量・積雪量は平年並みか少ないと予想されています。これか

らの季節、気温の変動が見込まれます。山梨県福祉保健部の発表では、インフルエンザの流

行期入りが、昨年よりも２か月ほど早いとのことでした。体調等の管理には十分ご留意願い

ます。 

さて、今年一年の主な出来事を振り返ってみますと、４月３０日、天皇陛下が退位された

ことに伴い、皇太子殿下が５月１日新天皇に即位され、元号が平成から令和に変わり、新時

代が幕を開けました。新天皇は、即位後はじめての国民に向けたお言葉で「常に国民を思い、

国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果

たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します。」と述

べられました。１０月２２日には「即位礼正殿の儀」が行われ、あらためて国内外に即位を

宣言され、新しい時代の両陛下のお姿が世界に発信されたところであります。 

一方、今年も大雨による災害が多く発生した年でありました。特に１０月に発生した台風

１９号は、過去最大の勢力で上陸し、東日本を中心に大雨・強風により甚大な被害をもたら

しました。死者・行方不明者は１００人に迫り、９万棟もの住宅が被害を受けました。 

あらためて被災された方々にお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥

福を心よりお祈り申し上げます。 

こうした中、日本で開催されたラグビーワールドカップの大会期間中、岩手県釜石市での

試合が中止になったカナダ代表の選手たちが、試合中止の決定後「温かく、もてなしてくれ

た釜石の人たちに恩返しをしよう」と、選手たちから声が上がり、台風で被災した住宅で土

砂を取り除くなどのボランティア活動を行うといった、心温まる出来事がありました。 

山梨県内においては、１０月１２日の午後７時から９時頃にかけて、台風が最も接近し、
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命を守るための最大限の警戒が必要となる「大雨特別警報」が県内に初めて出されました。

この台風による家屋などへの大きな被害はありませんでしたが、山梨県と東京都を結ぶ中央

自動車道や国道２０号、ＪＲ中央線が土砂崩落などの被害を受け、道路・鉄道ともに、主に

静岡県に迂回するルートしかなく、山梨、東京を結ぶ交通網への強化とその対策が必要と感

じられました。 

本町に目を向けますと、町制施行１０周年記念事業である「山車巡行祭り」が１１月４日

に開催され、約１７０年前から伝わる山車４台の巡行が行われ、多くの方々で賑わいました。

このほか、いくつかのイベントが１０周年記念事業として成功裏に開催されており、いよい

よ明年３月８日には、合併満１０年の節目となります記念式典が予定されているところであ

ります。「暮らしと自然が輝く交流のまち 富士川町」のますますの発展を願うところであり

ます。 

議会においては、昨年４月に施行された「議会基本条例」を基に議会改革を進めていると

ころでありますが、これまでの議会改革活動の成果として、本会議の模様を町民の皆さまに

広く発信するため、一般質問の録画中継を６月定例会から実施したほか、県内外の自治体議

会６件の行政視察の受け入れを行うなど、議会改革、議会運営等について、情報交換を行っ

たところであります。 

さらに本町議会の取り組みは、山梨県町村議会議長会が主催する、70 周年記念議員研修会

において発表されたほか、全国の議員研修誌「地方議会人」の９月号にも２ページに渡って

紹介されるなど評価を得ておりますが、先進議会から比較しますとまだまだ発展途上であり、

今後も、議員個々の向上も含め、さらなる議会活性化に向けた取り組みが必要であると考え

ています。 

今定例会は令和元年度補正予算、条例改正などについて審議をお願いすることになります。 

議員各位におかれましては、健康への十分な留意と活発な議論をお願い申し上げ、あいさ

つといたします。 

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

〇議長（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１番秋山仁君及び２番樋口正訓君を

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１３日までの８日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと、認めます。 

したがって、会期は本日から１３日までの８日間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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、議員行政視察研修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。 

今定例会までに受理した請願は、先に配布しました請願文書表のとおりです。 

請願は、所管の総務産業建設常任委員会に付託しますので審査をお願いします。 

本日は提案説明に留め、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。 

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） 

     あらためて、おはようございます。 

本日ここに、令和元年１２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、公私とも大変お忙しい中を、全員のご出席を賜り、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、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに、厚く

御礼を申し上げます。 

本年も残すところあと僅かとなりました。年末年始を間近に控え、多忙な日々が続くこと

と存じますが、どうぞ健康には十分にご留意され、穏やかで、輝かしい新年が迎えられます

ようお祈り申し上げます。 

それでは、開会にあたり、今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、その概要をご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さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 

さて、今年は４月３０日、３０年余り続いた平成時代が幕を閉じ、５月１日に新天皇陛下

が御即位され、新元号「令和」の時代が幕を開けた輝かしい年であります。 

こうした中、海外に目を向けますと、アメリカと中国の貿易摩擦、また、イギリスのＥＵ

離脱問題、香港での反政府攻撃デモが現在も続いております。 

国内、県内を振り返りますと、本年２月１７日に長崎幸太郎山梨県知事が誕生しました。 

１０月には、消費税が８％から１０％に税率が引き上げられ、国内で初めての軽減税率が導

入されました。 

また、今年は災害の多い年でもありました。 

２月には北海道胆振東部地震、８月には九州北部での大雨、９月には台風１５号が首都圏

を直撃し、千葉県を中心に甚大な被害をもたらしました。 
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さらに１０月には台風１９号が襲来し、各地で記録的な大雨となり、山梨県など１２都県

の自治体に「大雨特別警報」が発令されました。全国での被害は死者９３名、行方不明者３

名、川の堤防の決壊は 7 つの県で７１河川、１４０か所あまりにものぼりました。 

このたびの地震や豪雨被害に遭われた皆さまに、お見舞い申し上げますとともに、お亡く

なりになられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げ、さらに、それぞれの地域の一刻も早い復

旧・復興を願っているところであります。 

明るい話題といたしましては、ラグビーワールドカップが日本で開幕し、日本代表は準々

決勝で敗れたものの、様々な文化を持つ選手たちが「ワンチーム」になることで、ベスト８

進出という歴史的な快挙を成し遂げました。日本代表チームの戦いに勇気をもらい、日本中

が感動の渦に巻き込まれまたところであります。 

本町においても、第７２回山梨県体育祭り町村の部において、男女とも第１位を獲得し、

総合優勝を果たしました。新町発足以来、総合優勝１０連覇の偉業が達せられ「スポーツの

町 富士川町」を県内に広めることができた年であります。 

明年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるスポーツの年であります。明年

の山梨県体育祭りにおいても、富士川町スポーツ協会が一丸となり、町村の部で、総合優勝

１１連覇が達成されますよう、期待しているところであります。 

さて、本町は明年３月８日に町制施行１０周年を迎えます。今年度は、様々な１０周年記

念事業を行っております。 

１１月４日には、５年ぶりに山車巡行祭りを開催しました。神輿を先導に、雅な４台の山

車が県道４２号を約２．２キロメートル巡行し、県内外から約５万の人出で賑わったところ

であります。 

明年２月１日には、ＮＨＫ Ｅテレの「俳句王国がゆく」の公開録画が行われ、３月８日に

は、町制施行１０周年記念式典を開催することとしております。 

また、友好交流都市の締結に向けて、広報８月号において提案募集を行い、５８件のご意

見をいただきました。このご意見を踏まえ、各種団体の代表からなる「友好交流都市選考委

員会」を設置し、候補地の選考を進めているところであります。 

     それでは、今定例会に提出いたしました主な事業への取り組み状況と、主な案件について

申し上げます。 

まず、役場新庁舎建設についてであります。 

新庁舎整備につきましては、現在、今月末を履行期限として、新庁舎建設基本設計を進め

ているところであります。 

私は、庁舎建て替えの時期は今しかないと考えております。なぜ今かと申しますと、通常、

役場庁舎の建設費は補助金がありませんから、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、本町の持ち出し分は半分程度で済むからであります。合併推進債が使

えるこの時期に建てなければ、全額、町で負担しなければならなくなるからであります。 

また、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

機能する最低限の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
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ではありません。 

なお、町では、総事業費を３０億円としておりますが、これは新庁舎の建設費、初度調弁

費、周辺整備費、業務の引っ越し経費、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。 

今後、基本設計で概算事業費が、そして実施設計においてそれぞれの詳細な金額が算出さ

れて参りますが、それぞれの段階・分野で経費削減を念頭においておりますので、総事業費

の１割程度の削減が可能ではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、町民の

皆さまにとって、利用しやすい、親しみのある庁舎建設を考えているところであります。 

これまで、役場庁舎整備検討委員会、新庁舎整備基本計画検討委員会等を経て、基本設計

を進める設計業者を選定し基本設計原案の作成業務を進めて参りました。原案作成にあたっ

ては、新庁舎建設町民懇話会を開催する中、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、新庁舎の規模については、現在６か所に分散している建物の総延床

面積約６，２００㎡を、約２２％減らした４，８００㎡程度に抑え、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、新庁舎建設基本設計の原案をとりまとめ

て参りました。 

建設基本設計の原案では、庁舎を１つに集約することで、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などが容易になることとなります。仮に、現在の庁舎

を取り壊して跡地に建てる場合は仮設庁舎を造らなければならず、その建設費も３億円以上

と予測されるため、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

むこととなります。 

新庁舎の計画概要では、鉄筋コンクリート、地下１階、地上３階建てで、地下１階に書庫

を設け、１階には多くの皆さまが利用する町民生活課、税務課などを配置し、また、町民開

放会議室や町民ギャラリーなどのスペースを配置しております。２階には、土木整備課や都

市整備課などの建設事業系の課を中心にまとめたほか、防災対策室や防災無線室などを配置

しております。３階には、バリアフリー、議場のフラット化を前提とした議会関係のエリア

と、教育委員会等の事務室を配置しております。 

町といたしましては、このように検討を進めてきた内容につきまして、１２月４日に多く

の皆さまが集いやすい町民会館におきまして、全ての町民の皆さまを対象とした「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、明日も同様の説明会を開催す

ることとしております。 

今後は、新庁舎建設基本設計原案を基に、町民説明会でのご意見等を検討・整理したもの

を基本設計として、明年度からは実施設計に向け準備を進めて参りたいと考えております。 

次に、学校規模適正化についてであります。 

教育委員会では、今後の町内小中学校の適正な規模・配置などの指針となる第２次富士川

町学校規模適正化基本方針を策定するため、保護者、学校関係者、地域の方々等を委員とし

た「富士川町小中学校のあり方懇話会」を本年８月に設置し、１０月までに３回開催し、小
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中学校のあり方についての様々なご意見をいただいてきたところであります。 

先般、懇話会での御意見を取りまとめた意見書として、１１月１１日に会長から教育長に

提出されたところであります。教育委員会では、この意見書を参考に検討し「第２次富士川

町学校規模適正化基本方針（案）」を策定いたしました。基本方針（案）の主な内容は、３つ

の小学校については、地域性や通学距離・時間などを考慮し、継続配置することとし、中学

校につきましては、協調性や社会性を育む機会が確保できる教育環境を整備する必要がある

ことから、２つの中学校を統合し、両校の歴史や伝統を併せ持つ、新たな中学校として設置

することを方針として挙げております。 

今後は、この基本方針（案）についてパブリックコメントを実施し、幅広く町民の皆さま

からご意見をいただいた後、さらに教育委員会において検討を重ね、本年度末までには「第

２次富士川町学校規模適正化基本方針」として策定していくこととしております。 

次に、大法師公園へのパーク・ＰＦＩ事業の導入についてであります。 

大法師公園につきましては、昭和６０年５月に公園整備が完成し、スポーツ公園、レクリ

エーション活動の拠点として整備をして参りました。 

     また、平成２年には日本さくらの会による「さくらの名所百選」に認定され、毎年３月下

旬から４月上旬には「大法師さくらまつり」を開催し、町内外から多くの花見客で賑わって

おりますが、その期間以外はあまり利用されていないのが現状であります。 

     このような中、平成２９年に都市公園法が改正され、飲食店・売店等の公園利用者の利便

の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用して、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」（パ

ークＰＦＩ）が新たに設けられました。 

     こうしたことから、大法師公園においてはこのパークＰＦＩ制度を活用し、民間の優良な

投資を誘導することによって、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、

公園利用者の利便の向上を図ることが期待できることから、昨年度、パークＰＦＩの導入に

向けた「大法師公園便益施設等整備事業・公募設置等指針」を策定し、本年８月には公募者

選定委員会を設置し、公募に向けた準備を行って参りましたが、先般、公募の準備が整った

ことから、ホームページへ指針を公表し、広く管理者の公募を行っているところであります。 

     今後は、明年１月から２月にかけて公募設置予定者の選定を行い、年度内には基本協定を

締結して参りたいと考えております。 

次に、ネーミングライツによる施設命名権についてであります。 

本町施設へのネーミングライツにつきましては、本年１０月からスポンサー企業を募集し、

公募した５施設のうち「ますほ文化ホール」に対し、応募があったところであります。     

この応募を受け、町広告掲載審査委員会において審査した結果「株式会社 はくばく」をス

ポンサー企業として選定をしたところであります。こうしたことから、明年４月からは「ま

すほ文化ホール」の施設名称が「はくばく文化ホール」となります。 

なお、ネーミングライツの契約期間は、令和２年４月から令和５年３月までの３年間とし

ておりますが、施設運営はこれまでと同様に「一般社団法人ふじかわ」が運営して参ります

ので、命名権付与業者とともに、さらに施設の魅力を高め、地域の皆さまに愛され、親しま
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れ、持続可能な施設運営を目指して参りたいと考えております。 

今後は、町と「㈱はくばく」とにおいて、施設表示の方法等の協議を進め、本年度内に契

約を締結することとしております。 

次に、成人式についてであります。 

成人年齢を現行の２０歳から１８歳に引き下げる改正民法が、令和４年４月から施行され

ます。こうしたことから、これまで２０歳の成人者を対象として執り行われてきました成人

式の対象年齢ついて、成人式の主催者である、町と教育委員会、そして青少年育成町民会議

において検討を進めて参りました。この検討の過程において、１８歳の成人式では大学受験

や就職活動の大切な時期であり、負担が大きいことや会場の確保のほか、衣装の予約や確保

で問題が発生するなどの意見が多くだされたところであります。 

これらの意見や問題を踏まえ、本町の成人式につきましては、これまでどおり２０歳を対

象とした式典を執り行うことに決定したところであります。 

次に、三郡衛生組合についてであります。 

三郡衛生組合においては、規約上の事務所の地番と土地登記簿謄本上の地番に不一致が生

じていることが判明したことから、同組合の事務所の地番を「南アルプス市東南湖１０７０

番地」から「南アルプス市東南湖１０８０番地」に改め、構成市町の議会の議決を経て、県

に届出を行う必要が生じたことから、今定例会に「三郡衛生組合規約の一部改正案」を提出

しております。 

次に、再編する新町立保育所についてであります。 

     保育所の適正規模・配置及び保育所施設の老朽化などを総合的に判断し、第３保育所を閉

所し、第４保育所を活用した新たな保育所を設置することとして、現在、明年４月の開所に

向け、第４保育所の施設整備等、準備を進めているところであります。 

開所する新保育所の名称につきましては、保護者や関係者で協議した結果「富士川町立中

央保育所」とすることとし、今定例会に「町立保育所条例の一部を改正する条例案」を提出

しております。 

次に、山梨西部広域環境組合の設置についてであります。 

本町では、焼却ごみや不燃物、リサイクル物品等の処理を中巨摩地区広域事務組合のごみ

処理施設において実施しております。 

しかし、このごみ処理施設は、令和１２年度末をもって使用期限を迎えることから、将来

のごみ処理について構成する市町で検討して参りました。今後のごみ処理施設につきまして

は、循環型社会の形成に向けたリサイクル等の推進による、ごみの排出量の減少が見込まれ

る中、ダイオキシン類の削減、最終処分量の削減、建設費や運用コストなどトータル的なス

ケールメリットを活かした公共コストの縮減などが期待されることから、平成２９年１０月

６日に、峡北広域行政事務組合、中巨摩地区広域事務組合及び峡南衛生組合を構成する市町

の長と３組合の代表者とで「ごみ処理広域化の推進に関する基本合意」を締結いたしました。

その後、ごみ処理広域化の推進に関して、構成市町及び関係組合で構成する峡北・中巨摩・

峡南地域ごみ処理広域化推進協議会を設置し、具体的事項や施設の候補地選定について検討

を進めて参りました。 
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その結果、地元自治会の誘致もあり、施設建設への理解度や協力度が高く、収集・運搬効

率が良く、境川最終処分場までの距離が他の候補地の中で最も近いため、焼却残渣の運搬コ

ストも抑えられる等の理由から中央市浅利地区を新ごみ処理施設建設地に決定いたしました。 

新ごみ処理施設は、可燃ごみ１日２９０ｔ規模の処理を想定し、令和１３年４月の稼働を

目指すこととしていることから、令和元年度中に新たなごみ処理施設に関する事務・事業を

共同処理する一部事務組合の設置が必要であります。新たな一部事務組合の名称は「山梨西

部広域環境組合」とし、今定例会に「山梨西部広域環境組合設置案」と、設立される一部事

務組合への今年度の負担金を計上しております。 

次に、峡南地域教育支援センターの共同設置についてであります。 

現在、峡南地区におきましては、不登校などの課題を持つ児童・生徒に対し、相談及び適

応指導を行うため、県からの不登校指導加配教員による「やまなみ教室」を設置しておりま

す。 

しかし、令和２年度からは加配教員が配置されないこととなりました。こうしたことから、

町独自で不登校等児童生徒を受け入れる教室を既に設置している、南部町を除く峡南４町で、

課題を持つ児童・生徒に対し、相談及び適応指導を行う教育支援センターを共同設置する必

要があるため、今定例会に「峡南教育支援センター共同設置の規約案」を提出しております。 

なお、共同設置に係る特別会計及び事務局につきましては、市川三郷町に設置することに

なっております。 

次に、台風１９号に伴う災害復旧についてであります。 

１０月１１日から１３日にかけて、台風１９号が本町に最接近したことに伴い、林道富士

見山線においては、路肩崩落の被害が発生いたしました。また、穂積地区の農地２か所が被

災するとともに、土砂流入・倒木により鳥獣害防止電気柵も被災いたしました。 

こうしたことから、今定例会に林業施設及び農業用施設の災害復旧費として、それぞれ所

要の経費を計上しております。 

最後に、過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 

     この計画は、鰍沢地区を対象とした計画で、掲載した事業が過疎対策債の対象事業となる

ものであります。 

     今回の変更は、今後、事業化の際に過疎対策債が活用できるよう「交通通信体系の整備、

情報化及び地域間交流の促進」の項目へ、鹿島法師倉線改良工事を、「教育の振興」の項目

へ、学校給食センターの調理・配送業務委託を、「地域文化の振興等」の項目へ、舟運資料

館整備計画策定業務及び舟運資料館整備事業などを、それぞれ追加するものであります。 

     計画の変更は、過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づき、議会の議決が必要なことか

ら、今定例会に計画変更案件を提出しております。 

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

きました。 

     なお、今定例会に提出いたしました案件は、組合規約変更案件２件、条例改正案件６件、

補正予算案件７件、計画変更案件１件、組合設置案件２件、道路認定案件 1 件、合わせて 

１９件の議案を提出しております。 
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 提案理由につきましては、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よ

ろしくご審議の上、ご議決あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第４ 議案第８３号 三郡衛生組合規約の一部改正ついて 

日程第５ 議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正について 

以上の２議案は、規約の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８３号及び第８４号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第８３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８３号、三郡衛生組合規約の一部改正について補足説明をさせていただき

ます。タブレットの３ページをお開きください。今回の改正は、三郡衛生組合規約の事務所

の地番と実際の土地登記簿謄本上の地番に不一致が生じているため、第４条の組合の事務所

の位置を１０７０番地から１０８０番地に改めるものです。附則といたしまして、施行日は

山梨県知事に届け出た日からとなります。 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議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８４号について補足説明を求めます。 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

それでは議案第８４号の補足説明をさせていただきます。タブレットの６ページをお開き

ください。峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部を改正する規約についてですが、

峡南地区５町で共同設置しております「ことばの教室」は、言語障害のある児童生徒の言語

治療センターとして富士川町立鰍沢小学校に併設されましたが、現在は言語障害のある児童

生徒に限らず、学習障害や情緒障害等の児童生徒についても通級による指導を行っておりま

す。現在の名称では、対象を言語障害のある児童生徒に限定しているとの誤解を招きやすい

ことから、各名称等の指導の実態に合うように変更をして、利用者にわかりやすいものとす

るための改正であります。 
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次のページ、タブレット７ページの新旧対照表をご覧ください。改正の内容ですが、題名

の中で「ことばの教室」の部分を「通級指導教室」に改めます。第１条では、法令根拠と教

室名を、第２条につきましては名称を「ことばと発達のサポートルーム」に、第３条では協

議会名を改めるものであります。次に８ページ、９ページをご覧ください。第５条では、対

象者の名称を改めます。第７条から第１１条までは「ことばの教室」の部分を「通級指導教

室」に改めるものであります。なお、附則として、施行期日につきましては、令和２年４月

１日から施行することとしております。 

以上、議案第８４号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（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 ６ 議案第８５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８６号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第８７号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の 

             一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第８８号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例 

の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第８９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

             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１１ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治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６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８５号から第９０号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第８５号について補足説明を求めます。 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

それでは議案第８５号の補足説明をさせていただきます。タブレットの１１ページをお開

きください。富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例でありますが、議案第８４号

で説明いたしました、峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正に伴い、特別会

計および事業名の名前を改める改正になります。タブレット１２ページの新旧対照表をご覧

ください。第１条第１５号の名称について、「ことばの教室」の部分を「通級指導教室」に改
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めるものであります。なお、附則として施行日につきましては、令和２年４月１日から施行

することとしております。 

以上、議案第８５号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第８６号について補足説明を求めます。 

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） 

それではタブレット１３ページ、議案第８６号富士川町立保育所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。本条例改正の趣旨ですが、提案理由にありま

すとおり、町立保育所の再編により第３保育所を閉所し、主として第４保育所に統合するこ

とによる名称を変更の改正であります。タブレットの１５ページ、新旧対照表をご覧くださ

い。第２条、名称および位置の表中、富士川町立第３保育所の名称および位置の内容を削除

し、富士川町立第４保育所の名称を「富士川町立中央保育所」とした改正です。附則として

施行期日は令和２年４月１日から施行するとしております。 

以上、議案第８６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、お願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第８７号について補足説明を求めます。 

防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

それでは議案第８７号の富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務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。タブレット１７ページになりま

す。この改正は、消防団員が勤務先や引っ越しといった、環境の変化に伴い町外に転出した

場合におきましても、消防団員の資格を有することができるよう改正を行うものであります。

次のページをお開きください。新旧対照表にてご説明いたします。第４条第２項第１号の「又

は勤務する者」の次に（ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない）を加

えるものです。また、第５条第３号を削りまして、第６条第２項を「団員は、前条第１号に

該当するに至ったときはその身分を失う。」とするものであります。なお、附則といたしまし

て、この条例は公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用とするとしております。 

以上、議案第８７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８８号および８９号について補足説明を求めます。 

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） 

それではタブレット２０ページ、議案第８８号富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営

の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。本条
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例改正の趣旨ですが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施

行に伴う改正であります。２２ページの新旧対照表をご覧ください。第２８条設備の基準第

７号中「次の各号に」を改め「次に」とし、同号アについて、新たに保育室等の基準が新設

されたことに伴う改正となっております。さらに次のページ、同号イの表のうち、４階以上

の階の避難用の施設、または設備欄１の中、これは特別避難階段の構造を定めている条文で

ございますが、建築基準法施行令改正によりまして、第２号を第３号に、第３号を第４号に、

第９号を第９号に改める改正となっております。附則として施行期日ですが、公布の日から

としております。 

続きまして２４ページをお願いいたします。 

議案第８９号富士川町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の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です。本条例改正の趣旨でございますが、子ども子

育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準について、略称、文言の変更および条項ずれに伴う改正となっておりま

す。４０ページ以降の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

４０ページです。本条例改正につきましては、改正部分が多いため主たる部分について説

明させていただきますことをご了承いただきたいと思います。第２条です。定義以下、全文

を通しまして、条文内の「支給認定」という文言、またはこの文言の入った部分については、

すべて「教育・保育給付認定」と改正しており、このほか、本条例内全般に法改正に基づく

文言の改正が行われております。 

それでは、内容に入ります。第２条第１項、第１２号から１６号では、無償化対象の子ど

もについての定義が新設されており、そのために号がずれております。次に４６ページへお

進みください。第１３条利用者負担額の受領については、幼児教育、保育の無償化に伴い、

食事の提供に要する費用及び第２項の主食の提供に要する費用に加え、副食費の提供に要す

る費用について、教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることができる費用とするこ

とが条文化されております。ただし、第４項には新たに食事及び副食費の提供に要する費用

が除かれる者、対象となる者が挙げられております。以降、法改正に伴う文言等の改正とな

っております。 

６４ページまでお進みいただきたいと思います。中ほどの第４２条、特定教育・保育施設

等との連携では、次のページに移りますけれども、第２項から第５項について新設されてお

ります。内容ですが、第２項は第１項第２号の代替保育提供に係る連携施設確保の緩和につ

いて、次のページをお願いします。次のページの第３項では、前項の場合の確保すべき施設

について、さらに第４項は、第１項第３号、これは、特定地域型保育に係る連携施設の確保

を緩和と、第５項で、前項の場合の確保すべき施設について新設されております。 

６８ページまでお進みお願いいたします。第４３条利用負担額等の受領、第１項第２項は、

幼児教育・保育の無償化に伴う改正であります。 

７３ページをお願いいたします。第５０条、準用以降、第５１条、特別地域型保育の基準

第３項、第５２条、特定利用地域型保育の基準第３項については、法改正による条文の改正

となっております。７７ページをお願いいたします。一番下からになりますけれども、附則
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とございます。附則として内容は次のページとなります。附則では法改正に基づく項の削除

による項ずれ、および文言の改正となっております。８０ページをお願いいたします。第７

項連携施設に関する経過措置については、その期間について５年を１０年に改めております。

また、附則としまして、施行期日は公布の日から施行するとしております。 

以上、議案第８８号および８９号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきここ

議決賜りますようお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第９０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９０号の地方公務員法及び地方自治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の補足説明をさせていただきます。この条例改正は、会計年度

任用職員制度の導入による地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、本町に関係する６条

例の改正を行うものであります。新旧対照表でご説明いたしますので、タブレット８５ペー

ジをご覧ください。 

まず、富士川町人事行政の運営等の公表に関する条例であります。この改正は、地方公務

員法第２２条２第１項２号の職員を追加しており、この職員とはフルタイムの会計年度任用

職員を指し、フルタイムの会計年度任用職員を報告の対象とする改正でございます。 

次のページに移りまして、富士川町職員の分限の手続き及び効果に関する条例であります。

第６条に４項を追加しております。これは会計年度任用職員の休職の期間について追加し、

「任命権者が定める任期の範囲内」とする改正でございます。 

次のページをお願いします。富士川町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例ですが、

３条の文言の追加により、パートタイム会計年度任用職員の報酬についても減額の対象とす

る改正を行っております。なお、フルタイム職員につきましては、給料は既に給料の減額が

規定されております。次のページをお願いします。公益法人等への職員の派遣等に関する条

例であります。これは地方公務員法の改正による、派遣の対象となる「条件付採用職員」の

項ずれに伴う引用箇所の改正であります。次のページをお願いします。富士川町職員の育児

休業等に関する条例の改正です。育児休業をしている職員の期末手当等の支給及び職務復帰

後の給与の号給の調整から、パートタイム会計年度任用職員は除くという改正になっており

ます。 

続いて、富士川町職員給与条例の改正であります。「非常勤職員等」の文言を、地方公務員

法第２２条の３に規定する「臨時的任用職員」に改める文言の改正であります。また、会計

年度任用職員の給与は別に定める改正を追加しております。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、議案第９０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただけ

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。 
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ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０３分 

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

再開 午前１１時１０分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

〇議長（井上光三君） 

日程第１２ 議案第９１号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１３ 議案第９２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２号) 

日程第１４ 議案第９３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１号) 

日程第１５ 議案第９４号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第１６ 議案第９５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２号） 

日程第１７ 議案第９６号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第９７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１号） 

以上の７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９１号から第９７号について補足説明を求めます。 

はじめに、議案第９１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９１号の補足説明をさせていただきます。表紙の次のページ、タブレット

９４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１０１

ページをご覧ください。 

（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） 

以上、議案第９１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただけ

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９２号および第９３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） 

それでは議案第９２号令和元年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の補足説明をさ

せていただきます。タブレットの１１６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） 



17 

 

第１表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、タブレットの１２０ページの事項別明

細書により説明させていただきます。 

（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） 

以上で補足説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第９３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の補足説

明をさせていただきます。タブレットの１２３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。タブレットの１２７ページをお開きください。 

（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） 

以上で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９４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１２９ページ、議案第９４号令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算第

３号の補足説明をさせていただきます。 

（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、歳入歳出予算補正の詳細につきましては、タブレット１３３ページからの事項別

明細書によりご説明をさせていただきます。 

（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９４号令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算第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９５号および第９６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９５号の補足説明をさせていただきます。タブレット１３７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１４３ページをお開きください。 

（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） 

以上、議案第９５号の補足説明とさせていただきます。 

引き続き、議案第９６号の補足説明をさせていただきます。タブレット１４６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。） 
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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１５１ページをお開きください。 

（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） 

以上、議案第９６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９７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９７号の補足説明をさせていただきます。タブレット１５３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１５７ページをお開きください。 

（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９７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１９ 議案第９８号富士川町過疎地域自立促進計画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） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第９８号について補足説明を求めます。 

政策秘書課長 秋山佳史君。 

〇政策秘書課長（秋山佳史君） 

議案第９８号の補足説明をさせていただきます。説明に関しましては、富士川町過疎地域

自立促進計画（変更計画）新旧対照表にて説明をさせていただきます。タブレット１６２ペ

ージをお開きください。 

２産業の振興（１）現況と問題点を、その他の項に、大型駐車場の整備に関する文言を追

加させていただきました。続きまして、中段の２産業の振興の（２）その対策 エ．観光の

項に記載しておりました「大型バス用の観光駐車場の整備」の文言を、左下段にあります、

オ．その他の項へと文言の項目変更をさせていただいております。事業計画につきましては、

次の次のページ、タブレット１６４ページの上段の表に、事業計画の事業名の区分変更をさ

せていただいております。 
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次に、３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進でございます。タブレット

１６５ページでございますが、事業計画の中に、鹿島法師倉線として事業を追加させていた

だいております。 

次に、７教育の振興、イ学校教育の充実（２）その対策でございます。タブレット１６６

ページをお開きください。安全で安心な学校給食の提供に関する文言を追加するとともに、

次のページになりますが、事業計画の中に給食センター調理、配送業務委託として事業を追

加させていただいております。 

次に、８地域文化の振興等（２）その対策 オ文化施設の整備でございます。文化施設の

整備に関する文言を追加するとともに、事業計画の中に、舟運資料館整備事業及び、次のペ

ージになりますが、舟運資料館の整備計画策定業務として事業を追加させていただいており

ます。さらにソフト事業といたしまして、令和２年８月から稼働予定の給食センター調理、

配送業務委託及び舟運資料館の整備計画策定業務を追加させていただいたものでございます。 

以上が、議案第９８号の補足説明でございます。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２０ 議案第 ９９号 山梨西部広域環境組合の設置について 

日程第２１ 議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置について 

以上の２議案は、組合等の設置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９９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９９号、山梨西部広域環境組合の設置について補足説明をさせていただ

きます。タブレットの１７５ページをお開きください。組合設立理由についてご説明いたし

ます。 

（組合設立の理由書朗読説明） 

以上の理由から、一部組合を設立するものであります。 

次にタブレットの１７１ページをお開きください。山梨西部広域環境組合規約の説明をさ

せていただきます。第１条は組合の名称を定め「山梨西部広域環境組合」とします。第２条

は組合を組織する地方公共団体を定め、「韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町」の１１市町で組織することとな
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ります。第３条は組合の共同処理する事務を定めます。第４条は組合の事務所の位置を定め、

新たなごみ処理施設建設地が中央市浅利地区となりましたので、事務所は中央市となります。

第５条は組合議員の定数を定め、第６条は組合議員の選出方法、第７条は任期となっており

ます。また、第８条は組合議員の議長・副議長に関して定めております。次に移ります。第

９条は執行機関について定め、第１０条は執行機関の任期、第１１条は職務権限について定

めております。第１２条は監査委員について、第１３条は補助職員について定めております。

第１４条は組合経費の支弁方法についてであり、負担割合は１７４ページの別表に定めると

おりであります。 

附則といたしまして、施行日は令和２年２月１日からといたします。新たなごみ処理施設

は令和１３年度の稼働を目指しており、経過措置といたしまして、現に関係市町が設置して

いるごみ処理施設の管理及び運営に関する事務については、当該施設の廃止に至るまでの間、

共同処理する事務から除くものとします。 

以上で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１００号について補足説明を求めます。 

教育総務課長 中込浩司君。 

〇教育総務課長（中込浩司君） 

それでは議案第１００号の補足説明をさせていただきます。タブレットの１７７ページを

お開きください。峡南地域教育支援センター共同設置規約についてですが、令和２年度より

県からの教員配置がされなくなる「やまなみ教室」につきまして、引き続き、不登校児童生

徒の集団生活への適応、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のために、相談・適応指

導等を行っていく必要があるため、新たに市川三郷町、早川町、身延町及び富士川町の４町

で峡南地域教育センターの共同設置をするものであります。 

第１条では共同設置する町を規定、第２条では支援センターの名称、第３条では所掌事務、

第４条では所在地として、引き続き市川三郷町と身延町の２つの教室を定めております。第

５条では市川三郷町が幹事団体として、やまなみ教室の職員の選任する方法について、第６

条では各町の負担金に関する内容、第７条および、タブレットの次のページにあります第８

条は、やまなみ教室に係る予算と決算についてのことになります。第９条では、４町の諸規

定を調整する内容、第１０条、１１条では職員の身分・懲戒等について、第１２条では補則

として、必要な事項は４町の長が協議して定めることと規定してございます。なお附則とし

て、施行日につきましては、令和２年４月１日から施行することとしています。 

以上、議案第１００号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（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２２ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

町長から本案について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、認定第５号について補足説明を求めます。 

土木整備課長 志村正史君。 

〇土木整備課長（志村正史君） 

それでは、認定第５号富士川町道路線の認定についての補足説明をさせていただきます。

タブレット１７９ページをお願いいたします。この認定路線につきましては、民間事業者に

よる４区画の宅地開発に伴い路線認定するものでございます。路線名は天神中条２４号線、

起点および終点とも天神中條３２０番４地先でございます。 

道路延長につきましては２９．８３メートル、幅員につきましては５．０１メートルから、

９．２８メートルでございます。場所につきましては、タブレット１８０ページ、次のペー

ジをお願いしたいと思います。この路線は天神中條区公民館の西に位置している路線でござ

います。 

以上で認定第５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、

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。 

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 午前１１時５８分 
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１２月９日 
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令和元年第４回富士川町議会定例会（２日目） 

 

令和元年１２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  ５番  望 月   眞 議員 

        通告 ２番  ２番  樋 口 正 訓 議員 

通告 ３番  １番  秋 山   仁 議員 

        通告 ４番   ６番  秋 山   稔 議員 

通告 ５番   ７番  成 田   守 議員 

通告 ６番 １０番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ７番   ３番  笹 本 壽 彦 議員 

通告 ８番  １１番  堀 内 春 美 議員 

通告 ９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 
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４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（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 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。 

令和元年第４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９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、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。今回は台風１９号発生時における「大雨・洪水警報警戒レベル」発令

の検証について質問いたします。 

最初の質問です。１０月２５日に発生した千葉県豪雨において、千葉県長柄町では午前１０時

に警戒レベル３にあたる避難準備情報を発令しました。その直後から、非常に激しい雨が降り、

道路も急激に浸水しはじめたこともあり、町は地域住民が避難所に向かうことは危険だと判断し

て、警戒レベル４にあたる避難指示、避難勧告は出さず、警戒レベル５にあたる、命を守る行動

をとるようにという指示を出しました。町では、「１時間に７７ミリで本当に恐怖を感じるよう

な雨量だったので、避難行動に移った場合、むしろ危険と判断して、自宅に留まるよう指示を出

しました」と説明しています。１１時過ぎには、町内を流れる２つの川が氾濫し、町は防災無線

で建物の２階や土砂の影響の少ない場所など、安全な場所に留まるように呼びかけました。警戒

レベル３にあたる避難準備情報が出されたことで、ながらこども園では、無理をしないで迎えに
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来ることができる保護者は迎えに来るようにという指示を出しました。こども保育園に迎えに出

かけた１人の保護者が、濁流に飲まれて命を失いました。また、家族のもとに避難しようとした

高齢者も被害に遭いました。マスコミ等では、町の判断の是非について取り上げられ、町長や担

当課長が見解を求められていました。警戒レベルの発令については、状況に応じた適切な判断が

求められるということを再認識しました。 

そのことを踏まえて質問します。台風１９発生時には、本町においても、国の新たな大雨洪水

警報警戒レベルに基づき、町内全域に避難準備、高齢者や要支援者避難開始にあたる警戒レベル

３が、平林・穂積・五開地区及び鰍沢南区には、避難勧告にあたる警戒レベル４が発令されまし

たが、避難警報発令の判断はどのようになされたのかを伺います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

望月眞議員の避難警報発令の判断についてのご質問にお答えをいたします。 

台風１９号の接近に伴いまして町が発令した避難情報は、これまでにない大型で非常に強い台

風であったため、１０月１２日の午前９時半に、明るいうちに避難ができるよう、町内全域に対

しまして「避難警戒レベル３の避難準備・高齢者等避難開始」を発令しました。 

また、午後０時１０分に土砂災害警報が発令されたことから、平林・穂積・五開地区に警戒レ

ベル４の避難勧告の発令を、午後２時２０分ごろに南川の氾濫と浸水の危険が高まったことから、

鰍沢南区の一部に警戒レベル４にあたる避難勧告を発令いたしました。これらの発令は、いずれ

も収集した気象情報や河川の水位等を参考に判断したものであります。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。 

状況判断や、あるいは水位の状況を見守る中で判断なされたということですが、発令の最終判

断はどのようになされたのかを伺います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

発令につきましては、先ほど申し上げました気象情報、あるいは河川の水位状況を参考に、町

の体制とすれば警報の体制になっております。そういう中で、私も含め幹部職員もおりますので、

今言いました、こういった情報等の収集をしながら、先を見ながら早め早めの発令をしたという

とこです。発令は、今回の場合は町長名でやっております。 

〇議長（井上光三君） 

５番、望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

最終判断は、対策本部で町長が責任を持って判断をしたということで受けとめてよろしいかと

思います。 
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次の質問に移ります。台風１９号発生に伴う被災状況や課題等の検証がなされていると思いま

すが、大雨洪水警報警戒レベル発令について、どのような検証がなされているのか伺います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

大雨洪水警報警戒レベルの発令の検証についてのご質問にお答えします。台風１９号の接近に

伴いまして、町が発令いたしました避難情報につきましては、気象庁が発表した大型で非常に強

い台風との気象情報や、雨雲レーダー、水位情報、今後の雨量等を参考に、早めに町内全域に警

戒レベル３の避難準備、高齢者等避難開始を発令したところであります。 

また、南川の氾濫と浸水の危険性が高まったことから、商工会を通じ、鰍沢商店街の一部に対

して、商品を高い場所に移動していただくと同時に、鰍沢南区の一部に避難勧告を発令したとこ

ろであります。結果として、いずれもの対応も空振りと終わりましたが、人的被害がなかったこ

とは、早め早めの対応でよかったなと考えております。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） 

再質問お願します。 

空振りという回答がありましたが、空振りというよりか、むしろこれは「備えあれば憂いなし」

というふうに捉えたほうがいいのではないかと思います。命を失うということはあってはいけな

いので、これは適切に判断し、警戒レベルの発令の判断をして実施したということで、そういう

捉え方でいいんじゃないかと思いますが、この避難警報発令について適切であったのかどうなの

か。改善すべき点があるとすれば、どういう点を改善する必要があるか、そういう検証がなされ

ていたら、お伺いしたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

空振りは空振りで良かったかなと思っております。これからも空振りを恐れずに、早め早めの

対応をしていきたいなと考えていますが、今回の台風は初めての台風でありません。ただ、大型

で非常に強い台風ということでしたから、通常よりも早め早めに情報を出させていただきました。

台風１５号の時も、千葉県に大きな被害を出した台風ですが、この辺も非常に土砂災害警戒情報

等がでました。ただ、今いろいろな機器が発達しておりますので、雨雲レーダーも役場にいても

すべて見られますので、そういう関係で台風１５号の時には、気象庁でいう警戒レベル３の状況

にはなったと思うんですが、諸般の状況を判断した結果、その時は避難情報を出しませんでした。

今回の１９号は、先ほど言ったように、非常に大型で強い台風がこちらに向かってくるというこ

とで、早め早めの対応させていただきました。本来であれば、いろいろな警報が出てからという

ことであれば、やはり夜になるのではないかなという予測もありましたから、先ほど申し上げま

したように、朝早いうちに、明るいうちに避難をしていただこうということで出しました。 

そしてまた、今回は南川の氾濫の恐れもありましたから、町のほうとしても直接の避難所を３
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か所ほど作らさせていただきましたし、各区も区で対応していただく、また町がお願いしたとこ

ろ以外の区でも、自主的に避難所を作っていただいたという、かつてないレベルの避難をしてい

ただきました。実際避難をしていただいた方も２００名近くおりますし、そういう中で、状況に

応じて、避難所の数も増やした方がいいのかなということ。そしてまた、雨の台風でありました

から、川を渡ることがないような避難場所の設定とか、そんなことは今回の台風を受けまして、

被害はなかったのですが、対策として、どういうことが一番適しているなのか、いろんな自然災

害がありますから、すべてがというわけにはいきませんけれども、その都度その都度、今回のこ

の対応で良かったのかということは、役場の中では検証しながら次回に向けて備えているところ

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） 

教訓にしていただき、そういうことがない方がいいわけですけれども、ぜひ活かせていただき

たいと思います。 

３番目の質問です。今回は１００人を超える多くの町民が、町民会館に一時避難していますが、

避難所の運営についてどのような検証がなされているのかを伺います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

避難所におきましても、今回何箇所か作りましたので、それぞれ担当した人たちも含めて、役

場全体で検証したところであります。 

その中で避難所運営に関する検証といたしましては、災害警戒本部で部長以上の役職である課

長以上の職員を集めた会議を開催しまして、今回の避難所に対する課題や反省点、そしてまた今

後の対応を協議したところであります。 

協議した内容は、避難時に非常持ち出し袋を持参するというのが基本になっているんですけど

も、手ぶらで避難をしたという人もおりましたから、今後、そういったことのないよう、広報活

動の必要性、また状況に応じて避難所開設の時、避難所に避難してくれる時には、そういった避

難袋を持って避難してくださいというようなことも、今後しようかと考えています。また、実際

に避難所に避難された方も、困った点というのは、避難所における授乳スペースがなかった。ま

た、ペットを連れてくる人が結構いました。ペットも家族同様ですので、そういったペットの対

応、それとか、避難所には情報施設がありませんので、テレビ等が見れる部屋がほしいと。本来

であれば、体育館であれば、舞台の上にでも１台置いておけばいいのですが、それがうるさいと

いう方もおります。また、避難所ですから電気はつけておりますけども、明るくて眠れないとい

う人も出てきます。アイマスクなんかも一緒に持っていっていただければいいかなというような、

いろいろな意見が出たところであります。 

今後はこれらの課題を、これからの災害対応に活か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。 
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〇５番議員（望月眞君） 

私は当日、５回、町民会館に朝から時間をおいて行って、避難の様子や避難所の運営の様子を

見ました。午後４時ごろには南川というより、むしろ東川の「どんどん」といわれる学校周辺の

川の水位が上がったことにより、学校周辺の住民の皆さんが多く避難してきたように受けとめて

いました。避難者が増え始めたことによって、２階の研修室等を避難所にあてていたようですが、

おさまらずに３階のホールまで避難所が広がりました。その時に乳幼児をあやしながら避難所か

ら出てくるお母さんもいました。乳幼児対応の場所の確保、あるいは障がい者の避難場所やペッ

トを連れた人の避難場所の確保等も、町長がおっしゃられたように必要かと思います。今回の避

難所運営検証を活かした対応を、さらに活かしていただきたいなと、そのように思います。 

次の質問に移りますが、本町では独自の避難が困難な人を対象に、富士川町災害時避難行動要

支援者登録制度を設けていますが、今回の警戒レベル３の発令により、要支援者あるいは支援を

する人、サポーターから問い合わせや活動事例の報告があったのかを伺います。 

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） 

ただいまの富士川町災害時避難行動要支援者登録制度の要支援者と支援者サポーターからの

活動の報告についてのご質問にお答えします。 

台風の当日、要支援者からの報告は２件あり、身体が不自由な方と精神障がい者から避難方法

についての問い合わせでした。また、支援者からの活動事例の報告は１件あり、自宅を訪問し安

否確認を行い、要支援者から「とても安心した」と感謝されたとのことでした。そのほか民生委

員児童委員からは、安否確認の訪問や電話連絡を行い、中には要支援者とともに避難所へ避難し

たとの報告がありました。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） 

要支援者からの問い合わせ、支援者からの事例があったという回答でしたが、私の地区の民生

委員さんは、要支援者対象に電話をかけて状況を確かめるとともに、避難が必要な時には連絡を

とり合うことを確認したそうです。私自身も、２名の方のサポーターなっていましたので、要支

援者宅へ出向き、避難が必要になった時や警戒レベル４が発令された時の避難方法について、ど

のようにしようかというようなことを確認し合いました。プライバシーにかかわることなので、

ここでは細部まで報告することは避けますが、実際に行動してみると、避難支援の課題や要支援

者に対する、先ほどの課長の答弁の中にもありましたが、配慮しなければならないことがあるこ

とを再認識しました。 

今回の警戒レベル３の発令を生きた事例として、児童民生委員会等でサポートのあり方等につ

いて検証したり、あるいは学習したりする機会を設けたら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） 

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） 
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ただ今の民生委員児童委員会等の会議で検証をというご質問に対してですが、今年度６月に民

生委員児童委員協議会定例会において、防災士で、元消防士による「災害に備える」という研修

会を実施いたしました。その中で災害時避難行動、要支援者名簿の活用方法についての学習を行

いました。今年度１２月に民生委員児童委員の改選があり、新しい委員さんも加わった中で、災

害時避難行動要支援者制度に関する学習会を実施し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） 

お互いの理解を深めることが大切だと思いますので、ぜひ開催していただきたいと思います。 

再質問をお願いします。富士川町災害時避難行動要支援者登録制度を文書だけのものではなく

て、実効性のあるものに制度にしていくためには、支援者、サポーターの方々を対象にした支援

活動のあり方等をテーマに、お互いに意見を出し合ったり、あるいは学習をしたりする、そうい

う機会も設けたらい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） 

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お答えします。富士川町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱におい

て、支援者とは避難行動要支援者の近隣に居住する者のうち、当該避難行動要支援者に対して、

災害時の安否確認、または避難支援もしくは避難所等における生活の支援を行うことができるも

のとあります。また、富士川町災害時避難行動要支援者支援マニュアルには、支援者の行動につ

いて平常時と災害発生時の活動も地域における支援体制として示しております。 

現在、支援者の方が集う機会は設けてはおりませんが、今後は、これまでどおり民生委員児童

委員協議会定例会や区長会の説明とともに、富士川町災害時避難行動要支援者登録制度や災害時

避難行動要支援者支援マニュアルの存在を、より多くの住民の方に知っていただくための努力を

して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番、望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

地域のコミュニティというか、近助の助け、近所がしっかりとした体制がとれていれば、こう

いった制度もある意味で必要がないのかというふうに思いますが、ただ、そこまでいっていない

地域もあるということで、ぜひこれは、制度として作られているので、実効性のあるものにして

いただきたいなとそんなふうに思います。また、この制度を活用することによって、地域コミュ

ニティの新たな創生にも繋がってくるということも有効性として考えられますので、その辺を踏

まえて、再質問します。 

サポーター向けの支援活動マニュアル、私も読みましたけれども、現状みてみると、もっと改

善した方がいいのかなという点があります。今回を教訓にして、支援活動マニュアルを再検討し

て、支援者に再配布するということも意識を高める手立てになるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 
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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） 

ただいまの質問にお答えします。富士川町の災害時避難行動要支援者支援マニュアルは、平成

２０年に策定したものです。平常時と発災時、それぞれの行政の行動の仕方や地域の方の行動の

仕方というのがマニュアル化されておりますが、やはり、今回の災害も含めまして、このマニュ

アルの確認を毎回することによって随時必要に応じた見直しはしていきたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番、望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひご検討をお願いしたいというふうに思います。 

もう１つ関連して再質問ですが、福祉避難所みたいなもの、あるいはこの制度にかかわってき

た人の、緊急時の対応をどうしていいかかわからないとか、あるいはもうちょっとなんとか助け

てもらいたいとか、そういう場合の窓口的なものを、緊急時における要支援者対応窓口のような

ものも開設したらいいのではないかと私は思うのですが、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） 

ただ今のご質問にお答えします。要支援者の方の名簿は年度に一度改定させていただいており

ます。福祉保健課の窓口であって、例えば介護保険の更新の方とか、ご相談に見えた方におすす

めしていることと、障がいの方に関しましては、障害認定の更新手続のときに、そのフロアの方

に担当者が出向きまして相談窓口というか、そういうものを開設をさせていただいております。

基本的には、随時「こういう制度がありますからいかがですか」ということは、窓口のほうで職

員が声掛けを行っております。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） 

そのこのことはわかるんですが、緊急時に、この間のような時に避難所が開催する時に、この

制度をサポーターの人が、例えばそこへ出向いた時に、とても１人では対応できない。ちょっと

誰かに助けてもらいたいということもあるかもしれません。そういう時に、助けてくれる緊急場

所のような、緊急時におけるそういう対応窓口を設けたらいいのではないかという質問でござい

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

防災計画の中でもそうですが、避難所は一時的の避難所で、その中に、もしそういった要支援

者がいれば、役場も避難所を作るときには、警戒本部なり災害対策本部を作っていますから、役

場でも結構ですし、それぞれの避難所において、職員も行っていますので、そこで言っていただ
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ければ、早速福祉避難所を開設するという準備に入るようになっておりますので、役場職員どこ

にいても、声掛けをしていただければ、そういう対応はできるように、今もなっております。 

〇議長（井上光三君） 

５番、望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひ、これは切実に対応しなければならない場合もあると思いますので、ご配慮をお願いした

いと思います。 

最後の質問になります。山梨日日新聞では一面紙上で「守る命」を継続掲載しています。１１

月２４日には「極端気象 前兆を学んで」という大見出しで、防衛大学教授小林文明さんの見解

を紹介しています。「時間雨量１００ミリを超える『ゲリラ豪雨』、竜巻などの突風、４０度を超

える猛暑、勢力が衰えない巨大台風。異常気象では片付かない命に関わる極端気象が起きている。

怖いことに、自然環境が合えば、極端気象は毎年起こる。１年に何度も起こる可能性がある」と

続けています。「極端気象が起こる中で命を守るためには、一般論ではなく個人レベルの対応を

しなければならない」と力説していました。この記事を読んで、自助・近助・共助・公助の連携

の必要性を改めて痛感しています。 

そこで質問します。これは、６月の一般質問の際にも富士川右岸の防災の一般質問をしたとき

に言ったことですが、今回の「大雨・洪水警報警戒レベル」発令状況や避難状況を検証して、避

難警戒レベル３から警戒レベル４発令を想定しての、全町、町ぐるみ、あるいは地域を指定して

の避難訓練ができないかを伺います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの警戒レベル３からレベル４の発令を想定しての、全町あるいは地域を指定しての避

難訓練ができないかを伺うと質問にお答えします。 

台風１９号では、町内には大きな被害がなかったものの、福島県などで多くの方が被害に遭わ

れました。被災者の中には、避難所に向かう途中や家の１階部分で被災された方々が多く、早め

の避難行動が命を守る行動に繋がることを改めて認識する災害となりました。 

こうした状況を踏まえ、今後、土砂災害や浸水害など各地区の課題に沿った防災訓練の実施を

呼びかけると共に、町が主体となった、土砂災害や浸水害を想定した避難訓練を計画して参りた

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） 

ぜひ、実際にこういった避難行訓練を実施する方向で進めてほしいと思います。計画的な避難

訓練の実施と地域防災計画策定により、町民の防災意識の向上を図っていけたらいいと思います。

以上で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１番 ５番 望月眞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。早速ですが、本町の歴史遺産についての質問です。 

始めに、平成２２年３月８日に増穂町と鰍沢町が合併して、富士川町が誕生しました。今年で

１０年を迎えました。この節目を祝い、町民とさらなる一体感を築くため、１０周年記念「山車

巡行祭り」が１１月４日に開催されました。５年ぶりの開催となり、巡行する４台の山車は町の

有形文化財に指定され、雅な山車の他、神輿、万灯行列など、旧国道５２号線沿いには７０店舗

以上の店が並び、ステージイベントなどで賑わいました。山車巡行祭りの開催にあたり、祭りの

メインでもある町の有形文化財の保存等に関する質問です。 

先般、沖縄では、世界遺産に登録されている首里城の正殿を、火災で焼失してしまいました。

本町において、有形文化財の「山車」４基の保存についての防火・防災対策について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの山車の防火防災対策についてのご質問にお答えさせていただきます。現在、４台ご

ざいます山車は保存会ごとに保管されております。上町の山車以外は、解体された状態で保管さ

れている状況であります。 

山車が保管されております４か所の倉庫につきましては、防火設備等が十分でないため、防火

対策や防災対策が万全とは言えない状況でございます。 

有形文化財に対しましては、町では、文化財保護事業に対する補助金制度がございます。 

こうしたことから、今後は町の補助金を活用しながら、防火対策や防災対策をしていただくよ

う、保存会を指導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） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問をお願いいたします。山車の構造は、そのほとんどが木製であり、それぞれの保管場所

には消火設備等の備えはあるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの消火設備についてのご質問にお答えいたします。 

保管倉庫でございますが、消火器がわずかに設置されている状況でございますので、保存会と

ともに施設全体を再度確認させていただき、不備などを把握して改善に向け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） 
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２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

その点は、大至急確認していただいて、よろしくお願いいたします。 

再質問です。山車の組み立てから完成までは、将来的に継承をする後継者の育成などを考えて

おられるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の山車の組み立ての後継者育成についてお答えいたします。 

山車の組み立ては、これまで地元の工務店のご協力をいただき、保存会ごとに作業が行われて

いるところでございます。組み立てにおきましては、木材の確実な組合せなどが必要で、知識と

熟練した技術が必要でございます。伝統継承のためには、組み立てを行える育成は必要と考えて

おりますが、保存会で組み立てて経験のある方が、現在若手の方に指導している状況でございま

す。引き続き、技術を伝えていくよう、お願いし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） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ、伝統的な行事ですので、その点よろしくお願いいたします。 

再質問お願いいたします。山車は巡行後に修繕が必要であると伺っております。その費用の概

算と捻出方法はいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの山車の修繕についてのご質問にお答えいたします。 

山車の修繕につきましては、これまで山車巡行祭りの際に、町の文化財保護事業補助金や宝く

じを原資としたコミュニティ助成事業などを使っていただいて修繕しているとこでございます。 

費用につきましては、そのときの破損状況にもよりますので一概には言えませんが、今後も、

そういう補助事業を使いながら、できるだけ地元の負担を軽減しながら、助成金を活用して修繕

のほう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） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

その点、また検討していただいて、よろしくお願いいたします。 

お祭りは多くの関係者の協力により町内外から５万人が訪れ、産業振興課によると、特別列車

とウォーキングや、また町でＪＲ東海も含めて計画をしていただいた特別列車には、定員１４８

名すべて完売と、ウォーキングでも３７０名の参加があったと伺っています。さらに産業振興課

では次回の開催に向けて、日本の文化に興味を持つ国際交流協会にも呼びかけて、インバウンド

の誘客にもつなげていきたいと、今後に向けた取り組みを頼もしく話していただきました。以上
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が文化財についての質問です。 

次の質問に入ります。甲斐の国は周囲を３０００メートル級の山に囲まれ、当時の江戸へのル

ートは笹子峠か岩淵、今の静岡県富士市までを、人力か馬の背に荷駄を付けて運ぶしかなかった。

約４００年前、徳川幕府からの名を受けた、京都の角倉了以らによる鰍沢から岩淵までの水路が、

１６１２年に富士川舟運として開通しています。 

信州往還と駿州往還の交わる鰍沢は富士川舟運の要衝地となり、拠点として大きく発展を遂げ

ていっています。その主な積荷は「下げ米・上げ塩」と呼ばれ、特に陸揚げされた塩は「鰍沢塩」

と呼ばれ、甲州はもとより、詰め替えられて信州まで運ばれております。昨年私は、信州の辰野

町と箕輪町の教育委員会を尋ねました。町史を拝見すると、塩のことを「鰍沢」と呼んでいたこ

とが記されていました。他にも、鰍沢から当時派遣された、代々続くという雨畑硯の職人にも出

会えました。その先人の築いた伝統と文化を、いかにして次の世代へ伝えていくのが私達の使命

であると考え、この件に関する質問です。 

富士川舟運をもたらした歴史遺産収集の活用方法について、現在までの収集状況と今後につい

てお伺います。 

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） 

ただいまの歴史遺産収集の活用方法について、お答えをいたします。 

町では、江戸時代の物流拠点として栄えた富士川舟運の歴史を後世に伝えていくため、広報誌

や新聞掲載などにより、舟運資料の情報提供を呼びかけております。こうした中、これまで３６

件の情報提供をいただいており、現在、情報をいただいた内容について、確認作業を進めている

ところでございます。収集した資料等の活用方法といたしましては、町が所蔵しております富士

川舟運に関する資料、約４００点も含め、展示施設などでの公開に向け検討を進めているところ

でございます。以上でございます。 

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） 

今の収集品の中に、特に貴重な資料があると思われます。それらの管理の方法などはいかがで

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） 

提供をいただきました資料につきまして、年代や資料の状態などを、現在確認作業を進めてい

るところでございますけれども、特に、貴重とされる資料も中にはあると思われますので、それ

らの作業につきましては慎重に調査をしているところでございます。今後、これらの資料につき

ましては、所有者とも協議をする中で、その保管、管理方法等につきまして、今後検討していき

たいと思っております。 

〇議長（井上光三君） 
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２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問です。それでは、確認終了後に収集品についての一般公開を考えていると、こういうこ

とでよろしいでしょうか。 

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） 

収集可能となりました資料につきましては、広く公開をする機会を増やしていくというような

ことは、大変重要であるなというふうに思っているところでございます。収集されました資料等

を、展示会とかホームページになんかも使えるかなと思いますけれども、それらによる一般公開

というようなことも、資料収集と併せて検討していきたいと思っております。 

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） 

ぜひよろしくお願いいたします。 

再質問です。県立博物館の中野学芸員を訪ねて舟運についての意見交換をしました。博物館で

は「富士川舟運展」を近く企画しているとおっしゃっていました。身近な話題にとても嬉しく感

じました。今後は町で収集された資料等を、博物館に貸し出すなどして「富士川舟運展」の実現

に向けて、より以上の博物館との積極的な連携を期待しますが、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） 

ただいまの質問にお答えいたします。県立博物館には、常設展として「富士川舟運のコーナー」

というようなものも大きく取り上げていただいているところでございます。 

今後、舟運に関する資料の展示、それから、情報の収集というようなこともございますので、

県立博物館とは連携を積極的に行って、研究をしていきたいなというふうに思っております。以

上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ぜひ、よろしくお願いをいたします。以上、舟運の歴史遺産についての質問です。 

次の質問に入ります。山車巡行祭りに併せて、鰍沢の原田商店、原田社長に約２００年前の建

物と土蔵の扉を開けていただけるようにお願いしました。原田社長さんは、喜んで土蔵の扉を開

けてくれました。当日は、テレビや新聞で紹介され、また、夕方のニュースでも放映されました。

国の文化財にも登録されている建物は、現在でも事務所として使われております。山梨県立博物

館の中野学芸員によると、「土蔵の中にも、とても豊富な当時の物品の数々、大変貴重である」

と太鼓判を押してくれました。また、塩蔵・油蔵には町内外から沢山の見学者があり、私も案内

役として説明を手伝いましたが、見学者は蔵の中で驚きと同時に「舟運の資料館があれば飾れる
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のにね」と資料館を望む声が多くありました。当日は事前にマスコミでも紹介されたせいもあっ

て、大勢の見学者で夕方まで賑わいました。 

そこで最後に資料館の振興策についての質問です。地域のコミュニティを生かした、特色ある

歴史資料を展示する振興策について、町の考えをお聞きします。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） 

ただいまの特色ある歴史資料を展示する振興策についてのご質問にお答えいたします。現在、

町では、富士川舟運資料の収集と併せ、収集した資料や現存する文化財などの活用方法を検討し

ているところであります。 

収集した資料等の活用方法につきましては、具体的には、文化交流拠点や学習機会の提供を行

うことができる、特色のある展示施設などの整備があげられます。 

今後、資料収集をさらに進め、町の活性化や地域の振興につながる資料の活用に努めていきた

いと考えております。以上であります。 

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） 

再質問ですが、いかがでしょうか。小原屋商店の原田社長に再度の協力をいただき、この機会

に町内の親子などを対象にした「舟運の歴史を学ぶ会」を提案いたします。文化財登録の建物や、

蔵の中の資料とともに、町の歴史を学んでほしいと考えます。また、実施する時期については「大

法師さくらまつり」の期間中などのタイミングはいかがでしょうか。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。小原屋商店の建物は、国の登録有形文化財になってお

ります。蔵の中には舟運などの歴史が見られる貴重な資料が残されております。先ほど樋口議員

もおっしゃったとおり、先日の山車巡行祭りの時にも一般公開をしていただき、多くの親子連れ

にも見学をいただいたというようなところでございます。本町の歴史文化を後世に引き継いでい

くということは大変重要なことでありますし、各学校におきましても、社会科の授業の中で富士

川舟運や町の歴史についても積極的に学習をしているところでもございます。 

こうしたことから、今後、現存する歴史資料等の所有者の協力をいただきながら、学習機会の

開催について、そのタイミングも含めまして検討していきたいなというふうに思っております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問になりますが、町の歴史を語り継いでいくためには、資料館の整備が必要と考えます。

既存の公共の建物等を転用しての活用が実現できるような案はお持ちですか。 
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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） 

ただいまの質問にお答えします。先ほども触れましたように、収集しました歴史資料の活用方

法としまして、広く公開をしていくというような展示が行える場所の整備が必要かなというふう

に考えているところでございます。これらの展示施設は、新たな建物を建設してというようなこ

とは、難しいというふうに考えておりますけれども、既存の施設の利用が有効ということも考え

ますので、展示可能な資料の規模等の把握を進めるとともに、既存の施設の活用についても検討

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） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問になりますが、そこで「交流センター塩の華」についてですが、中部横断道が来年全線

開通すると、旧国道５２号線の交通量は激減すると予測されます。商業施設という点からは、採

算性からして存続は難しいのではないでしょうか。むしろ「塩の華」は建物の造りや、周囲の景

観からしても資料館としての活用が最適だと思われますが、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、「塩の華」というようなご質問でございます。交流センター塩の華の建物は、国の

補助金を受けて建設をしたというようなことで、その目的もございますので、建物の用途変更等

というような手続も必要になってくるのかなと思っております。また現在はご承知のとおり、株

式会社富士川への指定管理により運営をされているというようなところでございますけれども、

資料の展示を行う場所の一つとしては、考えられるというふうに思っておりますので、今後、施

設の検討の中では考えていきたいなというふうに思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番、樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問です。もし実現できれば、町の歴史を子どもたちに校外授業など学習の場所として、ま

た地域の憩いの場として、併設するオリンピックミュ－ジアムと食堂を最大限に活かして、角倉

了以の人物像や北斎、また鰍沢の落語、山梨交通「ボロ電の歴史」等などの歴史を一同に展示し

て、さらに山車の保存庫を駐車場に設けると、組み立てた山車の常設展示などの工夫を凝らした

歴史資料館に整備する案を提案いたしますが、再度、町の考えを伺います。 

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） 

富士川町の歴史資料を集約、保存をして展示していく施設の整備というのは、必要であるとい

うようなことで現在進めているところでございます。施設の整備にあたっては、単にその資料を
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提示するということだけではなく、どういうふうに特色を活かした施設にしていくかというよう

なことが重要であるとともに、施設のコストとか運用方法というような課題も考えられることか

ら、実現可能に向けて、今後早急に検討を進めて参りたいと思います。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、早急に検討を重ねていただきたいと思います。 

終わりになりますが、富士川町鰍沢には、江戸時代初期からの舟運にまつわる史跡が名所とな

り、数多く残っております。鰍沢河岸のあった明神町には了以の功績を称える「富士水碑」があ

り、傍には「口留め番所」跡や、船を係留した「石」などがあります。さらには船の安全を祈願

した「七面堂」などもあり、当時の人々の苦労を知ることが出来ます。この素晴らしい歴史遺産

を、富士川町の町おこしの基盤として、富士川舟運資料館の早期実現を提案いたします。 

以上、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。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前 ９時５７分 

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

再開 午前１０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３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。大きく分けて２つ質問をさせていただきます。 

１番目としまして、町の高齢者支援事業についてであります。 

（１）としまして、我が国は、国民の４人に１人が６５歳以上という超高齢化社会を迎えており、

今後も早いスピードで高齢人口が増加し、２０３５年には３人に１人が６５歳以上になることが

推計されております。そうした中、高齢者が亡くなった後、納骨など人生の締めくくりを自治体

が手助けする「終活」支援事業が全国的に広がっています。一人暮らしの高齢者が増え、家族関

係が希薄になり、最期を誰にも託せない人が増えているためと聞いております。現状町では、日

常生活自立支援事業、福祉サービス利用支援事業を行っておりますが、預金の出し入れ、通帳や

証書の預かりサービスなどは承知していますが、しかし、残念ながら対応できない案件もあるこ

とも聞いております。 

そこで、町では高齢者の一人暮らしが増えている中、終活支援事業の取り組みを行う考えがある

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。 
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○福祉保健課長（松井清美さん） 

ただ今の終活支援事業の取り組みについてのご質問にお答えします。 

終活とは「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、いざという時の生前整理などを行う

ことです。現在、核家族化、単身世帯の増加や近隣住民や親戚付き合いの希薄化など社会問題に

なってきております。 

全国的には一人暮らしや身寄りのない高齢者で、人生の終焉に不安を抱えている方を対象に、

終活支援事業を行っている市区町村があります。富士川町においても、一人暮らしで身寄りのな

い高齢者が亡くなり、火葬等を町職員が行ったケースがあり、今後もこのようなことはあると予

想されます。 

こうした中、町では社会福祉協議会と話し合いの場を持ち、他市区町村の状況把握等を行って

参りました。その結果、他都県においては実施している自治体もありますが、本県においては、

終活支援事業を実施している市町村は把握できませんでした。 

町としましては、住民の方に安心して生活していただくために、これまでと同様に、相談時に

は関係機関と連携し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） 

この終活支援事業については、去年３０年４月に新聞にたまたま載っていたんですね。今回、

私質問しようと思ったんですけれども、全国の自治体中で、北海道の本別町、十勝平野の北部に

ある町ですけども、人口が約７０００人。うちの町の面積が４倍弱のところなんですけれども、

一般会計が大体６７億円。ここでは、「死後事務委任契約事業」を行っているわけですけども、

預託金を預かり、そして葬儀、家族・親族への連絡事務、生活用品などの処分、行政官庁への諸

届の事務などをやっているところもあるわけですよね。やっぱり、うちの町でもそういうことも、

今考えても３年５年後というなことも言えるかなと思われますもので、ぜひ早急に、こういった

ことは考えなければいけないじゃないかなと思います。今、福祉は亡くなるところで終わってい

ますが、やはりこのようなことが、知っていることだけでも、皆さんが安心できるかなというよ

うに、高齢者の方ですけれども、そう思われますから、ぜひお願いします。 

次に、（２）番としまして、今、高齢者の方々は自分の終活の取り組みが、何から始めたらい

いのか迷っている方がたくさんいます。例えば介護やお墓のこと、持ち物整理、相続のことなど、

多岐にわたっています。そこで町では終活セミナーや相談事業を始める考えがあるか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 松井清美さん。 

○福祉保健課長（松井清美さん） 

ただ今の終活セミナーや相談事業についての町の考え方を、というご質問にお答えします。 

富士川町では、終活セミナーや相談事業は行っておりませんが、今後、相談があった場合には

個別相談として対応し、必要に応じて関係事業所へつなげて参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 
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〇１番議員（秋山仁君） 

個別的ということの答えですけれども、やはり研修会、セミナー等は定期的にやっていくほう

がいいかなと私は思われます。ぜひ検討してください。 

次に２番目としまして国民健康保険税について質問させていただきます。 

健康保険制度は「健康保険」と「国民健康保険」２つあります。この保険制度の違いは、健康

保険には傷病手当金がありますが、国民健康保険にはこのような制度はありません。また、家族

が増えたときに、健康保険では保険料は変わりませんが、国民健康保険は保険料が増え、特に健

康保険の場合、保険料が会社との折半で、自己負担分は給料からの天引きになっています。国民

健康保険は全額自分で支払うことになっております。 

富士川町では、国民健康保険料の支払いを、平成２７年度より３方式を採用し、税率が所得割

率、均等割率、平等割率、医療分９％、支援金分が２．２％、介護分２％をとっています。例え

ば、４０歳以上の４人家族の場合、仮に奥さんの所得がないとします。中高生の子どもが２人い

まして所得が２００万の申告があった方が、国民健康保険どのくらい支払っているか、３方式で

合計で約４０万です。明細書が７月に送付されて、そして翌年の３月まで、毎月約４万３０００

円支払っています。やはり、町民の方々が国民健康保険、非常に高いということも聞いておりま

す。別の自治体がどうかと、ちょっと見てみましたら、参考になるかならないかあれですけども、

東京の世田谷、人口９１万人。ここでは、同じ条件としまして約３８万円支払っていまして、ほ

ぼうちの町と変わらないのかなと思われます。うちの町ではそうは言っても、できる限り当局の

ほうで負担がないようにしているのかなということを思いました。そう言いながらも、町民の

方々からは、国民健康保険が非常に高い、高いということをよく聞いております。 

そこで、引き下げが可能かどうかということも、どうか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

○町民生活課長（中込裕子さん） 

ただ今の秋山議員の国民健康保険税の引き下げのご質問にお答えいたします。国民健康保険は、

社会保険などに加入していない全ての人が加入する、国民皆保険制度の基盤的役割を果たしてい

るところであります。医療費や国保事業費納付金など、国保特別会計から支出する費用の財源に

は、国庫負担金、県支出金等に加え、町の一般会計繰入金や国保税が充てられます。 

しかし、他の健康保険と比べて、無職の人や高齢者の加入割合が高いため、所得水準が低い一

方で、医療費水準が高い傾向にあることから、財政基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱え

ております。 

また、昨年度の富士川町の一人当たりの医療費は、約３８万１千円で前年比１．５１％の増で、

ここ数年上昇している現状であります。 

こうしたことから、国保税を引き下げるには、特定健康診査や特定保健指導の実施率を高め、

疾病予防や重症化予防に取り組み、医療費を抑制することが重要であります。  

今後の国保税率については、令和３年度が見直しの年となりますので、３年先の医療費の支出

を見据え、国保特別会計の収入と支出のバランスが図れるよう、検討して参りたいと考えており

ます。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

今の回答は、今の現状と今後のことの説明かなと思われます。３年の見直しということで、今

年シミュレーションをつくり、来年決定し、令和３年には実施するということですけども、ぜひ、

諸事情もありますけども、引き下げになりますようにお願いします。 

再質問ですけども、先ほど申されたように、特別会計ですけども、一般会計からの繰入金とし

て約１億５０００万の法定内で繰入しておりますが、そのほかに、一般会計から自営業者負担、

そのほかの方もいますけれども、一部資金の投入ができないか、現状ですね、赤字会計のために、

補てんしている自治体が、実際あるわけですけども、その辺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。 

○町民生活課長（中込裕子さん） 

ただ今の一般会計からの法定外の繰入のご質問についてお答えいたします。 

被保険者の保険税の負担を軽減するために、一般会計から今以上の繰入金を投入できないかと

いうことでございますが、本来徴収すべき国保税を法定外の一般会計繰入金によって軽減するこ

とは、国保の被保険者の負担を軽減する一方、国保に加入していない町民の方の負担増につなが

ることが危惧されます。 

また、昨年国は、一般会計から法定外繰り入れを行う赤字市町村及び都道府県に対して、赤字

解消の目標等を掲げた計画を策定するよう要請し、着実な法定外繰り入れの解消を促したところ

です。 

こうしたことから、今後も本町ではルールに従った収入によって、健全な国保財政運営に努め

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） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

確かに、税金の公平性からいくと、国民健康保険の方だけを優遇というのは、やはり問題かな

とは思われますけども、やはりそうは言いましても、非常に町の方は高い高いと言っております

から、ぜひご検討お願いします。 

再質問ですけれども、健康保険に関する講演や講座、こういったものを実施する予定があるか

どうか、お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 中込裕子さん。 

○町民生活課長（中込裕子さん） 

現在、国民健康保険等の保険に関する情報というものは、ホームページや、それから広報等に

よって、それぞれの時期に応じて周知等を行なっております。また、そういった情報等の提供が

必要ということであれば、そういう機会を通じて、お知らせしていければと考えております。以

上です。 
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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、講演とかセミナーですね。こういうのは大事かなと思われます。やはり、町民の方々

も考えなければならないことは、医療費削減に向けた日常生活の健康維持、また運動の推進が特

に大事と思います。これは、ひいては健康保険削減につながること、やはり強く感じております。 

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３番 １番秋山仁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４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。災害時のトイレについて一般質問します。 

「ふじかわ障害児・障害者プラン２０１８」の中で、以下のようなアンケート調査を行った結

果が掲載されています。調査対象者、富士川町在住で障がいのある方、配布人数は５００人です。

回答あった方が３０７、調査期間が平成２９年８月２４日から９月８日までとあります。 

その回答で、災害発生時の不安は避難所の設備、要するにトイレですね。生活環境が不安であ

るという回答をした方が４９．８％ありました。約半数の方がトイレに不安を感じていると回答

しています。健常者も同様であると思いますが、避難した場合、トイレ問題は深刻であると考え

ています。 

そこで、調査結果では約半数の方々が不安を感じている現状について、どう解消していくのか

町の考えを伺います。 

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） 

ただいまの障がい者のトイレの不安解消についてというご質問にお答えします。平成３０年３

月に町が策定した「ふじかわ障害児・障害者プラン２０１８」のアンケート結果では、「避難所

の設備、トイレ等や生活環境が不安である」との意見をいただきました。 

このような結果から、町は障がいのある方の避難先として、バリアフリーで多目的トイレが備

わっている学校体育館などを、施設管理者の協力を得る中、避難所として開設して参りたいと考

えております。 

また、状況によっては福祉避難所を開設するなどして、障がいのある方やその家族の不安軽減

に向け、対応して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 
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再質問です。高齢者や障がい者、特に車イスや人工肛門、あるいは人口膀胱保有者、おむつ交

換のスペースや車イスの方は和式の使用は困難です。特に要支援者を優先的に考えていかなけれ

ばならないと思います。 

「避難先でトイレが思うように使用できないと、また家に帰ってしまう。」と伺っています。 

多目的トイレ以外に、どうすれば安心・安全に使用できる場所を確保することが出来るのか伺い

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） 

ただ今のご質問にお答えします。町では学校の体育館などを使用するなどして避難所を開設し

て参りたいと考えておりますけれども、やはり、必要によっては福祉避難所の開設も必要かと思

われますので、そちらの開設の方も検討していきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

わかりました。 

それでは、２の項目なんですが、簡易トイレの備蓄が不十分であると思いますが、最大でどの

くらいの備蓄をしているかという質問でありますが、３．１１の気仙沼の避難している方３６名

に「災害から何時間でトイレに行きたくなるか」と聞いたところ、３時間以内が３１％、９時間

以内が７８％、また、阪神淡路大震災では３時間以内が５５％と、ほとんどの方が３時間以内に

トイレを使用したいと回答しています。 

災害時には、トイレ対策の緊急性が分かる結果であると結論づけています。これは２０１３年

３月１１日発行の特定非営利活動法人、日本トイレ研究所の資料から引用しておりますけれども、

この事象は避けて通ることができません。食事は多少我慢できてもトイレは我慢できません。 

今年の台風１９号で自主避難した方々が、最大で２０時３０分で合計１０３世帯１９６名が避

難したとあります。国交省の災害用トイレ必要数は最大想定避難者数×１日５袋であります。今

回自主避難した方が、長期に渡り避難をしたと仮定した場合、１日１９６名×５＝９８０袋が必

要であります。しかし、町の備蓄量ではすぐに使い切ってしまうことが予想されます。 

そこで、町の現在備蓄しているトイレ数では不十分と思いますが、最大でどのくらい準備する

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） 

ただいまの簡易トイレの備蓄数をどのくらい備蓄するかというご質問にお答えします。 

町では、携帯トイレの最大備蓄数は定めておりませんが、発災直後に水洗トイレが使用不能と

なった場合を想定し、平成２７年度から１箱２０枚入りの携帯トイレを毎年約４００箱購入して

おります。これまでに購入した携帯トイレは、町と各区で備蓄しており、それぞれの総数は町が

９４箱１８８０枚、区が１８８０箱３７６００枚で、計１９７４箱、３９４８０枚となっており
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ます。 

平成２８年４月に内閣府が策定した「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」では、

１人が１日に使用する枚数を５枚としており、自治体が備蓄する目標値を３日分としております

ので、３９４８０枚では２６３２人分の備蓄数となり、十分な備蓄数とは言えない状況でありま

す。 

この様な状況であることから、町は、今後も携帯トイレを備蓄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） 

携帯用のトイレが、各区に配られているということですけれど、区民の皆さんは、区の中に簡

易トイレが配布されていることは、ほとんど知らないのではないかというふうに思います。それ

は区のほうからまた、区民の皆さんに回覧板でも「これだけありますよ」というようなことも、

区長会を通じて周知していただくこともいいのではないかというように思います。 

それで再質問ですが、町民の皆さんに１から１０まで準備して「はい、ぞうど」と言うわけに

もいきませんし、町でも努力して準備していることはわかりましたけれど、各家庭でも１週間分

の携帯用トイレの準備をしていただくことも大事であります。 

広報等で災害時のトイレや避難用品については、周知を図っている事は承知しています。それ

でも再三再四、町民に周知をする必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょういか。 

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） 

ただ今のご質問にお答えします。先ほどの答弁のとおり、災害時、町で備蓄している携帯トイ

レにつきましては、数が十分でありませんので、今後につきましても、食料品と同様に各家庭に

おきまして、備蓄されていくよう呼びかけていきたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

わかりました。それでは（３）番にいきたいと思います。 

学校体育館に避難した場合ですね、トイレの絶対数は不足するかという質問でありますけれど

も、災害時の小・中学校体育館を避難所とした場合、富士川町の小・中学校のトイレ合計数で洋

式１１３、和式３２ですけれど、大勢の町民が長期にわたり避難した場合、最初は学校体育館に

避難すると思いますけれど、授業が再開となると体育館を移動することが予想されます。例えば

増穂中学校の体育館の男子トイレは大３、小３でありますけれど、仮に２００人避難したとする

と、とても対応できない数であります。 

避難者数にもよりますけど、小・中学校のトイレでは絶対数不足することが予想できますけれ

ど、今後その対策について、町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 
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防災交通課長 長澤康君。 

〇防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの学校体育館に避難した場合、トイレ数が絶対数不足するというご質問にお答えしま

す。 

大規模災害発災時、長期避難者を学校体育館に受け入れた場合、トイレの不足が想定されます

が、下水道が使用可能な場合は、体育館トイレや施設管理者と相談の上、校舎のトイレを使用す

るなどして対応して参りたいと思っております。下水道が使用不可能な場合は、携帯トイレや簡

易トイレの使用、仮設トイレやマンホールトイレの設置により対応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） 

わかりました。授業が始まって避難している方が、校舎に入ってトイレを借りるというのも、

またいかがなものかなというふうに思いますけれど、それでは（４）番ですが、簡易トイレは、

発災から３日間に対応できるようにしておかなければならないと、先ほどの日本トイレ研究所で

は述べておりますけれど、トイレが詰まったりすると、なおさらです。各区にも凝固剤が入った

災害用簡易トイレが配布されています。富士川町として仮設トイレの事業者や処理事業者と、災

害時の協定を結ぶ必要性があると思いますが、いかがか伺います。 

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、仮設トイレを扱う事業者と災害協定を結ぶ考えがあるかというご質問にお答えい

たします。大規模災害が発生し、下水道が使用出来なく、長期の避難所対応が想定されることか

ら、仮設を含めたトイレの確保は大変重要であると認識しております。 

こうしたことから、町は、仮設トイレの確保に向けた協定が締結できるよう、イベント機材リ

ース会社や建設機器リース会社などに打診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） 

ぜひ、それは進めていただきたいと思います。 

それでは（５）番ですが、発災から１週間のトイレ管理についてですが、時間の経過により発

災から１週間は、トイレの設置場所・メンテナンスの状況・衛生状態・処理状況の把握などたく

さんの業務が想定されます。水・トイレ・プライバシーの確保など簡単ではありません。災害時

から１週間にすべてを準備するには、とても時間が足らないのではないかと思います。 

当然、把握しているとは思いますけれど、何を最優先するのか順序立ても必要になってくるの

ではないかと思います。また、女性が入ると管理が上手くいくとも言われています。 

発災してから１週間のトイレ管理をどのようにするのか、今わかっている時点において、施策

について伺います。 
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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） 

ただいまの発災から１週間のトイレ管理についてというご質問にお答えします。 

大規模災害発生時はライフラインの停止により、水洗トイレが使用不能となることが多く、避

難者が水の流れないトイレを使用し、数日でトイレ環境が悪化することが過去の災害で報告され

ております。 

このため、発災から約３日間は、水を使用しない携帯トイレや簡易トイレでの対応を想定し、

約１週間までは携帯トイレや簡易トイレに加え、仮設トイレやマンホールトイレでの対応を想定

しております。 

また、トイレ環境が悪化しないよう、平成２８年度に作成した「避難所開設・運営マニュアル」

にトイレの衛生について定めてあり、避難者自身が清掃するなどのルールを定めております。こ

うしたマニュアルを活かして、トイレ管理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） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

マニュアルはマニュアルでいいかと思いますが、マニュアル通りにいかない場合もかなり想定

されてきますけれど、その点は準用型でうまく利用していただきたいというようにお願いいたし

ます。 

大きな項目の２番ですけれど、災害時の避難についてですけれど、（１）の避難経路等の質問

であります。 

障害者プラン２０１８のアンケートの中に福祉避難所がどこにあるのか理解されていない方

がいるとか、また、災害時の福祉避難所への移動手段や移動経路の確保が課題とあります。アン

ケート調査を行ったことを踏まえ、トイレや移動手段や経路について福祉保健課では主な施策と

して対策を講じております。 

「富士川町地域防災計画」の要支援者対策の推進にも、たくさんの項目があります。しかし本

当に全項目を実施するには大変な時間と稼働がかかります。優先する項目を１項目でも実施して

行くことも大事だと思います。 

防災交通課として、いざという時に障がい児・障がい者の移動手段をどのように考えているの

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） 

ただいまの障がい者の避難経路、移動手段についてのご質問にお答えします。 

災害時、障がいのある方の避難経路や移動については、町地域防災計画で「要配慮者の避難誘

導体制として、地域住民、自主防災組織、手話通訳、ガイドヘルパー等の協力を得ながら、平時

より避難誘導体制の整備に努めるものとする。」としております。 

こうしたことから、町は、「富士川町災害時避難行動要支援者登録制度」において、登録用紙
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に避難経路や移動時の支援者を記入していただくこととしており、この登録者名簿は、災害発生

時に使用する目的で作成しておりますので、毎年度、各区長や民生委員などに配布し、平常時か

ら避難について確認するなど、災害に備えていただいております。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） 

それでは再質問ですけれど、特養の老人ホームですが、そこには居住者といいますか、居る方

がいますけれども、災害時に、その老人ホームにいる方以外に、外部から避難者を受け入れるこ

とができるのかどうか伺いたいと思います。 

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） 

ただいまの特別養護老人ホームに避難者が確保できるかというご質問にお答えいたします。町

では、特別養護老人ホーム福寿荘と平成２３年９月に大規模地震火災、台風等の非常災害時に、

福寿荘と町及び地区と３者におきまして、近隣防災協定を締結しております。この近隣防災協定

を締結しておりますので、もし災害時には、これにより協力をお願いしていきたいと考えており

ます。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

先ほど言いましたように、特養の老人ホームの中には、そこに居る方と、それからデイサービ

スで居る方もいますよね。それで地震と豪雨とかで、その災害で分かれてくると思うんですけれ

ど、福寿荘であれば、例えば崩れて道が塞がれてしまったということもありますから、そこには

行けなくなってしまいますから、その行けない人がまた違う所へ行く可能性も出てきます。その

場合は、またいろいろと考えていかなければならないと思いますけれど、その辺はいかがですか。 

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） 

要配慮者につきましては、そのような協定も使っていく中で、福祉避難所の開設等も行いまし

て、対応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） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

ぜひ、その点は進めていただいて、こういう方たちにスムーズに避難できるようにというふう

に思います。私は自助、共助、公助というふうにありますけれど、自助というのは１、共助とい

うのは３、それから公助というのは７と、その７には弱者をするのに重点を置かなければならな

いんではないかというふうに思っております。 

それで、（２）番にいきます。一人暮らしの高齢者の移動手段や避難行動ですけれど、今年の
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台風のために通行止めになった地区がありました。昼から夕方にかけて通行止めになった場合、

例えば十谷・穂積・平林地区の３地区は若い人は家には帰れません。また、こう配がある３地区

なので高齢者だけの避難となると大変であります。夜間の避難となるとなおさらです。 

そこで、一人暮らしの高齢者が避難する時、どう判断するか大変困惑すると思います。区長な

ど、地区の責任者に協力を依頼するなど、移動手段・避難行動について対策を講じる必要がある

と思いますが、いかがか伺います。 

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） 

ただいまの一人暮らし高齢者の移動手段や避難行動についてというご質問にお答えします。災

害時の一人暮らし高齢者の避難所への移動手段については、自助や近助、共助で対応していただ

くことになりますが、状況に応じ消防署や消防団等に対応いただけるようお願いしているところ

であります。 

また、町は高齢者が余裕を持って避難行動がとれるよう、早めに避難情報を発令するよう努め

て参ります。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） 

先ほども消防とかと言いましたけれども、通行止めになった場合、やっぱり、消防、若い人は

消防に入っていますけれど、その方たちが家に帰れないということになって避難するということ

になりますと、やはりそこに残っている年寄りといますか、区長とか、あるいはそこの定年退職

した方ですとか、元気な方もいると思うんですね。そういう方たちに、区から日頃、そこに残っ

ている人たちに、弱者といいますか、そういう人に要請ができますような体制ができるかどうか

ということだと思うんですね。だから、今言ったように消防とかそれはいいと思うんですけれど

も、残った人たちでどうやって避難するかということも、やはりこれから考えていただきたいと

思います。 

それで、私はですね、避難所におけるトイレ問題は重要課題になると思います。トイレは男女

別。高齢者や障がい者への配慮。あるいは照明を明るくするなど、たくさんの項目や用意しなけ

ればならない物品があります。トイレが汚いと、多くの方が水分や食事の摂取を控えてしまうと、

そんなことになってからでは大変だと思います。考えられる減災に対しまして、町のできること、

特に町民にできることは早めに広報や各区の説明会等を通じて、準備と対策をお願いするなどし

ていただきたいというふうに思います。 

以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告４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５番 ７番成田守君の一般質問を行います。 
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７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

７番 成田守です。よろしくお願いします。私の今日の質問はただ１点、峡南医療センターに、

本町はどのような支援を行うのか、このことを聞きたいと思います。 

それはなぜかと言いますと、私どもに寄せられてくる町民の皆さんの意見の中で、いわゆる「救

急車を呼んだけれども来ない。」「先生と約束したけれども、そのとおりなっていない。」「予約時

間を決めてもらっていても、その予約時間から２時間３時間経っても診てもらえない。」こうい

う声が入ってきているわけであります。 

ところが、私が今回、９月にとんでもない自分自身の、いわゆる心筋梗塞という事態になった

時に、実にその救急車の手配から手術の手配まで、完ぺきというか、９時３０分に行ってから手

術の終わる１２時４５分まで、これは搬送の時間も含めてで、これは完ぺきにできているわけで

す。この矛盾が、どうして起きてくるのかというのが一つの問題です。 

私は自分のことに起きた問題については、今、峡南医療センターで行われている各種の改革プ

ランの、いわゆる成功の結果ではないかというふうに考えました。なぜかと言いますと、私が最

初に行った時に、受け付けをしてもらった女性の職員ですが、この職員の人の対応ですね、私の

状態を見てそうなったのか、どうなのかよく分かりませんけども、「ここでちょっとお休みくだ

さい。」ということになって、すぐ先生、しかもそのときの先生は、いわゆる救急の先生は外科

の先生だったそうなんですが、たまたま内科の先生がおられて、その先生に連絡をされ、その先

生が「ちょっと検査をしてみましょう」ということで紙を持ったまま、「申し訳ないけれども、

救急車を手配してあるのでそっちに乗って、手配したとおりにしてください。」ということで、

私が今、ここに立って喋れているわけです。そうしなければ、足がなくて、秋の幽霊なんて言う

のは、まことに面白い幽霊になっていたかもしれません。 

ということで、このことがなぜ大事かと言いますと、完ぺきにできているというこの時間を、

全部経過をとってみると、実にうまくいっているわけです。このことができるということは、今、

峡南医療センターが抱えているいろんな問題が解決できるという手掛かりになっているから、こ

の町は、それではどうしてこの峡南医療センター持続のための支援をしていけるのかということ

を聞きたいのであります。 

ですから、その中では、人・物・金。これが支援の内容のすべてですので、まず第１位にです

ね、人の支援を今後どのようにするのか、現状を踏まえた上で、現状こうだからこうなりますと

いうようなことで答えていただければ、町の皆さんは分かりやすいのでないかと思います。 

まず、人に対する支援というものが、どのように考えておられますか。 

〇議長（井上光三君） 

まず第１にと言いましたけれども、通告は１つになっていますので、それを含めて答弁でよろ

しいでしょうか。 

〇７番議員（成田守君） 

はい。お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 
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○町長（志村学君） 

成田守議員の峡南医療センターへの支援についてのご質問にお答えいたします。峡南医療セン

ター企業団は、設立以来、２病院２介護老人施設が一体となり、急性期から回復期、在宅医療・

介護に至るまで、地域全体で切れ目のない必要な医療と介護を提供することを基本方針に掲げ、

地域医療と介護サービスを提供しているところであります。 

今後も、これまでと同様に峡南地域医療・介護の拠点として、医療はもとより介護サービスも

含め、地域住民に期待されるサービスを提供できるよう、町としても必要な人的、財政的支援を

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） 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

町長の言われるとおり、いわゆる人的、すべてのことについて、町を上げて峡南医療センター

の支援をしていくという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

峡南医療センターにつきましては、当然、この地域、北部地域の核となる医療介護機関であり

ますので、今うちと市川三郷町と半分ずつ、フィフティフィフティの支援をしております。これ

は人的、財政的、ちょうど２分の１ずつの支援ですが、医療センターとも、常に会合も開いてお

ります。昨年から順調な運営に入っておりますけども、今期も非常に良好だという話が続いてお

ります。こういう中で、来年度どの程度、両町から人的支援、あるいは財政的支援が必要なのか、

今しばらく今年度の様子を見てから、また、詳細についての話し合いが行われると思います。し

っかりと支援をしていきたいという思いであります。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） 

ただいまの町長のお答えで、よくわかりました。 

それでですね、私が今回受けたように、迅速に対応していただいて、この富士川町の医療とい

うものが、本当に安心安全の基本になっているということを、まず、町外町内に知らしめて、こ

の町に住んでもらうというようなことに結びつけていただければありがたいと思います。私の質

問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告５番 ７番成田守君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

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

再開 午前１１時０５分 

〇議長（井上光三君） 
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休憩を解いて再開します。 

続いて通告６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 

○１０番議員（青栁光仁君） 

１０番、青栁です。私は、防災時の対応について伺いますが、先に質問をした望月眞議員、秋

山稔議員と重なる場面もあるかもしれませんけれども、どうぞお答えをお願いしたいと思います。 

先の台風１９号による避難勧告で、７か所に開設された避難所へは、秋山稔議員の中にもあり

ましたけれども、ピーク時１０３世帯、１９６人の避難者があったと伺っています。 

そこで質問ですが、開設された各避難所への職員派遣と対応状況について伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの開設した各避難所への職員の対応状況についてというご質問にお答えします。町は、

年度当初に全職員を災害対策グループ、各排水機場配備職員、自主防災職員に割り当て、災害が

発生した場合や発生の恐れがある場合の配備体制を整えております。このうち災害対策グループ

は４つのグループに分け、１グループ約２５名で交代により対応にあたることとしております。 

避難所の対応は、グループ内の避難所設置運営担当を中心に、避難所に必要な人員を配置し、

延べ３０名が従事したところであります。 

また、中山間地域の避難所には、自主防災職員を配置し対応したところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

確認の質問ですけれども、各避難所への職員はグループ分けされ、配備されているということ

ですけれども、その他に、受付とか配食とか寝具配布、本部への報告など、マニュアル化はでき

ているということでよろしいでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのマニュアル化されているかというご質問にお答えします。 

町では、避難所の開設運営マニュアルというものを整備しまして、それにより対応することと

しております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

次の（２）番ですけれども、実は町民会館へ避難した方から、お茶も水も出なかったというお

話がありまして、前の議員の質問の中にもありましたけれども、自助の分は持参できてほしいと

いうお答えがありましたけれども、当日、水とか食料品とか、どの避難所も配布はなかったんで

しょうか。 
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（２）番の質問に移ります。どんな備蓄品が避難所で配布されたのか、その状況を伺いたいと

思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの備蓄品の配布状況についてというご質問にお答えします。 

避難所を利用する際は、緊急的に避難する場合を除き、食料や毛布といった避難者自身が必要

とする物品は、避難者で用意することとなっております。台風１９号接近時に開設した避難所で

は、物品を持参する方が少なかったことから、町が備蓄しているアルファ米の提供や毛布の貸与

を行ったところであります。 

今後におきましては、避難する際に非常持ち出し袋を持参するよう、広報誌を通じて周知して

参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

ぜひ、周知が足りないために、そういう答えが出てくるのと、それからもう一つは、テレビ等

で私どもが目にするパンを配ったり、コンビニ弁当を配ったり、そういうのは発災から２～３日

経って、テレビが入れるようになって映すわけですから、当日はおそらく当局が考えているよう

な状況で、避難者が少し持ち込むということだと思いますので、ぜひ広報を充実させるようによ

ろしくお願いします。 

再質問です。５年前の大雪の時には１０センチぐらい積もったところで、町長が対策本部を立

ち上げて、やはり、早い対応をしていただきました。今回も十谷平林地区が交通止めとなりまし

た。町の備蓄品は役場倉庫、町民会館と道の駅の３か所です。毛布や食料が不足した場合の山間

地への、特に食料の配布手段について伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの山間地への備蓄品の配布ということですけども、一応、町といたしましても、各地

区に備蓄をお願いする中で、中山間地域におきましても各地域の公民館等で、備蓄のほうでご用

意していただけるよう、お願いして参りたいと考えておりますので、町として配布する予定はご

ざいません。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

再質問ですけれども、今回、平林地区ですか、一部炊き出しを行って、その備蓄食料が足りな

くなったというお話も伺っておりますけれども、その対応はどうしたんでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 
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○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの平林地区への備蓄について、今回、平林地区におきまして公民館に避難所開設して

いただきました。また、避難者等につきまして平林地区につきましては、炊き出しを行っていた

だきましたが、避難者数等が多くて、平林で保有していた食料がなくなったという中で、急遽町

が備蓄しておりますアルファ米を、町の消防本部車を救急車両といたしまして、平林地区に届け

たところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

交通止めになったのは県道でありますけれども、幸いにも通れる状況で、交通止めになってお

りましたから、届けることもできたんですけれども、そこでもう一度再質問です。 

緊急車両も通れない土砂崩れなんかの場合に、どう対応することになっているか伺いたいと思

います。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

緊急時における中山間の備蓄米という質問でありますが、今回は、平林地区は区でも備蓄をし

ておりましたが、足りなくなって区長さんの自家所有米をすべて使ってしまったということから、

もうないという連絡がきましたので、消防本部車を使って、消防本部車は赤色灯を付けています

から、赤色灯を付けると緊急車両ということで、遮断されているところも通れるわけであります

が、県道に崩落があって、もう通れないという時、平林のほうも今回の事例をもとに区長さんの

家だけでなくて、平林区全体はもっともっとお米もあると思うのですが、掛かった費用は役場で

全てみますので、区のみんなで対応していただけるようにお願いをしたところであります。以上

です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

再度質問しますけれども、私がお伺いしたかったのは、土砂崩れで完全な交通止めになった時

に、下からの支援はどうやるのかという意味合いなんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

数年前から、各区において、実際に災害が起きた場合を想定した災害対応マニュアルを作って

もらっています。これは避難経路も含めた、そして避難場所も含めた、そしてまたどんなものが

不足するかということも含めた災害対応マニュアルでありますけども、地区によってやはり物品

が全部違います。例えば今言った平林地区あるいは穂積地区では、米をもみのままたくさん持っ

ています。発電機も持っています。精米機もありますので、そういう中で一定期間は過ごせるの

ではないかなと思っています。また、トイレの問題にしても中山間であれば、雨さえ降っていな
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ければ、何とかしのげるのではないかなと思います。また、町場の地区では、トイレも困るだろ

うし食べ物も困る。そういうことはそれぞれの区でまた検討していただいています。 

先ほど議員さんが申されたとおり、数日経てば公助の手が届きます。それまでは、それぞれの

個人、あるいは地域で何とか協力をしていただきたい。どんな災害がくるか分かりませんので、

そういった時にも対応できるように、個人はもとより、各地域、近所、区で、その辺は対応して

いただければと思っています。天候さえよければ各地域にはヘリポートも用意してありますので、

いざという時には自衛隊にも要請をしながら、そういう対応はできると思いますが、今困ってい

るからすぐに、という対応は災害ですからできませんので、できるだけ地域の皆さんが、お互い

助け合う行動をとっていただければと思っております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

次の（３）の質問に移りますけれども、町の購入する備蓄品、今お話にもありました、まず自

助、近助、共助。このためにも町の購入する備蓄品を各区の保管場所や避難場所へ分散保管する

考えはないか。前にも質問していますけれども、今現在、いかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの町で購入する備蓄品を分散保管する考えはないかというご質問にお答えします。現

在、町の食料や水といった備蓄品は、役場本庁舎、町民会館の防災倉庫や河川防災ステーション

の水防倉庫で管理しております。災害時は、まず自身、それから地域、最終的に町といった流れ

で、それぞれの備蓄品を使用することとしております。 

こうしたことから、各地域で使用する備蓄品については、各地域で整備していただくようお願

いして参りたいと考えておりますので、町が購入する備蓄品の各地域への分散保管は考えており

ません。 

また、町は引き続き個人に対して、１人最低３日分の食料等の備蓄を周知して参りたいと考え

ております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

状況から自助が一番大切であるということはよくわかりますので、ぜひ周知のほうをしっかり

やっていただきたいと思います。 

それでは、次の大きい２番目、学校の防災防犯対策について伺っていきます。まず（１）とし

て、学校の防犯対策マニュアルは作成しているのか伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今の防犯対策マニュアルは作成されているかのご質問についてのお答えをいたします。 
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防犯対策マニュアルにつきましては、学校保健安全法において、児童生徒に危険や危害が生じ

た場合において、職員がとるべき措置の具体的な内容や手順を定めた対処要領を作成するものと

定められております。町内の各小中学校では、法律に基づき、校内に不審者が侵入した場合など、

重大な事故や問題が発生した場合の各種マニュアルを作成し、全教職員で共有しているところで

あります。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

答えに続いて（２）のほうですけれども、防犯対策について保護者や地域との連携について、

どのような対応になっているか伺います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今の質問につきましてお答えいたします。防犯対策に対する保護者や地域との連携につき

ましては、マニュアルの作成と同様に、学校保健安全法において、「児童生徒の安全の確保のた

め、保護者との連携を図るとともに、警察署や地域の住民等との連携を図るよう努めるものとす

る」と定められております。 

町内の各小中学校においては、不審者やクマなどの出没情報を保護者への一斉メールや防災無

線により周知しているほか、警察官による防犯教室や地域住民による登下校時の見守り、ふれあ

い１１０番の家などにより連携を図っているところであります。 

今後も、保護者や地域等の協力をいただきながら、児童生徒の安全確保に努めて参りたいと考

えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

私も、毎日、小学生の下校時には放送が入りますし、そういう点では非常に安心しておるとこ

ろであります。本来は防災防犯ということで、まとめてお伺いをしてもよかったんですけれども、

一問一答形式ということで、次に学校の災害対策について伺います。 

先の東日本大震災の津波で仙台市の大川小の児童７０人以上、それから教師１０人が犠牲にな

りました。１０月１２日の山日新聞でも「子どもの命最優先」と大きく取り上げられています。

１０月１０日には、遺族が起こした損害賠償訴訟で、最高裁は学校側に対して、津波ハザードマ

ップにとらわれることなく、危機管理マニュアルを改訂する義務があるという結論をしまして、

市と県が敗訴しました。大川小は、その時に浸水予測地域に含まれていなかったのに、厳しい判

決が出ています。当然、全国の学校の防災対策に影響が出るものと思います。 

そこで（３）の質問です。防災対策とか災害時の避難マニュアル、これも作成されているのか

伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 
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○教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの災害避難マニュアルは作成されているかの質問に対してお答えいたします。 

災害避難マニュアルにつきましては、先ほどの防犯対策マニュアルと同様に、法律に基づき、

町内の各小中学校において地震や火災等の災害発生時のマニュアルを作成しております。 

このマニュアルにつきましても、学校の全教職員が共有し、毎年マニュアルに基づき避難訓練

等を実施するとともに児童生徒への防災教育の推進に努めているところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

続いて（４）の質問ですけれども、こちらも地域や保護者との連携はとれているんでしょうか。

伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

災害避難マニュアルに対する保護者や地域との連携についてという内容ですが、災害避難マニ

ュアルに対する保護者や地域との連携につきましては、災害発生時の保護者への一斉メールによ

る緊急連絡や児童生徒の引き渡しが円滑に行えるよう、町内の保育所、幼稚園、小中学校の合同

による引き渡し訓練を実施しております。 

また、大規模災害時には町で策定した避難所開設・運営マニュアルに基づき、校舎や体育館を

避難所として開放し、地域における避難住民の受け入れを行うとともに、避難所運営のサポート

を行うこととしております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

大変、安心できるお答えであると思いますけれども、再質問ですけれども、そのマニュアルと

いいますか基準の中には、例えば洪水なんかの場合、ある一定の基準でもって休校となるよう基

準も作られているんでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今の質問につきましてお答えいたします。マニュアルにつきましては、それぞれ先ほど説

明しましたとおり、いろんな災害を想定してという形になっておりますが、原則的には教職員、

また町の方と協力しながら、特に町から、また気象情報など、さまざまな情報を得ながら、そう

いった対応をとっていくものと思われます。また、そういった訓練につきましても、学校内にお

きまして、教職員が年に数回、訓練等を行いながら、また児童生徒も含めて、時には連絡をせず

に、抜き打ちのような形の訓練も行いながら、日々防災教育の推進に努めている状況でございま

す。以上です。 

○議長（井上光三君） 
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１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

ぜひ、続けていってほしいと思います。 

それでは、次の大きい３番目ですね。学校の長寿命化計画について伺っていきたいと思います。

本年３月に質問したときには、専門業者に委託して３１年度中に、調査して改修を検討するとい

うお答えをいただきました。学校の長寿命化計画は完成しているのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの小中学校の長寿命化計画は完成したかにつきましてお答えいたします。町では、将

来にわたる財政負担の縮減と平準化を図り、学校施設を長期にわたり有効に利用するため、学校

施設の長寿命化計画を策定することとし、本年６月に策定業務の委託契約を締結したところであ

ります。 

現在は、学校施設の老朽化状況調査等が終了し、長寿命化計画案の策定を進めており、今年度

末までに学校施設の長寿命化計画を策定することとしております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

先の災害でお話ししましたように、町の方の責任というのが大分重くなっています。マニュア

ルにとらわれずに、というような最高裁の判例も出ていましたので、ぜひ早め早めに長寿命化、

安心できる施設にしていただきたいと思います。 

それでは次の新庁舎建設についての質問に移りたいと思います。 

新庁舎へ統合後の福祉センターの活用策を伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただ今の保健福祉支援センターの活用策についてのご質問にお答えいたします。保健福祉支援

センターにつきましては、平成２７年に策定した公共施設再配置計画において、福祉保健課移転

後も、保健センター機能は存続することとしております。保健師を含む福祉保健課職員は、新庁

舎に移転することとなりますが、建物自体は総合健康診査や各種教室などの事業で使用するほか、

現在、社会福祉協議会への委託事業といたしまして、介護予防事業や認知症カフェ事業、各種相

談事業などを行っており、保健・福祉関連の施設として今後も利用していくこととしております。 

また、福祉保健課の移転により空くことになる事務室につきましては、隣接する「地域健康福

祉センター」が、社会福祉協議会の事業多様化により、手狭な状態となっておりますので、現在、

社会福祉協議会とともに、施設の活用について協議しているところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 
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確認です。保健センター機能は残すけれども、人的にはすべて新庁舎へ移るということでよろ

しいですね。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。そのとおりであります。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

また、もう一つですけれども、再質問で、教育委員会が移転した後、教育文化会館の利活用計

画はありますか、伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問の答えいたします。教育委員会のその後の利用につきましては、公共施設再配置計画に

おいて、個別に検討するということになっておりますので、個別対応としているところでありま

す。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

再質問です。個別対応ということで、計画はありますか。伺いたいです。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

お答えいたします。現段階では、計画がたっているものはございません。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

次の（２）の質問に移ります。 

新庁舎建設で私ども議会が説明を受けた図面で、１階の町民開放会議室について、この利用可

能日、あるいは可能時間はどんなふうに予定されていますか。伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

町民開放会議室の利用可能日時等についてのご質問にお答えいたします。 

新庁舎建設基本設計で示す町民開放会議室につきましては、町民の会議やイベント、諸活動な

どの必要に応じた支援スペースとして、利用を想定しているところであります。 

会議室の開放につきましては、今後、建物施設の安全管理や執務エリアの情報セキュリティな
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どの様々な条件を精査する中で、利用方法や利用時間等、完成時までには細かな運用要綱につい

て検討して参りたいと考えているところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

今のお答えですけれども、執務室の安全管理というお話がありました。以前、この本会議で私

も議会棟にある会議室とか職員の食堂、これを町民に開放できないかという質問をした時に、特

に夜間は宿直が１人のため、防犯面、それから執務室との安全面ですね。それで役場職員が事務

局をしているその団体の場合を除いて、利用の開放はできないという答弁をいただきました。新

庁舎では役場内の危機や、職員に対する防犯や事故対応、今も図面で、どこから入って、トイレ

をどう使って、図面を見ると入口が正面なんですよね。図面でいくと南北しかないんです。です

から町民に開放した場合、執務室とオープンなんです。入口はどこに考えていますか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

入口のご質問にお答えいたしますが、これまでいろんな機会でご説明申し上げました計画図に

おいては、東西におけるメインの入口、そして町民開放会議室に向かうためには、北側のところ

に入口を設けまして、事務室とのセキュリティの問題で隔離していきたいという考えでいます。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

その辺をしっかりやってもらいたいと思います。当然、町民が開放室を使った場合はトイレも

使うでしょうし、今の図面で見ると、トイレに行くために、どうするのかなと。執務室との境に。

再度ご検討をお願いしたいと思います。 

それから（３）番です。地下書庫についてですけれども、町が所有している建物の書庫として

の活用を検討されているかということで伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただ今の書庫に関するご質問にお答えさしていただきます。 

集中書庫の配置場所につきましては、現行の敷地内にある建物や敷地外の町の施設を活用する

案、また、新たに敷地内に別棟として建設する案などについて、基本計画の段階から検討して参

りました。 

その結果、集中書庫につきましては、盗難や情報漏えいが発生するリスクを考え、高水準の安

全対策が必要であり、夜間や休日においても職員が常駐している、新庁舎建物内への設置が望ま

しいとしたところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 



 

60 

 

○１０番議員（青栁光仁君） 

今高水準の安全が必要というお答えがありましたので、再質問しますけれども、今現在はどこ

へ、どういう高水準の安全を確保して保管されているかお答えください。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまの、今現在どこに書庫があるかということでございますが、この高水準というのは、

これから建てる庁舎については高水準の企画としていきたいということであります。 

現在、所有しています書庫につきましては、県道平林青柳線上にございます、町で言っている

３０年書庫という書庫がございます。ここに１か所。それと鰍沢の備蓄倉庫と言われるところの

２階にございます書庫。そして東別館の３階。そして本庁の１階２階にある書庫。これらが現在、

現存している書庫でございます。 

これらについては、今現在、水準の低いセキュリティの倉庫でございますので、新庁舎の建築

にあたっては、高水準の安全対策のできる書庫を目指していきたいという考えでございます。以

上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

私は当初から、議会内でも築１０年くらいの福祉課と耐震化が一応をクリアしている議会棟と、

これを残したらどうかという意見なんですけれども、議会内部で新庁舎の方に移ると、それから

今、階段議会ですけどもフラット議会にするということで、大勢の意見がありましたので、それ

に従うことといたしました。 

そこで、ぜひ経費削減という意味から、耐震化が済んでいる議会棟、あるいは福祉センター、

こちらを書庫としてリニューアルして使う考えはありませんか。伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

別館についての書庫の活用でございますけれども、先ほども答弁させていただいたとおり、書

庫につきましては、情報漏えいの発生するリスクなどを考えまして、本庁舎の中に大事な書類を

収めたいという考えでありますので、外への書庫の存置というのは、今のところ考えているもの

ではありません。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

地下室というのは非常に湿気といいますか、水の被害を受けやすいと、そして、地上の建物よ

り建築費が大分かかると伺っております。ぜひ経費節約の面と、それから私がこの質問を、議員

に説明があった時に、水のことをほかの議員が質問した時に、水が入らない特殊な扉をつくると

いうお答えがありました。ますます費用がかかるので、確かに防犯面とか遠くに何箇所にもなれ
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ば、それは大変だと思いますけれども、耐震化されている福祉センターには空き部屋が幾つもあ

りますので、ぜひ、そういうところをリニューアルして、防犯面はカメラなり、今は非常に進ん

でいますので、経費を節約するということで、運ぶのが大変ということは言わないと思いますけ

れども、立派な書庫も作れると思いますので、もう一度検討をお願いしたいと思います。 

再質問ですけれども、教育会館は書庫には使えないか、伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。教育文化会館につきましては、書庫として、倉庫という形で使え

るのかもしれませんけれども、書庫の考え方が、先ほどもご説明したとおり、盗難や情報漏えい

のリスクの回避ということを鑑みまして、本庁の方へ持ってきたいという考えでございます。以

上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君 

○１０番議員（青栁光仁君） 

情報漏えいと防犯ということを盾にとられると、ちょっと答えようがありませんけれども、十

分、防犯には対応できると思いますので、検討に入れていただければと思っております。町主催

ではありませんけれども、地域住民が一体化するという大事なお祭りが幾つもあります。ゆずの

里まつり、大柳川もみじ祭り、氷室の里ふれあいまつり、鰍沢夏まつりなど、いずれも大変賑わ

って、地域の関係者のご苦労があってのことと思います。何を言いたいかというと、例えば５か

所のお祭りに３０万円ずつ助成したとして１５０万円。１０年続けても１５００万円。また５０

年を経過する増穂中や鰍沢小学校等、学校は耐震化されていますが、今後２０年３０年使えるよ

うに、今検討していただいています。学校の長寿命化で改修経費も控えています。町民のために

税金の使い道は広範囲です。やりくりが大変なことも十分承知しています。町所有の建物も含め

て、使えるものはできるだけ再利用して、どうか新庁舎建設を極力節減し、幅広く町民の声を聞

く町政を期待して私の質問を終わります。 

○議長（井上光三君） 

以上で通告６番 １０番青柳光仁君の一般質問を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

続いて通告７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 

○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をいたします。 

まず質問事項１として、新庁舎建設について伺いますが、まず町長は、富士川町役場庁舎整備

検討委員会、また整備基本計画検討委員会、新庁舎町民懇話会を設置して広く町民の意見を聞い

たと９月の議会でおっしゃいました。その中で、設置要綱には、１町会議員、２関係団体の代表

者、公募町民、その他町長が必要と認めたものとの記載がございますが、これら委員について、
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その人数、それから資格要綱などの根拠を伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまの委員数、資格要綱の根拠ということの質問にお答えさせていただきます。役場庁舎

整備検討委員会、新庁舎整備基本計画検討委員会、新庁舎建設町民懇話会では、それぞれ設置要

綱を定める中で、委員数については、役場庁舎整備検討委員会、及び新庁舎整備基本計画検討委

員会で「２０人以内」、新庁舎建設町民懇話会で「２２人以内」をもって組織するとしたところ

であり、協議や検討をするなかで、意見が出しやすい、適正な人数として設定したところであり

ます。 

また、委員構成といたしましては、町議会議員や、特に役場に関わりがあり、ご利用いただい

ている各種関係団体の代表者、公募町民、その他町長が必要と認めた者としており、住民目線の

幅広いご意見をお聞きするために定めたものであります。以上です。 

○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。 

なお、再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時４９分 

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

再開 午後 １時００分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

引き続き、３番笹本壽彦君の一般質問を行います。 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

引き続いて質問させていただきます。先ほどお答えいただきました程度の設置要綱の内容は読

めばわかることで承知しております。それで、次伺いますが、各種団体や組織からの代表者の場

合、例えば富士川町まちひとしごと創生総合戦略検証委員会、随分長いがこういうものがありま

す。環境審議会、都市計画審議会、町民体育館建設検討員会、富士川町小中学校のあり方懇話委

員会等、あらゆる委員会審議会において、各種団体から代表が含まれていて、掛け持ちで委員に

なっている方が多数見受けられます。これでは、もろもろにおいて意見も偏りが生じ、広く町民

の意見を求めているとは、到底思えない人選ですが、見解を伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

人選につきましては先ほど申したとおり、役場を特に利用していただいています団体の代表者

の方、そして住民の公募の町民の方ということで定めたものでありますので、これによって幅広

いご意見を伺うということで設定したとこであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 



 

63 

 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

その答えも、もう何度も聞きました。聞き飽きてしまっています。 

それでは再質問です。富士川町役場庁舎整備検討委員会、新庁舎整備基本計画検討委員会の場

合は、公募町民がたった２名でした。しかも、１人は元役場職員で、もう１人は役場へ納入して

いる関係者です。これは間違いないと思いますが、新庁舎町民懇話会においては、ようやく公募

町民が４名になりましたが、それでも少な過ぎると思います。それで広く町民の意見を募ったと。

それでも、さらに先ほどのお答えと同じように答えが返ってきますか。それでも広く公募町民が

たった２名２名、４名で、それで広く町民の意見を募ったと考えておられますか。見解を伺いま

す。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。人数設定につきましては、要綱の中に定めておりまして、その数

は意見を交わす中で適正な人数という判断を町がして、設定でございます。ですので、結果的に

懇話会においては、住民の公募が４名ということになって進めたものでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それではその適正の根拠を教えてください。２名２名、４名。公募町民が２名２名、４名が適

正だという根拠を教えてください。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。適正なという表現においては、法律的なものがあるわけではござ

いません。町が意見を交わしやすい人数という意味での適正という数でございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

これ以上、しょうがないですね。 

再質問です。今月４日と７日に新庁舎の説明会がようやく開かれました。その折に、さまざま

な意見が出たことは、町長も、ご出席された幹部職員もご承知のとおりです。専門的な意見も多

く出されました。過去の検討委員会の会議録と比較すると、はるかにこの説明会での意見の方が

レベルが上だったと私も思いましたし、多くの方がそうおっしゃっています。町当局の見解を伺

います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 
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ご質問にお答えいたします。これまでの検討員会におきましても、専門的な知識の中で議論を、

意見交換をしてきたという目的で行なっているものではございません。ただ、町民説明会におき

ましては、相当技術的に知識のある方々にいらしていただいて、ご意見をいただいたところであ

ります。このご意見につきましては、町のほうも現在委託しています設計者とともに、検討する

意見として承ったところございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

今の専門的な意見を伺ったものではないというふうにおっしゃいましたが、これは後ほど確認

させていただきます。 

質問要旨２に移ります。富士川町役場庁舎整備検討委員会、新庁舎整備基本計画検討委員会は、

設置要綱には検討して報告とあります。新庁舎町民懇話会は検討及び協議を行い報告とあります。

重箱の隅を突くわけでありませんが、この異なる文言の持つ意味合いと重要度を伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただ今の文言の意味合いと重要度のご質問にお答えいたします。役場庁舎整備検討委員会は役

場庁舎の整備方針に関すること、新庁舎整備基本計画検討委員会は新庁舎の整備基本計画に関す

ることを検討していただくために設置した委員会であり、検討結果を町長に報告するとしたもの

であります。また新庁舎建設町民懇話会につきましては、新庁舎に取り入れるべき機能に関する

こと。その他新庁舎建設に必要な事項に関することについて、検討及び協議を行っていただき、

出されたご意見などを町長に報告するものとしたものであります。いずれもそれぞれの委員会、

懇話会とも幅広く員の皆さまからご意見を聴くことに変わりはなく、どちらも重要なものと考え

ております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

検討及び協議を行いの「協議」は関係ないのですね。いかがですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問のお答えいたします。協議も当然しますので、重要な内容だと思っております。以上で

す。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

再質問です。町長はこれら検討結果の報告を受けて、意見要望の中から何を基準に採用し、ま

たは何を基準に不採用を決めたのか伺います。 
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○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。意見の採用ということに関しますと、今行っています基本設計の

中に反映できるものについては、これは、今いわゆる採用というか意見をいただいております。

あと、基本設計の中に反映できないもの、これについては、無理なものについては、到底採用す

るという形はとれませんが、今後の実施設計等において、可能な限りそれらの意見も反映してい

きたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

誰が、何を基準に、これはだめだ、これは入れると決めているんですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。当然、現在発注しています設計者とともに可能なものについては

取り入れるということで、担当の管財課との中で協議を進めて判断しています。また、その他の

細かなものにつきましては、役場の庁舎検討作業部会という、職員で構成されている会がござい

ます。こちらで可能かどうかの判断をしながら、設計の方に反映しているということを行ってお

ります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それではその物理的なものじゃなくて、お伺いします。平成２８年２月の第１回富士川町役場

庁舎策定検討員会において、ある委員が町民の参加ということで、２名の方が公募されて出てお

られますけれども、「町民へのアンケートというものは考えているのか」と質問しております。

そのとき事務局は、「今のところアンケートをとる予定はしていないが、この検討委員会である

程度の方針がまとまった時点で、町民の皆さまのご意見を伺う機会を設けていきたいと考えてい

る」と答えております。そして第５回、平成２８年７月です。同じ委員が「第１回の検討員会の

ときに、これだけの敷地の中に新庁舎を建てるにあたって、町民へのアンケートはどうかと質問

した。そのときの事務局の回答は、ある程度、検討委員会がまとまってきたところで実施したい

と答えた。それは、実施するのか、しないのか回答をいただきたい」と委員が質問したのです。

そのとき事務局は、「新庁舎建設の検討委員会が２月に立ち上がりまして、何らかの報告を町民

にしたほうがいいのではないかということで、広報で中間報告をさせてもらいました。また報告

書がまとまり次第、委員長と副委員長によって町長に報告していただきまして、その報告書をも

とに町のほうで基本構想というものをまとめ、そのまとめたものについて案を出した段階で町民

の皆さまのご意見を聞く場というものを、手法はまだ決めておりませんが、手続きを踏んでいき

たいと現段階では考えています」と事務局が答えました。これ、聞いていてわからないでしょう。
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文面を読んだってわからないでしょう。そのときのその委員は、「それは具体的にアンケートな

のか、ある程度町民の人たちを集めてやるのか、その辺はどうですか」と再質問したんですね。

事務局はそのときに、これに対し「例えばホームページを通じて意見をいただくのか、委員さん

が言われたようなアンケートをとるのか、アンケートといっても基本構想に対して何かご意見は

ありますとかという形で、手法についてはこれから考えています」、聞いていてわかりましたか。

これも、会議録の文面を読んでも意味不明です。全く答えになっていない。 

そこで私から質問いたします。３年以上も前の平成２８年２月の第１回委員会から要望のあっ

たアンケート実施要望意見を、いまだに実施していないのはなぜですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。アンケートをという手法の話が出たわけですけれども、町は検討

するという中で、基本構想の段階でパブリックコメントを実施いたしまして、基本計画の段階で

もパブリックコメントを実施いたしました。こういう手法で進めているとこであります。以上で

す。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

委員からはアンケートの要望が出ているのです。パブリックコメントという文言は、この委員

会で全然出てきておりません。どこの段階で、せっかくこの委員が広く町民の意見を聞くために

集まった委員が、アンケートという要望を出したにもかかわらず、どこの段階で、このアンケー

ト要望が不可になったのか。どこの段階で握りつぶされたのですか。お答えください。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。ご意見の中ででたことでありますけれども、決して握りつぶした

というわけではなく、その手法を、広く全町民を対象としたパブリックコメントという手法をと

ったということでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それからその後です。その委員が、「町民の皆さんが言いやすいようなアンケートでやったほ

うが、私はうまいものが出てくると思います。大変重要なポイントだと思うので、ぜひアンケー

トは出してほしいと私は要望します」とその委員が発言しました。その発言の後に、委員長から

「ただいま委員から町への要望ということで発言されておりますけれども、非常に重要な問題に

なりますけれども、町のほうとしても、パブリックコメントにするのか、あるいは町長の対話集

会にするのか、そのような部分で、幅広く住民の皆さまから望む庁舎の意見を求めるということ

については、前向きに検討してください」と、委員長が事務局にそう言いました。委員長からい
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きなりですよ。ここでパブリックコメントが委員長からでてくるんですよ。アンケートの文言は

でてこない。 

それではお尋ねします。町当局はアンケートを実施せずにパブリックコメントは募集しました

よね。確かに。何人から意見が寄せられたのか伺います。 

○議長（井上光三君） 

笹本議員、（２）番の再質問だと思いますけれども、大分ずれてきていますので、もう少し（２）

番に沿った形の質問に変えてください。通告されてない部分に入ってきていますので、（２）番

の再質問に変えてください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

お言葉ですが、これは最初の段階で大きな枠の中に入っていたのですが、細かいことをという

ことで書き直しました。ただ、これは通告には入っておりませんが、これは当然理解していらっ

しゃることです。通告しなければ答えられないレベルの問題を私は聞いておりません。ですから、

お答え願えませんでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

一般質問は通告制をとっております。ルールに従って一般質問をして、それから答弁をいただ

くという形になっていますので、通告から大分それてきますと、当局側も答弁しようがないとい

うことになりますので、ぜひ、通告に沿った形の質問に変えてください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

わかりました。ちなみにパブリックコメントはゼロでしたよね。だれも応募がなかった。パブ

リックコメントというのは行政のアリバイ作りですよ。やったふり。広く町民からの意見を聞こ

うとしたつもり。このようなことばかりですと、やはりあの先の説明会が若干紛糾したように、

後々に大きな禍根を残すと思います。 

それでは質問要旨３に移ります。平成２８年の第３回委員会において委員長から「町道を付け

替えれば十分な用地が確保できる」との発言がありましたが、事前に委員からそのような提言や

意見があったのか伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただ今の提言に関するご質問にお答えいたします。平成２８年５月３１日に開かれた第３回役

場庁舎整備検討委員会での委員長の発言につきましては、話し合いを進めていく中で、駐車場用

地などを含めた庁舎整備に、最低限約１２，０００㎡の敷地面積が必要であることの事務局から

の説明を受け、現庁舎周辺を最大限利用して庁舎の配置を考えたらどうか、という意味での発言

であると考えており、委員からの提言ではないと理解しております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それは会議録ですから、載っていることが正しいはずなんですよね。 

再質問です。ある委員が「現庁舎周辺の用地改修はあるのか、生活道路が四方にあり、段差も
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あるので、用地を改修するとなれば、かなり時間がかかると思う。そう考えるとリスクが多いと

いう感じもする」という、これはある意味、慎重な意見が出たんですね。次に事務局が「今回の

検討委員会では建設地として望ましい位置の意見を出していただいて、その位置での建設に向け

て、今後調査をしていく」と。これはちょっと流れがおかしいと思いませんか。別の委員が、「こ

の辺は地盤も固く、ものを建てるにはよい。幹線道路もあり、アクセス的にもよい」、ボーリン

グ調査もしていない段階で、素人の委員が「この辺は地盤も固く、ものを建てるにはよい」と発

言しているのです。そして事務局が「その辺も含めて基本計画の中で配置、庁舎等の意見が出さ

れたということでまとめていただきたい」、こう流れていますね。ここで委員長がこう発言した

のです。「敷地は富士川に向かって傾斜があるという難点がありますが、町道を付け替えれば十

分な用地は確保できる。各委員に伺いますが、新庁舎の建設基本構想地については、現在地を最

大限利用して庁舎の配置を考えていくということでよいか。町道を付け替えれば十分な用地は確

保できる」ですよ。いきなり委員長から。会議録ですと「はい」、委員長は「ありがとうござい

ます」、これもとても変な流れですよ。私がこのときに出席したある委員に確認したのですが、「何

が何だかわからなくて、そのような重要なことかどうかわからなかったから、返事もできずに下

を向いていた」と、こう答えました。これはどう考えても、どうふうに流れを理解しようとして

も、委員長イコール町当局の誘導としか読み取れないじゃないですか。その辺の見解を伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただ今のご質問のお答えいたします。検討委員会での会議の中でございますので、自由な意見

の中で出たものであります。決して町のほうで誘導したことではございません。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

ですから、委員からそういう意見が出ていないじゃないですか。流れで。これ会議録はいろい

ろなところを端折っているのですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えします、会議録は端折ってはいません。話し合いの中でそれぞれの方の発言が

出たものだと思っております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

このときには、町議会議員が３名出席していたようです。この時出席した全部の委員からは、

この段階で何の意見や質問もなくて、「はい」と返事をしたと、会議録ではそうなっているんで

すが、そのとおりでよろしいでしょうか。 

○議長（井上光三君） 
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管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。会議録の中身は決して端折っているものがありませんので、そう

いうやりとりがあったと思っております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

ということは、議会代表の３名の議員の方々も、何も意見を述べなかったということですね。

そう理解してよろしいですね。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

お答えいたします。会議録にあるとおりだと思っております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それでは質問要旨４に移ります。 

福祉保健課の保健師さんや上下水道課土木整備課など技術系職員を新庁舎に配置した場合、こ

れは先ほど青栁議員の質問の中で福祉保健課の保健師さんたちも新庁舎に移られるというお答

えがありました。そのような技術系の職員さん、そういう方々が新庁舎に来た場合、作業効率が

本当に上がるのでしょうか。作業効率に支障がありませか。見解を伺います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまの作業効率に関する質問にお答えいたします。 

福祉保健課の保健師や技術系の職員が新庁舎に集約することにより、これまでの業務に支障が

発生するとは考えておりません。新庁舎建設でワンストップフロア方式の窓口を実現することに

より、住民の皆さまの利便性が図れるとともに、他の課との連携が容易になることで、事務効率

や作業効率は、これまで以上に、むしろ向上するものと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

文言が正しいかどうか分かりませんが。非常勤職員の方々というのは、どうされるのでしょい

か。その方々も新庁舎へ移ってこられるのですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。嘱託職員とも含めまして、職員全員でございます。以上です。 
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○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

これはずっと水掛け論になるのですが、当局のおっしゃっているワンストップという業務です

が、例えば福祉保健課職員全員でなくて、受付などの事務処理ができる担当者、上下水道課だっ

たら、一般町民向けの受付事務等をできる職員だけが来れば、要が足りるんじゃないですか。そ

うすれば庁舎の執務スペースも減らせると思うのですが、何がなんでも全部全部という、なるべ

くお金をかけない方法はどうなんだろうかという、そういう思考が全然見えないのですがいかが

でしょうか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。経費の問題も当然考えながらの進め方であります。仮に職員を一

部残すということでありますと、そちらの建物自体の維持管理が当然かかってきます。そういう

ことも考えて、ワンストップフロア方式ということで、新庁舎に統合するという考えでございま

す。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

残った建物の維持管理費が、これはまたあとで質問しようと思ったのですが、教育委員会があ

る後の使用方法は決まってないとおっしゃいましたよね。まだ検討もしてないとおっしゃいまし

た。維持管理費ってどういうことをおっしゃるのですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問の答えいたします。一部の職員がそこに残るということになりますと、当然、施設の警

備の費用、光熱水費、それらがすべてかかってきますので、それを維持、ランニングコストとい

うんでしょうか、それがかかるということでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

だけど、こちらの執務スペースが減るんですよ。それを考えていないじゃないですか。 

それでは再質問です。現在はＡＩの活用によって仕事内容が激減しているそうです。現実に事

務作業の多い銀行や役所などは、最も簡素化できると言われているそうです。そして、銀行とか

一般の事務関係はＡＩの活用がどんどん進んでいる。事務職員の作業で、ＡＩに関して一番遅れ

ているのは役所だそうです。ＡＩというものにとって、苦手な仕事は例えば保健師さんのような

人の心に寄り添うような仕事。また、例えば水道のような臨機応変な物理的な作業だそうです。

この富士川町の職員さん方で、作業効率を上げるため、例えば職員数は人口が減ったって減らな
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いよと、盛んにおっしゃっていますが、そうではない。やはり減らしていかなければだめだろう

と。そういうことに関してＡＩを使ったらだとか、例えばワンストップというのは、そういう意

味ではなくて、議員が言っていた総合窓口的なものもあるかなとか、そういうようなことを職員

間で研究とか検討会とか、勉強会とかを行ったことはありますか。教えてください。 

○議長（井上光三君） 

笹本議員、今のも（４）の再質問とは全くかけ離れた質問になってきますので、再質問であれ

ば通告に沿った再質問に変えてください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

はい。失礼しました。では質問要旨５に移ります。 

地下に集中書庫室を作るということですが、地下に作ることによるリスクの予想と管理の難し

さがあると思うのですが、それはどのように予想をしているのでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ただいまの地下書庫のリスクについてのご質問にお答えいたします。新庁舎の地下へ集中書庫

を設けることにつきましては、洪水による影響は考えにくいものの、豪雨による浸水や湿気によ

る影響リスクは、想定しているところであります。 

しかし、集中書庫につきましては、書類の盗難や情報漏えいを防ぐ観点から、夜間や休日にお

いても職員が常駐しています新庁舎建物内への設置が望ましいと考えており、庁舎内への設置と

したところであります。 

なお、町民が多く利用する１階に設置するということは、ワンストップフロア方式の実現や、

町民開放会議室の設置が難しくなること、また、２階や３階では、建物全体の構造に補強が必要

となることなどから、現在、浸水や湿度対策を充分に講じることとして、地下への集中書庫設置

としたところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それも何度も聞きました。それでは、地下へ集中書庫室を作るということは、簡単に言えば、

ついこの間出てきたことなんですよね。私たち説明を受けたのは。これは町が要望をしたことな

のか、設計事務所からの提案なのか、どちらなのですか、教えください。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問の答えいたします。当然、設計者との協議の中で最適な場所ということで判断をしたと

こであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 
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どちらが言い出したのですか。それを教えてください。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えしいたします。先ほど答弁したとおり、１階２階３階への設置のリスクを考え

まして、町のほうで地下への設置が可能かどうかということで、設計者の方に相談したところで

ございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

１階２階３階へのリスク。またそこで、ついうっかりリスクという言葉を課長はおっしゃいま

したが、先日の台風１９号によって東京都都市大学の地下図書館が水没しました。東京都都市大

学というのは建築や土木にも優秀な大学です。建設時には、もろもろの曲折があったようです。

万全な対策を施したつもりだった。でも水没してしまった。今では、地下への建設に反対した方々

が、すごく憤っているそうです。昨今の水害はもちろんのこと、地下設備おいては水害だけでは

なく、湿度上昇による保管物の損傷、それから配管の破裂、地下メタンガスなどの、もろもろの

想定外の事故が発生しているのが現実なのです。１００％安全なんてことは、何においても無理

なことですが、先ほど１階２階に設置するリスクに比べたら、わざわざ地下に置くリスクの方が

よほど大きいのではないですか。しかも余計なお金もかかる。確か差額が１億円とかおっしゃっ

ていましたよね。わざわざリスクがあるところに設置するんですよ。先ほど言いましたけれども、

私は書庫は教育委員会のある元山梨中央銀行のあの建物が最適だと思います。お金もかからない、

リノベーションしたって知れてます。何と言ってもそれから元が銀行ですから。セキュリティ対

策だって、さほどお金をかける必要はなく、できるはずです。だから、そういうようにお金をか

けない。お金をかける費用が少なくなるという方法をなぜ考えないのか不思議でたまらないので

す。地下に書庫をもってきました。万が一の時の責任の所在はどこにいくのですか。設計事務所

へいくんですか。建設したところにいくのですか。それとも役場がしょうがない、自腹をきるの

ですか。万が一のことですよ。それはお答えしづらいと思いますよ。だけども、リスクリスクと

おっしゃるならば、地下に集中書庫をおくリスクに対しての責任の所在を…。 

○議長（井上光三君） 

残り１分を切っているのですが、まだ大きな項目の質問が大分残っていますので、残りの質問

も全部やっていただくような形になりますと、非常に難しい部分もありますので、簡潔な質問に

してください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

ちょっと飛ばしてもよろしいでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

順序とおりですね。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それでは質問事項２として新町立図書館について伺います 
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○議長（井上光三君） 

先ほどの再質問がまだ途中だったのですけれども、質問の意図がこちらにも伝わってきません

でしたので、再質問を飛ばすのであれば２にいってください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

リスクの責任の所在は、いかがですか。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君 

○管財課長（樋口一也君） 

ご質問にお答えいたします。まず、先ほど議員さんがおっしゃられた地下書庫が作られること

によって１億円増えるという話でございますが、町のほうからこの金額の試算をお伝えしたこと

はございません。建築につきましては延べ床面積に対して係るものですので、地下もその延べ床

面積の一つでございます。 

それと地下を作るにあたっては町の洪水ハザードマップ等を当然考慮する中で建設するもの

でありますけれども、ゲリラ豪雨等の洪水、これらも懸念されますので、それは設計の中でしっ

かりと対応していく予定でございます。 

さらに万が一ということでございますけれども、当然町が管理する建物の中の書類ですので、

その所在が町というふうに認識しております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

それでは、質問事項２の新町立図書館について伺います。 

簡単にお答えください。どこまで進捗して、今現在での施設内容等の短期計画はどのようにな

っていますでしょか。 

○議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの、笹本議員の進捗状況並びに施設内容の短期計画についてのご質問にお答えします。

進捗状況につきましては、現在、国で基本計画を策定し、今実施計画を策定しているところでご

ざいまして、概ね完成のところにいたしているところでございます。ただ、国の建物ということ

でございまして、国の調整会議が必要でございますので、公表については今しばらくということ

でございます。 

なお施設につきましては、ブラウジングコーナーや読み聞かせコーナー、それから読書コーナ

ー、それから、郷土資料室等を用意する予定でございます。 

なお、短期計画につきましてでございますが、国が進めます富士川地方合同庁舎は、令和４年

の後期に完成する予定でございます。新しい図書館につきましては、開館後でございますが、家

庭や地域における読書活動の推進、それから図書館に関わる、図書館の職員及び図書館業務にか

かわるボランティアの人材育成に努めていくこととしているとこでございます。また図書館の利

用者の意見や要望の把握を行い、住民のための図書館として地域の意向が尊重される図書館運営
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の確立に努めていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 

○３番議員（笹本壽彦君） 

今のお答えの中に、質問要旨２の長期計画で私が質問しようとしたことも伺いました。質問要

旨３に移ります。遠方の図書館を参考にしたようですが、近隣の公立図書館として、独自の企画

を打ち出すようなことは考えておられますか。 

○議長（井上光三君） 

２番は回答を得たという判断ですか。 

今の質問で受けられますか。 

○議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の近隣公立図書館との比較についてというご質問にお答えいたします。近隣の公立図書

館と、新たに本町が整備する図書館については、その施設規模や蔵書数、それから図書サービス

などによって、一概に比較できるものではないと考えているところでございます。町では、町立

図書館整備管理運営検討委員会において、住民生活をサポートする図書館づくりに向け、蔵書、

インターネット環境、図書館サービスなどの他市町村の公立図書館の状況を参考に、魅力ある図

書館となるよう検討を進めているところでございます。 

こうしたことから、今後特色ある図書館に向け、利用者が必要とする情報の把握、近隣の公立

図書館との連携に努めながら、図書館を運営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。 

○議長（井上光三君） 

笹本議員、時間ですのでこれで質問を終わってください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

失礼いたしました。ありがとうございました。 

○議長（井上光三君） 

以上で通告７番 ３番笹本壽彦君の一般質問を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

続いて、通告８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） 

１１番 堀内春美です。今回は３点について質問いたします。 

まず、第１点目ですが、新庁舎建設についての質問をいたします。去る１２月４日と７日に、

町の新庁舎建設町民説明会が開催されました。４日は２００人ほどの町民の参加があり、２日間

で延べ３００人以上の町民の参加がありました。町の提案する建設内容についての批判が多く、

１００％近い反対意見でした。本来なら各地区で説明会を行うべきであります。みんなの税金を
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使って建設する新庁舎建設です。十谷や平林の住民も税金を払っているのです。ですが、夜、年

配者が町民会館まで来ることはできません。そういうところの住民の声も町が出向いて聞くとい

う必要が大いにあると思います。町民の税金を使って建設するのであるから地区説明会は絶対に

必要です。今回２回の説明で町全体へ説明したかのごとく、また、何か自分たちのお金を自由に

使うというような感じさえ受けました。町民の税金を使って建設するのです。幅広く町民の声を

聞くべきですが、はっきり言って町はそういう努力を怠っています。町民の反対の声を聞くのが

怖いので、地区説明会をしないのかっていうようにさえ思います。約３０億という大きな金額を

使っての新庁舎建設です。まさに町民みんなが真剣に討議しなければならないことであり、町も

真剣に税金を納めてくれている町民の声を聞かなければならないということを前提に質問をい

たします。 

（１）の質問です。総額約３０億円の建設費の内訳と財源の内訳を伺います。 

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３０億円の財源の内訳についてお答えいたします。 

総額約３０億円の事業費につきましては、平成２９年２月号の広報誌で公表した７大事業にお

ける大枠の費用であります。現在は、建物本体の建築費用、付帯する電気、機械等の設備費用、

そして外構工事費用などの概算額を基本設計において積算しているところであります。 

新庁舎整備の事業費の財源といたしましては、省エネルギー対策として環境省の補助金と、合

併推進債等を活用することとしており、不足分につきましては一般財源を充当することとしてお

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） 

今の課長の答えは、答えになっていないと思います。 

それでは再質問です。この人口減少の著しいこの町に、総額約３０億円という新庁舎建設。そ

んなに大きな建物は本当に必要だと思いますか。町民説明会ではあたかも決定したごとくの説明

がありました。もう町民の意見は聞かないというような態度さえみられました。町民からは建設

の場所と規模、福祉保健課と上下水道課は現在地へ残した方がよい。２軒の民家買収をやめるこ

と。最勝寺９号線の一部廃止について、反対意見が参加者全員の意見でしたが、町のお考えを伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、これも１番の財源内訳の通告とはまったく違う再質問になっていますので、この通

告に沿った形にもう一度質問を変えてください。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

はい。質問を変えます。この新庁舎建設の財源の町負担が１３億８８１２万円、この間これを

配布されましたね。５年据え置き３０年償還で年間の負担額が平均で約４６００万円とありまし

た。５年据え置き向こう３０年といいますと、町の人口が７０００人位になってしまうんですね。
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この４６００万円の返還が、どのぐらい住民の負担になっていくのか、どのくらい大変なことか

わかりますか。しかも、働いて税金を納める若い人が５，０００人くらいになってしまうんです

よ。これは大変なことだと思います。しかも、７大事業ですから、この新庁舎建設の返還だけで

なく、ほかにも体育館、図書館、リニア側道、給食センター、いきいきスポーツ公園、児童セン

ターと７つの償還金の年間合計額は幾らになるのでしょうか。この町に住む若者、子どもたちが

気の毒になります。この状況を親として、皆さんどう思いますか。自分の子どもにこの町に住む

ようにと言えますか。年間の税収入も減っているこの町の状況を考え、人口減少に伴う収入源の

財政に見合う予算で建設するべきだと思います。自分たちの時代の借金を子どもたちに押しつけ

るのではなく、自分たちの時代で責任を持てる範囲で考えてやらなければいけないと思いますが

いかがでしょうか。７つの返還金の年間合計額は幾らになるのでしょうか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

最後の質問でしょうか。７つの事業のということの質問ですか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それでは、ちょっと質問を変えます。７つの返還金の年間合計額すごい金額になると思うんで

すけれども、この新庁舎建設だけで平均１年間の返還金が４６００万円。これは大変な額だと思

いますけれども、このことについてどうお考えでしょうか。 

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） 

ご質問にお答えさせていただきます。この総額３０億円ということでございますけれども、こ

の総額３０億円というのは、３０億円見込んだ場合についての町の負担に対するものでございま

す。町の負担、先ほどおっしゃったとおり、１３億８０００万ほどでございますが、これは地方

債の元利償還金を返していく純粋たる町の負担になります。残りの半分は国の交付税措置という

ことで、国に支援していただきます。その金額を３０年償還ということですので、これを仮に割

戻すと１年平均で４６００万という額になることになります。これにつきましては、当然、起債

の償還金ということでございますけれども、起債は現在我々がすべてを負担するという趣旨で借

りるものではなくて、後年度においても、当然、後年度の受益者の負担というものも平準化して

組む制度でございます。ですので、今現在借り入れた金額の返済はあるんですけども、その効果

を将来にわたって受益する方々にも、平準化で負担してもらうという考えのもと、払っていただ

くことになろうかと思います。ただ、この庁舎に限っての４６００万円という平均値を参考に出

しているわけですが、これについては、町のその他の行政施策については、庁舎建設だけではご

ざいませんので、あらゆる住民サービスに支障がないように返済していく中で可能な金額と判断

しているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

先ほどの答弁も、２番の今後の返済計画ということころで既に答弁がされているようですので、

その２番に入った形の再質問が重なっていますので、先ほどの答弁は２番の答弁ととらえてよろ

しいでしょうか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
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では、２番の質問の再質問でお願いします。 

質問の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後１時５９分 

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

再開 午後２時０６分 

〇議長（井上光三君） 

 休憩を解いて再開します。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それでは（２）の質問、今後の返済計画を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

新庁舎建設の今後の返済計画についてお答えさせていただきます。庁舎建設の主な地方債であ

る合併推進債の償還は、３０年償還でありますが、５年間の据置期間がありますので、５年間は

利子のみの支払い、５年後からは元金及び利子の２５年償還となります。 

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） 

私の聞き方がまずかったのでしょうか。年数でなくて、金額を聞きたいのですけれども。いか

がでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

返済の金額ということでございますが、現在利息につきましては、想定ということで前置きを

させていただきますが、５年間は、１年間の利息が７９０万円。その後、５年後から、これも仮

計算になりますが、毎年１億１３００万円ということでございます。 

ただ、交付税算入ということで、３０年間町の負担となる実質償還額につきましては、１年間

で平均すると４６００万円ということで見込んでおります。 

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） 

それでは再質問です。町から提示された財源の内訳、この中にも返済はこう書いてあるんです

けれども、この中の一般財源２億９１５０万円というのは、基金を取り崩すのだと思うんですけ

れども、この町の基金が、残高が令和元年９月末現在で調整財政基金と減債基金、公共施設整備

等事業基金の合計が２５億６４８６万円あるんですが、３０年度より２億５５５５万円マイナス

になっているんですね。これは今後、この現象は毎年続くと思います。そしてこの基金は前の７

大事業を計画したときに、図書館と給食センターという７大事業にも使われるということなんで
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すね。そうすると、基金はなくなり借金だけがたくさん残るということになると思うんですが、

町の財政はどうなるのでしょうか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

堀内議員の今後の返済計画についてのご質問にお答えをいたします。 

平成３０年度の基金の取り崩しが２億数千万５０００万、これはあります。これは、児童セン

ターを建設したときに、後で精算をしますという答弁をさせていただいて、先般、児童センター

の精算額を皆さんにお示したところであります。これは、ＪＲ東海からの３億４，５千万ほどの

補償金がまだ確定をしていなかったこと。それに伴いまして起債等が充当できなかったこともあ

ります。その中で３億円ほどがＪＲ東海からいまだに入ってきていません。近々入る予定になっ

ています。それがまだ入ってきていませんから、基金の中から充当したということですから、令

和元年度に、それに見合う分は、また基金へ戻すようにしております。 

それと７大事業で１１８億、まだこれも想定の金額ですが約１００億借金をする。この借金は、

合併推進債が中心でありますけども、一部、県のリニア振興資金なんかも考えています。そうい

う中で、いずれにしても半分は国・県が元利償還をみてくれるという借金です。１００億の借金

のうち、お手元にある紙も最終的な町の負担は３８億とでていると思います。 

今回の庁舎にいたしましても、３０億と想定いたしましても、合併推進債が２６億３０００余

万円入りますし、その元利償還を含めても、半分が交付税措置されますから１３億８８１２万が

国の負担であり、町の負担は、これを割っていくと、１年間平均で４６００万ということであり

ます。１３億８０００万余が、この庁舎の借金でありますから、もともと出ているもので３８億

ですので、３倍弱の金額、年間にすると１億２～３０００万の、全体の７大事業の返済金になる

と思っております。 

これは、このための負担金を町民の皆さんに求めるものではなくて、通常今でも８億から９億

の公債費は積んでおります。ピーク時も先般シミュレーションを示しましたけども、９億８００

０万、１０億弱ということでありますので、その中での１億２～３０００万ということになりま

すので、私どもとしましても、なるべく基金には手をつけなくて、こういった事業ができるよう

に努力をしていきますし、今後も基金に積めるものがあれば積んでいきたい。先般の児童センタ

ーも、充当したのは３億円ちょっとでありますけれども、事務費的なものに４千何百万、まだい

ただいています。それは児童センターには継ぎ込んでいなくて、今後のための基金に充当しよう

と、今、年間の財政計画、財政運用の中でやっていくつもりでいますから、十分、他の普通建設

事業も緊急性をも考慮しながら、抑えていきながら、町の課題であります７大事業は何とかなし

遂げたい、こんな思いで財政運営をしております。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。参考にしていただきたいんですけれども、早川町で新庁舎の建設が１７４０平米、

８億３８００万円で建設されました。その建設費の総額８億３８００万円は、建設をする基金と
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して建設貯金を早川町ではしていたのですね。その金額が７億４４００万円。それから木造建設

の補助金が４９７５万円きています。交付される金額が３０８０万円。町の負担金はわずか１３

２０万円なのです。それに比べて、この富士川町は総額で約３０億。そしてこれからの返済が毎

年４６００万円。３０年間返していかなければならない。この早川町の、この堅実な財政運営、

こういう姿勢がこの町にも必要じゃないのかと思うんですけれども、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） 

早川町の例を出されました。早川町は平米数にしても、人口で割ると、その１人当たりの庁舎

の平米数、そしてまた、これから人口の推移もありますけども、うちの町へ当てはめると、もっ

と大きな建物になるのではないかなと。早川町も一つの自治体でありますから、人口の多い少な

いに関係なく、それこそ富士川町も甲府市も同じような業務をやっていかなければならないとい

うことでありますから、そういったスペースはこれからも必要になってくると思います。 

それと早川町が８億３８００万ほどで庁舎を建てましたけども、早川町の場合は合併をしてお

りませんから、庁舎に対する補助金もなければ、また、有利な借金はないと。単独事業債という

借金はできますけれども、これは利息もつけて、すべてその自治体が返していかなければならな

いという借金になりますので、早川町は７億４４００万の基金を積んでいたんですね、庁舎建設

基金。うちの場合も公共施設整備等基金１０億ちょっとありますけれども、ぜひそれは使わずに、

今回の庁舎も検討しています。当然、最初の３年間の負担の時には１０％部分が負担は出てきま

すから、そういう時にも、できるだけ一般財源を活用しながら、足りない部分には公共施設整備

基金、そのためにつくった基金ですから、そういうものも活用しながらやっていくつもりですが、

早川町もこの７億４４００万円は自己財源なんですね。今まで本当はほかにも使えるものを貯め

てきた財源、うちの場合はそれが１０億あるということですが、そこは、そっくり使うことはま

ずないだろうし、今後もまたいろんな事業も抱えていますから、いざというときに使っていけれ

ばと思っております。早川町の３８００万ほどの補助金も、これは木造を使ったときの補助金で

あります。木造施設を余計に使ったから、当然、全額補助がくるわけではありませんから、その

分も早川町の持ち出しということになると思いますが、早川町の特異なところは、富士川町には

ない電源開発交付金というのが毎年５０００万円入ってきます。それは県下で一番多いところで

ありますが、うちにはそういったものもありませんが、地方交付税等々をうまく活用する中で町

の運営をやっていきたい、こんなふうに思っております。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、堅実な財政運営をしていただきたいと思います。 

次に（３）の質問に入りますが、この町に住む子どもたちは、こんなにたくさんの借金を背負

わせて、本当に幸せに暮らしていけるのだろうかと、私たち親は本当に心配になります。外観に

お金をかけるのではなく、箱物にお金をかけるのではなく、未来ある子どもたちにお金をかける

べきではないでしょうか。例えば、義務教育の給食費完全無償化ですね、これができていないの
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は市川三郷、身延、早川、南部、次いで富士川町で、この町だけなんです。これは、富士川町は

立派なのに、なんか恥ずかしいことだと思わないでしょうか。庁舎がいくら立派でも、庁舎が子

どもたちを育ててはくれません。見栄を張る政治はお終いにしませんか。中身を充実する政治に

するべきだと思います。 

それでは（３）の質問です。懇話会の委員から質問が出た、現役場の南側に建設をという案は

どうなったのでしょうか。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） 

ただいまの懇話会委員からの案についての質問にお答えいたします。建物位置につきましては、

現庁舎東側敷地に建てる案、現庁舎敷地に建てる案、現庁舎南側敷地に建てる案の３案について、

想定される項目を総合的に比較検討した結果、現庁舎南側に建設する案は、周辺民地への及ぼす

日陰の影響や、サーバ室や水路の移設に係る建設費用の増高、将来の維持管理などの問題がある

ことから、現庁舎東側敷地を建設位置としたところであります。 

なお、この内容につきましては、懇話会におきまして、ご説明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） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

確かに懇話会で説明をいただきました。ですけれども、懇話会で町民のほうから疑問点がでた

はずです。よろしいですか。懇話会の委員から出たのは、今の庁舎の南側へ建てる。現在の役場

を残して、このまま使って、そしてその南側へ建てるという案です。 

ところが、実際に出てきた設計図は、この庁舎まで潰して造るという設計図になって出てきて

いるんですね。これは懇話会の出した意見とは違うんです。それから今、日照権と言われました

けれども、現在の役場の南側へ建てて、そしてその日照権というのは、この西側の家なんですね。

西側の家にかかるのは駐車場なんです。そして、現在の役場の南側に建てた場合、私たちは３１

メートルの５１メートルということで、敷地をちゃんと図って、これならばここへできるという

ことで、そういう意見が出ているんです。そしてもしそれでもできないのであれば、今の最勝寺

１号線にかけて造れば、その民家への日照権はなんら問題がないんです。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。 

〇管財課長（樋口一也君） 

ただいまの南側へという、ご質問にお答えいたします。設計者の提案の、先ほど申した３案に

つきましては、そこに至るまでに南側に建てる案も当然検討しています。そのときには、当然必

要な建築面積が必要ですので、まず必要な建築面積。それと法の適用を確認もしながら、３つの

案については、必要な面積を含めて、建てられる案として３案を提案したと、こういうことであ

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     設計者というのは、大きな場所へポンと新しく建てる、そうではなくて、限られた敷地の中で

しっかりと設計するというのが、本当の設計者ではないんですか。 

それから再質問ですが、懇話会は何のために設置されたのでしょうか。懇話会委員の意見は全

然反映されていなくて、ただ町民代表４名ばかり出して、町民からも意見を聞いただけという、

早く言えば、なんか騙されたような感じなんですね。先ほど申し上げましたけれども、現庁舎の

南側の東西に建設すれば、十分建てられるスペースがあるんですよ。そうすれば２軒の民家買収

もしなくてもよくなります。１日、車の台数９２１台、通行人１２７人、合計１０４８件も利用

している役場東の最勝寺９号線という道路も廃止しなくても済むのです。建設費用も削減できる

んです。なぜ莫大な費用がかかる方を選ぶのでしょうか。お金があって建設するのではなく、借

金で建設し、その借金は町民が負担しなければならないのに、本当に町民のことを考えている建

設なんでしょうか。 

余談になりますが、あるお母さんが教えてくれました。中学生の男の息子さんがいるそうです。

そのお母さんがこう私に教えてくれました。その子がそう言ったそうです。「僕はお父さんとお

母さんが経営しているこの店を引き継いでやっていくから、これからもこの町に住まなければな

らないが、俺たちの時代に、こんな大きな庁舎は要らないよ。人がいなくなるに、なぜこんな大

きな建物が必要なのか。」今、中学生の間でも、この庁舎の建設のことが話題になっているそう

です。うれしいではないですか。この次の、将来のこの町を担う子どもたちが、こういうことを

話題にするなんてすばらしいと思います。だから、私たちは子どもたちのためにも、しっかりと

議論を行わなければならないと思います。 

もう一度伺いたいと思います。なぜか財政が苦しいのに、高額のものを造ろうとするのでしょ

うか。しつこいですがもう一度伺います。 

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） 

高額なものにというご質問に答えいたします。 

町も３０億というのは想定の額で、先ほども申したとおりでございます。建物についても、延

べ床面積を圧縮し、費用の縮減をするという努力を重ね、さらに、建物の設計の工程においても、

費用がかからない設計を組んでいますので、当然、後年度以降に借金はあるといたしましても、

負担がかからない設計を考えているところでございます。 

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） 

再質問です。年間４６００万も払わなければならない、こういう状況が町民に負担をかけない

設計と言えるのでしょうか。 

それでは（４）の質問に移ります。民家が買収されなかったときの設計案というのは考えてい

るのでしょうか。伺います。 
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〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

民家が買収できなかったときのはどうするのかというご質問にお答えをいたします。公共事業

による民家の移転等をお願いした事業、今している事業、最近では青柳１０号線、そして児童セ

ンター建設事業、シビックコア地区整備事業、富士橋の架け替え事業、リニア中央新幹線の事業、

こうした事業と同様に新庁舎建設事業の事業用地に計画している土地所有者の方には、基本設計

に係るプロポーザル方式の業者選定業務を行う以前から、新庁舎の整備事業用地としてお譲りい

ただきたいという用地交渉をさせていただいてきております。 

基本設計を進めるにあたりましても、民地を設計上の事業地に含めることについて了承をいた

だき、事業を進めているところでありますが、先般、開催いたしました町民説明会での状況を踏

まえ、土地所有者の真意を確認する中で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） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。民家は先祖代々の土地を売りたくないと、はっきり言っているのです。先日の説

明会でも、私、読ませていただきましたが、買収する当家から書類を預かっております。「買収

に応じても応じなくても、どちらにしても町民からはいろいろ言われるのは明白です。当家では、

住民投票の結果をもとに、最終判断したいと思います。住民投票の実施なくして、先祖代々のこ

の土地を売ることはできません」と、署名捺印入りの上で書類を預かっております。 

それでは、次に大きな質問２について伺います。災害備品の管理について伺います。（１）食

料品以外の災害備品はどのくらい用意してあるのでしょうか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君）  

それでは、ただいまの食料品以外の災害備品はどのくらい用意してあるのかというご質問にお

答えいたします。 

町が防災倉庫で管理している食料品以外の備蓄品は、発電機９台、災害用トイレ９基、炊出し

セットが４台及び毛布４２０枚、ビニールシート１５５枚、救急セット２５セットでございます。

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） 

今読み上げてくださった食料品以外の備品なんですけれども、それは３か所に備蓄してあると

いうことですか。お伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 
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     ただいまの、食料品以外の防災備品の保管場所というご質問に答えさせていただきます。防災

備品、発電機等のものにつきましては、主に本庁舎にあります防災倉庫のほうに保管してありま

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） 

私、発電機だけ聞いた訳じゃなくて、例えば毛布の４２０枚はどこに管理してあるのでしょう

か。毛布の４２０枚です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、（２）にかかわっているようですが。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

（２）に移らせていただきますが、今、防災備品の枚数とかをおっしゃってくださったんですけ

れども、それはどこに管理しているのでしょうか。今どこにそれは収納してあるんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

防災備品のその管理についてというご質問にお答えいたします。町が管理する備蓄品は、役場

本庁舎、町民会館の防災倉庫や、河川防災ステーションの水防倉庫で種類ごとに分け、発災時に

迅速に対応できるよう保管しています。 

特に発電機については、発災直後に使用出来るようエンジンの始動状況や燃料の確認を年４回

行っています。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。私がなぜこの質問をするかというのは、町民から苦情があったんです。先の１９

号の台風で富士川が氾濫区域に入るというテロップが流れました。そのために、青柳の町民が中

学校の体育館へ避難したんですね。そのときに毛布は持っていきませんでした。役場のほうで毛

布を貸してくれたんですね。ところが、その毛布にダニがいっぱい入っていまして、入っている

という表現はおかしいかもしれませんけど、一晩中かゆくてかゆくて寝れなかったというのです。

だから、その管理はどういうふうになっているのかということを伺いたいんですけど。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○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。町が補充しています毛布なんですけれども、真空パック状

態で密閉された状態で保管されております。そのような状態で管理しています。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） 

真空パックで保管しているのに、なぜダニが入るんでしょうか。その前の段階で、真空パック

にする前の段階でまずかったのか、あるいは、そういう毛布の管理は１年に１回くらい出してみ

て干すとか、そのくらいのことをする必要もあるんじゃないでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○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。先ほど言いましたとおり、毛布につきましては真空パック

で密閉されておりますので、１回開封してしまいますと、またリパック代がかかってしまうとい

う欠点があります。というようなことで、真空パックになっている毛布を広げての管理というこ

とは行っておりません。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、１回使った毛布は、その後どういうようにしているのですか。伺います。１回使っ

た毛布を、また真空パックに戻すのですか。 

〇議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただ今のご質問にお答えさせていただきます。今回の台風１９号でもそうですけれども、今回

使用しました毛布につきましては、クリーニングを新たにしまして、また、真空パックにして、

再利用し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、管理をしっかりとしていただきたいと思います。せっかく好意で毛布を貸し出してもら

ったのに、ダニがいっぱいいて寝れなかったといったら、これはせっかくの好意が何にもならな

くなりますので、この辺の管理をしっかりとやっていただきたいと思います。 

それでは次に大きな質問の３に入ります。親水公園について質問をいたします。（１）前回水

没したときの改修工事費と、今回の改修工事費用の違いは何なのかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

都市整備課長 河原恵一君。 

○都市整備課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。富士川親水公園につきましては、１０月１２日から１

３日にかけての台風１９号により被災しました。以前には、平成２３年９月の台風１５号により

被災し、災害復旧工事を実施した経緯があります。 

前回の平成２３年の災害復旧工事費と今回の工事費の違いにつきましては、公園内に堆積した

土砂撤去量が前回より約１．５倍多くなっている事によるものであります。以上です。 
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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。私、この前の臨時議会で１人反対をいたしました。その後、課に伺いまして、書

類をみせていただきました。２３年９月２１日の時に水没したときは、土砂撤去費用が８３０立

米で１５００万円でした。今回の台風１９号で水没した時の土砂的費用は１３００立米で３１８

９万円なんです。４７０立米しか違わないのです。今課長１．５倍と言いましたよ。４７０立米

しか違わないのに、費用が２倍以上というのは、ちょっとおかしくないですか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

都市整備課長 河原恵一君。 

○都市整備課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど１．５倍と申し上げましたのは、土砂撤去量で

ございます。７年前の工事と今回の工事、工事費用の方も変わっておりますし、そのやり方につ

きましても、若干違うところもございまして、この工事費の差となったということでございます。

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）  

１回だけ追及させてください。倍以上でないのに、何で１５００万が倍以上の３１８９万円に

跳ね上がるのでしょうか。そこが理解できないんですけれども。立米は４７０立米しか違わない

んですよ。なぜか金額が倍以上になるのでしょうか。そこが私の頭では理解できません、もう一

度答えてください。 

〇議長（井上光三君） 

都市整備課長 河原恵一君。 

○都市整備課長（河原恵一君） 

ただいまの質問にお答えいたします。先ほど３１８９万円、前回の臨時会におきまして予算要

求いたしました災害復旧工事費が３０００万円でございます。今のところ災害復旧費用として見

込まれている金額につきましては２６０８万９０００円を見込んでいるところでございます。そ

こで若干、議員さんと差異がございますので訂正をさせていただきます。先ほども申しましたと

おり、工事費につきましては、前回７年前ということでございます。７年前の工事費用と現在の

工事単価が、やはり年数によりまして上昇傾向にございます。そういったものも、もろもろ含め

まして、積算の結果、その差異になったということでございます。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） 

以上で質問は終わりにいたしますけれども、やはり町民の税金を使うことですから、しっかり

と業者と対応をしていただきたいと思います。 

以上で質問を終わります。 
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〇議長（井上光三君） 

以上で通告８番１１番堀内春美さんの一般質問を終わります 

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

○議長（井上光三君） 

続いて通告９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。 

○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。大きく３点にわたり質問をさせていただきます。 

１点目は防災対策についてです。今議会において５人の議員が防災についての質問となりまし

た。それほど喫緊の最重要課題としての危機感を持っていただき、前向きなご答弁をいただきた

いと思います。 

まず、この度の台風１９号により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。

被害に遭われました方々に、心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧復興をお祈りいたします。

台風１９号の発生に伴い、県内初の「大雨特別警報」が発令され、町内９か所に避難所が開設、

１０３世帯１９６人の方が避難されたとの報告をいただきました。 

そこで、１番目の質問ですが、過去の災害を教訓に地域住民による自主運営が円滑に行えるよ

う、避難所ごとの「避難所運営マニュアル」の整備状況について、お伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの避難所ごとの避難所運営マニュアルの整備状況についてというご質問にお答えし

ます。 

町では、各地区などが管理する避難所ごとの運営マニュアルの整備状況については把握してお

りませんが、平成２３年度に各地区で作成した「地域災害対応マニュアル」で、避難所の開設や

運営をマニュアル化している地区もあります。 

また、町は平成２８年度に避難所開設や運営の基本事項をまとめた「避難所開設・運営マニュ

アル」を作成し、昨年度は各区長や学校長の協力の元、学校施設に特化した「避難所開設・運営

マニュアル【学校体育館・校舎編】」を作成したところであります。 

なお、現在全地区での策定を進めております「地区防災計画」にも、避難所の開設や運営につ

いて計画に盛り込むよう説明しているところであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

避難所ごとの避難所運営マニュアルは把握されていないとのことでしたけれども、これまでの

地域災害対応マニュアルとか、作成されているところもあるということですけれども、それも本

当に機能するものになっているのか、その点も是非、確認をしながら早急に手を打っていただけ

ればと思っております。 

内閣府が公表している「避難所の良好な生活環境の確保に向けた取り組み方針」には「避難所
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のあらかじめ決められた運営責任者が被災することも想定し、市町村の避難所関係職員以外でも

避難所を立ち上げることができるよう分かりやすい手引き（マニュアル）の整備が必要であるこ

と」と明記されています。近年の災害多発の状況を考えますと、各地区の災害時の担当職員は決

まっていますが、想定を上回る甚大な被害が発生し、先に避難所に到着した地域住民で、避難所

を開設・運営が出来るようマニュアルの作成が必要です。ぜひとも、よろしくお願い致します。 

再質問ですが「地区防災計画」の中で進めていくというお話でしたが、「地区防災計画」は鰍

沢上北自主防災会がモデル地区となって、作成をしていただきましたけれども、その後はどのよ

うに進んでいるのでしょうか。進捗状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの地区防災計画の進捗状況についてご説明させていただきます。町では今、地区防災

計画の作成に向けまして、各地区説明会に回っているところでございます。先ほど小林議員が言

ったとおり、平成３０年度には鰍沢中区の上北自主防災会が、地区防災計画を作成したところで

あります。現在、最勝寺区で、同じく地区防災計画を策定している状態でありまして、ほかの地

区につきましても現在説明会を開いた中で、策定を進めていただきたいと考えているとこでござ

います。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

最勝寺区の区長さんは、今年８月の「峡南地域防災リーダー養成講座」に参加をされておりま

した。私も参加しましたが、富士川町は私と２人だけでした。他町からは大勢の方が参加されて

おりましたけれども、講座を受講されて、防災に対しての意識向上につながり、地域の防災力が

高まるということの、そのことの証明ではないかと思います。防災は地域づくりといわれます。

全地区に作成できるよう、各自治会の役員の皆さま方の「防災リーダー養成講座」などへの参加

の推進も、ぜひ併せてお願いしたいと思います。 

２番目の質問として、先ほど申し挙げた内閣府の「避難所の取り組み方針」の続きには「地域

住民も参加する訓練を実施すること」と明記されております。 

さらに、平成３０年に定められた「富士川町地域防災計画」の防災訓練に関する計画の中にも

「避難所運営訓練として、災害発生時に避難所の開設・運営を円滑に行えるよう「避難所運営マ

ニュアル」を作成し、マニュアルに基づいて避難所運営訓練を実施するものとする。」と明記さ

れております。地域住民が参加する「避難所運営の訓練」の実施状況をお伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの住民が参加する避難所運営の訓練についてというご質問にお答えします。今回の台

風１９号は、避難所において地域の方々による炊出しや差し入れを行っていただくなど、近助・

共助の重要性を改めて認識する災害となったところであります。特に中山間地域では、避難情報
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が発令された際、区長を中心に避難を呼びかけ、避難所の運営を行っていただいた地区もありま

した。このような、地域の自主的な行動は、地域住民の命を守る行動に繋がるだけでなく、多く

の災害対応を行う町にとっても、大変ありがたい行動であります。 

こうしたことから、今後は、地域の防災訓練で「避難所運営訓練」を行うよう呼びかけると共

に、町が行う総合防災訓練でも地域住民が参加できるような、避難所運営訓練を計画して参りた

いと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

住民が主体となって運営ができるということは本当にすばらしいと思いますので、そのような

訓練を各地区でも行えるような訓練を実施していただいて、災害時の避難所運営の行動を、さら

に検証し、防災意識を高め合い、実際の災害時に活かせる訓練を行っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

そこで、再質問ですけれども、平成２７年６月に質問をしまして、実施していただいた「消防

団協力事業所表示制度」の第１号の中部ライフエナジー(株)から、平成２８年から毎年「炊き出

しセット」を寄贈していただいています。先ほどの答弁にも、備蓄のほうでお話をしていただき

ましたけれども、炊き出しセットが４台あるということで、毎年寄贈していただいておりますが、

こういう炊き出しセットなども、地域住民が参加する避難所運営の訓練時に使用して、炊き出し

訓練を行えば、さらに地域のコミュニケーションも図れると思われますので、ぜひ訓練で活用し

てはいかがでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの質問にお答えいたします。炊き出しセットにつきましては、寄附していただきまし

て、まだ１度も使ったことないという状態ですので、今後、訓練において使用して参りたいと考

えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

よろしくお願いいたします。 

３番目の質問ですが、午前中もまた備蓄に対する質問がありましたけれども、中山間地域の指

定避難所の備蓄についてお伺いいたします。 

避難する方が各自、飲み物や備蓄品などを入れた非常用持ち出し袋を持って避難するのが前提

ですが、今回の台風１９号の特別警報発令後、私も鬼島の「高齢者ふれあいセンター」に行きま

したが、避難所には命を守るための水の備蓄もなく、誰も持参していない状況でございました。

何人もの議員が本当にそのことを訴えさせていただいておりますけれども、町民会館でもそのよ

うなお話があり、持参していない方が、持参している方から分けていただいたという話も聞きま

した。今回の台風１９号で避難された人数は、まだまだ少ない状況でありましたが、お互いに協
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力し合うことが、その人数でしたので出来ましたけれども、土砂災害などで中山間地域は孤立す

る可能性があります。町の中心部からの支援物資を届けることは、発災直後は困難な状況を想定

しておくべきです。中山間地域の指定避難所には、最低限の備蓄をしておくべきと考えます。午

前中の質問にもあって、大体の答弁はわかるのですが、このことは訴えておきたいと思いますの

で、最低限の備蓄をしておくべきと考えますので、いかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの質問の中山間地域の指定避難所の備蓄についてお答えいたします。町地域防災計画

に記載されている、中山間地域の指定避難所の多くは、地区の公民館や集会所となっており、こ

れら施設の備蓄については、各地区にお願いしていることから、町として備蓄品の把握はしてお

りません。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

もちろん自分の命は自分で守るとの自助が大事です。全員、自分で災害用持ち出し袋に備蓄品

を入れて避難することができればいいのですけれども、どこで、誰が、どこの避難所に避難する

か、町民以外の方が避難されることもあると思います。備えが十分にできない、突然の避難も想

定しなければなりません。中長期的な支援となれば、町の支援物資については、必要と思われる

災害協定を企業等と結んでいただいておりますが、まずは現実に災害発災直後の中山間地域の指

定場所には備蓄が必要と、今回のことを通して実感したところであります。 

各区で備蓄を備えていくことが必要ならば、そのための適切な指導・アドバイス、そして備蓄

が出来ているのか確認を防災交通課でしっかり行っていただきたい、町民の命を守る備えをよろ

しくお願いしたいと思います。 

備蓄に関しては、町児童センター内に乳幼児用の液体ミルクの備蓄を、６月議会で質問させて

いただきましたけれども、早速１０月に子育て支援課で備蓄をしていただきました。乳幼児やお

母さんが避難する場所として、最低限の備蓄をすることは、町民の命を守るために当然必要であ

ると、迅速に手を打っていただき感謝をしております。ぜひ、今後もよろしくお願いいたします。 

それでは４番目の質問ですが、地域の防災リーダーによる組織づくりについて、お伺いいたし

ます。地区の自主防災組織がありますが、年度で交代しているところがほとんどです。そこで町

全体を視野に入れた、防災リーダーの方々による組織づくりを行い、町民への防災意識向上に取

り組むべきと考えます。近隣の市川三郷町、南アルプス市、甲斐市、韮崎市、昭和町などや、多

くの市町村では防災リーダー養成講座を実施し、防災リーダーの方々が活発に活動されておりま

す。本町でも、町内全域に防災リーダーのつながりを深め、災害に対する危機感を持って情報を

共有しあうべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 
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ただいまの地域の防災リーダーによる組織づくりというご質問にお答えします。町は、毎年、

山梨県が主催する甲斐の国・防災リーダー養成講座等に区の役員を中心に参加を要請し、発災時

に地域のまとめ役となる防災リーダーの養成を行っているところであります。しかし、参加する

人数が少なく、組織づくりのための人材が進んでいない状況であります。 

こうしたことから、町では明年度、多くの方に受講いただける方法で、防災リーダー養成講座

等を開催して参りたいと考えております。 

また、甲斐の国・防災リーダー受講者相互の協力しあえる体制づくりを目的に、山梨県が「甲

斐の国・防災リーダーネットワーク」を立ち上げましたので、本町からの参加者にご意見をいた

だくなどして、防災リーダーの組織づくりを検討して参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

町で「防災リーダー養成講座」を行っていただけるとのことは、大変に嬉しい答弁をいただき

ました。ようやく一歩前進です。よろしくお願いいたします。 

そして、町の養成講座を受講した方の中から、さらに県の「甲斐の国・防災リーダー養成講座」

を受講されたり、防災士を目指す方などが増えて、人材育成に繋がることを目指し、取り組んで

いただけることを期待しております。甲斐の国・防災リーダーのネットワークですけれども、私

も参加することになっております。申し込みをさせていただいたのですが、まだ富士川町は私を

含め２人ということでお聞きしておりますので、本当にまだまだ、そういう意味では町内全域に

わたっての防災リーダーの育成が必要と思っております。 

１１月に開催されました「韮崎市減災フォーラム」に東京大学大学院特任教授の片田教授を迎

えての講演がありました。日頃より子どもたちへの防災教育を行った結果としての、釜石の奇跡

の教訓はあまりにも有名です。韮崎市では防災政策の一環として、平成２４年度から実施されて

いる「地域減災リーダー育成事業」において、現在５５１人の方が地域減災リーダーに認定され

ています。市の目標は４０人に１人の認定。まだ達していない地区は、自治会から推薦して育成

しましょう、とまで徹底して育成に力を入れております。そういう意味で、ぜひ今後、リーダー

の育成をしていただきたいと思っております。 

再質問ですけれども、このような防災リーダーの育成として、これまで峡南地域を含め、何と

か防災リーダーに参加していただいて区長さん方もいらっしゃいますので、中核となる組織づく

りを立ち上げるべきと考えます。その点の動きなどは、考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

防災リーダーの組織づくりでございますけれども、先ほど答弁いたしましたとおり、甲斐の

国・防災リーダーネットワークを立ち上げた中の、本町からの参加者、また、明年度から実施し

ていきます防災リーダーの養成講座等で、人材育成をしていく中で、組織づくりを行っていきた

いと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 
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８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

わかりました。よろしくお願いいたします。ぜひ、防災リーダーの方々と防災交通課が一緒に

なって防災減災に取り組んでいく町づくりをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○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。 

休憩 午後 ３時０２分 

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

再開 午後 ３時１０分 

○議長（井上光三君） 

休憩を解いて、再開します。 

８番 小林有紀子さん。 

○議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

引き続き、１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。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

防災対策の最後として５番目の質問ですが、前回９月の一般質問で訴えた「シェイクアウト訓

練」は、２００８年に米カリフォルニア州で始まった地震防災訓練です。登録した参加者が電子

メールを合図に、机の下にもぐって自分の命を守る１分間の訓練です。１０月の議員研修での視

察先である愛知県岩倉市議会では、議場で「シェイクアウト訓練」を行っていると伺いました。 

そしてマイ・タイムラインを活用した防災訓練の実施については、昨年１２月に質問をしまし

たが、再度、確認の意味も込めて訴えさせていただきます。自分の地域の過去の水害の歴史やハ

ザードマップを活用し、住んでいる地域の危険性を認識し、一人ひとりの避難行動を作成するこ

とで、危険個所を改めて認識し、避難所までの行動を家族などで確認しあう訓練が必要です。災

害は今すぐ、いつ・どこで起こるかわかりません。その時に自分の命を守る行動ができるかが、

大きな生死の分かれ目となってしまいます。一日も早く訓練を実施していただけないでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまのシェイクアウト訓練やマイ・タイムラインを活用した防災訓練ができないかという

ご質問にお答えします。 

本町に接近した台風１９号は、その被害の大きさからもわかるように、事前避難の重要性を知

る大災害となりました。これまで町は、広報誌などにより防災・減災対策を周知して参りました

が、避難に備えた行動を一人ひとりがあらかじめ決めておくことの重要性も再認識したところで

あります。 
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こうしたことから、町ではマイ・タイムラインなどを活用した防災講座を実施して参りたいと

考えております。 

また、シェイクアウト訓練におきましても、必要な登録手続、参加者へ広報誌やホームページ

での周知が整い次第、実施して参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

実施していただけるということですので、ぜひ多くの町民の方に参加していただけるよう、よ

ろしくお願いをいたします。 

韮崎市では平成２６年２月の大雪を教訓に、地域防災計画にタイムラインを追加したそうです。

大雨や大雪などの警報性のある災害時では、区で早めに要配慮者や避難行動支援者を避難させ、

その他の住民も速やかに避難ができるよう、地区タイムラインを整備しております。ぜひ参考に

していただきたいと思います。 

それでは次に、大きな２点目の質問としまして、観光振興対策についてお伺いをいたします。

１番目の質問ですが、いよいよ明年２０２０年内には中部横断自動車道の清水ジャンクションか

ら双葉ジャンクション間が全線開通を迎えます。これまでも開通を見据えた観光対策の質問をし

て参りましたが、今後の三筋の観光振興の取り組みについて、取り組みの状況もかねてお伺いを

いたします。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

それでは、小林議員の中部横断自動車道の全線開通を見据えた三筋の観光振興の取り組みにつ

いての質問にお答えします。 

中部横断自動車道の全線開通後には、これまで以上に東海・中京圏や上信越地方からの利用者

が見込まれます。こうした中、本町に立ち寄っていただくため、自然環境をはじめ、特色ある地

域資源を活用した観光振興が必要であると考え、町内三筋と交流拠点を結ぶ観光周遊ルートの開

発や、町の魅力のＰＲ強化をおこなっているところであります。 

現在、昨年度まで実施しておりました「誇れるもの、何これなもの」募集事業で選定した作品

と、町内三筋の自然散策や、交流体験などの観光資源を紹介した、散策マップの作成を進めてい

るところであり、今後も、町内三筋へのさらなる観光客の誘客を推進して参りたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、選定したものと町内三筋の自然散策や交流体験などの観光資源を紹介した散策

マップの作成ということですけれども、現在はどの程度進んでいるのでしょうか。お伺いしたい

と思います。 

○議長（井上光三君） 
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産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

散策マップにつきましては、パンフレットを作成する業者にプロポーザル方式ということで、

提案をいただくことになっております。このパンフレットを作成業者、３社に提案依頼を１１月

２４日に通知をさせていただきました。この締め切りが今月の１６日なっておりますので、１６

日以降にそれぞれの業者から提案をいただき、その後決定をした上で、作成をしていきたいと思

っております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

富士川町の魅力満載の凝縮したすばらしい散策マップが作成されますよう、期待をしておりま

す。 

先日、１日に行われました「第６回ゆずの里 絶景ラン＆ウォーク大会」では過去最高の５０

０人を超える県内外からの多くの参加者がエントリーをし、楽しんでいただくことができました。

各コースでは小室・平林・舂米の地元の皆さまが、おもてなしでご協力をいただきました。一方、

五開・中部地区に関しましては、大柳川渓谷、つくたべかん、無料のバーベキュー場もあり、大

柳川を挟んだ鳥・柳川の田園風景、十谷までの古道、また、かじかの湯、塩の華に併設されまし

た東京オリンピック関係資料の「スポーツミュージアム」など、観光コースとなる観光スポット

が多くあります。道の駅富士川の社長自らが、観光バス会社や他県に出向き営業していただいて、

観光バスでのお客様が増加していると聞いております。富士川町全体でも、入込客数が年々増加

しているとのことです。一方、中部横断自動車道が全線開通になれば、富士川町に下りずに、そ

のまま静岡まで通過する車が増加することも予想されます。富沢ＩＣから六郷ＩＣ間はいくら乗

り降りしても無料なので、その区間への観光客の流入の増加も考えられます。 

そこで再質問ですが、町内の三筋の中で穂積地域は地元の皆さまが「日出る里活性化組合」で

活発に活動していただいておりますが、今後、将来にわたる持続可能な開発目標として、三筋が

連携をし、峡南地域の観光振興の充実につなげるため、三筋活性化協議会を活発に開催し、もっ

と町が後押しをすべきではないでしょうか。さらに、地域おこし協力隊が本町には、まだおりま

せんが、三筋の魅力をアピールし、橋渡し的役割となるような人材を配置する考えは、いかがで

しょうか。今後の三筋の観光振興に対するお考えも含め、町長にお伺いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

小林有紀子委員の三筋を中心とした今後の観光振興策にお答えいたします。 

先ほど産業振興課長が答弁させていただきましたように、これまで町でもいろいろな魅力的な

場所も、募集もかけてきました。それと、従来からある資源を活用したアップを今作成している

とこであります。このマップは、どういうふうな形になるかまだちょっとはっきり全容は分かり

ませんけども、平林編、穂積編、大柳川編、３つぐらいに分けなければ、１日２日では全部周り
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きれないと思いますので、そういった楽しみ方も一つあるのではないかなと。 

そしてまた何よりも、この３か所が連携をしていただかなければ、やはりお互いが競ってばか

りいてもだめですし、お互いがいいところは認め、また改善すべき点は改善していくというよう

な連携が必要だと思いますので、明年度、和歌山県のとある場所に、うまく連携した地域がある

と聞いておりますので、この三筋の皆さんにご協力をいただきながら、また町の方でもバスの支

度をしながら、そういった先進地の視察も検討を今しているとこであります。ぜひ、この計画が

立てられた時には、皆さんにも、また、１日２日かかるとは思いますけども、そういうものに行

っていただきながら、うちの３地域で、これからどんなことができるのか、みんなで勉強しなが

ら、特に３地域にお客さんが行くということは、この増穂地域、鰍沢地域を往復することになり

ますので、町の活性化のためには、奥地を何とかしていったほうがいいと私は考えておりますの

で、和歌山県の先進地へ行く際には私も一緒に行って勉強していきたいと思っております。以上

です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

そのような先進地に行く時は、私もぜひ勉強させていただきたいと思います。観光にかける、

三筋にかける心強いお考えを伺うことができました。今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは２番目の質問ですが、十谷の大型観光バス駐車場建設に合わせた周辺整備についてで

すが、先月、十谷の遊歩道の中の看板等を地元の方々などがボランティアで設置したとの新聞記

事が掲載されました。町制施行１０周年になるわけですが、まだ旧鰍沢町の看板のまま設置され

ていたわけですから、この地域の活性化が遅れていることがわかります。気が付かなった私も、

大変申し訳ない思いでいっぱいになりました。今後、全国から、いえ世界中から観光客が来てい

ただけるよう、周辺整備をしっかり行っていただきたいと思いますので、今後の取り組みについ

て、お伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの大型観光バス駐車場建設に合わせての周辺整備についての質問にお答えをします。 

十谷地域の大柳川渓谷は、紅葉や新緑シーズンに多くの観光客で賑わい、本町を代表する観光

資源のひとつであり、毎年多くの観光客が大型バスで訪れており、大柳川渓谷において、大型バ

ス駐車場は欠かせないものであることから、本年度、設計業務を行っているところであります。 

こうした中、周辺整備については、大柳川渓谷遊歩道内の看板が老朽化しているため、先般、

十谷地域の皆さまを中心としたボランティア団体の協力をいただき、看板の修理を行ったところ

であります。 

また、大柳川渓谷までの案内看板については、町において、順次、追加及び更新して参りたい

と考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 
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○８番議員（小林有紀子さん） 

旧鰍沢町時代の看板がまだまだ残っています。看板等は町でしっかり計画を立てて取り組むべ

きです。一遍にはいきませんから、課長の答弁にありましたように、順次、追加や更新とのこと

でしたので、計画的な案内板の整備をお願い致します。 

再質問ですが、周辺整備としましてバーベキュー場の整備も一体として考えていただけないで

しょうか。前回も質問させていただきましたが、キャンプをする方が年々増えている中で、トイ

レのことや街灯がないなどの情報発信もされております。バーベキュー場は無料開放ですので、

障がい者用のトイレもあり、とても人気があります。県外からの方が多く利用されております。

バーベキュー場の整備も一体として、観光対策として周辺整備を考えていただけないでしょうか。

心地よく富士川町で楽しんでいただければ、何倍もの口コミが拡がり、魅力度が上がることも考

えられます。今、身延のゆるキャンもブームがあり、キャンプが大変に人気となっている中であ

りますので、ぜひ周辺整備として検討していただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの周辺整備というところのバーベキュー施設というところでありますが、渓流公園の

駐車場の東側にございますキャンプ場の中にバーベキュー施設があるわけですけれども、これが、

先ほど議員さんが言われたとおり、現在、ゆるキャン効果というものがありまして、非常に多く

の方のキャンプ客が訪れております。無料ということでもありますが、今後、整備については関

係部署と協議しながら検討して参りたいと考えていますので、今後検討して参りたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

よろしくお願いいたします。 

３番目の質問としまして、町の観光スポットの情報発信についてお伺いいたします。町のホー

ムページや観光物産協会の観光のページが、最近、大分改善されております。写真や動画がたく

さん掲載されるようになりました。今は、情報はインターネットで検索しＳＮＳで全世帯に情報

が瞬時に拡散する時代です。観光振興対策には情報発信が不可欠です。どこの自治体でも工夫を

凝らして地元のアピールをし、交流人口を増やし、経済効果と移住定住に繋げていきたいとの思

いは同じです。町の情報発信についての状況や考えをお伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの観光スポットの情報発信についてという質問にお答えします。 

本町を代表する観光スポットは、県内唯一の日本のさくら名所百選の地である大法師公園の桜、

小室山妙法寺のあじさい、自然豊かな櫛形山、新緑と紅葉の名所大柳川渓谷、ダイヤモンド富士

などがあります。 

また、イベントでは、本町の３大祭りとして大法師さくら祭り、ふじかわ夏まつり、甲州富士
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川まつりがあり、そのほか大自然を散策する櫛形山トレッキング、見所豊富なコースの「ゆずの

里 絶景ラン＆ウォーク大会」などがあります。 

また、今年度については、町制施行１０周年記念事業として落語まつり及び山車巡行祭りを開

催したところであります。 

こうした中、観光スポットやイベント情報については、これまで多言語化等各種パンフレット

の作成及び送付、ホームページへの掲載、本町の玄関口であり、コンシュルジュがいる道の駅富

士川による県外バス会社及び観光関連会社への営業活動、ＱＲコードによる観光案内及び観光資

源の動画配信、住みます芸人、各種情報誌やメディア、移住プロモーション動画等を活用し、町

の魅力を発信して参りました。このほか、旧五開小を利用しているウッドクラフトでは、地元神

奈川県で、本町の観光情報を発信していただいております。 

本年度は、本町において日本女子大学のフィールドワークが実施され、観光資源活用による、

繰り返し訪問していただく機会の創出について、学生の自由な発想で検討していただきました。 

また、明年には、町制施行１０周年記念式典において、マスコットキャラクターの発表や観光

大使の委嘱を行い、これまで以上に、県内外に向けて、町の魅力及び観光情報の発信をおこなっ

て参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

いろいろ取り組んでいただいているのは本当にわかります。ただ、私たちが知らず、情報を共

有できずに拡散できない場合もありますので、できるだけ観光などに関する情報の掲載に対して

は、私たち議員にも情報提供していただければ、大いに拡散させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

再質問ですけれども、今、日本女子大学の学生さんが、フィールドワークということでお話さ

れましたけど、どのような取り組みをされたのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

日本女子大学のフィールドワークにつきましては、峡南教習所と連携を組んで、峡南教習所が

県外から多くの合宿生徒が来ているというところで、日本大学がそれと連携をして、現在合宿し

ている若者が、将来また免許を取ったときに、富士川町を観光で訪れていただくということで、

日本女子大学が一生懸命、観光についての勉強をしていただいております。また、昨日も日本女

子大学と拓殖大学が連携をして、ダイヤモンド富士の時に「みみ」の販売をしていただくという

ことも聞いておりますので、現在そういった大学生も町の情報発信として頑張っていただいてご

ざいます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

若い方たちが、本当に富士川町に訪れて、町づくりの一つとして活動していただけるというこ
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とは、本当にすばらしいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

それから、観光大使とかマスコットキャラクターとかの話を聞いたのですが、こういうことも

本当に楽しみの一つとしておりますので、ぜひ、またいろいろ分かり次第、教えていただきたい

と思っております。 

それから、現在山梨県のホームページを開くと「富士の国 山梨」という観光のページがあり

ます。ここをクリックしてみますと、富士川町の観光スポットが出てきませんでした。担当課に

聞くと、富士の国山梨を検索したら、左側に「初めての山梨」という欄があって、そこをクリッ

クして、ずっといきますと富士川流域南アルプスエリアというのが最後のほうに出てきて、そこ

に大柳川渓谷が掲載されていると言われました。それを見てみましたけれども、本当に大柳川渓

谷が簡単に掲載されているだけでありました。これでは、出ているところまでたどり着かないと

いうような状況です。富士川町が、県のホームページの１面に掲載していただけるような働きか

けをするべきと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○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。県の観光推進機構のホームページに、「富士の国山梨」とい

うところがございまして、そちらに各市町村の観光情報が載っているということであります。

我々も見ているわけですが、やはり分かりづらいということもあります。県のホームページ、ま

た観光推進機構のホームページでありますので、そういった分かりづらいということであります

ので、働きかけをして、要望をして、もっとわかりやすくしてほしいという働きかけをしていき

たいと思います。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

県のホームページのトップ画面に載るよう、積極的にＰＲをしていただきたいと思います。県

の山梨観光推進計画の中に、観光推進は県経済の第二の柱へと明記されています。そして、令和

４年までの数値目標に、観光ネットアクセス数を接続２０．７％アップと目標がなされています。

今後、県もさらに観光に力を入れ、情報発信に取り組むわけですから、ぜひ積極的な推進をお願

いしたいと思います。ぜひ取り組んでいただければと思います。 

次に、大きな３点目の質問ですが、高齢者ドライバー支援事業についてお伺いいたします。４

月には池袋で、５月には大津市で発生した交通事故は多くの人に強い衝撃を与え社会問題となっ

ております。池袋で最愛の妻子を失ったご主人は、会見で「交通事故による犠牲者がいなくなる

未来に」と涙をこらえながら言われました。 

近年、交通事故の発生件数は減少傾向ですが、７５歳以上の高齢ドライバーによる事故の割合

が高まっております。加齢などによる認知機能の低下、アクセルとブレーキの単純な踏み間違い

による事故、最近は逆走の事故も起きております。警視庁の調べによると、平成２９年に死亡事

故を起こした高齢ドライバーは、全体に占める割合の１４．８％と過去最高になっています。本

町でも、尊い命が失われることのないよう、今後、町としても真剣に取り組むべき課題だと考え
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ます。 

そこで１番目の質問ですが、富士河口湖町で１０年前から実施している、高齢者が安全に長時

間、運転を継続できる環境の整備を構築する事業として「高齢者ドライバー支援事業」を行って

おります。この実施について行っていただきたいと思いますが、お伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただいまの高齢者ドライバー支援事業の実施についてというご質問にお答えいたします。 

富士河口湖町が実施しております「高齢者ドライバー支援事業」は、専門知識を持つ機関と連

携し、各機関が異なる役割を果たすことにより「高齢者ができるだけ長く安心して運転できる環

境を整える」ことを目的にしております。事業内容は、自動車教習所での実地講習やシミュレー

ター機器による運転トレーニング、認知機能検査などがあり、年６回のセミナーが行われていま

す。 

町では、運転に不安のある高齢者の方には、これまでデマンド交通などの地域公共交通を利用

していただき、運転免許証の返納を推進して参りました。 

しかし、町内には、諸事情により運転免許証の返納が難しい方も多いのが現状であります。 

こうした中、本年８月に「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」と締結した「地方創生連

携協定」の中に、高齢者のための「安全運転セミナー」や「車に潜む危険と事故防止セミナー」、

シミュレーターを使った「交通安全教室」などのメニューがあります。このセミナーは、身体、

判断能力の低下からくる事故を未然に防ぐ方法、高齢者ドライバーの心配事への適切なアドバイ

スなどとなっております。 

また、交通安全教室は、交通安全危険予測シミュレーターを使って危険を体験することで、危

険予測の重要性や危険感受性を高めたり、認知、判断力診断や体力測定をすることによって、自

身の状態を再確認するものとなっております。 

今後は、これらのセミナーや教室を活用した高齢者の運転支援も行って参りたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

中山間地域の高齢者は特に車を運転しなくなると、生活の不便が著しく進み、気持ちのモチベ

ーションが低下をしてしまいます。１日でも長く自分で安全に運転したい、誰もが望んでいるこ

とです。今まで免許返納された方のために、公共交通機関の充実等を訴えて参りましたが、それ

以前に、この富士河口湖町で実施している高齢者ドライバー支援事業のような研修や講習を行い、

長期間、安全に運転できるように支援することが、今後は特に大事な支援であると考えましたが、

今、課長がおっしゃったように、本町が協定を結んでいるあいおい損保との事業の中で、高齢者

ドライバー支援事業があるということであれば、ぜひとも実施をしていただきたいと思います。 

今、内容等も少しお話をしていただいたので、それもいい内容だと思います。再々質問ですけ

れども、このことを実施するにあたっての、何か条件というものがありましたら教えていただき
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たいと思います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。このあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と締結して

おります地方創生の連携協定のメニューにつきましては、その各自治体に合ったメニューの組み

立てをしていただけるというお話を伺っておりますので、今後事業を実施していく中で、どのよ

うにしていくかということを協議しながら行って参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

では２番目の質問としまして、ペダルの踏み間違い等による急発進、急加速を抑制するアクセ

ルとブレーキの踏み間違いによる事故を防止するための「安全運転支援装置」の設置促進への補

助を実施できないか、お伺いいたします。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

急発進防止装置への補助についてのご質問にお答えをいたします。 

政府は今月１２月５日、国・地方の財政支出を合わせた総額２６兆２０００億円という規模で、

１５カ月予算を編成する新たな経済対策を閣議決定いたしました。この経済対策において、暮ら

しにかかわる主な事業の中に高齢ドライバーによる交通事故防止に向け、新車を対象とした衝突

被害軽減ブレーキの義務づけなどとともに、６５歳以上の高齢者に、自動ブレーキなどの先進的

な安全機能を備えた安全運転サポート車「サポカー」と言うようですが、これの購入等を支援す

ることとしております。一方県におきましても、国の動向を見つめつつ、交通事故対策への支援

制度を検討しておりますが、実施する場合は、市町村との協調補助ということを考えております。 

こうしたことから町といたしましては、国と県の動向を見ながら、支援制度を創設して参りた

いと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

○８番議員（小林有紀子さん） 

これについては、国の動向を見ながら、強調補助ということでありますので、ぜひ、よろしく

お願いいたします。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で通告９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） 
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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３時４３分 
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開会 午前１０時００分   

○議長（井上光三君） 

令和元年第４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。 

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

○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。 

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、昨日の樋口正訓君の一般質問の答弁に対し、教育長野中正人君から発言の訂

正をしたい旨の届け出がありましたのでこれを許可します。 

教育長 野中正人君。 

○教育長（野中正人君） 

昨日の樋口議員の一般質問の答弁におきまして、小原屋商店の建物が県の登録有形文

化財になっていると申し上げましたが、国の登録有形文化財の誤りでありましたので、

訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第２ 議案第８３号 三郡衛生組合規約の一部改正について 

日程第３ 議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正について  

以上の２議案は規約の一部改正でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第８３号及び第８４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。 

○５番議員（望月眞君） 

     議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正にかかわって

の質問です。タブレットの５ページから９ページにわたります。必要とする子どもたち

の多様性を考慮して、ことばの教室を通級指導教室等に文面を変更する法関係には賛成

です。それにかかわって質問します。本年度の通級している子どもたちは、言語障害対

象者及び情緒障害、学習障害等の障害対象者、それぞれ何人ぐらいいらっしゃいますで

しょうか。伺います。 

○議長（井上光三君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 
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○教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今の質問につきまして答弁させていただきます。 

ことばの教室に通う児童生徒等ですが、本年度におきましてはまだ１２月が終わって

いませんので、集計ができておりませんので、昨年の数字を上げさせていただきたいと

思います。昨年度、平成３０年１月から１２月まで１年間を通しまして、全体として、

ことばの教室としては１３４人通いました。その中で、富士川町に該当する通級の児童

数ですが５２名が通ってございます。この中で、実際１年を通して通級が終了した子ど

もが２２名おりまして、引き続き、今年になりましても、まだ３０名が通っております。

ほとんどの子が、いわゆる「ことばの障害」であります。 

〇議長（井上光三） 

 ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

大変多くの子どもたちが通級しているということで、通級指導教室の必要性を強く感

じています。再質問お願いします。昨年度実績をお伺いしましたが、通級対象者は減少

傾向にあるのか、それとも増加傾向にあるのか、その辺について伺います。 

○議長（井上光三君） 

     教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただいまの質問についてお答えさせていただきます。ことばの教室を利用される児童

ですが、少しずつですが増えている状況になります。全体としましては、児童生徒数が

減少する中で、ほぼ横ばいから少しずつ増えているということは、利用されている児童

等が多くなってきていると考えられます。中でも、吃音という形で、最初の言葉が出な

いような形の、言語的な問題を抱える子どもも、この通級指導に通うと改善されるとい

うようなことが、近年周知されてきていることから、そういったことで利用される児童

等が多いと分析できると思います。以上です。 

〇議長（井上光三） 

 ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

以上です。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第８３号および第８４号について、質疑を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第４ 議案第８５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第８６号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 
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日程第６ 議案第８７号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第８８号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第８９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

            に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治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６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８５号から第９０号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     １１番 堀内春美さん。 

○１１番議員（堀内春美さん） 

議案第８６号の富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について伺います。 

第３保育所が閉園になるわけですけれども、この跡地というのはどんなふうに考えて

いらっしゃるんでしょうか。伺います。 

○議長（井上光三君） 

子育て支援課長 佐藤洋子さん。 

○子育て支援課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの第３保育所閉所後の跡地の活用についてのご質問にお答えいたします。 

現在、各担当課より、どんな活用方法があるのかを皆さんに出していただいたところ

でございます。今後、その活用方法を精査をいたしまして、町にとって必要な方法で活

用できるよう、検討して参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

○１１番議員（堀内春美さん） 

それではこれからということですね。わかりました。ありがとうございました。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

２番 樋口正訓君。 

○２番（樋口正訓君） 

 議案第８７号の富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について、タブレット１６ページです。町外でも団員の資格を有する

ことで、団員の確保においての効果は期待される一方、有事の際に出動が可能な範囲

を、具体的には、どのあたりまでを想定しているのでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 
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     ただいまの出動可能な範囲はどこまで考えたかというご質問にお答えいたします。町

としては、特段どの地域とは考えておりませんけれども、富士川町に近い地域を想定し

ております。車で３０分圏内を想定しているところでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

○２番（樋口正訓君） 

再質問お願いします。町内であれば、防災無線等で火災の発生を知ることも可能であ

るでしょうが、団員の所在が広範囲になると、団員への有事の際の連絡方法をどのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

町外にいる団員についての連絡方法ですけれども、現在、火災の際は、各分団長に峡

南消防本部からメールが届く仕組みになっております。そのメール内容は、分団長から

各団員に伝達されるようになっておりますので、これまで同様、団員には連絡が入るこ

とと考えております。 

○議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

○２番（樋口正訓君） 

今後さらに広範囲になる団員も増えてくるだろうと推測されます。どうかまたＳＮＳ

の活用などで、正確で効果的な連絡方法の検討もお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番（青栁光仁君） 

私は日程第９ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行という点で、タブレットでまず８５ページ、よろしいでしょうか。第３条のとこ

ろですね。この中で、制度が変わりますので、現行と同じようにフルタイム採用の臨時

職員は変わらないかどうか、お伺いします。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

     質問の確認をさせてください。 

○議長（井上光三君） 

許可しますので、どうぞ。 

○財務課長（秋山忠君） 

今回、会計年度任用職員の関係する条例の整理ということで、この条例案を提出させ

ていただきました。いまのご質問につきましては、人事行政について、どのような、具
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体的な質問の内容を確認したいのですが、お願いします。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番（青栁光仁君） 

今のページは、フルタイム任用に関してのことだと思うのですが、私もなかなかこの

関係の法令がよく読み取れませんでしたけれども、フルタイム任用者というのが、いわ

ゆる正職員と同率の勤務時間、この４月から変わる今までの、現在の勤務形態と変わる

人はいるのかという意味合いなんですけれども。今と変わらないのかと。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

今回、来年４月から制度が導入されます会計年度任用職員につきましては、２種類ご

ざいまして、まずフルタイムの会計任用職員でございます。これにつきましては、通常、

８時３０分から５時１５分、職務によっても変わりますけれども７．７５時間というよ

うな時間の正職員と変わらない勤務時間が一つ。後、短時間勤務の方でございましてパ

ートタイム会計年度任用職員という職員にわかれます。勤務時間の状況なんですけども、

現在の非常勤嘱託職員、臨時職員につきましては、職種によって時間が７時間勤務、６

時間勤務また８時３０分からの職員と同じような時間の勤務の方がいますが、基本的に

は今回の富士川町会計年度任用職員につきましては、パートタイム職員のほうをしてい

くというような方針であります。 

ただ、時間につきましては職種によって、時間は変わりますので、一概に何時間とい

うことはございませんが、パートタイム任用職員ということで採用していきたいという

ことでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番（青栁光仁君） 

条例の５ページ、費用弁償の１０分の１減額ということが書かれておりますけど、こ

れはパート職員、臨時職員も１０分の１減額対応するということでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

富士川町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の改正ということですが、こちら

につきましては、パートタイム会計年度職員の報酬についての減額をここでは改正して

いるわけですけども、フルタイム任用職員については、その前の条項で給料月額という

ことが書いてございます。この給料月額がフルタイム職員の減額が含まれますので、パ

ートタイムもフルタイムも減額の対象になるということになります。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
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○１０番（青栁光仁君） 

この条例の全体について、つかみ切れないのでお伺いしたいんですけれども、要は現

在働いている人、３人ぐらいの方から、当局から、財務課長から説明を受ける中で、現

在正職員と同じ勤務時間形態だけれど、今度７．５時間になるとかそういったお話も聞

いていますので、現状の年間所得と変わらないのかどうか、その辺、職員が時間も減ら

されて、所得も減るということですと、若干問題もありますのでそれをお聞かせくださ

い。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

今回の会計年度任用職員制度が導入されますが、年収につきましては、今と変わらな

いということで設定をしております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１３番 長澤健君。 

○１３番（長澤健君） 

議案８７号、先ほどの樋口議員とだぶるところがありますが、今度、町外の団員が増

えるということで、有事の際には遠くから駆けつけなければならないということですけ

れど、多分、町外にいると使命感に任されると思うんですけれども、割と離れていると、

面倒だから行かないという団員が増えてくると思いますので、そういった部分で、交通

費、例えば、有事の際だけですけれども、支給という考えがあるかどうか伺います。 

○議長（井上光三君） 

防災交通課長 長澤康君。 

○防災交通課長（長澤康君） 

     ただいまの交通費等の支給があるかというご質問にお答えします。今現在、町では、

出動手当自体が費用支弁手当となっておりますので、出動手当の中に込みという中で、

お願いしたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 

○１３番（長澤健君） 

出動手当の分はわかっているのですけれども、これから遠くからくる団員も増えてく

ると思いますので、今後、有事の際にあまり団員が少ないというのも、やはりよくない

と思いますので、また、今後検討していただきたいと思いますので、これからの課題に

して、また質問したいと思います。以上です。 

○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。 
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以上をもって、議案第８５号から第９０号について質疑を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第１０ 議案第９１号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１１ 議案第９２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２ 

号) 

日程第１２ 議案第９３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 

１号) 

日程第１３ 議案第９４号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第１４ 議案第９５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２号） 

日程第１５ 議案第９６号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第９７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１ 

号）               

以上の７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９１号から第９７号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

○１１番（堀内春美さん） 

議案第９１号の富士川町一般会計補正予算について伺います。タブレットの１０６ペ

ージ、歳出の一般会計５ページ、ここの２の総務費。総務費の中の２の計画調査費の工

事請負費に電柱移転工事等とあるんですけれども、この電柱移転がいくらなのか、等が

いくらなのかを伺います。 

○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） 

ただいまの堀内議員のご質問にお答えをいたします。この電柱移転工事に関してでご

ざいますが、現在、本町では光ケーブルを繋いでおりまして、山間地域にも繋いでおり

ます。今回の、この工事につきましては小室区内における県営の事業が、支障があると

いうことで、それに伴います移転工事費でございます。それ以外につきましては、年間

を通しまして町内各地で、さまざまな東電、ＮＴＴ、いろいろな事業があります。そう

いった際に、移転をやむなくしなければならないケースがございますので、それを含め

まして５６万８０００円という予算となっております。 

○議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

○１１番（堀内春美さん） 

場所も伺おうと思いましたら、今おっしゃってくださいましたので、これは結構です。 

続いて、８の土木費の２の道路改良舗装費のところの１７公有財産購入費。土地開発
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基金土地購入費に、６４万５０００円とありますが、これはどこの場所でしょうか。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 志村正史君。 

○土木整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。場所につきましては、大法師線の拡幅に伴いまして、

旧鰍沢病院跡地の一部を道路用地として取得する必要があるため６４万５０００円、こ

れにつきましては、当初予算と足しまして不足分の増額でございます。以上でございま

す。 

○議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

○１１番（堀内春美さん） 

続いてその次のページの、やはり１７の公有財産購入費の４１６万２０００円。土地

開発基金土地購入費とありますが、これはどこなんでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 志村正史君。 

○土木整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。ここの場所につきましては、町道大椚大久保線の道

路改良工事に伴いまして、土地開発基金の土地の一部を道路用地として取得することか

ら、場所につきましては文化ホール入口の西側でございます。それも当初予算の不足分

を追加する増額補正でございます。以上でございます。 

○議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

○１１番（堀内春美さん） 

わかりました。ありがとうございました。終わります。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１番 秋山仁君。 

○１番議員（秋山仁君） 

議案９５号の、タブレット１４３ページですけれども、７款の町債、１項１８０万円

の増額になってるんですけれども、当初２７５０万から２９３０万円になったわけです

けども、これはどういう関係で増えたか、ちょっと教えていただきたいです。 

○議長（井上光三君） 

     上下水道課長 原田和佳君。 

○上下水道課長（原田和佳君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。この増額につきましては、当初の予定より増え

た金額でございますが、こちらは平林簡水の配水管の切り回し工事、並びに中部簡水の

排水管の布設替え工事、後は鬼島地内の国道５２号線の舗装修繕工事等の金額によるも

のでございます。以上でございます。 
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○議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

○１番議員（秋山仁君） 

次に議案９６号、タブレットで１５２ページなんですけど、補正額１０８０万なんで

すけれど、ここの場所なり経緯なりをちょっと教えていていただきたいです。 

○議長（井上光三君） 

     上下水道課長 原田和佳君。 

○上下水道課長（原田和佳君） 

もう一度質問を確認させていただきたいのですが。 

○議長（井上光三君） 

反問を許可しますので、お願いします。 

○上下水道課長（原田和佳君） 

１５２ページの、どの金額のことでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

○１番議員（秋山仁君） 

補正額が１０８０万円になっていますけれども、ここの経緯と場所をお願いします。 

○議長（井上光三君） 

     上下水道課長 原田和佳君。 

○上下水道課長（原田和佳君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。こちらの１０８０万円につきましては、富士

橋の架け替えに伴う下水管の布設替えによるものでございます。現状の富士橋の少し上

流の方の道路が拡幅になりますので、そちらに伴う下水管の敷設替えとなっております。

以上でございます。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

まず、タブレットの１０４ページ。土地売却ですけれども、２０８０万円の財産収入。

これはどちらの土地を売却したものでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

議案番号をお願いします。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

すみません。議案９１です。財産収入の財産売り払い収入、補正額２０８０万円、土

地売却代金と備考欄にありますが、もう少し詳細を教えていただきたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

管財課長 樋口一也君。 

○管財課長（樋口一也君） 
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ただいまのご質問にお答えいたします。この補正でございますけれども１０月３０日

の第４回臨時会の案件で提案いたしました財産の処分についての案件でございます。場

所は富士川町大法師町有地の売却でございまして、２０８０万円の要求をさせていただ

いたところでございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

続いてタブレットの１１２ページ、同じく補正予算、議案９１号ですけれども、教育

費の保健体育費、ちょうど真ん中のところの７１２万１０００円の補正額ですけれども、

いきいきスポーツ公園の管理備品となっておりますけれども、明許繰越で、例えば、審

判台とか、まだ、納品が遅れているもので、明許繰越もあったと思うんですけど、ここ

で補正が出てきたということは、どんなものを買うのでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今のご質問にお答えします。最初に、いきいきにスポーツ公園のスポーツ器具に

つきましては、繰越明許させていただきましたが、４月に納入が済んでございますので、

今回は、いきいきスポーツ公園、今、管理棟を建設しているところでございますけども、

そこの管理棟に備品を置きたいということでございます。なお、備品につきましては主

立ったものといたしましては、リターン式のコインロッカーを１６台。それから折りた

たみ式の机を１６台。軽量のパイプいすを６０脚、全部で２６品を揃える予定でござい

ます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

続いて、ちょっと飛びますけれども１４３ページ。歳入の他会計繰入金、１４３ペー

ジの下から２つ目、諸収入、雑入ですね、補正額６９万円、配水管切り回し補償金とあ

りますけれども、この補償金というのは、どこが補償するんでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

     上下水道課長 原田和佳君。 

○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。こちらは県の平林農道の拡幅工事に伴うものであ

りますので、県からの補償金となっております。以上でございます。 

○議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

以上で終わります。できれば県補償金というように次回からお願いします。 

○議長（井上光三君） 
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ほかに質疑ありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

議案第９１号タブレット１０６ページ。１２款総務費 ５項企画費 １目企画総務費

から伺います。ふるさと納税報償について、ふるさとチョイス、ほかふるさと納税検索

サイトに４サイト登録していると思いますが、これらサイトへの登録料とか年間の手数

料とかの総額はいくらになるんでしょうか。 

○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） 

ただいまの笹本議員のご質問にお答えをいたします。ふるさと納税の関係のサイトへ

の金額でございますけれども、それぞれ経費といたしまして、各社パーセントは違って

おります。金額としましては、寄附金額に対する経費ということで、ふるさとチョイス

が１％、さとふるが金額に対しまして１２％、ふるさとプレミアムが１０％。あと、ふ

るさと本舗が１２％という形で取り決めを行っております。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     サイトによって寄附金に対する手数料が、大きく異なるということでしょうか。 

○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） 

     議員が申しましたとおり、各社で寄付金額に対する事務取扱経費は異なっております。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

その１％と１２％では大きく差がありますが、例えば１％のサイトと１２％のサイト

から入ってくるのであれば、１％から入ってくるほうが町としては、得なわけですよね。

どちらが多いとかわかりますか。 

○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） 

     寄付の割合という意味でよろしいでしょうか。１％の業者がふるさとチョイスでござ

いますけども、そちらが概ね４割。全体寄付額の４割。１２％のうちの１つのさとふる

につきましては、概ね５割弱程度でございます。残る２社につきましてが全体の１割程

度という状況でございます。 

○議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 



１１４ 

 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     わかりました。それから同じところですが、ふるさと納税カード決済使用料…。 

○議長（井上光三君） 

     笹本議員、項で３回ですから、３回しました。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     わかりました。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

議案９７号のかじかの湯の特別会計ですけれども、タブレットの１５９ページ。歳出

の一般管理費の原材料費１７０万円。厨房食材等とあるのですが、１回の仕入れで１７

０万円は非常に大きいような気がするんですけども、食材だけなのか、食材以外にもあ

るのかをちょっとお聞きしたいのですが。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○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。今回の原材料費の１７０万につきましては、物品の

販売の仕入れ、これはお土産の仕入れが１３０万円、厨房の食材仕入れが４０万円とい

うことで、合計１７０万円となっております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

わかりました。食材費で１７０万円というと、ちょっと大きいと思ったので質問させ

ていただきました。ありがとうございました。 

○議長（井上光三君） 

先ほど議長から、「項」で３回と言いましたが「目」で３回ですので、笹本議員は目

でやりましたので。 

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９１号から第９７号について質疑を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第１７ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とし 

ます。 

これから議案第９８号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての質問です。タブレッ

ト１６７ページからです。新旧対照表に則って質問します。私が議員になって最初の一

般質問において、郷土資料館建築構想について言及しましたが、これが現実化してきた

ことに大変期待しています。そこで質問します。タブレット１６７ページの新旧対照表

では、富士川舟運資料館の整備が新規内容に掲げられていますが、この事業内容につい

て、今現在、どのような検討がされているのかを伺います。 

○議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今のご質問にお答えさせていただきます。まず、過疎地域自立促進法第６条第１

項で、市町村が過疎地域に指定された市町村の全部または一部に対し、過疎自立促進市

町村計画を定めることができると規定されております。また同法１０条から第１２条に

おいては、この市町村計画に基づきまして行われる事業に対して、国の補助金や地方債

の財源が、財政上優遇措置されるという制度になってございます。現在、場所等は決ま

ってございませんが、今後富士川舟運に関する事業を展開する場合、こういった過疎計

画の掲載によって、財源の確保が担保できるということでございます。なお、今の時点

では場所等も決まっておりませんし、今、資料収集の確認作業をしている最中でござい

ます。具体的なことについてまだ決まっていないという状況でございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

具体的な検討内容はまだ進めていないというふうに理解をしてよろしいですね。 

それを踏まえながら再質問をお願いします。現教育会館は新庁舎建設を見越して、２

階を地域の公民館あるいは集会所としての活用が期待されています。１階スペースを、

現望月百合子記念館と併設して、富士川舟運資料館として開催されることも期待されま

すが、現教育会館の活用も富士川舟運資料館構想の検討内容に値するかどうか伺います。 

○議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

○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。既存の公共施設の再配置計画並びに、そういった

既存の施設の利活用について、当然、検討している段階でございますので、今ある教育

文化会館もその１つの活用方法の中には含まれるということで理解していただければ

と思います。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 
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再質問です。教育会館の活用も検討材料の１つになるということだと理解しましたが、

昨日の樋口議員の一般質問でも触れられていましたが、現「塩の華」を活用しての富士

川舟運資料館構想も検討事項の１つになると思いますが、現「塩の華」は、旧鰍沢町代

に地域活性化事業の補助金を受けて建築されたと理解していますが、富士川舟運資料館

として活用することに対して、補助金の縛りとしての制限等があるのか伺います。 

○議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 

○生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今のご質問にお答えします。当然、国県の補助金等を頂戴しているということで

ございますので、いささかの制限はございます。ただ、協議また調整の中でクリアでき

るものと理解しております。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

わかりました。ぜひ、検討をして富士川舟運資料館の構想を進めていただきたいと思

います。以上です。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第９８号について質疑を終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第１８ 議案第 ９９号 山梨西部広域環境組合の設置について 

日程第１９ 議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置について 

以上の２議案は、組合等の設置案件でありますので一括して議題とします。 

質疑はありませんか。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置にかかわっての質問です。タ

ブレット１７６ページです。県の事業仕分けにより、来年度より県下３か所にあった適

応指導教室、こすもす教室も、韮崎及び都留のこすもす教室が閉鎖され、石和コスモス

教室のみとなります。これまで県より指導者加配が１名置かれ運営されてきた峡南地域

やまなみ教室も廃止となります。それを峡南４町で共同設置して継続していることは、

子どもたちにとって大変ありがたいことだと考えています。共同設置にかかわって質問

します。現代、何人の子どもたちがやまなみ教室に通級しているのか、わかったら伺い

たいと思います。 



１１７ 

 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○教育総務課長（中込浩司君） 

ただ今のやまなみ教室の利用者のご質問について回答します。本年度でございますが、

やまなみ教室に通っております生徒の数は、全体で５名ということで報告を受けており

ます。そのうち、２人は富士川町内の中学生の子が通っております。現在その２人につ

きましてですけれど、定期的に通っていること、なかなか登校しぶりではないのですけ

れども、行けたり行けなかったりという形ですが、実際は保護者の協力を得ながら、何

とか通えるきっかけを作る目的で、このやまなみ教室に通ってございます。またこうい

った子どもたちが、なるべく来れるようになって、また各校へも再び登校できるような

ケースというのも、他町のほうでは報告を受けてございます。以上になります。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

私も若干関わりあってきたので、よくわかっているのですが、学校に通学できない子

どもたちが、こすもす教室において、そこで学んで、生活しながら学校に通学すること

でできるようになった。あるいはそこから高校へ進学するというような、大きな成果が

上がっている例もあります。ぜひこれは、継続してやっていただきたいと思います。 

再質問ですが、共同設置のやまなみ教室の担当職員は、どのように選任されていくの

か伺います。 

○議長（井上光三君） 

教育総務課長 中込浩司君。 

○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。今回の規約の制定、当町の富士川町以

外でも４町が同時にこの１２月の定例会に出してございます。こちらで規約等の承認を

受けました後、４町で協議しながらですが、幹事団体であります市川三郷町のほうで探

すような形にはなりますが、引き続き、本年度受けてございます講師の方が続けられれ

ば一番理想とは考えてございます。以上になります。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

適任者を、ぜひ選出して、効果があるようにしていただきたいと思います。以上です。 

○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９９号及び第１００号について、質疑を終わります。 

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



１１８ 

 

○議長（井上光三君） 

日程第２０ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

します。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、認定第５号について質疑を終わります。 

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

○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。 
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１ 議事日程 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 ２号 総額約３０億円の新庁舎建設の見直し請願書について 

日程第 ３ 請願第 ３号 リニア中央新幹線の騒音の低減に関する請願について 

日程第 ４  議案第８３号 三郡衛生組合規約の一部改正について 

日程第 ５ 議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正につ 

いて 

日程第 ６ 議案第８５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８６号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第８７号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

             の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第８８号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

             条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第８９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

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１１ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治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１２ 議案第９１号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１３ 議案第９２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２ 

号) 

日程第１４ 議案第９３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 

             １号) 

日程第１５ 議案第９４号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第１６ 議案第９５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２号） 

日程第１７ 議案第９６号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第９７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１ 

号） 

日程第１９ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第２０ 議案第９９号 山梨西部広域環境組合の設置について 

日程第２１ 議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置について 

日程第２２ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 

 



 

120 

 

日程第２３ 意見書第３号 リニア中央新幹線の騒音の低減に関する意見書の提出につ 

             いて 

日程第２４ 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２５ 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２６ 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 会議録署名議員 

 

１番  秋 山  仁        ２番  樋 口 正 訓 

       

 

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 

（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 

 

 

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 
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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） 

令和元年 第４回富士川町議会定例会 ４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいと

ころ、ご出席いただき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４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、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書３件が提案されてい

ます。ご審議をよろしくお願いします。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 請願第２号 総額約３０億円の新庁舎建設の見直し請願書について 

日程第３ 請願第３号 リニア中央新幹線の騒音の低減に関する請願について 

を議題とします。 

去る、１２月６日の本会議において、総務産業建設常任委員会に付託しました請願第２号

および第３号について委員長の報告を求めます。 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

           請願審査報告書の朗読 

〇議長（井上光三君） 

以上で、総務産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

深澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、請願第２号および第３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、請願第２号および第３号の委員会審査報告について質疑を終わります。 
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深澤委員長ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから請願第２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。 

これから、日程第２ 請願第２号について採決します。 

お諮りします。請願第２号に対する委員長報告は「不採択」とするものです。 

委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〇議員 

     議長。 

（ 異議あり。の声 ） 

〇議長（井上光三君） 

異議がありましたので、起立により採決します。 

お諮りします。請願第２号に対する委員長報告は「不採択」とするものです。 

委員長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 １０名 ） 

起立多数です。着席願います。 

したがって、請願第２号は、委員長報告のとおり「不採択」とすることに決定しました。 

次に、請願第３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、請願第３号について討論を終わります。 

これから日程第３ 請願第３号について採決します。 

お諮りします。請願第３号に対する委員長報告は「採択」とするものです。 

委員長報告のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって請願第３号は委員長報告のとおり「採択」とすることに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第 ４  議案第８３号 三郡衛生組合規約の一部改正について 

日程第 ５ 議案第８４号 峡南地区ことばの教室共同設置協議会規約の一部改正について 

以上の２議案は、規約の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８３号および第８４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。 
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以上をもって議案第８３号および第８４号について、討論を終わります。 

これから日程第４ 議案第８３号及び、日程第５ 議案第８４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８３号及び第８４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 ６ 議案第８５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８６号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第８７号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

             の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第８８号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条 

例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第８９号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

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１１ 議案第９０号 地方公務員法及び地方自治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６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８５号から第９０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８５号から第９０号について討論を終わります。 

これから、日程第６ 議案第８５号から日程第１１ 議案第９０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８５号から第９０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１２ 議案第９１号 令和元年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１３ 議案第９２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２号) 

日程第１４ 議案第９３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１号) 

日程第１５ 議案第９４号 令和元年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号) 
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日程第１６ 議案第９５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２号） 

日程第１７ 議案第９６号 令和元年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第９７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１号） 

以上の７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９１号から第９７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９１号から第９７号について討論を終わります。 

これから、日程第１２ 議案第９１号から日程第１８ 議案第９７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９１号から第９７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１９ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

これから、議案第９８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９８号について討論を終わります。 

これから、日程第１９ 議案第９８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９８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２０ 議案第 ９９号 山梨西部広域環境組合の設置について 

日程第２１ 議案第１００号 峡南地域教育支援センターの共同設置について 

以上の２議案は、組合等の設置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９９号および第１００号について、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な  し ） 



 

126 

 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第９９号および第１００号について、討論を終わります。 

これから日程第２０ 議案第９９号及び日程第２１ 議案第１００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９９号および第１００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２２ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

これから、認定第５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。 

以上をもって認定第５号について、討論を終わります。 

これから日程第２２ 認定第５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認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２３ 意見書案第３号 リニア中央新幹線の騒音の低減に関する意見書の提出につい 

てを議題とします。 

意見書案第３号の提出者に趣旨説明を求めます。 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

           意見書案の提案理由朗読説明 

〇議長（井上光三君） 

     以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

深澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第３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、意見書案第３号について質疑を終わります。 

深澤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
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これから、日程第２３ 意見書案第３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、意見書案第３号について討論を終わります。 

これから、日程第２３ 意見書案第３号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第３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２４ 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２５ 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２６ 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した。 

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。 

条例改正案件、補正予算案件などの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、町の執行部の皆さまにおいては、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。 

今年も残すところ３週間余りとなりました。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、希望に輝く新年をお迎えくださいますよう、御祈念申し上げます。 

令和元年 第４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２２分 


