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平成２８年第４回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２８年１２月９日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 
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改正する条例について 

日程第 ６ 議案第８３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ７ 議案第８４号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ８ 議案第８５号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ９ 議案第８６号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号) 

日程第１０ 議案第８７号 平成２８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１１ 議案第８８号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

(第３号) 

日程第１２ 議案第８９号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

(第４号) 

日程第１３ 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について 
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 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 
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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（１６人） 
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６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 富士川町告示第６１号をもって招集されました、平成２８年第４回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２８年第４回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本格的な冬を迎え、今年も余すところ三週間となりました。 

先月２４日には、５４年ぶりといわれる早い積雪を観測し、厳しい冬が心配されたところで

すが、気象庁の３カ月予報によると、気温は平年並みか高めの見込みであります。 

しかし、これからの季節、気温の大幅な変動が見込まれます。体調等の管理にはご留意願い

ます。 

さて、海外に目を向けますと、１１月８日、米国民の利益を最優先するいわゆる「アメリカ・

ファースト」を基本にするとしたドナルド・トランプ氏が次期大統領候補となりました。また、

イタリアの憲法改正を問う国民投票、来年３月のオランダの総選挙、大統領選を来年に控える

フランス、やはり来年の秋に総選挙があるドイツなど、どの国にも共通して言えることは、反

既成政治勢力への支持が増していることだと考えます。 

一方、不安定な国際社会の中で、日本は自民党と公明党の連立政権が安定していると言えま

す。 

しかしながら、カジノ解禁法案の国会審議を見ると、連立を組む公明党からも慎重な意見が

出ていることから、十分な審議を尽くしているとは言えない状況だと思います。今国会では、

国民生活に多大な影響を及ぼす年金制度改革法案も審議されていますが、言論の府としての責

任を果たすことが望まれています。 

また、厚生労働省は、１１月２９日、子どもの医療費を窓口無料化で助成している市町村に

対し、国が国民健康保険へのペナルティーとして実施している補助金減額措置を、２０１８年

度から廃止する方向で調整に入ったと新聞で報道されました。富士川町でも独自に１８歳まで

の患者の一部負担金が助成対象となる、子ども医療費助成制度を実施しています。今後は、国

を挙げての少子化対策の取組みのひとつとして、すべての子ども医療費のペナルティーを廃止

してほしいものです。 

本町では、１１月に新庁舎整備基本構想を策定しました。今後は基本計画の策定に向けて取

り組むこととなります。 

また、児童センター建設設計委託業者がプロポーザル方式により選定されました。リニア側

道基本計画の説明会も３地区で開催されました。さらに今後改定が予定されている水道料金等

の改定案の地区説明会も今月から始まっています。 

町民体育館建設検討委員会も３回開催され、規模と機能について議論されています。 

このように山積する課題に対して議会は、町民の声を聞き代弁すると同時に、議論と調査研

究を重ね、住民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指して、時には住民に訴え、時

には協力を求め、その実現に積極的に努力することが大切であります。 
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そして、議会としての使命を果たすには、議員としての責任と義務を一人ひとりが自覚して

行動しなければなりません。そうでなければ、住民の信頼を得ることができません。今定例会

でも、緊張感を持って、活発な議論と慎重な審議をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

 ５番 堀内春美さん 

 ６番 秋山勇君 

を指名します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１６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１６日までの８日間と決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名および開催された

会議等につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 

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

します。 

 今定例会までに受理した請願は、先に配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、審査をお願します。 

 なお、本定例会におきましては、富士川町議会会議規則第１０３条の但書きの規定により、

指定された情報通信端末の議場への持ち込み及び議案に関する資料等の閲覧を許可しましたの

で報告します。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２８年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、公私とも大変ご多忙の中を、全員の御出席を賜り、誠にありがとうござい

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

礼を申し上げます。 

     さて、今年も余すところ、わずかとなりました。年末、年始を控え、多忙な日々が続くこと

と思いますが、お体に十分御留意され、輝かしい新年をお迎えいただきたいと思います。 

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

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

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

はじめに、先月の２４日未明から昼ごろにかけ、県内各地では雪が降り、甲府地方気象台で

は、１１月の雪の観測につきましては、５４年ぶりの出来事とのことであります。 

こうした異常気象については、日本各地はもとより、世界規模でも発生しており、地球温暖

化をはじめとする、自然現象の変化について、危惧するところであります。このような状況の

中、今年を振り返ってみますと、大規模な地震の多い年となりました。４月には、熊本地方を

震源とする地震が発生し、５月と７月には、茨城県の北部南部地方において、１０月には鳥取

県で、さらに先月は、福島県沖において、東日本大震災を思い出させるような地震が発生いた

しました。 

また、今年は、８月に相次いで発生した台風により、北海道と岩手県においては、記録的な

大雨となり、家屋等の被害をはじめ、多くの方々がその犠牲となってしまいました。特に、台

風１０号の影響による犠牲者の中には、未だ５名の方々が行方不明となっており、自然災害の

恐ろしさを改めて痛感しているところであります。このたびの地震や台風により被害に遭われ

た皆様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様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。 

さて、今年においては、明るいニュースもありました。８月から９月において、ブラジル・

リオデジャネイロで開催された、オリンピック、パラリンピックであります。オリンピックで

の日本は、過去最多となる４１個のメダルを獲得し、陸上競技の男子４００ｍリレーでは、ト

ラック種目、歴代初めてとなる銀メダルを獲得するなど、日本中が大いに盛り上がったところ

であります。４年後には、この大きなスポーツの祭典が東京で開催されます。インフラの整備

をはじめ、さらなる国際交流の発展と観光面での経済効果など、今後の経済好循環を期待して

いるところであります。 

一方、国内経済に目を向けますと、先月、内閣府が発表した我が国の経済状況では、「景気に

ついては、このところ弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いており、消費者物価は、横

ばいとなっている」とし、先行きについては、「雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の

効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される」としております。 

また、政府は、引き続き東日本大震災からの復興・創生に向けて取り組むとともに、デフレ

からの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくとしていま

す。 

さらに、熊本地震等による被災者の生活への支援等に万全を期し、地域経済の早期回復や産

業復旧に取り組むとしております。 

これらにより、好調な企業収益を投資の増加や賃上げなど、雇用環境のさらなる改善につな

げ、地域や中小・小規模事業者も含めた経済の好循環を拡大するとしており、その実現に期待

しているところであります。 
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     それでは、今定例会に提出しました、主な案件と主要な事業への取り組み状況について申し

上げます。 

まず、役場新庁舎の整備についてであります。町では、先月１１日に「富士川町新庁舎整備

基本構想」を策定いたしました。構想では、現庁舎の老朽化に伴う耐震性能不足への対応や分

散している行政機能を一元化すべく、新庁舎建設の必要性とともに、想定規模を最大で６，

５００平方メートル、敷地面積約１２，０００平方メートルとすること、建設場所については、

現本庁舎位置での建て替えとすることなど、整備検討委員会の答申を踏まえ、町の基本方針を

定めたところであります。 

また、事業スケジュールとしましては、合併推進債の活用を予定しており、その活用期限で

ある「平成３６年度末」を事業完了年度とし、町民の安全と安心な暮らしを支える新庁舎の整

備を進めることとしております。こうしたことから、この基本構想のスケジュールにより、明

年度には、現本庁舎周辺の測量調査の実施とともに新庁舎建設の根幹となる「新庁舎整備基本

計画」の策定を進めて参りたいと考えております。 

     次に、国土強靭化地域計画策定の進捗状況と今後の活用についてであります。国土強靭化地

域計画は、いかなる災害等が発生しようとも、「人命の保護が最大限図られる」など、強さとし

なやかさを持った、安全・安心な地域の構築に向け、強靭化を推進する計画であります。 

現在、今年度中の策定を目指し、外部による検討委員会と庁内での検討会により、協議を重

ねているところであります。策定後は、国土強靭化の観点が最重視されることから、本町の地

域防災計画をはじめ、各分野の計画等の指針となるものであります。 

次に、富士川町児童センターについてであります。児童センターは、子育て家庭の支援や地

域との繋がりや絆を深める拠点であり、子どもたちが集う夢のある施設でありますので、その

建築設計業者の選定につきましては、広く専門家の技術提案を求める方法としての「プロポー

ザル方式」を採用し、児童福祉に関する有識者や町の職員８名で構成する「富士川町児童セン

ター建築設計プロポーザル審査委員会」において、業者選定の御審議をいただいたところであ

ります。その結果、優先交渉権を獲得した「大宇根建築設計事務所」と契約締結に向け、協議

を進めているところであります。今後は、設計業者と、より安全で、子どもたちが安心して利

用できる施設となるよう、詳細な詰めを行う中で基本設計、実施設計を進め、明年秋ごろには

建築工事が発注できるようにして参りたいと考えております。 

また、建築設計と平行して、建設用地の取得や造成工事も合わせて実施していくこととなり

ますので、今定例会には、用地取得費及び補償費を計上いたしております。 

次に、中部横断自動車道についてであります。中部横断自動車道については、 六郷ＩＣ ～ 増 

穂ＩＣ間９．３Ｋｍが、明年３月、新清水ＪＣＴ ～ 六郷ＩＣ間４９Ｋｍが平成３０年３月の

供用開始を目標に鋭意工事が進められてきたところであります。 

しかし、本年９月末時点での、本線用地の取得率は、新清水ＪＣＴ～富沢ＩＣ間は、９９％、 

富沢ＩＣ～増穂ＩＣ間は、１００％で、事業区間の全長５８．３Ｋｍのうち、トンネルが約６割、

橋梁延長が約２割であります。トンネル３０本の延長は約３２．６Ｋｍで、全ての工事には着

手しているものの、約２割が掘削未了となっております。 

また、橋梁についても、５８橋のうち、３５橋が未完成の状況となっておりました。こうし

たことから、中部横断自動車道の新清水ＪＣＴ～増穂ＩＣ間の開通時期について、工事発注者
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である国土交通省と中日本高速道路㈱との間で検討がなされていたところでありますが、

１１月２２日に、発注者側と県及び沿線市町との連絡調整会議において、中部横断自動車道に

ついて、新たな開通見通しが発表されたところであります。発注者の発表によると、事業の遅

れの理由としては、想定以上に脆い地盤によるトンネル掘削時の補強や掘削中の湧水発生に伴

う処理対策、重金属を含む掘削土の封じ込め構造の見直しや発生土量の増加に伴う処分先の追

加などによるものとのことであります。 

こうした追加工事の必要から、工程を見直した結果、六郷ＩＣ～増穂ＩＣ間は、当初計画ど

おりの平成２９年３月、新清水ＪＣＴ～富沢ＩＣ間と下部温泉早川ＩＣ～六郷ＩＣ間が当初計

画より１年遅れの平成３０年度、富沢ＩＣ～南部ＩＣ間もトンネル工事が順調な場合は、当初

計画より１年遅れの平成３０年度の開通見通しで、南部ＩＣ～下部温泉早川ＩＣ間は、トンネ

ル工事が順調な場合に、当初計画より２年遅れの平成３１年度の開通見通しとのことでありま

す。新清水ＪＣＴまでは、当初計画どおりの全線開通を期待していただけに残念ではあります

が、今後は、新工程に遅れが生じないよう関係機関に働きかけて参りたいと考えております。

中部横断自動車道の増穂ＩＣ以南の開通見通しについては、こうした状況ではありますが、六

郷ＩＣ～増穂ＩＣ間は、当初計画どおり明年３月には開通する見通しであることから、中日本

高速道路㈱や市川三郷町とも協議をし、開通前に六郷ＩＣ側からと道の駅「富士川」側から高

速道路上をウォーキングしながら、高速道路の橋からの景観やトンネル内の状況を見ていただ

く、イベントを計画しており、今定例会に所要の経費を計上しております。 

     次に、鰍沢小学校への太陽光発電設備の設置についてであります。本町では、小中学生の環

境に対する意識の向上や教育環境を充実させるため、順次、太陽光発電設備を設置してきたと

ころであります。昨年度までに、増穂小学校、増穂中学校、鰍沢中学校に設置して参りました

が、本年度の国の補正予算により鰍沢小学校への太陽光発電設備の設置に対する国庫補助の内

示がありましたので、設置に必要な所要の経費を今定例会に計上しております。 

次に、ますほ文化ホールの指定管理についてであります。ますほ文化ホールの運営につきま

しては、これまで町が直営で行って参りましたが、今後の運営主体として、一般社団法人の設

立の準備を進めてきたところでありますが、その準備が整ったことから、富士川町民の芸術文

化、生活文化の振興に関する事業を行い、地域文化の創造と発信とともに、住民の芸術文化活

動を推進し、豊かな人材と文化を育む、まちづくりに寄与することを目的とした、一般社団法

人「ふじかわ」を１１月１１日に設立いたしました。「ふじかわ」の設立時社員は２名、設立時

役員は、理事４名、監事１名の５名であり、代表理事は、現在、ますほ文化ホール事務局長の

永安健亮であります。永安事務局長は、ますほ文化ホールに勤務一筋で、建物や施設状況はも

とより、事業運営や特殊な舞台設備も熟知しており、明年４月から、管理・運営の指定管理者

として、一般社団法人「ふじかわ」を指定いたしたく、今定例会に、ますほ文化ホール条例の

一部を改正する条例案件、及び公の施設の指定管理者の指定について、指定案件を提出してお

ります。 

なお、「ふじかわ」の明年４月からの施設管理の職員体制は、館長、事務局長、事務局職員２名 

の４名で行うこととしております。 

最後に、全国禹王サミット in富士川の開催についてであります。禹王とは、中国最古の夏王

朝の創始者で、卓抜した治水事業により黄河を治め、中国では治水の神として崇められた存在

として伝わっております。 



 １０

禹王サミットは、そんな古代中国の名君にまつわる石碑や地名などがある日本各地を開催地

として、治水や利水の歴史、災害史を探求調査しながら、それらを伝承することを目的に、平

成２２年に酒勾川水系にある神奈川県開成町において、第１回全国禹王サミットが開催されま

した。 

本町には、富士橋下流に富士水碑が設置されておりますが、碑には「禹王でも困難といわれ

た富士川開削の偉業を角倉了以は成し遂げた」と刻まれております。 

また、富士水碑付近の富士川の川幅が極端に狭くなる場所を禹之瀬と呼ぶなど、禹王にまつ

わる石碑や地名があることや、富士川の歴史的改修である禹之瀬河道整正事業から３０年の節

目となることから、明年１０月７日、８日の２日間、富士川町ますほ文化ホールを会場として

「第６回全国禹王サミット in富士川」を開催することとしております。サミットの開催にあた

りましては、富士川、並びにその上流の国土交通省直轄区域、１５の市、町で構成する富士川

改修促進期成同盟会が主催となり、同盟会内に禹王サミット実行委員会を設置し、開催地とな

る本町で事務局を担当することとしております。 

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

きました。 

なお、今定例会に提出いたしました案件は、条例改正案件４件、補正予算案件５件、指定案

件１件、計画変更案件１件、合わせて１１件の議案を提出しております。提案理由は、議案ご

とに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしく御審議のうえ御決議あらんこと

をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第４ 報告第８１号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

   日程第５ 議案第８２号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条 

例について 

日程第６ 議案第８３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第８４号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例について 

  以上の４議案については、条例改正案でありますので一括して議題とします。 

 町長から、本案について説明を求めます。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 次に報告第８１号の補足説明を求めます。 

 財務課長、齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

 それでは議案第８１号の補足説明をさせていただきます。第８１号のかがみ文を一枚めくっ

ていただきまして、改正文を読み上げます。富士川町行政組織条例の一部を改正する条例、富

士川町行政組織条例平成２２年富士川町条例第６号の一部を次のように改正する。第２条の表、
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子育て支援課の項に次の第１号を加える。４号、子育て世代包括支援センターに関すること。

附則この条例は平成２９年４月１日から施行する。続きまして一枚めくっていただきまして新

旧対照表をご覧ください。第２条の分掌事務の中でございますが、子育て支援課の中に、第４号

ということで、子育て世代包括支援センターに関することを追加するというものでございます。

今回の条例改正は子育て支援課内に子育て世代包括支援センターを４月１日から施行するため

の改正となります。以上議案第８１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議

決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第８２号及び議案第８３号の補足説明を求めます。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

議案第８２号の補足説明を行います。富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例。富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例平成２２年富士川町条例第

１２１号の一部を次のように改正する。次の新旧対照表をご覧ください。第２条第４項につき

ましては、同法第６条の４第１項を、同法第６条の４に改めます。これは児童福祉法の一部を

改正する法律の施行に伴い、養育者の規定が改正されるものです。 

 続きまして、第４条第１項第２号につきましては、令第２条の４第５項を、令第２条の４第

８項に改めます。これは児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行に伴い、令第２条の４第

５項に、３項が加わることにより条ずれになります。前のページにお戻りください。附則とい

たしまして、この条例中第２条第４項の改正規定は平成２９年４月１日から、第４条第１項、

第２号の改正規定は公布の日から施行する。以上になります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

続きまして、議案第８３号の補足説明を行います。富士川町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例。富士川町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例、平成２７年富士川町条例第３号の

一部を次のように改正する。新旧対照表をご覧ください。別表第一、備考３および別表第ニ、

備考３につきましては、「、情緒障害児短期治療施設通所部」を「若しくは児童心理治療施設の

通所部」に改めます。これは、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う名称の変更にな

ります。また、前のページが戻りください。附則、この条例は平成２９年４月１日ちから施行

する。 

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第８４号の補足説明を求めます。 

生涯学習課長、早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

それでは、議案第８４号富士川町ますほ文化ホール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。説明は、新旧対照表により主な改正内容についてさせていただ

きます。それでは新旧対照表の４ページをご覧ください。 

新条例第２条、名称および位置につきましては、位置に表記されております、天神中条の「条」

の字を正しい表記にするため、にんべんのついた「條」の字に改めるものです。次に第４条につ
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きましては、文化ホールの管理を地方自治法２４４条の２第３項の規定により、指定管理者に行

わせる旨の表記がされております。次に、第５条、指定管理者の業務につきましては、旧条例第

１６条では、指定管理者が行う業務の範囲について、文化ホールの使用許可や、施設の維持管理

としておりましたが、これに文化ホールの運営を新たに加えるものです。次に第６条から８ペー

ジの第１７条につきましては、旧条例中、「町長は」を「指定管理者は」に、「町長の」を「指定

管理者の」に改めるものです。また。条例第１４条第３項の規定により、施設の貸館等に係る利

用料金は指定管理者の収入となり、条例で定める施設の使用料をすべて町の収入とする場合は、

「使用料」、指定管理者の収入とする場合には「利用料金」として、表記を区分しているため、旧

条例中、「使用」、「使用者」、「使用料」を「利用」、「利用者」、「利用料金」に改めるものです。 

次に第１８条につきましては、指定管理者に対し、保有個人情報の管理に必要な措置を講じる

旨の表記を新たに加えるものです。 

また、旧条例第１７条により設置をしておりました、ますほ文化ホール運営委員会につきまし

ては、指定管理者が設置をすることとするため、本条例から削除をいたしました。 

なおこの条例につきましては平成２９年４月１日からの施行となります。 

ご審議をいただき、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第 ８ 議案第８５号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ９ 議案第８６号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第１０ 議案第８７号 平成２８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１１ 議案第８８号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第３号) 

日程第１２ 議案第８９号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第４号) 

以上の５議案については補正予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第８５号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     それでは、議案第８５号平成２８年度富士川町一般会計補正予算第６号の補足説明をさせて

いただきます。補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

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

項別明細書の１ページをお願いいたします。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上、議案第８５号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよ
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うよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第８６号および第８７号の補足説明を求めます。 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは議案第８６号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をご覧ください。 

（以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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

す。事項別明細をお開きください。 

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

     次に、議案第８７号の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

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

す。事項別明細書をお開きください。 

    （以下、平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

     以上、議案第８６号および８７号の補足説明をさせていただきました。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に議案第８８号の補足説明を求めます。 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは、議案第８８号の補足説明をさせていただきます。表紙の裏面をご覧ください。 

     （以下、平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

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

す。事項別明細書をお開きください。 

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

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

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第８９号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     それでは、議案第８９号、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）の

補足説明をさせていただきます。裏面をお開きください。 

    （以下、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

ジをお開きください。 

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

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

〇議長（秋山貢君） 
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以上で、町長の提案理由説明と、担当課長の補足説明が終わりました。 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５８分 

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

再開 午前１１時０７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて議事を再開します。 

日程第１３ 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

  ―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第９０号の補足説明を求めます。 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは議案第９０号、公の施設の指定管理の指定について補足説明をさせていただきます。

ただいま説明がありましたように、指定管理を行う施設につきましては、富士川町ますほ文化

ホールであります。今回の指定につきましては、富士川町公の施設における指定管理者の指定

の手続き等に関する条例第５条、公募によらない指定管理者の選定の第１項第２号により指定

管理候補者として選定するもので、富士川町民の芸術文化、生活文化の振興を目的として平成

２８年１１月１１日に設立しました、富士川町天神中條８２０番地１、一般社団法人ふじかわ

代表理事永安健亮に指定するものであります。指定の期間につきましては、平成２９年４月１日

から平成３４年３月３１日までとなっております。以上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いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１４ 議案第９１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。 

〇町長（志村学君） 

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

〇議長（秋山貢君） 

 次に議案第９１号の補足説明を求めます。 

 政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは議案第９１号、富士川町過疎地域自立促進計画の変更について、補足説明をさせて
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いただきます。 

     本計画は旧鰍沢地区を対象とした計画でありますが、本計画に掲載された事業が過疎対策債

の対象事業となるものであります。計画の見直しにより、事業内容の変更等を行うものであり

ます。変更計画書の表紙をめくっていただきたいと思います。１、基本的事項でありますが、

公共施設等総合管理計画と調整の項目の追加であります。この管理計画は、平成２７年度にお

いて作成したものでありますが、策定後は過疎地域自立促進計画との整合性を図るよう指導さ

れていることから、本項目に追加するものであります。次の次のページをめくっていただきた

いと思います。３、交通通信関係の整備でございます。既に運行しております、ホリデーバス

運行事業につきまして、今回、追加するものであります。続きまして、次のページをめくって

いただきたいと思います。７、教育の振興でありますが、小中学校の児童生徒を対象として実

施しております、学校給食補助事業の項目を追加したものであります。続きまして次のページ

をお願いいたします。１０、その他地域の自立促進に関し必要な事項でありますが、各区地域

力の強化を目的に創設しました、地域力創造交付金事業の項目を追加したものであります。次

のページをお願いいたします。以降は、事業内容等の変更等を示したものでございますが、１、

産業の振興の項目でございます。農業基盤整備事業の事業内容について変更したものでござい

ます。それ以降につきましては、先ほど説明いたしましたホリデーバス運行事業、委託業務の

追加、学校給食費補助事業の追加、地域力創造交付金事業の事業内容を追加したものでありま

す。以上補足説明とさせていただきます。ご審議のうえ、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

なお、２日目の会議は、１２日の午前９時開会となっていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

本日は、これにて散会とします。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時１４分 
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平成２８年第４回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２８年１２月１２日 

午前９時００分開議 
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１．議事日程 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 
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開会 午前９時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 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

だきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配布しておきましたとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

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

します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１０名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、８番長澤健君の一般質問を行います。 

 ８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     おはようございます。８番、長澤健です。いよいよ今議会から、タブレット議会が始まりま

した。まだ試行段階なので一部の議案のみになっておりますけれども、６月議会までにはすべ

ての議案が、タブレットで見られるよう当局側には御足労をよろしくお願いいたします。私も

ＩＣＴを推進する一人として、早速今回から、タブレットを活用して、一般質問していきたい

というふうに思います。質問内容も、多いので当局から明確に、さらには前向きの答弁をいた

だければと思います。それでは、通告にしたがって質問したいと思います。 

     まずは大きい項目の一つ目。リニアの対応についてです。リニアの本線工事が県内でも早川

町で始まりました。しかし、富士川町のリニアの対応には、まだまだ見えない部分も多く、不

安を抱いている町民もいます。特にリニアが通過する沿線の住民は、不安でいっぱいです。側

道はどうなるのか、代替地は、防音フードは、町民は知りたがっています。そこで、現時点で

のリニア建設の対応、当局のお考えについて何点か伺っていきます。それでは（１）の最初の

質問です。 

側道計画は、戸川からニスカまでの約２キロメートルですが、南アルプス市では、側道の話

が進んでいません。リニア駅までのアクセスを考えると、やはり環状道路の若草ランプまでつ

ながることで、富士川町の側道計画が活かされてくると思います。今後、南アルプス市と連携

して側道計画を進めるべきだと思いますが、考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 



 ２０

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     長澤議員のリニア側道計画のご質問につきまして回答いたします。 

     リニア中央新幹線の緩衝帯であり、工事用道路を活用した側道計画は、リニア山梨駅までの

アクセスを考えますと、若草ランプまで側道が繋がれば、利便性は大きく向上するものと考え

ております。  

８月には、南アルプス市リニア対策協議会長から市長あてに、「土地利用の面でも側道は、富

士川町並みの６．５ｍが必要」との地域要望が出されておりますが、現段階におきまして、南

アルプス市は側道を計画しておりませんので、富士川町としては、ニスカまでの側道計画とし

ているところであります。今後、南アルプス市において、当町のような側道の計画が具現化し

た場合は、協議を進めていきたいと考えます。      

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     南アルプスの方でもへの要望は何点かあるというような話ですけれど、この部分に関しては

ですね、課長がどうでも要望しろというのは言いづらいと思いますので、町長からも答弁いた

だきたいんですけれど。ぜひ、市長の方に側道計画を進めるようにプッシュしてもらえるよう

にお願いしたいんですけれども、町長どうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

南アルプス市の側道計画はですね、前市長のときに、側道は造らないと言うお話はいただき

ました。現市長さんは、、富士川と同じようにしていければと、特に南アルプスはですね、滝沢

川、坪川という大きな川があります。うちの場合は利根川だけでありますけども、そこにもし

ですね、後になって側道を造るということになれば、市単でやらなきゃない。市の単独事業で

やらなきゃならん。やるんであれば一緒にどうですかという話は私から市長には言ってありま

す。市長は今、地域の人の意見を聞きながらということでありますけども、先ほど課長が答弁

したように、南アルプスのリニア対策協議会長の方からもですね、市長あてに富士川町と同じ

側道を造ってほしいという要望書が文書で出ております。これは南アルプス市さんが、最終的

には考える事項でありますけれども。今のところ、同じようにしていければ、橋の問題も解決

できるだろうし、そして道路はつながっていたものもんですから、当町にとってもですね、利

便性はさらに向上すると思いますんで、私の方からも機会があるごとにですね、市長のほうに

はプッシュはしていきたいなと、こんなふうに考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）   

     ぜひ、よろしくお願いします。それでは次の質問に移りたいと思います。 

（２）です。側道の予備設計では用地幅が21.6メートルの両側４メートルずつをセットバッ

クして富士川町が、2.5メートルずつ買い取り、6.5メートルの側道になるという説明を受けま

した。なるべく緩衝帯を広くとってほしいという住民の要望や、リニア沿線の残された土地の
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ことを考慮して、側道の計画をしたと思いますが、財政負担を考えれば町で買い取る幅を減ら

すことも視野に検討すべきだと思いますが、考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     ただいまのご質問にお答えします。リニア側道基本計画では、道路幅員の構成は路肩を含み

車道幅員４．０ｍ、歩道幅員２．０ｍ、防護柵設置幅０．５ｍであり、全体で６．５ｍとなっ

ております。この車道幅員構成は、交付金事業を取り入れる上で必要な、道路構造令による構

成となっております。 

町の買収幅を少しでも減らすことを考えると、歩道の設置を取りやめる方法が考えられます

が、歩行者の安全確保を考えると歩道は必要であります。 

このようなことから、全体幅員６．５ｍを減らすことは、考えておりません。 

なお、歩道幅員は、道路構造令による最低幅員である２．０ｍを採用しております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）  

     側道計画の構造上、最低２メートルが必要ということで、その辺は理解いたしました。ただ

町民の中にですね、実は既存の道路、例えばウエスタンラインとか、利根川沿いの１号線、利

根川沿いの道路、また最勝寺、小林２号線を活用すればいいっていう声もあるんですけれど、

その辺は、考えとしてはどうなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     幅員をやはり狭くすることは、やっぱり先ほどいいましたように歩行者の安全のために６．

５mは必要ということで、ウエスタンラインを利用するということは、側道を小さくしてそっ

ちへ回すという意味なのかということなんですけども。その辺は基本的には、リニアに沿って、

真っ直ぐにつけていくという考えでおります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）   

     側道を付けたいと言う考えでいると言うことで理解しました。 

それでは、三つ目の質問に入りたいと思います。側道の予備設計では、天神吊り橋交差点から体

育館までが白紙の状態でした。詳細設計を出すという説明でしたが、その部分が決まらなければ側

道の賛否が図れません。いつ詳細設計をするのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     天神釣橋交差点から体育館の間の側道につきましては、リニア本線に沿って計画することが

理想であります。 

しかし、利根川との交差に伴う河川協議や、現道（利根川添い１号線）とのすり合わせ等、
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複雑な要素が関係するため、基本計画では示しておりません。天神釣橋交差点から体育館まで

の詳細につきましては、明年度中に成果が出来上がる予定でありますので、詳細が出来上がり

次第お示しできるものと考えます。 

なお、今年度執行予定の側道詳細設計につきましては、戸川添１号線から天神釣橋交差点ま

での間、約９００ｍであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）   

     やっぱりこの予備設計の時点でですね、今回予備設計で平面図が出ていますけれども、その

平面図の成果でいけば、やはり天神釣橋が、例えば変則６差路になってしまうとか、側道が利

根川を斜めに渡ってしまうとかという、そういう図面もまずこれを出すべきだというふうに私

は考えます。今年度の予算化されているこの詳細設計で、バーチカル、高低差とかあと水路取

りつけを測量して側道ができるかどうか、無理なら既存の天神釣橋や、例えばその東側にある

ゲートボール場のところの橋を活用するというような結論を、まずはそのときに出すべきだと

思います。なので今の時点の白紙ではやっぱり議論というものができませんけれども、とりあ

えず来年度、詳細を出すということですので、ぜひですねその部分を白紙ではなく、虫食いの

状態では話も進まないと思いますので、ぜひ早目に詳細設計の方を出していただきたいなとい

うふうに思います。 

それでは四つ目の質問に移ります。リニアの建設によって廃止になる道路がありますが、道

路が減れば町の交付金も減ります。ＪＲ東海との補償に対する交渉は、どうなっているのか伺

います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     ただいまの質問にお答えします。リニア建設に伴い廃止になる道路の補償については、基本

的にＪＲの負担で付替えを行い、道路機能を確保することになります。詳細につきましては、

今後の協議により決まりますが、道路は減ることはございません。 

また、側道を整備した場合は、町道となりますので、道路は増えることとなります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     じゃあ、道路面積も減らないので、交付金も減らないということですが、ＪＲ東海との補償

の部分で再質問させてもらいますけれども、この用地幅の分の固定資産税がＪＲ東海から入っ

てくると思うんですけれど、その辺の試算というのはできているんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     詳細につきましては、今後また協議をしていくことになります。大枠の中ではですね、ＪＲ

東海が取得をする４ｍ幅。これは町が、借り受けて町道として利用しますんで、取得はＪＲ東

海がしますけれども、町がまた無償でＪＲから借り受ける。その間の固定資産税は、当然町が
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利用をしてますから、免除という形になると思います。そして、買い取る 2.5ｍは町有地であ

りますから、これは固定資産税をかける訳にはいきません。そういう中で、先ほど予備設計と

詳細設計の話が出ましたけれども、天神釣橋の周辺は利根川もありますし、そこにリニアが斜

めに入ってくるということで、川に橋を架けるのは直角に架けるのが基本なんですね。ただ今

回は、その側道を真っ直ぐに生かしたいということから、斜めの橋の協議をしています。どう

なるかはまだわかりませんので、皆さんにお示しができないということでありますが、当然、

詳細設計する前にはですね、いろんな角度から検討したことを具現化して詳細設計が出てきま

すんで、それがお示しできるのはＪＲさんとも、また道路もいろんな協議が必要になります。

警察とも協議か必要になりますから、そういうのが出て、これだったらば行けるだろうという

部分が出たら、その部分を詳細設計して行きます。道路敷地の面つきましては、今言いました

ように、ＪＲさんから町の方で無償で借り受けをいたしまして、そこに対する固定資産税は、

免除という形になると思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     側道になれば免除ということですが、ただそうは言っても中の部分は固定資産税は、入って

くるという考えでよろしいですよね。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     リニアが、21.6ｍを買収をいたしますけれども、町が借りるのはその外側の４ｍの部分だけ

であります。当然、中の部分は固定資産と、当然、工作物も出ますのでそこには規定に則った

償却資産税もかけていくということになると思います。以上です 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

その固定資産税をですね。いわゆるリニアの被害者といわれる沿線、小林区、天神中條区、

最勝寺区、穂積区、五開地区へ例えば交付金をちょっと振り分けるとような考えはないでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

固定資産税はいろんなところから取らせていただいております。それを取ったお金をその地

域に配った例もありませんし、今後もそれは考えてはおりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）   

     ぜひそうはいっても、リニアの沿線の人達は、これから大変な思いをすると思いますので、

何かあれば、町の方でも手を差し伸べていただきたいなというふうに思います。 

それでは、次の質問の方に移りたいと思います。（５）です。町民体育館の代替地の状況につ



 ２４

いて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     リニア中央新幹線の建設に伴いまして、移転を余儀なくされている町民体育館の代替地につ

きましては、体育館敷地のほか、相当な面積の駐車場とともに、緑地の確保も必要なことから、

非常に大きな面積を確保する必要があります。 

     こうしたことから、６月２８日に、体育協会をはじめ、町議会、体育館利用者等、１５名の

委員により構成する「富士川町民体育館建設検討委員会」を設置いたしまして、新たに建設す

る町民体育館の望ましい規模と機能について、ご検討をいただいているところであります。 

     なお、検討委員会からは、本年度中に検討結果の報告を受けることとなっておりますので、

その報告内容を精査した上で、適地を検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

体育館を造るというと、本当に広大な敷地面積を確保しなければならないと思います。中に

はですね、実は増穂商業を体育館にという声があるんですけれど、ちょっとその部分について

はまだ、生徒も通っている段階でもありますし、やはり住民感情を逆なでするような早まった

議論をせずに、まず慎重に協議の方をよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、次の質問に入りたいと思います。リニア建設で移転を余儀なくされる方の移転先

の確保について、現在の状況を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     長澤議員のリニア中央新幹線建設に伴う移転を余儀なくされている方の移転先の確保につい

てのご質問にお答えします。 

     移転先の確保として、現在、町が行っております代替地登録制度では、１８９筆の登録があ

ります。 

     登録されている代替地を有効活用していくとともに、山梨県リニア用地事務所でも代替地情

報の収集を行っておりますので、これらの情報とも併せ移転対象者に情報を提供して、町内へ

の居住を勧めてまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     既に、土地を探しているという人もいると聞きました。ぜひその方々にですね、町外に出て

しまわないようにですね、今言った１８９筆ですか、その部分も大至急、その方々に誠意を持っ

て対応してですね、町内に残ってもらうっていうことに取り組んでもらいたいと思いますので、

ぜひよろしくお願いします。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。（７）です。リニアの建設工事が始まれば、多く

の施工業者が町内に入ってきます。中部横断道の建設ではですね、市川三郷町に現場事務所が
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設置されたおかげで、市川三郷町の甲斐岩間駅の周辺が、非常ににぎわいがありました。富士

川町にも、その方々がですね、食事に来たり、買い物に来たりと、恩恵もありました。都留の

方ではですね、よく実験線建設バブルと呼ばれて、不景気知らずだったという話も聞きます。

なので、こういった工事事務所を誘致すればですね、経済の活性化にはつながると思います。

またですね、施工業者に町有住宅の空き部屋を賃貸して、そしてその方々の住民票を富士川町

に移転してもらえば町民税のプラスにもなると考えます。町の施策の 500人アップ作戦にもつ

ながると思います。このようなメリットが増えることに対しての町の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     リニア中央新幹線建設工事については、県内新設地上部２７．１ｋｍ、トンネルが２１．２ｋ

ｍであり、その内、早川町の南アルプストンネル７．７ｋｍについては、すでに着手されてい

るところであります。 

 残る工事につきましては、工事の発注計画などが発表されておりませんので、詳しい内容は

分かりませんが、本町においては、地上部工事とトンネル工事がありますので、現場事務所や

寄宿舎などが予定されるものと考えております。 

今後、施工業者が決まったところで、寄宿舎の用地や、町有住宅の斡旋をしていきたいと考

えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     斡旋をしてくれるいうことで、ぜひよろしくお願いします。特にですね、住民票を富士川町

に移してもらうというところも強く要望したいんですけれど、その点よろしくお願いしたいと

思います。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。（８）になります。住民にとって、騒音、日照、

水資源等、環境に対する影響がどのようになるのかが深刻な問題となっています。中でも騒音

を抑えるために、防音壁になるのか、防音フードになるのかが気がかりであります。県におい

て、騒音に関する基準についての方針を定めたと新聞報道で明らかになりました。町内の沿線

地域の基準、この基準により防音壁、防音フードが決まるのか、今後、どのように周知し、県

と協議をしていくのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えします。先般、リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準の類型の

当てはめ方針が山梨県から出されたところであります。 

     これを受け、町では、保全すべき生活環境に遺漏がないように、リニア中央新幹線沿線の土

地利用状況等を確認し、騒音規制法の規制区域、及び防音壁か、防音防災フードかの環境対策

工について、沿線地域の皆様の意見を聞きながら検討し、県と協議してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（秋山貢君） 
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     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     今、非常にですね、沿線の人達が防音フードか、防音壁になるのかを心配してるんですけれ

ど。なんていううんですかね。町民との話し合いってのはどのような形でやっていいくんでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

防音に対するですね、累計は先般、県から発表されました。ただ実際にですねリニアの空気

を切る音をですね、沿線の皆さんに再度確認をしていただきたいと思っております。その上で、

地域の皆さんと町と協議をしながら、どこを、防音壁でいくなのか、防音フードをかけるのか

等を県と協議して決めたいと思いますけども。今言いましたように、実際のリニアのですね、

５００キロで走る空気を切る音を聞いていただいて、本当にそれが必要なのかどうなのかを、

地域の皆さんに御判断いただきたい。ということで、リニアがこれから５００キロで試験走行

する時期をですね、確認をしながら町のバスでまた、都留の小形山のリニア見学センターの東

側になりますけども、あそこが明かり区間で、５００キロの音が聞けるところですから、そこ

を聞いていただいて、さらに、笛吹市御坂町の坂野というところに、そっくり防音フードのと

ころがあります。そこも見ていただいて、今まだ造ったばかりですからきれいなんですが、あ

れが十年、二十年経つとどういう状況になるかご想像をいただきながら、これから町の景観も

含めたですね、ところを住民の皆さんに御判断いただきながら、皆さんと膝詰め談判をしなが

らですね、町の類型を決めていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

ぜひですね、その部分は町民が理解できるまで、しっかりと周知してもらいたいというふう

に思います。 

それでは、次に大きい項目の二つ目に移りたいと思います。土砂災害対応についてです。地

球温暖化に伴って今までになかったゲリラ豪雨が各地で起こり、河川の氾濫、堤防決壊など、

全国で被害が相次いでいます。そこで土砂災害の対応について何点か伺いたいと思います。 

（１）です。５０年を超えるで砂防堰堤が富士川町には数多く点在しています。大規模地震

に対する耐震性が不足している可能性も考えられます。砂防堰堤の最新の点検の状況を伺いま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     ただいまの長澤議員の砂防堰堤の点検状況についてのご質問にお答えします。富士川町内に

は、砂防堰堤が約７０基あり、山梨県で管理しております。現時点では、耐震点検を実施して

おりませんが、震度４以上の地震が起きた際には、緊急点検を実施しており、地震による破損

等が無いことを確認しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     県の管轄なので町でいろいろということも言えないんですけれど、そうは言っても富士川へ私た

ちは住んでいるので、老朽化が進んでいる、堰堤が７０基あるうちのほとんどが多分古い堰堤になっ

ていると思います。特にですね、戸川の大口堰堤っていうのは、僕もその頃は生まれていないんで

すけれども、聞いた話によると、３４年災のときにちょうどその堰堤ができたばかりで、その堰堤

があったおかげで最勝寺区とか、鰍沢北区は災害から逃れられたという話を聞きました。その堰堤

がなかった小林区とか、舂米の方は壊滅的な被害を受けたというような話を聞いています。なので

ぜひこの砂防堰堤はこの富士川町を守る大事な構造物ですので、しっかり点検してもらいたいと思

いますけれども、そこで次の質問の方に移りたいと思います。（２）です。町内の砂防堰堤の老朽化

が進み、数年前には戸川レジャーセンター前の砂防堰堤、床固工が崩壊し、大口堰堤から土砂が農

業水路に流れ込んで被害を受けました。町民の安全安心のため、堰堤の崩壊を未然に防ぐためにコ

ンクリート構造物の長寿命化計画を進めるなど措置を大至急施さなければならないと思います。県

がコンクリート構造物の長寿命化計画を進めていますが、町として老朽化した堰堤に対しての対応

について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     ただいまのご質問にお答えします。現在、山梨県では、砂防堰堤の長寿命化に向けた調査点

検を行っており、平成３０年度には、長寿命化計画を策定することとなっております。 

なお、県管理の公共施設については、これまでも、私どもが現場に出向いた際、目視により

危険箇所を確認し、改修工事を伴う必要な箇所については、速やかに山梨県へ報告するととも

に、改善を進めているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     この一番の問題というのは、この堰堤が崩落崩壊してしまう前に、そういったチェックがで

きていなかったことだというふうに思います。やはりですね、先ほど課長が言ったとおり目視

で堰堤を調べているって言いますけれども、例えばですね、シュミットハンマーとか、強度を

調べる検査とかがありますよね。それとコアを抜いて圧縮強度試験をして、コンクリートの強

度を調べるとかそういうことが、町でもできるとは思います。さらにですね、そういうことを

もっとしっかりとチェックするには、コンクリート診断士という資格があれば、そういったコ

ンクリートに対するチェックができるといますけれども、町としてそのコンクリート診断士を

職員が取得するという考えはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただいまのコンクリート診断士を町として取らしていくかということなんですけども、コン

クリート診断士の受験資格というのが、例えば大学の専門のところを出た者とか、高校も専門

の科目を履修した後、現場で八年以上とか、それと例えば１級建築士とか、１級土木施工管理
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技士は、取れる資格があるんですけども。そういったちょっと講習会を受けながら、資格を取っ

ていくということの中で、それを取らせて町が専門的にやっていくという考えは今のところご

ざいません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     資格は取れると思います。ただですね、僕が言いたいのは、こうやって町としてしっかりと

そういった強度を確認できるかということをやっていってもらいたいので、その部分で町の方

でできるのであればいいと思いますけれども、ぜひこれからも、安心安全のためにコンクリー

トの事前チェックというものを、しっかりと取り組んでいってもらいたいなというふうに思い

ます。 

それでは、次の質問（３）に移ります。戸川はすべての堰堤で土砂がたまって、危険な状態

にあります。前の質問で言ったとおり、砂防堰堤、床固工が崩壊して、大口堰堤より上の河川

は、土砂量が限界に来ています。本来であれば新たな砂防堰堤を要望すべきではありますが、

堰堤に溜まった土砂を搬出するなどの措置をとれば、土砂災害を防ぐことができます。こういっ

た土石流の防止策についての考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

     ただいまのご質問にお答えします。砂防堰堤につきましては、土砂が満砂の状態であっても、

堰堤上流の河床勾配が緩やかなっていることにより、土石流を捕捉することは可能であります。 

しかし、異常堆積している場合については、下流への影響を及ぼす恐れがありますので、そ

の場合は、山梨県へ土砂搬出の要望をしたいと考えます。 

また、土砂の搬出の方法として、民間事業者で堰堤に溜まった土砂採取の要望等が出た際に

は、町としても協力していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

民間でもという答弁が今ありました。早川町では、民間で土砂を搬出することをしています。

今後ですね、リニアの建設も進めば、そういった骨材の提供というものも出てくると思います

ので、ぜひそこで戸川の土砂を活用できるようなＰＲというものもぜひやっていってもらいた

いなというふうに思います。 

それでは、次の大きい項目の三つ目に移ります。森林保全、森林活用についての（１）、県内

の人工林の適齢木材が５割を超えています。適齢木材というのは、樹齢５０年を超える木で、

１０年以内には８割を超えると言われています。大至急、伐採をして植林をしていかなければ、

山の荒廃による災害や、森林振興の弊害にもつながります。森林は活用すれば財産になり、森

林整備は、防災にもつながります。国有林県有林だから、国や県の動きを待つのではなく、森

林保全のためにも町として積極的に町内の人工林の活用を提案すべきだと思いますが、考えを

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただいまの森林保全、森林活用についての長澤議員のご質問にお答えします。森林は、木材

の安定供給源だけではなく、豊かな水を育み貯える機能や、災害や地球温暖化を防止するなど、

多面的な機能を有しております。 

本町の人工林の面積は、５，７０４ヘクタールであり８割以上が、齢級４１年生以上の標準

伐期齢に達している状況であります。 

こうした中、国有林、県有林の活用については、それぞれの管理計画に基づき、計画的に行

われております。 

また、このほかの人工林につきましては、富士川町森林整備計画に基づき、施業放棄林の所

有者には、適正管理を促すと共に、高齢級の利用間伐を推進し、森林の有する多面的機能の確

保を図ることとしております。 

しかし、こうした人工林の中にも適齢伐期を迎えている森林がありますので、その活用につ

いて、峡南森林組合や森林所有者に積極的に働きかけて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     森林活用はですね、このまま行ったらこれは本当にもう手遅れになってしまうと思いますの

で、もっと抜本的な施策を考えていかなければと危惧しております。そこで、次の質問に移り

たいと思います。（２）です。１０月に議員有志で、岡山県の真庭市に研修に行ってきました。

調査項目として、市と民間業者との連携で行っている間伐材を利用してのバイオマス発電、ペ

レット製造、建築材料である集成材とＣＬＴ、これは直交集成板と言いますが、その製造状況

などを視察してきました。甲斐市では、バイオマス産業都市構想を作成し、森林活用に動き始

めています。カラマツを使った合板、いわゆるベニアの製造が進んで、スギやヒノキのみなら

ず、林業の需要にも期待がかかってきます。富士川町でも、公共建築物等における木材の利用

促進に関する方針がありますが、以前の一般質問でも明確なビジョンはもらえませんでした。

庁舎、体育館、児童センター、給食センターなど公共施設建設が計画されていますが、森林を

活用したＣＬＴ製造などの産業に力をいれるべきと思いますが、考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただいまの森林を活用したＣＬＴ製造などの産業に力をいるべきというご質問にお答えしま

す。ＣＬＴとは、木の特性である繊維の方向を直角に交わるように板材を重ね、接着した、大

判のパネル「直交集成板」であり、軽量で、強度や断熱性に優れた、建築の構造材であります。 

現在、戦後の造林による人工林の成熟期を迎える森林資源の活用のため、国が進める成長戦略

として、期待される分野であります。 

本町には、ＣＬＴ製造産業の事業所はありませんが、森林資源を有効に活用できることから、

進出企業があれば、誘致を進めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 
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〇８番議員（長澤健君） 

     企業誘致の考えはあるということで、ぜひ期待はしていきたいと思いますけれど、以前に一

般質問で、公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針という中で、地元の木材を活

用してくれるという答弁もらいましたけれど、主にどのような部分で、今後活用していくのか、

それを町としてもＣＬＴで造っていくのか、それとも、木質化で造っていくのかその辺の考え

があれば伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

今後、公共施設等の建設が予定されております。公共施設におきましても木材を使える、Ｃ

ＬＴに限らず、木材を利用できるところがございましたら、積極的に使っていきたいというよ

うなところでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     真庭市に行ってきてほんとに目からうろこがこぼれました。富士川町としてもですね、ぜひ

木というか資本が揃っています。その資本が今なぜ伐採ができない状態でいるのかっていうの

は、やはりその買い取り業者がいなくて、あるていどの単価でですね。そしてそれを加工販売

する業者がいないからであって、それが、例えば富士川町へ誘致してくるって話になれば、そ

のサイクルは生まれてくるんで、ぜひその企業誘致は、取り組んでいただきたいというふうに

考えています。それに伴って最後の質問になりますけれども、移りたいと思います。 

平成２７年８月に、「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合」が設立されました。高知県知事

と岡山県真庭市長の共同代表のもと、平成２８年７月の時点で、知事１７名、市町村長２６名

が入会しています。山梨県の首長はいないと通告書には書きましたけれど、実は知事がこの首

長連合の方に登録をいたしました。森林活用に動いた知事の英断には敬意を表したいと思いま

す。ぜひ志村町長にも「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合」に入っていただき、県内の首

長にも声掛けをしてリーダーシップを取って山梨県全体で森林資源活用の取り組みに動いてい

ただきたいと思うが考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     長澤議員のＣＬＴで地方創生を実現する首長連合への加入、あるいは働きかけとのご質問で

あります。この「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合」は、新たな木材需要の喚起が期待さ

れるＣＬＴの早期普及および活用の推進、関連産業の育成を進め、林業・木材産業の振興と地

方創生の実現を目的に設立されたところであります。 

また、国では、ＣＬＴの普及促進を図るため、「日本再興戦略」に位置付け、取組んでいると

ころであります。 

こうしたことから、国を挙げての事業と認識しておりますので、首長連合への加入に関係な

く、積極的に推進して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     山梨県の森林総合研究所のホームページを見ました。県産材の有効な利用方法を確立するた

めの高度加工技術の研究、主にこのＣＬＴですね、その強度や機能の研究に取り組んでいます。

このお膝元の富士川町が一緒になってやはり研究、そしてさらには事業化を進めるためにも、

ぜひ町長にもその部分は、しっかりと目を向けてもらいたいんですが、ぜひ知事も入ったんで、

その首組長連合に町長も入って一緒に学んでもらいたいというふうに思いますけれども、いか

がでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

山梨県でも知事も遅ればせながらですが、早川の町長も入ってることは承知をしております。

ただですね、当然ＣＬＴ、強度についても非常に強いということも承知をしております。ただ、

そこで私もまあ、真庭市ではないんですが、茂木町、木材の町ですね、埼玉の滑川町、これも、

やはり都心にはありますけれども、優良な材木がものすごくあるところなんです。いずれのと

ころも搬出がみんな楽な地域なんですね。、富士川町と同じような山の形態ではなくて、ちょっ

とすればトラックがすぐ森林へ横づけできる。八王子の開発をされたようなところを想像いた

だければわかると思いますけれども。果たして、町を挙げてそれをして、それだけの経済林と

してのですね、需要に伴う価格で搬出できる木材がここにあるのか。あれば、多分製材所もで

すね、ここの町には七つぐらいた多分昔はあったんですが、今は全部淘汰されています。そう

いったところが、経済的に合わないからこれから手を引いたところであります。さらにですね。

こういったＣＬＴがもっともっと格安で普及が出来れば、当然建物を造る時にも強度と値段の

問題がありますんで、できると思うんですが、今のところ理想的には、国内の木材を利用して

家を建てましょうというのはわかるんですが、果たしてそこまでいくかどうか。町でもこれか

ら大きな建物計画をしております。住民の一番の安全を守るは強度だと思います。強度的には

あってもですね、それがまた、何年間持つなのか、その辺のですね実証を含めこれからいろん

なところを研究していきたいと思いますが、先ほど産業振興課長がお答えさせていただいたよ

うに、建物の中もコンクリートだけでは到底持ちませんので、使える限り木材を使いながらで

すね、ＣＬＴに限らず、木材を使いながら温もりのある建物にしていきたい、こういう気持ち

はどこの首長にも負けないつもりでおります。まあ、首長連合への加入はというお話がありま

したが、必要が生じた場合には加入をして参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

日本全体考えてですね、本当に特に山梨県は、もう適齢木材っていうのはもう来てですね、

これ伐採して出さなければ、逆に災害になってしまうような、山が荒れてしまうような状態に

なってしまうので、例えば搬出が大変だとかそういう部分もあるかもしれないんですけど、や

はり防災面とかも含め考えて、やはり木のサイクルってものをこれからしっかりと考えていか

なければいけないという時期にもきていると思いますんで、ぜひこのですね、富士川町として

この木の産業をもう一度切り札にしてもらいたいと思うんですけれども、町長どうでしょうか。 
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〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     山梨県には、森林環境部、昔は林務部と言いましたけれども、こういう部を持っておるのは

全国でも、一つだと思います。これはの恩賜県有財産を払い下げをされて県有林として、広大

な面積を持っておりますから、一つの部を持たなきゃならん。そういう特有なところでありま

す。先ほど、国の、富士川町にも国有林があります。山梨県はその他にも国有林はもっていま

す。そこは林野庁がしっかり管理をしておりますんで、そこには町は手を出せません。そして

また、県有林は県の方で管理をしておりますから、これもまあ町が手を出すわけにも参りませ

ん。で町の方は町有林は町で手を出しますけども、後は民有林なんですね。そこにも個人個人

の所有者がいますから町が勝手に行って伐採をしたら、これは盗伐で警察に捕まってしまうこ

とになりますんで。先ほど産業振興課長が答弁させていただいたように、町の森林整備計画に

基づきながら、やってはいますけども、その中でまだまだ適齢期を迎えて伐採されない木もあ

りますから、峡南森林組合、また、森林所有者にその適齢期がきた木材の有効利用を促してい

きたい。これは町の仕事としてやってい参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

本当にですね、この部分は何としてもやってもらいたい事業でありますし、国有林だから県

有林だからて言うんじゃなくて、やはりこの富士川町にある木をぜひ活用するには、やはりこ

の町内にそういった、例えば企業を誘致してその木を搬出できるところができれば、県有林に

しても国有林にしてもすべて出せる体制づくりができると思いますんで、先ほども企業誘致は

考えていくということですので、ぜひこの部分、真庭市に行った議員の有志も、本当にこのＣ

ＬＴに関しては、真剣に考えていますし、この木材活用を考えていますんで、これからこの質

問、続くと思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告１番 ８番 長澤健君の一般質問を終わります。 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前９時５０分 

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

再開 午前９時５７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

続いて、通告２番、５番、堀内春美さんの一般質問を行います。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ５番、堀内春美でございます。それでは質問に入らせていただきます。 

     最初の青柳３２号線についてお伺いいたします。一番目の総工費２億５千万円の内訳と取得する

土地の件数と総面積を伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     お答えします。青柳３２号線の総工費につきましては、甲西道路から町道青柳長沢線までの

第１期工区を、概算事業費で２億５千万円として想定しているところであります。現時点での

内訳は、調査測量費で１千万円、用地補償費１億７千万円、工事費７千万円であります。 

また、取得する土地の件数については、１５件で、総面積については、用地補償調査業務を

来年度予定していますので、概算となりますが、おおよそ２，５００㎡であります。 

     以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     はい、わかりました。それでは、次の２番目に移らせていただきます。住民説明会を含めた今現

在の進捗状況を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     お答えします。青柳３２号線については、９月７日に、甲西道路から町道青柳長澤線までの住民

説明会を開催し、道路計画案について説明したところであります。現在は、道路の詳細設計業務を

行っており、１２月８日には、道路の幅杭の確認について地権者と現地で立会いを行ったところで

あります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

９月の７日の日に説明会を行いました時に、この地権者からの意見は何もなかったというふうに、

この前の議会でですね、伺いましたけれども。１０月７日の立会の時には、いかがだったんでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     去る１２月８日のですね、道路の幅杭の立ち合いについては、ここまでが道路の境界ですよとい

うような立ち合いでございますので、そういう今後の要望とかそういう意見はありました。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ３番目に移らしていただきます。この３２号線の建設に対してはですね。町民には、３２号

線不要という反対の意見が多く聞かれております。先日も議会と町に対しまして、道路がたく

さんあるのに、また、２億５千万もかけるのなら、もっと他の大事なことに使うべきだという

ふうな投書が３通、町とそれから議会あてに３通投書が寄せられました。このように町民には
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反対が多いわけですが、改めて３２号線の建設の必要性について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     お答えします。青柳３２号線については、青柳町東部地域の甲西道路から旧国道５２号を結ぶ幹

線道路のうちの一つとして、今回、甲西道路から町道青柳長沢線までを第１期工区として計画して

いるところであります。青柳町東部地域においては、甲西道路や町道青柳長沢線等、南北の道路網

は整備されておりますが、東西方向の幹線道路の整備が遅れているところであります。 

このようなことから、増穂ＩＣを町の玄関口として、大型店など企業の進出を誘導するために必

要な道路と考えております。 

また、東部地域の基盤整備や交通条件の向上など地域開発の誘導、街中へのアクセス道路として

効果があると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     私はこの３２号線のことにつきましては、今年の９月の議会でも質問をさせていただいてお

ります。その時にですね、質問した時に町長が前に活性館のあたりを中心とした、にぎわいの

まちづくりの案が出ていたが今は消滅をしている。いずれこの場所を活用していきたい。その

ためににとりあえず今回は、青柳長澤線まで事業化するという答弁をいただきました。この活

性館あたりの活性化の計画がですね、本当に具体的になり、青写真が出て。そして観光面とか

は、経済効果はどうなりますよというですね、だからここへ通じるため青柳長澤線の道路が必

要だという、そういう町民に対する説得をするようなきちんとした計画が出てから、この道路

を建設にしてもいいのではないかでしょうか。先ほど課長がおっしゃられた、東部の方の東西

の、南北の方の道はあるけれども、東西の道がっていうことを、そしてその東西の町中へ誘導

するための道をっておっしゃいましたけれども、今現在、ガストのところから行く道、くろが

ねやのところの道、それからフォレストモールのところの道。それから、増穂橋の方へいく道

と４車線ありまして、その間は 50メートルか 100メートル、あるいは 200メートルの間隔な

んですね。ですから町民から見ると、これだけ何本もあるのに、まだ作るのかという意見があ

るんですね。ですから、こういうものを造りたいからそのためにこの道路は必要になんですよ

という、そういう説得するものですね。ですから活性館のところをにぎわいのまちにするんで

あれば、その計画が出てから、とりあえずその今の道路を造るんではなくて、この計画が出る

から必要なんですよということを町民に説得させるようなものが必要なんじゃないてしょうか。

いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     活性館のにぎわい計画がしっかりしてから道路を造ったらどうかというご質問にお答えをい

たします。活性館のところを中心としたにぎわい計画も粛々とではありますが、これはやって

おります。当然、そこに行くのにですね、インターからコの字型に入ってこなければならない

という状況であります。先ほど課長が答弁したようにですね、これから増穂インターが、この
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富士川町の玄関口だと思うんですね。それからまっすぐ青柳のほうに道路を入れてくる。たま

ごが先か鶏が先かということもあります。道路があれば、「うちがそこに進出して行こう。」と

いう企業もあると思います。今、久津間整形外科の北側は農地では活用できると思いますが、

あそこは白地になっております。あそこが活用できない限り、町の他の土地利用ができない状

況であります。そこに道路を入れてですね。町の玄関口として、いろんな企業もまあでていた

だければこれでありがたいです。活性館は町の土地でありますから、あの青柳第４公園であり

ますけども、あそこはもっと町のにぎわいのために使っていかなければ、青柳の東部の方、道

の駅の辺ばかりがにぎわって、かつての青柳宿が衰退するようでは困りますんで、そういうと

ころにフォレストモールのお客さん、また、道の駅のお客さん、高速道路を使ってですね、町

へ来る人たちのアクセス道路としても町としては必要な道路と考えておりますので、道路が先

か、計画が先かというのもありますけども、計画は計画として粛々とこのまま進めていきます。

道路がなければ、そんなところへ進出してもという企業もありますんで、あそこはインターか

らまっすぐ町のへ入ってくる道路として必要だと考えております。なお、まだまだ東西の道路

は、不足していると思ってます。大椚の方もまだ不足だと思っています。土地活用ができない

と思います。それと、青柳下の方ですね。そこもみんな行き止まりのようなところでありまし

て、鰍沢にあります県営住宅から、くろがねやまでの間もですね、バイパスと十分に行き来が

できる道路はできていないと思いますんで、いずれはそちらのほうも、またそういった計画を

していかなきゃならんのかなと、こんなふうに思ってるとこであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     今町長がおっしゃられた、たまごが先か鶏が先かって、これ確かにわかります。ですが、町

民に、より理解をしてもらって、そして賛成をしてもらって、建設するっていうのが一番ベター

な方法ではないかと思います。ただ、やり方によってはどんどんやらなきゃならないというこ

とも分かります。それからですね、今までのこういう道路建設っていうのを見ておりますと、

道路建設っていうのは、住民がここに道路が必要だからという声が上がって、それを区で上げ

て、そして区から町へ上がってきて町で検討するというのが、普通の順序ではないかと思うん

ですけれども、何かこの町のやり方をみてますと町で決めたから、さあじゃ、ここの人たちは

立ち退いてくださいというような、そういう感覚があるんですね。ですから、やはりそういう

ことになりますと、そこにもう家を建てて住んでいる人は、道路が出るから立ち退けって言わ

れましても、またどこかへ土地を見つけてそして家を建て直さなければならない。若い人なら

いいかもしれませんけれども、もう、定年退職したような方たちは、新たに家を造って、借金

をするのは怖いという声も聞いております。やはりを町民に寄り添った行政の進め方をしてい

かなければいけないのではないかな。ですから今度のこの１５件取得する土地の中にはもう

２軒家が建っておりますんで、そこら辺の人たちの話もしっかりと聞いて、住民に寄り添った

行政の進め方をしていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     道路につきましてはですね、その道路の規模、種類によって、進め方は違います。これまで
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の小さな道路といいますか、本当地域間だけをつなぐ道路であれば、やはり地域からの要望が

あって、そして町の方で検討させていただきながらやってく。天神中條２０号線もそのつもり

でやってきたと思います。これから青柳３丁目の中でもそういう事業が出てくると思います。

これは地域からの要望でやっていく訳でありますが、幹線道路については町が全体の土地利用

を考えながら、やらなきゃならんと思います。住民の皆さんにはご迷惑かける部分もあるかも

しれませんけれども、この町の将来像を見据えた中で、そういった幹線道路はやっていくこと

になりますんで、それはですね、すべてが全部計画が出ているわけでありません。かつて甲西

工業団地の中に広い道路ができた。飛行場が出るんですかという問い合わせもありました。そ

の上に中部横断自動車道が出ている。こういったふうにですね。長期的な計画に至っている部

分でも、まだまだ世間には言えない部分もあるかもしれません。これからもですね。地域の皆

さんの要望に沿った道路はそのとおりまたやっていきたいと思いますし、町の将来を考えた根

幹的な道路については、町とまたそういった関係者等々とですね、お話をする中で、幹線道路

は入れていきたいなと思っておりますから、町が独自で何でもやってるというのはちょっと当

たらないんじゃないかなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ぜひですね、今の町長のおっしゃることもよくわかります。ぜひですね。住民の意見をしっかり

と聞いた上で進めていただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移らしていただきます。増穂商業高校の跡地利用についてですが、志村町

長の母校でもあり、また、私を含めた３名の町会議員の母校でもある県下唯一の商業の専門高校で

ある増穂商業高校を、この富士川町に残せなかったことにつきましては、非常に残念の一語につき

ます。増穂商業高校はですね、昭和２９年にはくばくの先代の長澤会長と、当時の増穂町長である

志村武町長がこの町に高等学校がほしいということで、椚林を開墾してそして県にその土地を贈与

し、高校を誘致して、３１年に、開校してできたのが増穂高校であります。その後、地域の応援と

先代の長澤会長が、自分の子供さんが高校へ来ていないのに、ＰＴＡの会長を１０年も努めてくだ

さり、また、５４年に世代の会長が亡くなられた後は、現会長が、物心両面で支持してくださり、

そして町からの支援もあり、発展存続してきた高校であります。この地域に親しまれた高校がなく

なるということは、この地域にとって、経済面においても、また町の活性化という面でも非常に損

失であると考えます。今現在は県の所有物でありますが、３４年の廃校後の跡地利用についてです

が、増穂高校の跡地利用について町としてはどんなふうにお考えでしょうか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは、堀内議員の増穂商業高等学校の跡地利用についてのご質問にお答えします。県教育委

員会では、峡南地域北部にある増穂商業高校、市川高校、峡南高校の３校を、平成３２年度に統合

させた新設校として、開校する方針を出しました。新設校の場所としては、現在の市川高校の敷地

とその隣接地としており、それに伴い、増穂商業高校も廃校となる見込みとなりました。 

このような状況を踏まえる中、廃校後の跡地利用につきましては、高校の敷地や校舎等の建物が、

県の所有となっていることから、今後、県の跡地利用の動向を注視していきたいと考えております。 
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〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     今現在は、県の所有物になっておりますから、現在どうということはすぐにはできないんでしょ

うけれども。それでは２番目のこの公共施設の誘致の考えにについて伺います。この町にあった高

校をよその町にとられちゃうって言い方はちょっとあれじゃないんですけれども、よその町にもっ

ていかれちゃってですね。そしてこの町にあった高校を廃校させられるなんていうことはですね、

この富士川町の力が弱いんじゃないかなっていうふうにもとれます。公共施設をですね、違うまち

にやるという言い方もおかしいんですけど。やる代わりに、違う公共施設を誘致してですね、そし

てこの町の活性化を図ることが、大事なことではないかと思います。そしてそういう駆け引きをす

るのが政治ではないかなというふうに思うんですが。例えば峡南技能専門学校、これが塩山にある

産業技術短期大学校のようにですね、格上げしてそして誘致するというふうなお考え考えはいかが

でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     堀内議員の公共施設の誘致の考えはというご質問でございますけれども、公共施設の誘致につき

ましては、先程答弁いたしましたように敷地や校舎等の建物が、県の所有となっていることから、

先ずは、県の跡地利用が優先するものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     参考に聞いてください。今、峡南職業訓練校ですね、産業技術短期大学校というふうな話もしま

した。もう一点ですね、河口湖にあります私学の私立大学なんですが、健康科学大学、この国中の

方に出したいという話が出ているように聞いております。例えばですね、そういった大学なんかを

この町に誘致できれば、経済的また、人口等の増加、活性化の面でも非常によいことだと思うんで

すが、ぜひですね３４年の廃校になるまでにですね、そういったことを検討して、大きなものをこ

の町にもって来るということによって、先ほど申し上げましたように経済面、それから人口面、活

性化そういったことにもつながると思いますので、跡地をなくしてしまう、更地にして、先ほど私

の前の方が言っておりましたように、体育館というふうなこともできているようですが、体育館と

いうのはこの町だけのものであって、この町の中の人たちが集うだけ。そうじゃなくって、外部か

ら人を呼び込めるここへ定着できるような人たちを、流入させるようなそういった考え方ををして

いただきたいと思います。 

     それではですね、次の質問に移ります。鰍沢中学校と鰍沢小学校の借地料についてですが、１番

目です。土地の借地料が年間６４２万２，０００円かかります。合併してから７年ですので今現在

でも４，５００万円近くかかっております。旧鰍沢では昔から払っているものだからと言いますが

１０年間払いますと６，４２２万円であります。何年間払っても、また１億円払っても、町のもの

にならない無駄の費用で、これこそ合併の負の遺産だと思います。購入についてまた、その目途に

ついてはどうなっているのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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教育長 川手貞良。 

〇教育長（川手貞良君） 

     堀内議員の土地借用についてのご質問にお答えさせていただきます。鰍沢小中学校の土地の借地

については、５年間の料金据え置き期間が終了したことから、平成２７年１２月に、土地購入につ

いての交渉を行ったところであります。 

     しかし、賃貸人からは、これまで同様に賃貸借契約として更新していきたいとのことから、借地

料についても交渉した結果、前年度と同額での契約を締結したところであります。 

 なお、土地賃貸借の契約期間は１年でありますので、今年も、購入に向けて交渉を行って参りた

いと考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     そうしますと、まだその目途がついていないということでよろしいですか。私はこの質問を

２６年１２月にしているんですね。そのときの教育長の答弁の中にこのお寺さんに支払ってい

るんだけれども、護持会の方にそのお金が回っているのでなかなか思うようにいかないという

ふうな答弁をいただきました。この金額を他の教育費に回したらもっと子どもたちにすばらし

いことがしてあげられるんじゃないかなってこういうふうにも思うんですけれども。護持会と

の交渉はいかがなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良。 

〇教育長（川手貞良君） 

購入につきまして交渉をしている訳でありますけども、土地の契約者がそれぞれお寺になっ

ておりますので、やはり住職との交渉になっていくかと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひですね、鰍沢に小中学校を残すためにも、早期にこの借地料は解決をしていただきたい

と思います。それでは以上で私の質問は終わらせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告２番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

 続いて通告３番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今回は、町の観光資産と福祉保健課の移転案、そして町を揺るがすリニアについて 3 項目、

具体的に通告してあります。いつ、どのようになど具体的な答弁をお願いします。 

     それでは１項目ですね、３つの公共施設の耐震化対策の状況と活用策についてです。１点目。

先ほども出ましたが、青柳宿活性館の耐震化対策について伺います。青柳宿活性館対策検討委

員会から２７年２月に、基本的に存続をする方向で活用するために、耐震化、整備に関して提

言書が出されました。町民からは、この町の歴史資産をどのようにするのか、関心が大きい訳

です。１年１０か月も休眠資産状態で放置されたままですが、まず耐震化対策についてどのよ
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うに検討されたか状況を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     川口議員のご質問にお答えします。青柳宿活性館の耐震診断結果については、Iｓ値 ０．

０７であり、倒壊の可能性が高い建物という診断でありました。これを受け、活性館の耐震補

強について検討したところ、耐震補強には、多額の費用が必要であることが判明したことから、

活性館の耐震化は行わないこととしたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは町の結論としてですね、建物の耐震化はしないという結論、意志が出ているという

ことでよろしいですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満議員、先程、耐震化は行わないことにしたという答弁を課長からいただいています

ので、再質問するのであれば、それ以降の再質問をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは、耐震化をしないという結論の中で、先程町長はですね、この活性館あるいはやな

ぎ亭を含めた町の誘導をということですが、それだとちょっと矛盾する方向ですが、この建物

は今後どのように対応するのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     それでは活性館についてお答えいたします。活性館は既に老朽化が進んでおりまして、瓦、

壁などが傷んでいるところが多いというところになっております。それにつきまして、今後に

つきましてですけども、現在、その施設は集客施設として活用できない状況でありますので、

その施設の土地利用を検討して参りたいということを考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     答弁にもびっくりしているところですけれども、もう既に耐震化しない、今後は土地利用を

するんだということですけれど。提言書ではですね、町全体が活気づき賑わいが復活するよう

に集客施設となることを望むと意見されました。耐震化をすることが望まれるが、費用につい

ても検討し建替えを検討する必要性もあると。まあ、とりあえずは潰さざるを得ないというこ

とのようですが、その点で今わかる範囲でどのような計画、工程で考えているのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口議員、それは３項目めにありますよね。具体策を伺うと言うことで。重複するんではな

いですか。 
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〇３番議員（川口正満君） 

     今、活性館のことです。 

〇議長（秋山貢君） 

     両施設を中心としたということで、その中に含まれるのではないですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     まだ、あの活性館の建物のことで質問をしています。 

〇議長（秋山貢君） 

     だから、建物がここに入る訳じゃないんですか、３項目に。 

〇３番議員（川口正満君） 

     入りますけど、３番は両施設を中心としてどうするかと・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３１分 

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

再開 午前１０時３１分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     議長の助言も得ながらですね、では２点目を質問しまして、それから両施設を中心にしてと

いう質問をして行きます。 

     まず、２点目ですね、追分館やなぎ亭の耐震調査結果の公表と、耐震化対策について伺いま

す。耐震化基準が不足するため、閉館している状態ですが町外からこられたお客様が、閉館の

説明も不親切だったので、苦言も残していく例も多く、町への印象を悪くしております。耐震

化調査結果の公表と対策について、いつ、どのように決めるのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     川口議員の耐震化調査結果の公表と耐震化の対策についてのご質問にお答えします。追分館

「やなぎ亭」の耐震診断の結果については、Iｓ値 ０．１７で、倒壊の可能性が高いという診

断でありましたので、平成 28年 2月 26日をもって休館していることから、あらためて公表す

ることは、考えておりません。 

また、耐震化については、多額な費用が必要であることから、考えておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     残念ながら耐震化しないと言うことで、３点目をお願いします。両施設を中心として、耐震

化しない建物が我々商店街の真ん中にある訳で、にぎわいの町づくりと一体的に検討していき

たいと先に産業振興課長も答弁をされましたが、この両施設、この拠点をどのように具体的に
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考えて行くんでしょうか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     活性館及び追分館の両施設は、耐震基準を満たしておらず、多数の来場者が訪れる集客施設

としての活用はできない状況であります。しかし、当地は、旧青柳宿の中心地であり、又増穂

インターチェンジに近く、町有地として、広さも確保できるため、にぎわいのまちづくりの拠

点として必要な場所であります。 

こうしたことから、両施設は、取り壊すこととし、にぎわいのまちづくりの拠点として、土

地利用の検討をして参りたいと考えております。 

なお、取り壊し後、当面は、青柳４号公園として使用していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     非常に残念です。取り壊すという結論が、今初めて知らされている訳ですけれども、その工

程はまだまだ未定、あるいは予算の計上はいつ予定されるのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員の再質問にお答えをいたします。活性館につきましては平成２７年２月に、商工会

の会長であります、青柳宿活性化対策検討委員会の委員さんであります委員長から、提言書を

いただいております。これは議員さんもご承知だと思います。古い建物があることが魅力があっ

て、耐震化を行い残していくことが望まれるが、費用についても検討する必要があると。そし

てまた、集客のためにはもっと広い駐車場が必要、駐車場の拡張が必要であると。両施設の耐

震化および整備については慎重な対応を望むという提言をいただいております。そうした中で

町としても施設の活用策等々について、考えてきた訳でありますけども、何せ木造であります。

耐震化に非常にお金がかかります。そうしたことから、今このまま置いといてもですね、防災

上また防犯上、非常に危険がありますんで取り壊すことといたしました。そして取り壊したの

ち、次の賑わいのまちづくり計画が、これは当然町だけではできません。商工会の皆さんにも

一緒にかかわっていただかなきゃならないということで、何回か商工会の皆さんにも投げかけ

はしてきたんですが、計画はいいけども、私たちは参加はしないよというふうなことからです

ね。町独自でまた商業施設を運営するということは考えておりません。地域の皆さんと一緒に

なってあそこの賑わいをつくっていきたいというのは町の根幹でありますんで、今後も、また

地域の皆さんと、どういう土地利用をしてったらいいか、土地活用したらいいかというのは、

ご相談申し上げますけれども。当面は、青柳４号公園ですんで敷地全体がですね。そこはまた

公園として活用しながら、計画が具体化したときに、新しい活用方法を考えていきたい。建物

の解体時期については、活性館の方はもう非常に今でも危ない状況でありますんで、早急に財

源確保しながらですね、その対策をしていきたい。そしてまた、やなぎ亭の方もですね。中に

ある資料のものをどういうふうに保管するかというところも検討しておりますんで、そちらの

ほうの目途がついたら、そちらも予算化をしていきたい。こんなふうに考えております。以上
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です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町民全体あるいは商店街の方々もですね、集客施設ができれば使えればということで期待し

ていた訳ですが、これからぜひ町民とも合意形成を得ながら負担もしていく訳ですから、ぜひ

慎重な対応をお願いします。４点目のですね、民俗資料館の耐震化調査結果と対策および活用

策について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

     ただいまの川口議員の民俗資料館の耐震化調査結果と対策および活用策についてお答えしま

す。民俗資料館は、明治9年に 米小学校校舎として建築されたもので、解体、移転の後、昭

和４９年に現在地に移築されてから、民俗資料館として使用され、太鼓堂の愛称で親しまれて

おります。 

また、明治初期の藤村式建築の外観を残す建物として、昭和５０年に県有形文化財に指定さ

れております。こうした建物については、耐震化と文化財価値との両立の難しさといった問題

で、耐震補強が進んでいないのが現状であります。 

しかし、大規模地震発生時における不特定多数の来館者の安全確保への対応策を講じる必要

があると考えております。こうしたことから、建物の状況を把握するため耐震診断を行い、そ

の結果を基に活用策を検討して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この民俗資料館も歴史的にですね、非常に親しまれ、小学生もあの資料館に入ってですね、

学習するという施設ですので、ぜひ町民の声も聴きながらですね、慎重に対応をお願いしたい

と思います。 

     それでは２項目をお願いします。新庁舎整備基本構想案についてです。１点目です。交通量

が多く、構想では駐車場が360台設ける。平林線は通学路でもあり、交通量が多くなり、小学

生の安全面でも心配が増します。通行量予測調査と通学安全を確保する対策について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまの川口議員のご質問にお答えします。庁舎整備に関する基本構想とは、新庁舎建設

の基本となる理念や機能等の考え方を定めるものであります。このため、本町の新庁舎整備基

本構想については、新庁舎整備の基本方針、延べ床面積、及び敷地の想定規模、建設位置、建

設手法、スケジュールなど、新庁舎整備に関する基本的な事項を定めたものであります。 

こうしたことから、県道平林青柳線の交通量の増加予測や、それに伴う通学路の安全確保に

ついては、本基本構想に定めるものではないと考えております。 

以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、通行量調査についてですね、否定的っていうか、消極的っていうかの意見が出ています

けれども、やはりこれだけの本庁舎に機能を集約するということであれば利用者の交通アクセ

ス、そして小学生の交通安全についても非常に重要な要素だとお考えになりませんか。     

そこで、いつまでにどのように、交通量を調査しながらですね、対応策を考えていくのか。そ

の点はいつ、どのように検討するのか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。現時点では通行量の予測調査を考えておりません。しか

し、県道青柳平林線を通学路としている小学生が約１００人と聞いておりますので、通学路の

安全確保については必要であると認識しております。しかし、小学生の登下校時間は、朝の７時

３０分から８時５分と、夕方３時３０分から５時までが集中する時間帯であると思っておりま

す。また、本庁舎の利用者の多く居る時間帯と重なることはないと考えております。こうした

ことから現在、敷地の計画や建物の配置計画に出入り口などの確定した段階で、児童生徒が、

登下校できるよう、安全確保の対策を検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

最近増え続けている高齢者がですね、歩行者に突っ込んだという事故が多発しておって、国

土交通省が、地方自治体にその小学生なりの安全を確保するための指針といいますか、通達が

出ているようですけれども。この交通量が多くなる新庁舎、地域にですね、高齢者も小学生に

も安全であるようにですね、十分慎重に考慮してもらいたいと思います。２点目に移ります。     

福祉保健センターに保健センター機能だけを残す案があるということですが、福祉保健課窓口

業務、相談や証明書発行ですね。それと包括支援センターでの利用者数の実情について伺いま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問にお答えします。保健福祉支援センターについては、公共施設再配置計画

の将来構想の中で、保健福祉等業務窓口を新庁舎へ統合し、保健センター機能は、存続するも

のとしております。 

昨年度の福祉保健課の窓口利用については、健康増進担当８３件、障害福祉担当１，７４２件、

介護福祉担当約７，０００件、地域包括支援センターは、約６００件が、来所となっておりま

す。 

また、保健センターの利用状況は、乳児健診や特定健診で、年５８回延べ３，８５１人、の

びっこ教室、２次予防教室などの各種教室で１０８回延べ１，０７６人の利用がありました。 

     以上でございます。 
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〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     非常に大勢の利用状況について、初めて知った訳ですが、今後、利用者が増々増えて行く中

で慎重に配慮することが重要だと思います。関連する訳ですが、３点目に移ります。 

     福祉保健課業務を本庁舎に統合する案は、行政側の機能性は向上しますが、福祉協議会など

福祉関連の施設・団体も近くにあり、関係団体や利用者は利便性を享受しています。証明書発

行の窓口業務の一部を新庁舎に設けて、包括支援センターや障害福祉や、健康増進担当などは

福祉の郷現在地で分庁業務する案の長所ですね、良いところについて伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。新庁舎整備基本構想の策定にあたっては、現在の役場庁

舎が抱えている諸問題を検討するため、本年２月に障がい者や庁舎の利用度が高い団体の代表、

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

新庁舎整備の必要性や、想定される規模・機能・建設位置など、新たな役場庁舎の整備方針に

関して、検討結果の報告をいただきました。 

その結果、分散しています福祉保健課など行政機能を新庁舎へ統合する基本方針案につきま

しては、反対意見等はありませんでした。 

こうしたことから、この報告を基に、本基本構想では、福祉保健課などを新庁舎に統合する、

新庁舎建設の基本方針としたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今の答弁では、特に長所についてはお答えがなかったわけですけれども。この庁舎整備検討

委員会ですね、議員も何人か入っていますし、議事録を見たところですがこの福祉保健課の関

係ではですね、意見が非常になかったというようですね。ということで反対もなかったという

ことですね。意見がなかったんだから。ということでですね、検討されなかったというのが実

情じゃないかなと思いますが、いかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     お答えします。先ほども福祉保健課長が申したとおり、公共施設再配置計画でもその辺を議

論していただいております。また、併せてそれをもとに新庁舎整備の基本構想策定に当たって

も、議論しておりますので、議論はしてあると、意見もいただいてるというふうに考えてます

し、またあの基本構想段階ではそこまでですね、項目として、整備するものではないと考えて

いまして、今おっしゃられた、メリットというのは議員さんが考えているメリットだと思って

います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

     今度の新庁舎の整備基本構想の前に、この町では公共施設の再配置計画を作ってありまして

将来構想を出してあります。その中に役場の今持っている行政機能を一本化していこうと。そ

の時に議論は必ずしてあります。今、議員さん、今の現在地での長所という質問でありました

けども、長所はあまり見当たらないんですね。今も、靴を脱いで入っていかなきゃならない。

あそこの入り口にいると皆さん、どっこいしょって靴を脱いでですね、そして福祉保健課に入っ

ていく。そして、今、利用件数はいいました。利用件数を言いましたけれども、福祉保健課を

利用する人たちは、子育ての部分もあれば、所得証明をとる、あっちへもこっちも行かなきゃ

ならん。一つにしてほしいという意見の方が多かったから、長所は私どもは感じていません。

ただ、保健センターでの利用はですね。これがその健診とかに特化した部分だけですから、こ

の庁舎にば新たにそういう機能を設けずに、向こうに建物がありますからその機能は向こうに

残そうという中で役場の行政機能がすべて一元化していこうという、庁舎の整備構想でありま

す。そういう中で、今の社会福祉協議会と一緒にあるということは、福祉に関連する人たちは

いいと思いますが、今の社協の施設も手狭なんですね。もう使えません。ですから、今日教施

設再配置計画の中では、福祉保健課がこちらの方に移った暁には、その位置に社会福祉協議会

が入っていくというふうな形であそこをやはり社協の拠点の施設としては残していくつもりで

います。併せて保健センター機能は残しながら、そこで特定健診とか乳児健診、それだけに特

化した人は駐車場もありますから、そこへ来ていただいてこちらの役場の職員がそちらへ出向

くというふうな、利活用を考えているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町長に丁寧に説明いただいた訳ですけれども、町民、利用者の立場から長点をあげてみます

ね。まず、福祉保健業務は、高齢者や家族の介護保険関連などの相談利用客も増えるので、慣

れた福祉の郷でですね、保健センターと一体となった拠点が望ましい。福祉協議会、福祉施設、

温泉も近いので施設側も、福祉サービスを利用する町民にもメリットがあります。災害時対応

でも職員の配置が望まれます。全町的な立場からしますと、同センターは築１６年で耐震化さ

れており、３０年以上は機能できる建物で、統合する必要性は小さい。役場内情報通信網も使

えるので、情報・連絡面では事務処理の効率を維持できると思います。それから町全体の利用

機会の公平性とか、地域バランスを考慮すると、行政機能と福祉避難所の分散配置も重要です。

本庁舎を約３倍規模にしようとしている建設費を抑えるメリットもあります。本庁舎に全ての

業務を集中統合する案は交通量の増加や、また公共施設が南方面へ移転に批判的な意見も多い

訳です。全国では、合併した市町村の３割が分庁舎方式であり、南アルプス市民の取り組みな

ども参考にするべきです。以上、長所を挙げてみましたが、最後に伺いたいと思いますが、福

祉保健課を本庁舎に統合する方針であれば、これらの長所短所の問題点を洗い出して、情報を

町民に提供して、町民と地区に説明会を行うなど検討すべきであると思うがいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     住民への説明は公共施設再配置計画の時に、各区で説明をしております。その時にも役場の
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行政機能は統一をして行きたい。で福祉保健課があるあそこは、保健センターの機能は残しま

すと住民にも説明して参りました。そういう中で、今度は庁舎の整備検討委員会を立ち上げて

ですね、庁舎をどのくらいの規模でしていくか、どういう敷地面積が必要なのかという議論を

をいただいておりますので、よその町には分庁方式をまだとってるところもあります。支所方

式をとってるところはあります。経費の無駄でですね、それこそ住民サービスがなくなってい

くと思います。これからは、コンパクトシティーて言ってはあれですが、そういう拠点は拠点

で一つにして、そして住民サービスを落とさないような方策を考えていくという、時代に入っ

てきているんじゃないかなと思ってますんで。まあ、地域への説明は既に終わっておりますん

で、その次の段階として庁舎整備検討委員会を立ち上げたところでありますから、この公共施

設再配置の部分で、もう一度地域へ話をするというのは考えてはおりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

説明が終わっているということですが、今後ともですね、高齢者、福祉関連のですね、利用

者からあるいは行政の方も業務が多くなる訳で、ぜひ地域住民や福祉関係者の声も、十分慎重

に聞いて、高齢者が安全安心で利用できるよう検討、取り組みをお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満議員、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５６分 

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

再開 午前１１時０４分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     リニアによる深刻な影響や不安により、沿線住民と町も被害者となることへの対策について

伺います。９月議会において、町長は、リニアにより「町も被害者となる」と答弁されました。

町全体と住民に甚大な影響と不安があることを十分認識されていると思います。今回は高架橋

による７つの質問を具体的に通告したので具体的に答えてください。１点目です。リニアによ

り将来にわたり、地域やくらし、仕事において、さまざまな重大な影響や被害予測が広範囲に

及ぶので、不安の要素を解消するために、町民目線での具体的な対応策をどのように考えてい

るか、例えば、説明会に出席できなかった町民にも関連する情報を公開する、県や事業者にこ

れまで以上に意見を行う、住民と対策協議会を立ち上げる、ＪＲ東海や県と交わしている確認

書があれば開示するなど具体的な方法が求められます。町長の見解をお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     川口議員のリニア中央新幹線建設による不安要素の解消に対する具体的な考え方について、

答弁をいたします。リニア中央新幹線事業により、環境に影響を及ぼすと想定される項目につ

いて、事業主体であるＪＲ東海が、確実に環境影響評価書にある環境保全措置を実施すること
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が不安要素の解消だと考えております。町としましては、住民の皆さんの窓口として、ＪＲ東

海に対して、住民への親切丁寧かつ分かりやすい説明を行い、十分な理解を得るよう要請した

いと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今の答弁はですね、これまで何回も繰り返されているような内容です。町民は暮らしや健康

に影響を受ける事の不安を解消できる提案や現実的な対策を求めています。町長は、１１月の

小林区の側道説明会で初めて対応されて、沿線住民の不安や苦脳・要求を切実に受け止められ

たと思います。沿線住民に深刻な負担が発生すると、リニアは利益があるのかという苦痛や不

満や、また若い世代に負担を掛けたくないという心配なども認識された上で、私はあえて先程

具体的にいかがでしょうかと、問いかけている訳ですけれども、住民にしっかりと寄り添う覚

悟と決意を改めて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員の再質問にお答えいたします。小林の皆さんと初めて対応されたと今おっしゃいま

したけれども、私はもう５回以上行っております。初めてではありません。機会があるたびに

行って住民の皆さんの切実な意見も聞いてるところでありますから、ちょっと議員さんが認識

不足じゃないかなと思います。今言いましたようにですね、皆さんの不安材料については。環

境影響評価書である程度出しております。それに対してＪＲ東海が環境保全対策を着実に、実

施するということだと思います。それ以外の不安要素も当然あります。それは実際に工事を行

なってみなければわからない部分も出てきます。日陰の問題なんかも計算上は出てきますけれ

ども、実際にですね、どの程度の被害が出てくるなのか。それらについても今後町も住民の皆

さんと一緒になってですね、県やＪＲ東海に交渉、または協議をしながら住民の不安解消には、

全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは、以下、６点ですね、より具体的にに質問していきますんで、具体的にお答えをお

願いしたいと思います。２点目です。町では、町民はフード付き高架橋を要望しております。

これによりどれほどの土砂が掘り出されるのか・・・です。環境影響評価書では、トンネルに

よる発生土の量は示していますが、約６０脚もの高架橋工事による町への影響被害については

調査はされなかった。大規模構造の基礎杭のため、膨大な鉄骨、生コンを埋め立てるが、土砂

掘り出しの影響と対策などを町全体で検討するため、予測量と搬出先をＪＲ東海に提示させる

よう考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えします。リニア中央新幹線建設工事に伴う建設発生土については、
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議員がおっしゃるように、平成２６年８月にＪＲ東海が公表いたしました、環境影響評価書に

おいて建設工事に伴う発生地域ごとの副産物発生量として、切土工等、または既存工作物の除

去として掲載されております。 

また、資材、及び機械の運搬に用いる車両の通行ルートについても、環境影響評価書に掲載

されておりますので、改めて提示させることは考えておりません。 

     以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、言われました環境影響評価書に、高架橋を掘ることによる発生土の量ですよ。あるいは

搬出先ですよ。仙洞田の方を埋め立てると２４０万立米というふうに評価書にも出ていますが、

この平地明かり部での土砂の掘り下げる量、どのようにとらえていますか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     先ほども申し上げましたとおり、環境影響評価書の中で建設工事に伴う発生地域ごとの副産

物の発生量ということで、この中で建設発生土の中には切り土工または既存の工作物の除去と

いうような項目がございまして、この中に高架橋も含まれていると認識しております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     我々ですね、より具体的に、今発生量は掴まれていない訳でしょう。わかっていたら発生量

予測、もちろん概算ですね。教えていただきたい。それによって次の点もありますんで、まず

発生量についてより詳しいお答えをお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     先ほど申し上げましたとおり、環境影響評価書の中の副産物の発生量という項目もございま

して、富士川町には何点か記載されております。まず小林地区では５．１立米、最勝寺区で７．

７立米、最勝寺区でさらにトンネルの部分は０．４立米、髙下地区は４．２立米というような

ことで・・・失礼しました。すべて万単位ですけれども、５．１万立米、７．７万立米、０．

４万立米、４．２万立米というようなことで、まあ、発生地域ごとの副産物とようなことで記

載をされております。ちなみに環境影響評価書の１８の１の２という項目でございます。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     教えてもらってありがとうございます。それでは搬出先はどこへ予定されているんですか。 

〇議長（秋山貢君） 
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財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ここに関しましては、発生量の記述だけで搬出先については書かれておりません。なおＪＲ

東海はそれぞれの工事ごとに工事計画書というものを出すことを公表しておりますから、その

中でいずれ、運行ルートやその排出先についても、表示されるのではないかというように考え

ております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃあ３点目もですね、この高架橋の建設により影響も関係しますので、進めていきます。

高架橋の工事期間と、車両、生コン車、重機、ダンプ、通行量についてです。それぞれの予測

情報を提出するよう、県とともに、ＪＲ東海に要求するべきです。回答をもとに、くらしや健

康にも影響するので地域の安全対策協議会を設けるよう区長会に提案できないか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問委お答えします。リニア中央新幹線建設工事に伴う工事の工程、及び建設

機械の台数については、環境影響評価書において掲載されておりますので、改めて提示を求め

る必要はないと考えております。 

 今後、施工業者が決まり、工事説明会が行われる折には、ＪＲ東海から施設や工事の内容、

工事中の安全対策、工事用車両の種類や運行ルート、台数、実施する環境保全措置内容につい

て、より具体的に示されると考えております。町としましては、これらの情報を区長会へ提供

し、各区の情報交換の場としたいと考えておりますが、地域の安全対策協議会は、区の実情に

応じて、各区が判断するものと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ＪＲ東海のですね、環境影響評価保全措置によるということと町民の不安というのは相当に

かけ離れている訳です。そこで、巨大な迷惑施設と町民は捉えている訳ですけれども、町民と

も連帯してですね、十分早めに実情を知ること、影響の深刻さ、重大さを考え、町全体の安全

対策などを危機管理を行う責務があります。町はまだ町への影響をＪＲ東海に言われるままに

軽んじていませんか。先ほど区長会に情報を提供してということですが、今３年先にこの町内

工事が始まるんでしょうか。今、必要な対策について各区と検討をしていく。でそれぞれの地

区ごとに違いますから、対策協議会を立ち上げるべきと思いますが、積極的に区長会に働きか

ける考えはありませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

先ほど申し上げましたとおり、その情報を区長会に提供するというのが第一でございます。

そこで区長会の中で情報交換をしたいということでございまして、区長の皆さんからもこうい
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うような要望が出ております。出ておりますから、まずは現在の情報を公開する中で、議論を

していきたいというように考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは、これも地域に影響が及ぶことですが、４点目ですね。この扇状地における地下水

や生活農業用水への影響と対策に関して、町民に何か広報周知していますか。町は、地域住民

とともに現在の状況を保障する、影響ある場合は工事を止める、町民に影響ある場合の工事制

限などに関して具体的対策について協議に入るべきですが、見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   
     ただいまのご質問にお答えします。現在、ＪＲ東海では、リニア中央新幹線の高架橋周辺の

水資源への影響について、沿線地域の水の利用状況等の把握調査を行っております。この把握

調査に基づき、水位、流量等の継続的な調査地点を選定し、その調査結果については、公表す

ることになっております。町としましては、ＪＲ東海に対し、高架橋の工事中及び、高架橋の

存在により、住民の生活に支障をもたらすような水資源への影響が発生した場合には、事業者

の責任において、速やかな対応と、必要な恒久対策の実施を要請していきたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     高架橋の建設でコンクリート、鉄骨の膨大な地下杭は地下水までに水質悪化、水量減など、

影響します。扇状地は砂礫層であり帯水層は小林や天神中條では厚く地下水は高いといいます。

町は事の重大さをもっと認識して、住民の声を広聴する、対策協議の場を設けるという業務的

責任を果たしてください。昨年の３月議会で、水、水源、水質に影響があれば事業者が復旧す

る責任を負うと答弁ありました。あれから１年９カ月。住民にに寄り添った協議会などの対策

が実施されず、ＪＲとも確認書を交わしていない状況だと思いますが、いつから、具体的に対

策を着手していくのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   

先ほども答弁いたしましたとおり、現在ＪＲ東海で、水の利用状況の把握調査を行なってい

るという段階でございますから、まだ結果が出ていていないという状況でございますので、現

時点でその協定等を結ぶとようなことは考えておりません。今後調査結果について公表になっ

た時点で措置が必要ということであればまあ協定等を結ぶ必要があると考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
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     飲料水、農業用水に関しましてですね。昨年３月２３日、議会から町長あてに要請書が出ま

した。その３点のうちの一つ。リニア工事の施工中はもとより、完了後や営業に至ってもリニ

ア建設工事に起因する飲料水、農業用水に水源枯渇等の障害が発生した場合は、速やかな補償

を行うよう要請することとしています。さてその後どのように具体的に要請されたんでしょう

か。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     先ほど申し上げましたとおり、まだ水の調査については結果が出てきておりませんから、まだ町

としましても何とも言えない状況でございます。この結果をもちまして、その後の対応策を考えて

参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     すべてに関連するんですけれども、後手にならないように受け身でなくて前向きに対応をお願い

します。それでは５点目のですね、日陰阻害について伺います。補償条件は都会の公共事業補償を

適用することは受容できない条件であり、ＪＲ東海や国に対して、県とも連携して、条件改善を要

求するべきです。住民の生活と財産、地域の安全安心を万全に保障するための要請や、ＪＲ東海と

の交渉を行うべきですが、見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   
ただいまのご質問にお答えします。古くなりますが、昭和３７年６月に、当時の建設省で定めた

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱における、日陰阻害に関する補償は、取り扱うべきでない

とされております。 

しかし、その取扱いが、不均一であったことから、昭和５１年２月に、公共施設の設置に起因す

る日陰により生ずる損害等に係る費用負担について、統一的な事務処理が行えるよう要領を定めて

おりますので、ＪＲ東海は、この要領を根拠に騒音、日陰などの損失補償を行うものであります。 

町としましては、ＪＲ東海に対し、対象となる家屋の調査、把握を行い、親切丁寧かつ分かりや

すい説明により、十分な理解を得たうえで、補償を行うよう要請していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     国策民営事業であり、一方、この日陰の問題をですね、この町の沿線住民の日射しは財産で

す。日陰補償では日影は４時間までは保障されない。灯油代や防寒用の二重サッシを供与する

くらいのもの、実費補償は、３０年のみ、借家人は５年のみ。その後はなんと自己負担となる。

補償代は、工事の終了後に支払われるとは、とんでもない受け入れ難い条件と思いませんか。

昨年の３月議会で、企画課長が「事業者に真摯な対応をするよう要請する」とのことでしたが、

法の変更等もある訳だから、１年半経った今ですがどのように要請されましたか。伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君）   

ＪＲ東海とは、最低月１回は打ち合わせを行いまして、さまざまな交渉等を行っております。

この交渉の中におきましても、住民の皆さんに対しては親切でわかりやすい説明をしていただ

きたいという要請を常にしているところでございます。この日陰の部分につきましては、まだ

具体的な交渉にも入っておりません。具体的な家屋の調査にも入っておりませんからまだ、交

渉等はしておりませんけれども、今後そのような事象が発生した場合には、親切丁寧な説明を

していただきまして十分な理解を得て、補償を行うよう要請して参りたいと考えております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町民は不安を今まさに感じている訳でして、その対策を見えるように進めてほしいと思いま

す。ぜひ山梨県森林環境部などにですね、日陰補償をはじめ、山梨県独自の条例を設けて働き

かけるように町長、いかがでしょうか。前向きに対応お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     日陰については今、類型がたを示された段階であります。これは先ほどにも答弁さしていた

だいたように、今すぐどこをどういうふうに防音壁にするなのか、フードをかけるのかって言

うことではなくて、もう一度、都留の実験線で音を聞いてもらったりする中で、私ども町とし

ても地域と話し合いをして行き、そこで決めたいと思っております。防音壁であれば、またフー

ドになると、また８メートルのフードをかけるんですね。それによって、日陰も全然変わって

くると思います。そういったこともまだ決まっていませんから、どこがどういうふうに日陰に

なるなのか、今はわからない状態なんですね。防音壁でいくのとフードでいくのとは全然日陰

の大きさが違いますから。その辺もこれからいろんな作業を進める中で、協議を進める中で、

より具体的なリニア中央新幹線の形が見えてくると思いますから。そういった段階を踏む中で、

ＪＲ東海に対しても、補償要領はありますが、この補償要領を最大限活用しながら、補償がで

きるよう、要請をしていたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     中條区の特に若手の皆さんですね、フードが前提だと。で騒音を抑えてくださいよと。いう

強い要望してますんで、この点をですね、今後とも県にしっかりと働きかけていただきたいと

思います。では６点目お願います。沿線事業者の営業補償は、国の指針に基づくというがどん

な内容ですか。介護や不動産の事業者はお客様が減るとの心配や、地域の地価が下がり、土地

を売れないという不安があります。事業に対する損害対策について、県とともに対応策を検討

協議するべきです。いかがでしょうか。見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えします。公共用地の取得に伴う損失補償 基準要綱における営業

補償は、土地等を取得され、又は使用される者がこうむる営業上の損失の補償に関し、営業を

廃止する場合、営業を休止する場合、営業規模を縮小する場合に分けて、それぞれの補償対象

と補償額、算定の基準について規定しているものであります。 

     また、事業に対する損失補償は、公共事業により、起業地以外の第三者に損害を与えた場合

に対象となるものであり、事業損失として認定されるためには、個別に因果関係、受忍限度を

判断し、対応する必要があります。町としましては、ＪＲ東海が、事業損失の発生のリスクに

ついて事前に把握、分析、評価を行うとともに、損害が発生する場合には、事業者の責任にお

いて、速やかな対応をするものと認識しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ＪＲ東海のお答えを聞いているように感ずる訳でありますども、ぜひ住民に寄り添ってしっ

かりと住民のために、住民の利益を守るためにお願いしたいと思います。では７点目ですね。 

     ８月の３つの地区の高架橋と側道計画の説明会の議事録を町民が情報を共有できるように、

町はホームページに公開するべきだ。しかし、ＪＲ東海は基準により拒否しているとのこと。

町民の理解と協力を得ていくためにも、公開できるようＪＲ東海を行政指導するべきでありま

せんか。町長の見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えします。ＪＲ東海では、リニア中央新幹線建設工事に係る具体的

な工事計画に基づく、環境保全措置を具体化した場合、その内容について工事説明会で説明す

るとともに、資料として取りまとめ、関係自治体に送付、公表することとしております。また、

同社のホームページにも掲載されております。 

 今後、本町におけるリニア中央新幹線の具体的な工事計画及び、環境保全措置が具体化した

場合には、同様な措置が取られるものと考えておりますが、議事録の公表に関しましては、Ｊ

Ｒ東海の社内規程によって判断されておりますので、町が指導すべきものでないと考えており

ます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ＪＲ東海の社内規定規と言いますが、町はどちらの方を向いてですね、行政対応しているん

でしょうか。町民に対してですね。実情を知らしめてともに、問題があるのかないのか、ある

いは不安は少なくとも最小限にしてくれるのかと、情報が一切見えない。この住民説明会の議

事録さえも公開できないとはですね。その点、町はＪＲ東海の社会的な責任ていいますか、情

報を隠ぺいする体質というかね、どのように考えていますか。 

〇議長（秋山貢君） 
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財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

会議録の公表に関しては非常に微妙な部分でもございます。現在行なっている説明会という

のは、そのまさにリニア中央新幹線にかかわる地権者の皆さん、さらにそれに隣接する皆さん

に対しての説明をしているわけでございます。また、この公表となりますと、事前にその説明

会のときには、こういった発言内容を公表しますよというお断りもしなければなりません。と

いうことで非常に現在は地権者の皆さんとの交渉も控えておりますからデリケートな部分の説

明会をしているとようなことで認識をしておりますから、そういう部分につきましては、現在

公表は差し控えるというような考えでおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

出席できない町民に対してですね、どのように、情報を知らしめて、共有していくのか。そ

の点ですね。知らないことをよいことに事業が進められてよろしいのかなと、そういう基本的

な観点ですけども、伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ＪＲ東海が主催している説明会は地権者の皆さん、また隣接している皆さんの名簿をお持ち

でございます。またＪＲ東海が直接郵送して説明会等の案内もしておりまして、欠席者の皆さ

んには資料を送付しているということを聞いております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

欠席者に資料を送付している。町民に広く知らしめているということですか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

先ほども申し上げましたとおり、現在はその工事施行前の非常にデリケートな部分の説明会

をしているということでございます。従いまして、実際に係る地権者の皆さん。さらにはその

隣接する皆さんに対して行なっているものでありますから。町民全体に広く説明しているとい

うものではございません。従いまして、その欠席された皆さんにはＪＲ東海が資料を送付して

いるということでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     改めてですね、リニアはこの町を揺るがし、国を揺るがしてということで若い世代にもです

ね、知らせていくということが、基本だと思いますんで、広く開かれた町政と言うんですかね。

そういう観点で対応をお願いいたします。まとめますと、高架橋は高さ約３０ｍ、４０ｍ間隔

で立ち並び、異常な圧迫感と日陰阻害などの苦痛をもたらします。誰が、どのように解決策を
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施してくれるのか。行政に対しても、不安や不満が広まっています。何回かの住民説明会で、

出席者はＪＲ東海の説明や回答には納得と理解を得られずに、不信感を抱いています。リニア

は、解決策を明示できない危険性、問題点や、自然環境を破壊したら取り戻せない国益を損な

うリスクが多すぎます。町は県とともにですね、あるいは近隣の市とともにですね、沿線住民

の不安や危惧を解消して、将来世代への苦痛を払拭するべき責任と義務があります。町長、ぜ

ひ沿線住民と町も被害者となるこのリニア事業の問題点を深く認識いただき、対策について住

民にしっかり寄り添って対応されるようにお願いして質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告３番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

続いて通告４番、１１番、井上光三君の一般質問を行います。 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     それでは早速ですが質問に入ります。簡潔に質問しますので簡潔に答弁をいただきたいと思

います。私からは大きく三つですね、三つの質問をいたします。まず一つ目。空家の対策につ

きまして、全国的に空家の増加が問題となっています。国におきましては、危険あるいは衛生

上、景観上などを深刻な影響を及ぼす空き家の適正な管理、有効活用を目指して空家等対策の

推進に関する特別措置法が全面施行されたところでございます。これは特に危険度の高い、空

家の所有者に対して、撤去等の勧告、命令等が可能としたものでございます。この空家等の対

策につきましては、議会でもこれまで何回か勉強会をし、また関連条例の制定等についても、

その必要性等を検討したところでございます。そこで本町の空家の実態と今後の対策について、

３点ほどお伺いします。まず（１）、空家等実態調査を実施しているということですが、現在の

進捗状況と今後の活用についてお伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     井上光三議員の空家等対策につきましてのご質問にお答えします。空家等実態調査につきま

しては、空家等対策の推進に関する特別措置法を受け、本年７月２９日に調査委託契約を締結

し、明年１月３１日を履行期限として実施しております。現在は、町内全域の現地調査が終了

する段階にあり、データ整理と、所有者の把握と意向の確認をするなどの実態調査の準備を進

めているところであります。この調査では、空家の危険度を４段階に評価することから、今後、

町では、早急に解体が必要な危険性の高い空家を、仮称ではありますが「特定空家」「危険空家」

に指定し、所有者に対して、撤去等の勧告や命令をして参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     実態調査がまだ準備段階ということで、実情はまだ把握をしてないということなんですが。

それでは２番に移ります。特定空家、それから危険空家がですね、４段階の調査ということで

すが、その４段階で特定空家等が判明した場合ですね。撤去の勧告をするんですが、実は今問

題になってるのは所有者がですね、この撤去にかかる費用が大変高額になるということで、勧

告されてもなかなか所有者が進めないというふうな状況が出ているわけですね。そういう時に
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町としてこういったところに、何らかの支援ができないか、お伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）      

     井上議員の危険性の高い空家の支援対応のご質問にお答えします。この度の調査によりまし

て、倒壊の危険性の高い空家につきましては、これまで目視でありますが、町でも把握してお

り、地域から苦情があった建物には、その所有者に対し、解体の指導をして参りましたが、問

題は解決していないのが現状であります。家屋の解体には、相応の金銭的負担が生じることに

なりますので、こうした金銭的支障により、解体が進まないことが原因の１つと考えられます。 

こうしたことから、今後、この調査結果により指定した、「特定空家」「危険空家」を解体す

るための補助金制度を、創設して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

    井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     今町長からですね、非常にありがたい答弁をいただきました。今後調査の結果によって特定

空家、危険空家等に対しては、金銭的な補助を検討したいということですので、ぜひお願いを

したいと思います。それでは３番目ですね、（３）です。実態調査の結果が空家バンク登録制度

にどう反映されているのか。調査結果がまだ途中段階ということですが、わかる範囲で答弁を

いただきたいと思います。    

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）         

この実態調査では、家屋の活用方法についての意向調査も行っておりますので、賃貸や売買

を希望する所有者に対しては、現在やっております空き家バンク登録制度への登録を勧めて参

りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君）  

     ぜひお願いしたいと思いますが、今現状でですね、、ホームページに空家バンク登録のものは

載っているんですが、増えているのか、減っているのか。落ちついた状況なのか何件ぐらいあ

るのか。現状だけちょっとお願いをしたいです。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

空家バンクにつきましては町のホームページの方に、登録状況を載せてありまして、その情

報を受けた希望者が、町の方へ連絡をくれるというような形をとっております。今、ホームペー

ジに載っているのは３４件が、載っているわけでありますけれども、これには過去の成立して

いるものも情報としては、継続して載せてあります。で成立した状況が１６件。交渉中が１件。

それから、登録のみ、まあ希望を待っているというのが１７件というような状況でございます。   

最初に、登録をされて、その後、なかなかその登録状況は、急激に増えているというような状
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況ではないというような状況でございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君）  

     この空家に関してはですね、ぜひ全体的な管理を含めて町でも進めていただきたいと思いま

す。それでは大きな２点目。防犯カメラの設置につきましてですね、お伺いいたします。近年、

事件、事故、並びに犯罪の予防に対して、防犯カメラの普及は著しいものがあります。その効

果は非常に大きいと感じています。そこで、本町の防犯カメラの設置に対する考えについて伺

います。まず１点目は、町内の防犯カメラの設置状況について把握していましたら、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     井上議員の防犯カメラの設置状況につきましてのご質問にお答えします。安全で、安心して

暮らすことのできる社会の実現は、すべての町民の願いであり、多発する昨今の事件・事故を

みても、防犯カメラの設置は、犯罪の防止・抑止などに有用であると、認識しているところで

あります。 

こうした中、本町でも、犯罪のないまちづくりを推進するため、管理上必要な５つの施設に、

必要に応じた防犯カメラを設置しておりますが、金融機関やコンビニエンスストアなど、現金

や商品を取扱う集客施設をはじめ、家庭においても設置していることから、町内全体の防犯カ

メラの設置数につきましては、把握しておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君）  

     町内全体がなかなか把握できないという状況はわかります。じゃ、２番に移ります。（２）で

すね。防犯カメラの抑止力というのは大変有効だというのはわかってるんですが、町内の主だっ

たところを見ますと、なかなかついてないんですね。で都会は必要だけれども田舎は必要ない

という意見もあるんですが、中山間地においてですね、実は農機具の盗難とかですね、平林地

区でも穂積地区でも起きてます。こういったところ、田舎だから必要ないということではなく

て、例えば、中山間地の主要なところに防犯カメラがあれば、こういったところの事件解決に

も繋がっていくし、抑止力にもなるんじゃないかというふうな思いがします。そこで２番です

が、こうした町内の主要道路等にですね、防犯カメラが設置できないかお伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。これまで、人の目が行き届きにくい山間地域では、留守

がちな家屋を狙った犯罪や不審事案が発生しておりますが、これらに対応する効果的な手法の

一つとして、防犯カメラの設置が有用であります。２年前、平林区において農機具の盗難事件

が多発した事例もございます。防犯カメラの設置は高齢者が多く、防犯対策の必要性が高い地

域におきまして、効果的な対策であると考えております。 
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こうしたことから、明年度からは、地域の総意による要請に応じて、中山間地域を結ぶ県道

周辺へ、そして必要とする地域へと順次、防犯カメラを設置して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     明年度から、中山間地も含めて必要な地域に設置ということを非常にありがたい答弁いただ

きました。ありがとうございます。それでは（３）になりますが、今答弁いただきましたよう

に、これからいろんなところで計画をしていただくということですが、見ますと今現在公共施

設等には、最初のところでですね、設置状況のところで、答弁いただいたところとだぶるんで

すが、今現在の公共施設等に防犯カメラの設置されてないんですね。これから新しく、公共施

設を建築していくというな計画もございますけれども、この公共施設等におけるカメラの設置

ができないかな、どういう状況で考えているかお伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまの井上議員のご質問にお答えします。役場などの公共施設への防犯カメラの設置に

つきましては、来庁者のプライバシーなどの問題もあることから、現公共施設等への具体的な

設置計画はありませんが、設置の必要性を認識しております。こうしたことから、今後、新た

に整備する公共施設につきましては、設置の必要性がある場合は、検討を進めて参りたいと考

えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     ぜひですね、これから新築する公共施設については、その必要性があるかどうかという十分

な議論をしていただて検討していただきたいと思います。それでは大きな３番目。婚活イベン

トにつきましてです。本町におきましては、少子化対策、定住人口を促進等の一翼を担う目的

として婚活イベントが実施されています。ここにきて二回、最近では、１２月１０日に行われ

ましたから、つい一昨日に行われました。なお、その実施結果、今後の課題等についてお伺い

をいたします。（１）です。第１回お見合いパーティーの検証は行ったかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     井上議員の婚活イベントについてのご質問にお答えします。第１回のイベントは、１０月

３０日の日曜日に開催いたしました。当日は、当初定員として予定していました、男性１５人、

女性１５人の参加をいただき、自己紹介カードなどを利用しながら、約３時間半、交流をした

ところであります。   

今回は、まずは出会いの場をつくること、そして両者の想いが実り結婚に至ること、結婚後

は、本町において家庭を築き定住してもらうことを趣旨としながら、若者が参加しやすい環境

づくりに配慮して開催いたしました。 

なお、実施した結果につきましては、開催して間もないことから、成果を確認することはま
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だできておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     まだ、結果の確認ができていないということですが、今後参加者に対していわゆるどうだっ

たかというようなことは、町からはする予定があるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     先ほどの答弁にありましたように、今回は交流をし、出会いの機会をですね、設けるという

ことが主な目的でございまして、その場において、何番と何番がというようなですね、ところ

はしておりません。で、その後の結果も、町に報告してくださいというようなことしていない

わけでございますけれども、参加者の名簿等は把握していますので、その辺のところは今後注

意しながら見ていきたいなというふうに思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

いわゆる婚活イベントはですね、今後も続けていただきたいんで、ぜひ内容をですね、参加

者にその内容のアンケートなり・・・・・。アンケートというのはその場でとったんですか。

取ってない。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     最終的にアンケートというものまではとってはございません。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     ぜひですね、その内容等どうだったかということがですね、参加者の意見も含めて     

町で見ていて改善しながら、今後も続けていただきたいと思いますのでお願いしたいと思い

ます。じゃ（２）にいきます。１回目と２回目のですね、参加要件が、異なってたんですね、

年齢制限があるのと、年齢制限がなくて独身者とだけ表示したというように、私はみている

んですが、その辺の理由は何かありますでしょうか。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     先ほど井上議員からもお話がありましたように、第２回は１２月１０日に開催いたしました。

１回目と２回目、特に異なっている参加要件は、参加者の人数、年齢制限であります。 

１回目の開催は、室内を予定したために人数を制約したことから、男性１５人、女性１５人

といたしました。２回目の開催は、ゆずの収穫体験をとおして実施したことから、受入先の人

数制限があり、男性１０人、女性１０人としたところであります。 

なお、年齢制限におきましては、１回目は、出会いを求めている年齢層となる３０歳から

４５歳とし、２回目は、特に限定することはなく年齢制限を設定いたしませんでした。以上で
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す。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     いろいろ状況に応じて、参加者の条件を決めていくことは、それはそれでいいと思います。

それでは（３）ですね。先ほども申し上げましたけれども今後もぜひ続けてほしいというのが

私たちの願いなんですが、今後の婚活イベントの計画についてお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     今後のイベントの計画につきましてお答えします。今後につきましては、イベントの内容や

開催時期等について、検討しながら、さらに、近隣市町や県内の企業とも連携する中で、広域

的に開催できないか、併せて検討して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

ぜひですね、それから、今、近隣市町も含めて、声をかけてということは、ぜひお願いした

いと思いますが、開催回数もですね、今回は、秋ぐらいからやりましたんで、１０月にやって

１２月、この頻度でいきますと、年間もう少し増やしていただけるという思いがあるのと、も

う一つですね、今回自由に募集をしたんですが、例えば町内のある団体、私がちょっとお願い

したいのは消防団と女性側はある団体、ちょっと思ったのは富士川病院の看護師さん。そうゆ

うふうなグループの計画をしていただきたいなと思ったのですが、その考えをちょっと伺いま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     今年につきましては、初めてのことでしたのでどういうふうにやって行こうかというような

ことで近隣町の様子も見ながらということで、秋口からになってきた訳でありますけれども、

来年度続けていきたいと考えておりますので、２回の実績を生かしながら、できるだけ春の暖

かい日とかそういうようなことで、計画をしていきたいなと考えております。 

また、先ほども言いましたように、近隣町、企業なんかとの連携だとか、今議員さんが提案

をしていただいたその団体というようなことも参考にさせていただきながら、計画をしていき

たいと思います。いずれにしましても、町内の男性に町外の女性が来ていただけるという結果

が出れば一番いいかなというふうに思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

     ぜひですね、まあこれも自治体で、こういうイベントやるというのは非常に難しいところも

あると思います。担当者がプロでもございませんので、自治体がやるというのは難しいものが

あるかと思いますけれども、一方では自治体がやってるっていうのは、信頼性があると思うん
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ですよね。ですから参加者も町でやってくれるんならば、大丈夫だろうというような思いもあ

りますんで、ぜひいろんなこと・・・。私が先ほどグループの名前を言いましたけど、これは

単なる私の考えですから、そこは気になさらずに、ぜひお願いをしたいと思います。以上で私

の質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告４番 １１番井上光三君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩とし、再開は午後１時といたします。 

休憩 午前１１時５８分 

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

再開 午後 １時００分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

 続いて通告５番、１２番、神田智君の一般質問を行います。 

１２番 神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     それでは水道料金等の改定ということで、あと一つは税金ということで２つ質問したいんで

すけれども。まず、水道料金の改定でございますけども、先般、水道料金等審査会から上下水

道の改定に伴う答申があったということでございますけども、町の考えを伺うということでご

ざいますけども、先日の１１月月２６日の山日新聞においても、富士吉田では、来年４月から

２４％、それから大月、上野原、東部地域広域水道事業団では来年から２０％。また１２月２日

の山日では都留市では、来年１７年から１３．２％。それから１９年４月から１１．５％とい

うことで、２６．２％の答申ということで値上げをする予定ということでございまして、この

新聞記事によりますと値上げの理由として、人口の減少や節水型機器の普及で、水道使用量の

減少、また一方、老朽化する水道管や水道施設の更新が増加しての原因となっておりますけど

も、まず、最初でございますけども、この料金改定に至る経過について伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     ただいまの神田議員のご質問にお答えします。水道の加入者負担金及び使用料については、

合併協定書の中で「新町において、水道施設の現状分析を行い、適正料金を念頭に統一的な料

金体系の構築を検討する。」となっておりました。 

こうしたことから町では、上水道、簡易水道、下水道事業の現状分析を行った結果、人口減

少等の理由により、いずれの事業も収益は減少傾向にあり、今後予定される施設の耐震化や老

朽管の布設替えなど、事業の維持管理に支障をきたす恐れがあるため、料金改定が必要との結

論に至りました。この検討結果を踏まえ、本年６月１５日に水道料金等審議会に対して、料金

改定等についての諮問を行った後、５回の審議会を経て、１０月２７日に答申書の提出を受け

たところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 
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     この老朽管あるいは、水道施設の更新ということでございますけど、２番に移ります。審議

会の答申内容について伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君）   

     審議会から提出されました答申書の内容についてお答えします。まず上水道料金であります

が、今後の事業計画及び施設の維持管理を考えると、現行水道料金に一律２０％を乗じた料金

改定が必要だと考えるが、使用者の負担増を考慮して、段階的に行うことが望ましい。第一段

階として、平成２９年度に一律１０％の改定を行い、次に平成３１年度に再度審議会を開催し、

料金改定について審議することが望ましいとの内容でありました。 

次に簡易水道料金でありますが、水道水を作る費用は、上水道と比較しても大きな差はない

ことから、町内の水道料金を同一の料金体系にすることについては、理解できるが、大幅な改

定率となる地域もあることから、使用者の急激な負担増を考慮し、使用料については、平成

２９年度で一定の料金改定を行った後、２年毎に審議会を開催し、料金格差の解消を行い、平

成３３年度に町内の水道料金が同一の料金体系となることが望ましいとの内容でありました。 

簡易水道加入金につきましては、改定後の加入金額を県内の他市町と比較し、同水準である

ため、平成２９年度の改定は、妥当であるとの内容でありました。 

 最後に下水道使用料でありますが、国が示す使用料単価目標に近づけるため、また、町の負

担を軽減するという意味合いからも上水道料金と同様に平成２９年度で改定を行い、その後、

平成３１年度に再度審議会を開催し、改定内容を改めて審議することが望ましいとの内容であ

りました。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     ３つの内容ということでございますので。最初に上水道の関係でございますけれども、前か

らの決算の内容では、ちょうど２６年度決算では、概ね４００万の純利益。２７年度ではこれ

は鰍沢北区の統合によって１０００万増加ということで２２００万の純利益。２８年度の予算

では１５００万ということで、それなりに利益が出ているということでございますので、将来

的には不安を来す恐れがあるけれども、今ここで改定するとという内容ではないような気がい

たしますけど。この将来この恐れがあるから改定するということですけども、平成２年に改定

して、２６年間いっさら改定してないということで、値上げの理由も分かる訳ですけれども、

今現在すぐという訳ではなくて、これで行くと概ね何年後に赤字になるといっても、今すぐに

上げる必要がないような感じがいたします。その点について答弁お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君）   

上水道事業につきましては、公営企業ということもあり、黒字決算を今までずっとして参り

ました。平成２７年度の決算でご説明申し上げますと、平成２７年度の決算の収益的収支は、

純利益２２３５万７０００円の黒字を計上してございます。しかしながら、資本的収支では、

７８１８万１０００円の赤字となってございます。この赤字分につきましては、過年度分損益
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勘定留保資金で補てんしている状況となっております。純利益につきましては、給水人口の減

少などにより、今後減少すると考えております。しかしながら今後、水道事業を運営していく

ために必要な老朽管の敷設替工事や、施設の更新などを行なっていきますと損益勘定留保資金

の枯渇など、深刻な財政不足が起こると考えております。資金の原資である水道料金の改定は、

今後のこうした計画を実施していくためには、今回の改定をお願いしたいと考えておるところ

です。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     さっき言いましたたように、利益剰余金のほうから出したということでございますけども、

ただ、２８年度計画によりますと、減債積立金、利益積立金、建設改良資金あるいは未処分剰

余金等で、２億８９００万ほどの金があるということでございますので、ある程度はこういう

もので、まあ、収支そのものは出来ますけれども、資本的支出といっても、２７年の９１００万

の赤字というわけですけども。それだけの積立金があればもう少し延ばせるじゃないかという

感じもいたします。まあ、いずれ上げなくてはならない訳ですけども、ここでさっき言ったよ

うに今回１０％上げるということで、１０％といえば１億６０００万円の収入でいくと

１６００万ということで。またそのあと、また２９年度ですから３２年度に１０％という訳で

ございますけれど。それだけの積立金があれば、いいではないかという素人考えでございます

けども、その点についてもう一度説明をお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     先ほど答弁で申しましたとおり、資本的収支の部分の赤字につきましては、留保資金で補て

んをしております。今後ですね、この収益的収入の方、水道料金の部分について増加が見込め

ないということであれば、この留保資金も積み立てができない状態になっていくと思います。

今後、２７年度決算で７８００万円、積立を崩しているような状況ですので、これが数年間続

けば、３億円の留保資金につきましても、約３、４年で枯渇すると。枯渇した場合、もう収益

的収支も増加が見込めないことからですね、もちろん積み立ての方もできない。もうそこまで

行きますと、完全に上水道事業の方が厳しい状況となりますので、そうならないうちに、この

料金改定を行い、今までどおりの健全な経営をしていきたいと考えておる訳です。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     上水道については、水道事業公営企業会計ということでございますので、そういうような形

でこれからも健全な経営をしてもらいたいということでございます。それからさっき答弁にあ

りました簡易水道でございますけども、これはまあ、いろいろな経過があって簡易水道がこう

いう形で今ある訳でございますけれども。これでいくというと平林、穂積、それから中部、鳥

屋、柳川、十谷ということでございますけども。ただこれについても２８年度の予算によりま

しても概ね１億円近い金が一般会計から出ているということで、同じ町内においてな簡易水道

については安い、あるいは上水道についてはそれ以上にということでございまして、段階的に
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簡易水道についても上げていき、町内どこの水道を使っても、同一料金であると。そうなって

くると、もし簡易水道のどこかがパンクした場合でも、それに対して町で一般会計から出して

それをなおすというのは理解できる訳でございますけど。ただ簡易水道だから料金が安くて、

１億円の金をそちらの簡易水道へ投資してやるというのは、なんだが上水道を使っている家に

とっては不公平感があるというような感じでございますけど、その点について、これから段階

的にということでございますけども、実際に３回ぐらいの料金改定をして上水道と同じ料金に

持っていくという話でございますけども、その点についても確認をしたいと思いますけど。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     ただいまの質問にお答えします。簡易水道料金つきましては、現在、各簡易水道によって料

金体系がまちまちでございます。私ども町としまして、審議会に提案をした内容につきまして

は、上水道料金について、一律１０％の値上げをお願いしたい。簡易水道についてはその上水

道と同じ額だけの料金改定、同額となるような料金改定の提案を行った訳ですけれども、審議

会の中で審議した結果、先ほども申しましたとおり簡易水道につきましては、倍額となるよう

な、上水道料金に合わせますと、現在の水道料金が倍額となるような簡易水道もあるというこ

との中で、審議会の中では２段階において、料金改定を行うところを３段階に増やしてですね、

できるだけ利用者の負担が大きくならないような料金改定が望ましいとのことを受けておりま

す。町といたしましては、その審議会の答申内容を尊重する中で簡易水道につきましても、段

階的に上水道料金と同じ料金となるよう、料金改定を進めてまいりたいと考えております。以

上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     そういうような形で、町内どこの水道を使っても同じという、そういうような形での水道料

金にしてもらいたいと思います。それでは３番に移ります。答申に対する町の考え方を住民に

どのように周知するかということでございますけども。もう住民説明会がやっておられるとい

うことで、５日に鰍沢中区、南区、６日に長澤、鳥屋、柳川、７日が十谷、８日が中部、９日

が平林ということで、これで５回やって、全体で１４地区の説明ということでございますけれ

ども。この５か所について、ここはまあ、簡易水道が多い訳でございます、それに対してどの

ような反応があったか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田議員、３項目は町に答申に対する町の考え方と住民への周知をどのようにするかを伺う

ということで通告されているので、まずそこからでよろしいですか。 

〇１２番議員（神田智君） 

     はい。そこからお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。審議会の皆様には、各事業の現状について、ご理解をい
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ただく中で、料金改定について、三事業の将来を見据えた経営分析をする一方、急激な負担へ

の配慮を含めた答申をいただいたところであります。町といたしましては、審議会からの答申

を尊重する中で、答申どおりの料金改定を行って参りたいと考えております。新料金に対する

住民への周知については、現在各区のご協力をいただき、１２月５日から各事業の現状と答申

書で示された改定案について、住民説明会を開催して周知ご理解を図って参りたいと考えてお

ります。 

なお、答申書の内容につきましては、町のホームページにも掲載してございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     さっき言ったように、１２月５日から９日までの簡易水道の、まあ長澤は上水道が入ってい

るんですが、その反応についてちょっと伺いたいです。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     ただいまの質問にお答えします。１２月５日より本日まで、６カ所の説明会を開催いたしま

した。まだ９カ所の説明会が残っている状態ですが、説明会を開催した地区においては、水道

料金等の改定について概ねご理解をいただいたと考えております。地区説明会で寄せられたご

意見の中では、水道料金の改定を行うのであれば老朽管の敷設替工事や水質の改善などを行

なってほしいとの要望の声がございました。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

富士川町の水道については非常にカルキが多いというような話を聞いておりまして、いろい

ろな点で問題はあろうかと思いますけれども、できるだけ水道管について特に簡易水道につい

て非常に施設の老朽化というのはある程度聞いておりますけど。そういう点についも改善して

もらいたいと思います。それから、４番ですが改定に伴う今後の予定について伺いたいと思い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     お答えします。現在行っている地区説明会が全て終了した後、来年４月の検針分からの新料

金となるよう水道料金、簡易水道料金、下水道使用料を定めている三条例の一部を改正する条

例案を、議会へ上程したいと考えております。 

そして議会において、ご議決をいただいた後に改めて、新料金について町広報誌で周知する

とともに、検針時に新料金表を各戸に配布して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     続きまして５番に入ります。改定に伴う新たなサービスとして、個人住宅の漏水対応につい
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て伺うということで。これ、家の関係でございますけども、２７年１月５日から１月２８日の

検針で３５３立方、４１３５０円ということで、普段はだいたい５千円ぐらいですけれど、ちょ

うど地下の見えないところがパンクしまして、それはまあそれで払った訳ですけれど、そうい

う漏水の場合は、例えば３カ月なりの平均で払っていいというような、なにかそういうような

対策はないかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。今回の料金改定に伴い確保される財源については、施設

の維持管理及び更新事業等の財源と考えており、個人財産である宅内給水管の漏水に対して行

う新たなサービスは、考えておりません。 

なお、町では水道メーターの検針を実施する際、漏水の疑いがある場合は、使用者に対して

漏水の可能性を伝え、速やかに水道業者に修理を依頼するようお願いをしております。 

また、使用者が漏水に気づかない場合等は、水道及び下水道料金の軽減制度があり、料金の

一部を使用者へ還付しております。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     漏水についても２つあると思います。土の中の漏水もあるし、あるいはの蛇口が空き家の場

合なんかそのまま、蛇口の見えるところの漏水というのもあると思いますけれども。土の中の

漏水の場合には指定業者がに頼んで直してもらって、それからその指定業者がなんだか申請を

してそれで月々の平均というような、ちょっと話を聞いているわけですけども。その点につい

てもう少し詳しく説明してもらいたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えします。漏水等の減免の方法についてでございますが、地下の給

水管からの漏水や、住宅の壁内の漏水などの使用者が漏水にに気がつかない場合がございます。

その場合につきましては、料金の軽減制度というものがございます。先ほど議員さんがおっ

しゃったとおり、富士川町においては、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施工できる

と認めた指定給水装置工事事業者を指定しており、この指定業者が、修理を行なった場合に限

り軽減の制度の対象とさせていただいてるところです。またこの軽減の申請につきましては、

修理を行なった指定業者が、申請を代行する形なっておりますので、修繕業者が修理を確認し

たのちにですね、上下水道課の方に申請を行うような形になっております。この減免額の算出

方法につきましては、漏水が確認された月の前の月から３カ月間の水量と、前年の同じ月の水

量の平均を平均使用水量として認定し、漏水が確認された月の使用水量から、この平均使用水

量を差し引いた分の差額分の２分の１について、使用者に対しまして還付を行なっているとこ

ろです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 
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〇１２番議員（神田智君） 

     見えないところの漏水についてはそういう形でいい訳ですが、例えば空き家とかでもって、

そのまま水道がその形で使ってる場合には、例えば蛇口がパンクしたという場合には、気がつ

かなかったけれども、今ホームセンターに行けば蛇口はすぐ売っているから元栓を止めて、そ

うして取り替えた場合、見えるところ場合についての漏水対策というか、サービスというか、

そういうものがあるかどうか聞きたいと思います。 

     見えるというか、自分で形が見える・・・・。さっき言ったのは自分で漏水がみえないとこ

ろの場合ってことだから、今度は例えば蛇口がパンクして例えば１カ月そのまま放っておいた

ような・・・・。今空き家が増えていると思う。そういう見える形でのパンクについては補償

があるかどうか聞かせてもらいたい。 

〇議長（秋山貢君） 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

お答えします。現在の富士川町の制度におきましては、先ほど申しましたとおり、地下の漏

水等ですね、使用者の全く気がつかない漏水気が付かない場合について、減免制度の対象となっ

ております。ただ、先ほどのご質問のように蛇口が出っ放しだったとか、使用される方が確認

できる状態ですね、トイレの水が流しっ放しだったとか、そういう場合につきましては、その

使用者の不注意による漏水ということで。減免の対象としてございません。また空家のことに

ついて、ご質問でございましたけれども、比較的新しい、上水道の給水装置形としては、メー

ターの前にですね、前というかメーターを過ぎたところに手で回せる水抜取水栓というのがつ

いている訳なんですけれども、もし空き家等ありましたら、空き家等使わないお家がありまし

たらそこを手で占めていただければ、そういった漏水、凍ってパンクするようなこともないよ

うな状況がありますので、そういったことも今後広報していきたいなと考えております。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     それでは、次の大きい２番について移りたいと思いますけれども。 

     税の公平性の観点から、滞納整理の対応、あるいは納税者の納税に対する意識づけの取り組

みなど、いろいろな課題が考えられるということで、そこで税の徴収に対するお考えを伺うと

いうことございますけども。 

     ２７年度決算によると町税全体では、概ね未収済み、収納できない金額ということですがそ

れが１億１１０万ぐらい。これは、町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等を含めて

でございますけれども。また一方、国民健康保険につきましても、同じように９４００万円ば

かり未収があるということでございますけども。そこで１番でございますけれども、町税等の

徴収率の現状について伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長（田辺明弘君） 

     町税等の徴収率の現状のついてのご質問にお答えします。本町の町税等の徴収率を、平成



 ６８

２７年度実績で見ますと、現年分と滞納繰越分をあわせた各税目ごとの徴収率はそれぞれ、個

人町民税９５．１３％、固定資産税９０．３１％、軽自動車税９３．２０％となっており、町

税全体では、９３．３７％で、前年と比較すると０．８９％上昇しておりますが、県内２７市

町村中、１８番目であります。 

     なお、国民健康保険税は８１．８８％で、前年と比較すると１．５％上昇しておりますが、

県内１５番目となっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     徴収率についてはそういう形でございまして、２番目に移りますけれども、１０月に峡南５町

による捜索協定を締結したが、期待できる成果ということで、峡南５町による捜索協定により

まして、どのような効果が期待できるかについて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えいたします。各自治体においては、税負担の公平性の観点や安定的な自主財

源確保のため、市町村税の徴収率の向上を図る取り組みが必要となっております。町税等の徴

収率について、峡南地域は一部の町を除いて県下でも低い位置にあることから、本年１０月

１１日、町税等の徴収強化の一環として、捜索に必要となる徴税吏員の派遣や技術的援助につ

いて継続的な連携を図ることを目的に峡南５町で捜索協定を締結したところであります。法律

に基づく「捜索」は、滞納整理を推進する上で、滞納者の意思に関係なく行う調査で、税を徴

収する職員に与えられた非常に強い権限であります。このため人員の確保や経験に基づく捜索

技術が必要となるため、単独で行うことが困難な場合がございます。 

こうしたことから、峡南５町が相互に徴税吏員の派遣や技術的援助などを行うことにより、

捜索可能な環境を作り、徴収体制の強化及び滞納の解消を図ることとしたところであります。 

こうした税務職員の応援により、他自治体の徴税吏員と業務を行う中で、新しい手法や技術を

学び、さらなる徴収率の向上と職員のスキルアップにもつながるものと考えております。 

     なお、１０月の協定締結以降、本町ではこれまでに市川三郷町と身延町から職員派遣協力に

より３件の捜索を実施するとともに、本町から職員派遣により市川三郷町で１件の捜索を協定

に基づき実施したところであります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     この５町による捜索協定ということで、非常に効果が上がっているということでございます

ので、これからも５町による捜索協定ということをより進めてもらいたいと思います。 

     ３番でございますけれども、徴収率をさらに上げるためには、どのような取り組みが考えら

れるか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長（田辺明弘君） 
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     ご質問にお答えいたします。町税等の徴収率向上への取り組みとしては、滞納者に対する財

産調査、差押え、捜索等をさらに強化するとともに、県税事務所と合同の共同催告書の送付や

夜間訪問徴収を実施していきたいと考えております。 

     また、現年分の安定的な収入の確保を図るため、納付方法について口座振替の利用を促進し

て参りたいと考えております。口座振替の利用を促進することにより、町民の利便性を向上さ

せるとともに、納め忘れによる滞納者の減少、収納事務の効率化が図られ、結果として徴収率

の向上に寄与するものと考えております。 

     こうしたことから、今後、納税方法を原則口座振替とする要領を整備する中で、期間を設定

し、その期間内に町内各金融機関で新規口座振替手続きを済ませた方に粗品を贈呈する、口座

振替加入促進キャンペーンを実施して参りたいと考えております。 

     なお、こうした取り組みについては、町広報誌やホームページ、チラシ等あらゆる媒体を通

じてP Rし、徴収率の向上を図っていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     神田智君。 

〇１２番議員（神田智君） 

     口座振替のキャンペーンということで、できるだけ徴収率を上げるにはこれが一番いいこと

でございますので、ぜひ口座振替をこれからも普及してもらいたいと思います。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告５番 １２番神田智君の一般質問を終わります。 

 続いて、通告６番、４番 青栁光仁議員の一般質問を行います。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ４番、青栁です。デマンドバス交通ほかについて、通告してまた、３、４回お伺いしており 

ますけど、改めて同じことのようになりますけれども、お答えをお願いしたいと思います。 

   まず初めにデマンド交通というのは、利便性とかですね、効率的運行が求められる訳ですけ 

れども、そのデマンドが４年前、５年前になりますかね、増穂町で発足して、鰍沢地区は約１年 

ちょっと経ちましたけれども。今年度ですね、運営協議会が開かれたかどうかということと、 

運営協議会というのは年に何回開く基準になっているのかというようなことから、お伺いした 

いと思います。また、どんなことを話し合うのか。内容にも触れていただければありがたいん 

ですけれども。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     青栁議員の地域公共交通活性化協議会についてのご質問にお答えいたします。富士川町地域

公共交通活性化協議会は、デマンドバス等の運行につきまして、年２回会議を開催し協議を行っ

ているところであります。今年度の会議の内容としましては、デマンドバス運行事業に関する

予算、決算の審議、利用者アンケート調査の結果報告をはじめ、各種路線運行となるホリデー

バス、コミュニティーバスの運行事業に係る計画の承認について審議を行っております。 

    以上です。 
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〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     再度お伺いしますけど、年２回で２７年度。今年度はいつ開かれたのか、二回とも開かれた

のか教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ご質問にお答えいたします。例年、年２回大体行なっているということで、本年度につきま

しては、６月２７日に、第１回目を行なっております。例年ですと、残り１回は年度末に向け

て行なっていくというような状況でございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

それでは、続いて小さい２番の方へ移っていきますけれども、定時定路線運行の時間変更と

かですね、、一番望んでいるのは、前回に言いましたように、増便を検討できないかと、いわゆ

るデマンドのように予約しないでも乗れるバスを増やしてほしいという意味合いがあるんです

けれども、増便が地域交通活性化協議会で話し合われているのか、その辺も含めて増便ができ

ないかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ご質問にお答えいたします。定時定路線は、現在、３路線を運行しており、平林線、穂積線

が３便、十谷線が２便の運行となっています。これまで、利用者の混乱を招かないように、旧

町からの利用形態を継承しながら運行しており、併せて、利用者ニーズを確認するために、毎

年アンケートを実施する中で、現在の運行体制を整えている経過がございます。   

このような中、定時定路線におきましては、利用者からの時間変更や増便の苦情や要望等を

いただいてはおりませんが、今後、きめ細かなアンケートを実施する中で、利用者の利便性が、

さらに図られるような運行体制について検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     私も２年間の１月ごろ実施されるアンケートを見させてもらいましたけど、３ページ４ペー

ジ裏表にわたってお伺いするというようなアンケートになっていますんで、見るのも正直言っ

て嫌になるようなアンケートです。ですから、デマンドが無くなっては困るんで、デマンドバ

スは便利ですと回答する人が８０％以上にも上るんじゃないのか。というふうな判断もできる

わけですね。「定時定路線バスの方がいいですか。」、「デマンドバスの方がいいですか。」という

ような聞き方１ページくらいで、ある程度データが集まったら簡略な質問も、必要かなと感じ

ているところであります。 

そこで３番目の方ですけれども、コミュニティーバスの月間乗車人数はどの位乗っているの
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かと、デマンドは集計されているということは伺いましたけれども、コミュニティーバスにつ

いても、もし、何便、どの位１台当たり乗っているのかというような、集計をされていました

ら教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それでは、コミュニティーバスの利用状況についてお答えいたします。コミュニティーバス

は、ＪＲ鰍沢口駅と市川大門駅間において、平日６便を運行しております。平成２７年度の実

績では、４月から３月におきまして、合計１１，７１２人の乗車実績がありました。月の平均

では、９７６人という数字になっており、毎日の乗車人数はもちろん、月ごとの乗車人数も把

握しております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     多分、従来の増穂商業高校生なんかが非常に便利に使っていたんじゃないかと思います。そ

うすると月間９７０人ということになりますと、単純平均３０で割れば、１日３０数名、６便

ありますから１便あたり５名、単純ですとね。ただ学校に間に合う時間とか、お買い物に行く

時間とか、そういう濃いところ薄いところはあると思います。例えばデマンドバスにしても教

育会館の前を通る１便、十谷行きは今は誰も乗っていません。ただ、前は鬼島のあたりからつ

くたべかんの職員が３人ほど乗るって事は、以前運転手から聞いておりました。今は乗る人は

いないんじゃないかなというふうに思ってます。私も乗りましたけど、その時は誰も乗りませ

んでした。それでですね、４番目。デマンドバスやホリデーバスの運行時間、定期的に見直す

のかと、今言いましたように、朝７時の定時定路線の十谷行きは誰も乗っていない、そういう

データが集まってくる中で、見直しをされてるのか。あるいは地域交通活性化協議会の中で話

し合われているのか、お伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）     

     お答えいたします。デマンドバスの運行時間につきましては、現在、利用者に定着している

こともあり、見直しは行っておりません。 

また、ホリデーバスの運行時間につきましては、観光需要の観点から、ＪＲ身延線との接続

を重要視する中で、運行事業者の提案による時刻で運行しております。 

このようなことから、ＪＲ身延線のダイヤが大幅に改正されるような場合につきましては、

ホリデーバスはもちろん、コミュニティーバスの運行時間につきましても、見直しをしていく

考えでおります。 

なお、ホリデーバスの運行経路におきまして、乗降実績がほとんどない「道の駅」につきま

しては、今後、廃止の方向で見直しをして行きたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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     私が６月にお願いしたように、身延線が到着するときには、ホリデーバスが９時に出発し

ちゃって、いわゆるその時下りる人がいればですね、バスへ乗れないということがありました。

それで過日、日曜日の９時前から鰍沢口へ行って見ておりましたけれども。私もうっかりしま

したけれども、身延線が発車時刻が書いてあるだけですよね。甲府方面行きが９時１０分鰍沢

口発車。だけど富士の方から来たのは８時５５分には電車が到着していて、その電車から降り

る人はいませんでした。ですから結局ホリデーバスに乗る人もいなかったと。その後９時９分

に静岡行きが急行が参りまして、それもやっぱり降りる人はゼロでした。こういう冬というシー

ズンですからね。春の桜の季節とか、もみじの季節の秋には、もっと降りる観光客もいたかも

しれませんけど、、それぞれ、時刻表にかいてある時間に大体発車しました。平林行きの方は普

通の山交のバスみたいな後ろへデマンドバスって書いてありまして、それが来たかと思ったら

停留所に誰もいないので、そのまま走り去りました。止まらないで。次に十谷きが桜柚波の絵

が書いてあるバスが来まして、それは止まってくれました。９時９分くらいに来てお一人電車

から降りた人じゃなくて、地元の人が歩いてきて乗って、９時１２分くらいに発ちました。。だ

から、運用上は電車を合わせて、対応していただいてるようですけれども、時刻表はまだ９時

出発ということになっています。それから市川三郷町のコミュニティーバスですけども、あれ

は平日だけ運行してるんですけれども、すべて身延線の時刻に合わせてありますってわざわざ

書いてあるんですね。ですからその辺の思いやりも少し足していただければと思っています。

ぜひそういう実態をつかんでいただいてですね、今後も、効率的な運用をしていただければと

思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）  

     ホリデーバスの関係で一点答弁させていただきたいと思います。先ほどもいいましたように、

ホリデーバスにつきましては、ＪＲ身延線の接続を重視しながら、運行事業者の提案によって

この時刻表っていうのは設定してございます。実はホリデーバスは平林、小室、十谷の３路線

を、運行しているんですけれども、これを２台のバスで行なっているというようなのが現状で

ございます。このため、身延線のすべての電車の時刻に合わせるというのは大変難しい状況と

いうようなことになっております。先ほどの９時に鰍沢口を出るバスというのも、小室線と十

谷線がある訳ですけれども、これは、この前に到着します下りの８時４６分着と、上りの８時

５５分着というのを想定して設定をしていただいているということでございます。運用上とい

うような話もございますけれども、できるだけ多くの電車に合わせていきたいと思っておりま

すけれども、その後のバスの運行なんかにも影響がされるというようなこともございます。先

程もいいましたように、不用なバス停というようなものも検討に入れていきながら、今後の時

刻表の設定なんかにも、検討していきたいなというふうに思ってるところでございます。以上

です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     重ねての答弁、ありがとうございます。ぜひ、そんなふうに指定先任せではなく、町が関わっ

て町民の利便性に一番いいところを検討していっていただければと思います。 
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それでは大きい２番。本庁舎の会議室等の町民利用についてですけれども。現在町民会館の

利用予約は、利用の３カ月前から受け付けている訳ですけれども、実質な４カ月ですね。例え

ば、１２月１日から３月いっぱいの予約を受け付けるということになっております。それで、

会館の部屋数からですね、各文化協会が多いんですけれども各部会で競争状態にあります。希

望の部屋が確保できない状況にもあります。例えばお琴で言えば畳の部屋がいいとかですね。

ダンスの部であればフロアがいいとか、いろんな条件があると思いますけれども。そこで、実

際取れないんです。私が所属しております川柳部、９月はどうしても取れなくて、２７人から

３０人が集まりますんで適当の部屋がとれなくて、ホールも取れなくて、結局商工会の支所を

お借りしまして、これが借り賃が１０００円と。今度は１２月の後半にあるんですけれども、

これはやはり私９時５分に行ったんですけども、もう受け付け７番目でそのときにはホールも

とれない、学習室もとれない。３０人近くが集まる部屋はもうないということで、結局最勝寺

の公民館をお借りして２時間で、１時間６００円ですから２時間で１２００円。２時間半借り

ても１８００円ということで、最勝寺の公民館をお借りすることになりましたけど。９時から

受け付けてもう９時５分で７番目でとれないと。条件があるからってことですけども、こうい

う状況にありますんで、ぜひ役場本庁舎のですね、１階会議室とか、食堂等を、体協とか文化

協会に借りられないかということで伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまの青栁議員のご質問にお答えします。役場本庁舎の会議室や食堂等については、本

町の事務事業及び関連する会議、研修、その他の行事を行うため、職員が使用する場合や、職

員が同席する場合において使用しており、使用する職員自ら会議室等施設予約システムにより

予約し、使用しているところであります。 

こうしたことから、一般の利用については、貸し出しを許可しておりませんが、文化協会や

体育協会の各専門部等の利用についても、事務局職員が同席することにより、使用可能である

と考えております。 

     以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     再質問ですけれども。文協、体協の各部門に町の職員が事務局をしている場合ってとらえて

よろしいでしょうか。部員の中にいるだけではだめってことですね。再度、お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。議員さんおっしゃるとおり、職員が事務局職員として、

職員がその団体に入られている職員ではなく、事務局職員としてですね、参加というか同席を

する場合は可能だと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

今後ですね、何かあの・・・。私がこういう質問するというのは、私は、志村課長にも伺っ

たりほかのところにも伺って、使えないということは承知しておりますけども、いつも言うよ

うに、町民の方々にこういう状態だということを知っていただくということと、それから、こ

ういう各団体が苦労しているということを知っていただくためにも質問している訳ですけども、

ぜひ新庁舎等を検討するときにはですね、その辺も含めて、ご検討をお願いできればと思いま

す。これで私の質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告６番 ４番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

     ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後１時５１分 

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

再開 午後１時５８分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

 続いて、通告７番、１０番、齊藤欽也議員の一般質問を行います。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、通告に従って一般質問をさせていただきたいと思います。今回はですね、大枠で

行きますと、本町の財政についての現状と町の認識等についてお伺いすることを目的としてお

ります。取り分け、先の定例会において、町長が７つの大型事業について説明されまして、そ

れを聞いていて一番考えたことはですね、本町の財政規模で果たしてそれだけのものをこの５、

６年の短期間に実施できるのかどうか、大変町長の考えどおり方法、規模でやることについて

危惧しております。そういったことで、一つ目の質問としまして本町の財政シミュレーション

についてということでお伺いしたいと思います。先の定例会において町長は、総額１２０億円

規模の７つの主要事業の実施を表明されましたが、我が町の人口や財政規模、また現在の財政

状況を考えると、これらすべてを計画どおりに実施することには将来の負担の増、あるいは財

政のさらなる硬直化が進み、住民サービスの影響が避けられないのではないかということを危

惧せざるを得ません。そこで本町の中長期財政計画、いわゆる財政シミュレーションはどのよ

うになってるのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     齊藤欽也議員の本町の財政シミュレーションについてのご質問にお答えします。先般の議会

で質問に答える形で７大事業の事業費を発表させていただきました。この７大事業は、急に降っ

て沸いた事業ではなくてですね、これまでも進めてきた事業であります。７つのうち４本はリ

ニアに関係する事業。一つは、シビックコアに関係する事業。そして、もう一つは子どもの安

全対策に関する事業、そして庁舎の問題も数年前から公共施設の再配置計画ということで取り

組んできている事業であります。この７つの大規模事業は現在、直面している喫緊の課題を解

消する事業であります。近い将来には、小・中学校や保育所の建替えなども着手しなければな
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らない状況となっておりますので、後年度に送ることは、ますます財政を圧迫させることとな

ります。 

     このようなことから、７つの大規模事業に取り組むことについては、中長期の計画として位

置付けております。長いものは１０年後の事業も入っております。そういう中で行っていく訳

でありますが、これらの財政シミュレーションは、決算に基づき推計値を算出するものであり

まして、平成２７年度の決算をベースに、向う１０年間の平成３７年度までの試算をいたした

ところであります。７つの大規模事業は、財源を確保する中で事業化することとし、財政シミュ

レーションに反映させたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今のご答弁ありがとうございました。今の答弁について、いくつか関係しますけれども。

ちょっと聞いておきたいんですけれど、リニアに関係する事業についてですね。今年の始めで

すか、あるいは昨年の暮れだったと思うんですけども、大よそ今年の秋までに補償額等につい

て、概算が出るんではないかということを町長おっしゃっておりまして、もしその金額がです

ね、あらかじめある程度分かっているんであれば、そこをちょっとお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

リニアからの補償額は、まだ土地は入っておりませんが、建物補償の部分だけで８億数千万

円という数字はいだいただいております。それ以外については、これからですね、リニアの建

設に起因するいろんな付帯事業が出てきますんで、それらは今後積み上げていかなきゃならな

いものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先ほど、向こう、平成３７年度まで中期計画が、まあ昨年度を基にしてですね、向こう１０年

間の財政運営についてのシミュレーションを出してあるという話で、今年のやつは多分出てる

んだろうと思うんですけども、当局の方から少しいただいておりますけども。それを見ますと

ですね。実は２９年度から、非常に数字が小さいのであれなんですけども。歳入の部分では、

２９年度は８億１千万くらいですけれども、３０年度以降、１２億あるいは１０億、そして９億、

まあ約１０億、そして３３年度は２４億円というような地方債の発行を前提とした予算編成を

組んでおります。当然、地方交付税も年々減っていくと。このまま行きますとですね、歳出で

は、公債費も当然、３１年度ぐらいから１０億を超えていきます。毎年、１０億を超えると。

で全体の歳入あるいは歳出規模ってのは７０億台、９２億という特別の場合もありますけれど

も、基本的には財政規模全体減っていくと。他方、歳入では、公債費が上昇しそして歳出のう

ちの・・・、歳入のうち地方債が上昇し、歳出では公債費が上昇ていくと。こういった財政予

測になっているわけですけど、これで行った場合ですね、将来の、例えば公債費負担率等々に

ついて、私は１４～１５％超えるんではないかというように思っておりますけどもその点につ

いて、町長のご認識をお伺いしたいと思います。 



 ７６

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

財政シミュレーションはですね、歳入歳出を表したものであります。これからやっていく事

業については、当然その中には、有利な起債というものを充当していきます。そういたします

と、まあ今のところの試算でありますけれども、この前発表させていただいてのは１８億とい

う数字を発表させていただきました。国庫支出金も当然入ってきます。そして、起債も発行し

ていきます。この起債の発行の中には、合併推進債８０億ぐらいを考えていますが、それと過

疎債が充当できるところには過疎債を入れながら、そして有利な一般公共事業債があればそれ

を充当しながらということで、後年度負担とすればですね、実質４０数億がうちの負担になっ

てきます。発行するのは先ほど言った起債は９０億をちょっと超えますが、実際町が返済をし

ていく額とすれば、４０数億でいけると思います。それと、先般知事が県議会で発表いたしま

した、市町村の負担分について県も半分見ますというのが出ましたんで、当面、一般財源とす

れば、１０億ぐらいを予定をしておりますが、そのうちの半分がですね。 

リニアに係るものについては、半分を県が背負ってくれるということになっておりますので。

先ほど来言っておりますように、当然これからやっていきますと、実質公債比率も上がると思

います。将来負担比率も上がると思いますが、ただこれは比率でありますから、中身を十分承

知した中での上がる分であれば、私は承知をしながら、これは今やるべき仕事はやってかなきゃ

いけない。よく実質公債費が良くなった、それは負担比率が良くなったというところもありま

すけども、事業をしなければ、これは数値ですから、どんどん改善をされてきますが、今、富

士川町は、ここでやらなきゃならない事業、先ほど来言っておりますように、７つの事業のう

ち４つが、リニア建設に伴うものなんですね。リニアが出たからといって、その施設が全部町

から無くなっていい訳はないわけでありますんで、これらについてはしっかりしていかなきゃ

いけない。それと給食センターもやっていかなきゃいけない。そしてシビックコアの整備事業

を動かすためには、図書館整備も国と歩調を合わせる中でやっていかなきゃいけない。当然、

これらについては鰍沢地域に造りますので、過疎債を充当考えておりますけれども、それ以外

に役場庁舎も老朽化しておりますんで、これもやっていかなきゃいけない。ただ３７年までの

シミュレーションをしております。多分体育館もそれぎりぎりになっていくんではないかなと。

庁舎も３６年までといっています。リニアの側道は用地だけは今回買わせていただきますけど

も、実際の工事は１０年後なんですね。リニアが完成してから工事に入りますから、そういう

長いスパンでの今回の計画で、これは 10 億円以上の事業だけを７つ列記した訳であります。

これ以外に、まだまだ住民の皆さんから求められる行政サービスもあると思いますから、そう

いうのもやっていかなきゃならん。非常に厳しいところではありますけれども、私共も実質公

債比率が上がる、将来負担比率が上がるということは十分承知をしている中でですね、もしか

すると財政健全化計画もつくらなきゃならんかもしれない。でも、それはもう先を見据えた中

で作っていくことでありますから、十分これだけの事業をするに当たっては、そういった比率

は上がることは承知をしております。そういう中でやっていこうという決意をしたところであ

ります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 
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〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先ほど町長の話の中に、合併推進債のことだと思うんですけれどもあったと思います。ちょっ

とそこでお伺いしたいんですけども、本町の合併規模に応じて、当然合併推進債、ある程度の

計算に基づくある程度の枠というものが存在するんではないかと思うんですけれども、もしそ

の金額と、大ざっぱでよろしいですけども枠みたいなものが分かっていればお願いしたいと思

います。合併推進債です、利用できる・・・・。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

特例債であればもう少し、町の負担が少なくなったと思うんですが、残念ながら合併が遅れ

たものですから、当初の財政措置がうちの町は講じられなくて、合併推進債を活用するよりほ

かありません。ご承知のように特例債は７割を国が支援してくれる。合併推進債は建物の場合

は、５割を見てくれます。とはいいましても借金の半分は国が見てみるということですから、

今回の事業の中で、まだまだ目算でありますけども合併推進債は、８０億弱を予定をしており

ます。そうするとその半分はいずれ交付税で措置されるということです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

これちょっと私が合っているかどうかわからないんですけど。ホームページで開いて合併推

進債の本町における使用限度額というか、私の計算では、多分こっちの数字なのかなと思うん

ですが、６４億８０００万円ぐらいじゃないかなと。もう一つ４１億っていう計算もあるんで

すけれど、それがちょっと間違っているのかなと。今の話で行くとそういうことになると思う

んですけどいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

当初はですね、あの合併推進債の枠というのががありました。これは総務省にも確認をして

おりますが、今は枠はありませんので、必要たる事業、両町が一緒になってですね、今後町の

運営のために必要な事業であれば、合併推進債は活用できるということで、総務省、あるいは

県の市町村課も了解をしているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

了解しました。次にですね、先ほどちょっと私の方でも述べた部分もありますけれども、財

政シミュレーションにおけるですね、二つ目ですけれども、実質公債費比率あるいは将来負担

比率、財政力指数、あるいは経常収支比率といったものがですね、こういった主要財政指標っ

ていうのが今後どういったふうに変化していくのか、５年あるいは１０年単位で簡単にご説明

をお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

財政シミュレーションの中の実質公債費比率等々の主要財政指標の今後の変化についてのご

質問にお答えをいたします。地方公共団体の財政の健全度を示す指標として、実質公債費比率、

将来負担比率、財政力指数、経常収支比率などを算定します。 

     これらの指標は、決算の数値を用いて算出するものでありますので、財政シミュレーション

においても、平成２７年度の決算をベースに算定しております。現在、確実に示せる数値は、

９月議会で示しました平成２７年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率、及び資金不足

比率の報告であります。 

     今後、厳しい財政状況が続くことは明らかでありますが、毎年度の実質公債費比率や将来負

担比率などを見極める中で、後年度の財政運営に支障が生じないよう、財源確保をして、事業

化の道筋をつけて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今の町長の答弁をお伺いしていますと、いわゆる財政シミュレーションあるわけですけども、

これをもとにして各年度のその主要指標というのを計算することはあまり意味がないんではな

いかなというふうに聞こえるんですけども、それはそのように理解してよろしいのか。あるい

は、そうは言ってもこれが一つのシミュレーションなんだから、やっぱり大事なものだよとい

うふうに認識されているのか、そこだけお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

財政シミュレーションはいかなる場合でもですね、合っているかどうか分かりませんけども

シミュレーションを立てる中で、財政運営はしていかなきゃならんと思ってます。シミュレー

ションですから年度ごとにも作ってはありますが、その年度は常にこう動く訳ですね。という

のは、国庫補助金あるいは交付金の左右されることによって当然事業費も変わってきますから、

毎年毎年作り替えていかなきゃならないものだと思っております。先ほど、ちょっと単位を間

違えて、発表していたんですが、８億じゃあなくて８０億ぐらいの数字になります。一番多い

ときには３１、２年当たりがピークになってくると思います。これも事業をどの時期に一番ピー

クに持っていくかということでありますんで、多いときにはですね。１００億まではいきませ

んけども９０億ぐらいまでは事業費を上げていかなければこの事業をやっていけないと思って

おります。 

私は個々の年度ごとの財政シミュレーションよりも、先ほど来言っていますように、総額で

１１８億。これは、まだ総額ですからこれをもう少し小さくしていくことは、これから努力で

やっていくわけでありますけれども、そのうち国庫支出金を１５億程度を見込んでいる、また、

起債は９０数億を発行しながら、うち、合併推進債を８０億程度使いながら、そして一般財源

は１５億足らずでこれできると思いますが、後年度負担というのは４０数億で終わらせるよう

な、今、財政計画をつくりながらこの事業に道筋をつけていきたいと。こういうことでありま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、３つ目の質問に移りたいと思います。先ほどから私も町長もですね、できるだけ

財政を考えながらということで、私もそのようにしてもらいたいという思いは一緒なんですけ

れども、とは言えですね、町民からはですね、いろんな事業を町はやるけれども、そういった

ことよりももうちょっと生活に密着したソフトの面の投資っていうのをしてほしいという声が

あるわけですけども、その点について町長としてはどのようにお考えか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     大型事業よりもソフト事業の充実を求める声はどう応えるかというご質問にお答えをいたし

ます。町では、第一次富士川町総合計画の実現に向け、計画で掲げた事業を推進してきておる

ところであります。 

これまでにも、総合計画の実施計画に基づき定住奨励金、中山間地域等住宅用地取得費補助

や、子育て支援として、保育料の第２子目半額、第３子以降無料や、子ども医療費の窓口無料

を１８歳までに拡大、小中学校給食費の第２子の児童・生徒半額、第３子以降の児童・生徒全

額補助など、各種のソフト施策に取り組んできております。 

     また、リニア中央新幹線整備に係る新たな事業として、町民交流広場・児童センター・町民

体育館の移転、リニア側道の整備、シビックコア整備に併せた図書館とその周辺整備、老朽化

した学校給食施設、庁舎の整備はいずれも避けて通ることができない事業であります。こうし

た７つの重要課題の実現と同時に、これまでのソフト事業の継続はもとより、新たな住民ニー

ズにも対応した総合的なまちづくりに取り組んで参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     ぜひですね、大型事業も大事ですけれども、やはりその事業の規模も検討しながらですね、

住民サービスに、あるいは住民に密着したサービスというのを充実してほしいなと思います。 

     それでは大きな二つ目。そういったことに関連しますけども、２９年度予算編成についてお

伺いしたいと思います。すでに当然当局では、今月あるいは先月の終わりだと思いますけども、

来年度編成に向けて各課にですね、説明、当局としての基本的な考え方を説明もされたという

ふうに伺っておりますけれども、一つ目としてですね、来年度編成作業がすでに始まっている

と聞いていますが、予算編成の基本方針、あるいは基本姿勢はどのように考えているのかお伺

いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     それでは齊藤議員の平成２９年度予算編成の基本方針、あるいは基本姿勢についてのご質問

にお答えいたします。平成２９年度予算編成に関しましては、１１月１７日に全職員を対象に

「予算編成会議」を実施いたしました。予算編成にあたっては、事務事業の見直しを徹底的に

行い、スクラップ＆ビルドを念頭に、行政の仕事をスリム化させることとし、昨年度をベース
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に経常経費のマイナス１０％のシーリングを示しました。 

     このほか、職員一人ひとりが予算編成の主体であることを意識し、アンテナを高く張り巡ら

せて情報収集する中で、財源確保に努めることを基本的な考えとしております。今後、直面し

ている喫緊の課題である７つの大規模事業への投資を重点的に行い、職員が一丸となって取り

組む姿勢を目指しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今の編成方針ですけれども、昨年と大きく違う点があれば、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ２８年度予算編成と２９年度の予算でございますが、大きく違うところはスクラップの部分

を強調いたしました。と申しますのやはり事務事業の見直しをしない限り、減額はできないと

いうようなことでございますので、スクラップをしながらマイナス１０％シーリングを掛けて

いくとようなことで、考えをまとめたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今年度のスクラップを意識して・・・・今年度じゃなくて来年度ですね、意識してというこ

とが大きく違うという話ですけれども。二つ目のことで伺いたいと思います。昨年度の予算編

成方針というのは今年の２８年度予算において実際どのように反映されたのか。あるいは実施

されたのか、あるいは実施したかったけれどもなかなか上手くいかなかったのか。その点につ

いてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。平成２８年度予算編成方針は、支出の削減と収入の

確保を前提に、今年度同様マイナス１０％のシーリングを示し、経常経費の削減をはじめ、補

助費に関しても、３％から５％、団体によりましては１０％の減額を行ったところであります。 

     また、公共施設再配置計画に基づき、４月には町民会館をオープンさせ、さらに、耐震性の

低い分庁舎を閉鎖し、関係する３課を旧町民会館や東別館へ、鰍沢サービスセンターを教育文

化会館へ移転させて、施設の整理、統合を行い、経費の削減を図っております。 

 収入の確保では、国の２次補正による学校施設環境改善交付金や交付税に７０％が算入され

る緊急防災・減災事業債の採択など、国や県の補助金、元利償還が交付税に算入される有利な

起債の確保に努めているところであります。 

     さらに、旧五開小学校を青少年の健全育成を目的とした非営利法人への貸付けを行い、施設

の有効活用と財産収入の確保を図っております。 

     このような取り組みを実行していることで、一定の成果が得られているものと考えておりま

す。以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     まあ、一生懸命頑張ったよと、頑張ってきましたというお話ですけれども。先ほど、私は前

の質問の時にも住民へのソフト面、あるいは住民にもうちょっと密着した部分は何とか、厳し

い中でも確保して欲しいというお話をさせていただきました。先ほど団体へのなんか補助金の

カットもひとつの成果というふうな形で多分述べられたと思うんですけども、その点ついては、

ある意味ちょっといかがかなというふうな思いもあります。それだけ私の方から言わせていた

だいて、３つ目のですね、先ほどスクラップということで、まあスクラップアンドビルドとい

うことよりもむしろスクラップという点に非常に重きを置いたという話なんですけれども。来

年度に向けて、新規、あるいは廃止の方向ですでに検討されている事業というものがあろうか

と思いますけども、その点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     新規あるいは廃止の方向で検討されている事業についてのご質問にお答えします。明年度に、

計画している主な事業は、リニア中央新幹線整備に係る新たな事業として、町民交流広場の整

備、ＪＲ東海の用地取得に合わせたリニア側道整備の測量設計、児童センターの建設工事であ

ります。 

また、新たに計画している事業は、シビックコア整備に併せた図書館とその周辺整備、老朽

化した給食センターについては、用地取得に向けた鑑定調査、また役場庁舎整備に向けた敷地

の測量調査であります。 

さらに、ソフト事業では、空家解体への補助制度の創設、中山間地域への防犯対策としての

防犯カメラの設置や、少子化に対応した新たな子育て支援策などを実施して参りたいと考えて

おります。 

一方、スクラップアンドビルドでスクラップの方に力を入れるんですが、なかなか既存のそ

ういったものが整理できないというのが現状であります。そういった中でも本年度は補助金の

一部をカットさせていただきましたが、一旦実施した事業を大なたを振るようにですね、縮小

するというのは非常に至難の業でありますが、そういう中で平成２９年度において現時点で廃

止する事業の予定はありませんが、当初予算編成に向けて廃止あるいは統合できる事業につい

ては検討して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今年やられているかどうか、ちょっとあまりお話し聞いてないんで、私の調査も不足してい

るんで申し訳ないんですけども。何年か続けて、いわゆる事業評価、外部の方たちの事業評価

で廃止、継続あるいはもうちょっと増やせというような検討会をやられてきたと思いますが、

そういったものは今年度は行われたのか、あるいは行われているのであればどのような結果が

出ているのか、お願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 



 ８２

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     齊藤議員の外部評価の事業の検討でございますけれども、現時点で今年度はまだ実施してお

りません。各課から本年度評価を行う事業は、上げてきたわけでございますけれども、今後、

年度末に向けて、当初予算に向けてやっていきたいというふうに思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     先ほども町長の方からもですね。スクラップというのは実際に一旦始めた事業はなかなか大

なた振るのはが難しいというお話ありました。私もそれは非常に気持ちとしてはわかります。

ですから、むしろそういった外部評価という客観的な形での事業の精査というのは、もっと積

極的にやっていかなければ、町長はがやろうとしている、あるいは今後必要となるといわれて

いるものもですね、実際にはなかなか実行していくのは非常に難しくなっていくだろうという

ふうに思いますんで、その点しっかりやっていっていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     スクラップしていくのは職員も大変ですし、それを今まで恩恵を被っていた人たちにも非常

にご迷惑をかけるということで、なかなか進まないわけでありますが。外部評価委員だけでな

くてですね、これまで、富士川町でやってきたことは小学校の統合、五開小学校から入れれば

３校あります。それとまた町営鰍沢プールこれもですね、かつて自分たちが戸川から石を運ん

だ人たちもまだ健在でおりますから、非常に難しかったんですが、これも廃止、そして町民会

館にした。そして現在の町民会館を移転をしたと。そういうことから前の町民会館が空いてお

りますので、分庁舎の耐震性がないということから、今年の１０月には、分庁舎の機能移転を

し、またソフト面では、結婚相談員を廃止したり、金婚祝い金を廃止したり、はしご乗りの運

営費、生ゴミ処理機の購入費など、外部評価も含めて１９項目について、これまで廃止をして

きました。これからもですね、もう当初の目的を達成した事業等があれば、またそれらについ

ては検討を重ねながらですね、廃止できるものは廃止し、あるいはまた新たなニーズに対応し

た事業に組み立て直すとか、その辺は常に見直しをしながらやっていきたいと思っております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは大きな３つ目の質問に移りたいと思います。３つ目はですね、第１次富士川町総合

計画ということで、平成２２年に策定して、確か今年度がですね、一応、総合計画の最終年度

ということになろうかと思いますけども、その実施状況あるいは評価ということについてです

ね、町長のご見解をお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     第一次富士川町総合計画は、平成２２年度から２９年度までの８年間を計画期間としており、

６つの基本目標とその目標を達成するために９３項目の目標数値を定めております。この目標

数値は毎年担当から聞き取り調査を行い、進捗管理を行っているところであります。 

平成２７年度までの達成率につきましては、４０％未満が８．６％、４０％～８０％が１５．

１％、８０％～１００％が７６．３％となっておりまして、８年計画の６年目の途中ではあり

ますが、達成率８０％以上が７５％以上あることから、一定の成果が出ているものと評価して

おります。この計画期間終了まであと１年余りとなっておりますので、今以上に数値目標に近

づけるよう適切な進捗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（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     確かに並べた９０何項目ってのは、非常によく達成されたんだろうなと思います。ただ一方

では、果たしてその目標数値というのは妥当だったのかどうなのかということも、多分今後の

ですね、検討課題になろうかと思います。それでは２つ目のところに移りたいと思います。昨

年人口ビジョン、総合戦略を新たに策定しましたが、その目玉はなんと言っても人口減少に歯

止めをかけることであるだろうと思います。その実施状況についてですね、お伺いしたいと思

います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     それではお答えいたします。昨年度策定した、富士川町人口ビジョン・総合戦略では、平成

７２年の人口目標を設定したところであります。 

計画の中では、４つの基本目標を定め、その目標を達成するために富士川町総合戦略におい

て、今後５年間で取り組む具体的な施策を定めております。 

こうした中、人口減少対策については、出会いの場を提供するための婚活支援事業、移住定

住施策として、定住奨励金事業、中山間地域用地取得費補助金事業、空き家バンク制度、西之

入住宅分譲など、各種事業に取り組んで参りました。 

このようなことから、これらの総合戦略に掲げた各種施策を着実に展開して、人口の維持を

図って参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     これまでですね町は、定住化促進、あるいは転入促進、あるいは今日も質問にありましたけ

れども婚活イベントと、いろんなことを行ってきているわけですけども、一方ですね、例えば

教育環境、雇用環境ということで言えば、はくばくが中央市へ転出してしまったとか、そして

増穂商業というね、これも統合という形で将来的には市川三郷町へと。そういう意味では逆に

若者が町外へ出ていく、そういったような環境がむしろ整ったのではないかなというような印

象を私は持っております。富士川町総合計画では確か、これはもう平成２２年の話ですからそ

の時は１７０００人を目標にされたんだろうと。で昨年ですか、このビジョンは今度１万

６０００人ということで、既に計画の策定段階でそれだけある程度大きな差が出てくるという
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ことについて、当局としてどのように考えているかお答えいただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     当初策定いたしました富士川町第一次総合計画は１万７０００人でしたが、途中１万

６０００人に修正をしております。そして、それに基づいて今度の総合戦略、人口ビジョンの

中では１万６０００人を維持しようという高い目標を掲げております。現在は１万５８００人

ぐらいですかね。幸いのこと先月は９人増えてくれました。まあこういうことがつながってい

けばいいかなと思いますけども、そうはいいましても高齢化社会を控えておりますんで、そう

もいかないということで、新たな人口減少に対応した新たな支援策をまた考えていかなきゃい

けないかなということで、来年度はそれを考えていきたいなと思ってますが、先ほど言った、

はくばくさんが本社を動かした、あるいは就業の機会がなくなってしまうんではないかという

あれがありますが、はくばくさんはもともと富士川町出身の会社ですから、これからもこの町

で人材を育てるば、採用はしていただける。ここから１５分から２０分で、通勤できる区間で

すので、ぜひそういうこともまた働きかけていきたいなと。就業機会、あるいは雇用の場とい

うのを労働行政は一つの町だけではどうにもなりません。ここにおられる皆さんも、働く場所

は町外にいて、そしてまたある程度の年になったらまた町内へ戻ってきてというような、ただ、

住民票をここから動かされるとですね、非常に町も衰退をしていくかなと思っておりますんで、

そういった面でも、道路網の整備というのはですね、非常に大切になってきます。当然町だけ

の道路ではなくて、隣接する隣の自治体との連絡道路、青柳長澤線が長澤新町で止まっており

ますが、これらについても今南アルプスと連携する中でですね、ぜひとも向こうに工業団地が

ある訳ですから、その行き易さ、そしてまた、今度富士川病院がありますから、南アルプスの

南のほうの方もあの道路を使えば、いち早く病院へ行けるというふうなことから、いろんな各

近隣の自治体とも連携協調する中でですね、人口減少対策というのは富士川町だけの問題あり

ません。近隣の市町村、みんな同じ問題を抱えておりますんで、魅力のある地域づくりをやっ

ていくことを念頭に、取り組んで参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     人口ビジョンというのは、これは確か国が作るようにということで、わざわざ言ってきたも

のですから作っている訳ですけれども。この核心というのは、やはり人口が減少すれば、税収

が減ると。税収が減れば当然、住民サービス、行財政の大きな影響を与えるというところに問

題があるんだろうと。またそういうことによって、今度造ろうとしている施設の維持管理、現

在持っている施設の維持管理も出来なくなってくると。そこが私は核心じゃないかと思うんで

すけどもそれについてはどうお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

人口の減少問題はそれぞれの自治体の問題というよりも、日本全国の人口がもう１億３千万

から、数千万に減っていくという、日本を挙げての課題だと思っております。そういう中で、
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今回の人口ビジョン総合戦略を作れというのは、地方創生の観点から、国が決めたあるいは都

道府県が決めた同じような施策ではなくて、独自の施策を作り上げたところに交付金を出そう

ということで、市町村間の競争をさらにさせてるもんだと思っております。ただこの地方創生、

最初の時のですね。人と金と情報は渡すという中で、スタートはしたんですが、皆さんご承知

のとおり、一番最初の年にやった事業は、もう新しくないと。２年目にやる時にはもう交付金

の対象外だと。私が議会で、後ろを向いたら梯子を外された感じだと言ったことがありますが、

まさにそうだと思います。商工会と連携した、プレミアム商品券もですね。あの時はできまし

たが、ほかの町でやってるところもありますが、規模を縮小してですね。それはもう既にやっ

た事業だから、もう交付金として認めないよと。まあ、富士川町とすれば、子どもたちの給食

費の半減策も、当初はその交付金を目的としましたが、もうそれがきませんので、町単独で今

やっております。子どもたちのＩＣＴにしてもですね、タブレットを全員に渡そうというのも

それも交付金を切られましたから、これは永遠と町が単独でしていかなきゃならん。こういっ

たソフトでありますけども、これからの子どもたちのためにですね、町の方でも、それは全力

で取り組んでいかなきゃならんものもあります。 

人口減少は、富士川町だけの問題でなくて日本全国の問題でありますし、そして地方創生と

まだ言っているところがありますけれども。うちのほうでも、総合戦略のですね、中身をもう

一度見直しをしながらですね、これは、していかなきゃいけない。そうは言いましても人口は

できるだけ維持をしていこう、１万６０００人の目標を立てましたから、５００人アップ作戦

をこれからもですね、切れ目なく続けるように町のほうでも、魅力のあるまちづくりに努めて

いきたい。こんなふうに考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     実は私の知り合いの何人かが、町の広報を見て一喜一憂していると。それは、人口が増えた

り減ったりと。または新聞を見て、富士川町が載ってなければホッとすると。ああ、うちはま

だどこどこよりはまだいいなと。どこどこというのは語弊があるので言いませんけれども、ま

だいいなと。正直、町民もみんな結構、ほんとに感覚的な感じだと思うんですが心配している

という事なんですよね。ちょっとこの間も職員の町民課の関係者ともお話させていただいたん

ですけども、人口ビジョンの中に、３年間でしたか、隣町、県内の人口移動、うちからでていっ

て入ってくるという、この表があるわけですけども。その分析というのは非常に大事なんだと

思うんですよ。というのは、前に私、太陽光発電のことも言ったんですけれども、太陽光発電

でなにを言ったかというと、町内、町外の差があるけれども、むしろ町民を出さないようにす

ることも必要じゃないかと。逆に差を付けるなよと言うようなことを言わせてもらったんです

が。そして今言った定住奨励金とか、中山間地とかいろんなことをまあ町はやってきた。そし

て同じようなことを他町村でもやってきたと。まあ、補助金なりなんなりの差はあるにしても

ですね、果たして本当にそれらが効果があるのか無いのか。もし、あまり無いものであればもっ

と大胆な施策、例えば、私は前から学校教育については、小中一貫教育というのを実現して、

もっと特色ある自由な教育環境を作ったらどうかという思うもあるんですけれど、例えばそう

いった大胆なことをむしろ考えていく一つの時期ではないかなと。だから、子育てしている人

たちに聞くと、じゃあ家をどこに建てますかというと、ご主人の職場、奥さんの職場、そして
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何より考えてるのは子どもの保育園、中学校、高校。こう考えたうえで場所を決めて建てると

いうのが、やっぱりかなり多いというのが現状だと思うんです。そのときにはやはり地域の魅

力ってのを、どうやってアピールするのか、単なるわずかな補助金なんていうんじゃなくて、

もっと大胆な施策の展開が必要なんだろうと思いますけども、その点についてお考えをお伺い

したいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町民の皆さんもですね、住民の数を非常に気にしていただいております。新聞を見て、今日

はどこどこには出生があった、どこどこには結婚の欄に載ってたけど富士川町はお悔やみ欄だ

けだったねとか、そういう寂しいような話も聞きますけれども。何をして、本当にそうなるか

というのは検証が出ておりません。これは日本全国どの市町村でも同じだと思います。うちで

も、県下で先駆けて、１８歳まで医療費無料化にいたしました。さあ、そうやって医療費を無

料化にしたからって、この町へ越してきてくれる人もいないんですね。でも、この町にいる人

たちが、よその町のサービスよりも劣らない町だと。この富士川町は私たちのために良くいろ

いろしてくれるというところが、この町に住んでいてよかったなと思うここではないかなと思

います。この山梨県を見てもですね、子どもが生まれれば１００万円、そしてまた、小中学校

は全部町がみるというところも３つばかりあります。それは対象者が本当に少なくてですね、

できる町だと思いますから、ただ、富士川町の規模になりますと、ちょっとそこまでできない

という寂しいような、悲しいところがありますが、これからもですね、できる限り住民の皆さ

んがこの町に愛着を持って住んでいただけるような、施策展開をしていこうなと思ってます。

それと太陽光発電の話も出ました。私も以前の議会の質問からですね、それは気にはしている

訳でありますけども、そうは言いましても始めてまだ間もない施策ですんで、もうしばらくで

すね、今の状態でやってみて、そしてそれが魅力がないようであれば、またこれも改善して行

くことはやぶさかではないと思っています。 

中高一貫教育のこれは例だと思いますが、出していただきました。今も、果たして中高一貫

教育が子供たちのためにいいなのか、小中高までいった方がいいなのか、その辺はまた教育の

専門学者にですね、よく分析をしていただきながらやっていただければと思いますが、今この

町には小学校が３つ、中学校が２つあります。どれとどれをするのがいいなのか。もし仮にで

すねするにしても、またそれをする時にはそういった入るキャパの施設も必要であります。先

ほど来言っていますように、後２０年ぐらいするとですね。そういった施設も建て替え時期に

入ってきますので、そういった時期に合わせながらですね、子どもたちが望ましいと、そして

また立派な子どもが育成できるような教育。議論をしていただきながら、教育委員会と連携し

ながらですね、どういった方針がいいなのかということをやっていきたいと思っています。本

来であれば、日本人として生まれてきた限りは、北海道であれ沖縄であれここ山梨であれ、国

がそういった人権にかかるようなサービスはやっていかなきゃいけないと思いますけれども、

残念ながら地方に競争させていて、医療費の窓口無料化をやるとペナルティーをいただいてい

る。まあ議長が冒頭のあいさつで言っていただきましたけども、まだまだそういった、本来国

が挙げてですね人口減少対策に取り組まなきゃならんところは、国の方が外交と防衛とそんな

方にばかりいっててですね、ただ、日本人として生まれてきた人の根幹をするのは国の役目で
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はないかな。そういった、人権にかかわる問題はしっかり国が施策的に実施し、そしてそれ以

外の地域づくりの分を地方に任すべきではないかな。とこんなふうに思うところでありますけ

ども。これからもですね、本当少子化対策、人口増加対策は非常に難しいことであります。ど

んな事業でもいいと思います。この事業といわずに、この町は５００人アップ作戦をしていこ

うというのろしを挙げるおりますんで、どれが足しになるか分かりませんけども、魅力のある

施策を取り入れながら、住民の皆さんが一人でも多く、この町住んでいただけるような施策を

展開をしていきたいと思っています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     人口ビジョンの関係でもう１点だけお伺いしたいんですけれども。この人口ビジョンについ

てはですね、ある一定の期間で、ちゃんと外部監査あるいは外部検証を行って更新しなさいと。

順次計画を見直すなら見直しなさいといったようなことが書かれているのですけど、この点は

現在どのようにされているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     人口ビジョンにつきまして常に４つのサイクルを常に回しながらですね、やっていくという

ことでチェックの部分は議会にもしてもらえというあれになっておりますんで。また、まだま

だ始まったばかりであります。そうは言いましても、５年間の計画でありますけども一旦どこ

かでチェックをしていただいて、そして、また新しい計画に作りかえていく。そういうことを

やっていかなきゃならんと思っています。この今回の地方創生の中ではですね、執行部を競争

をさせているのと同時に、議会の機能も上げていこうというのが一つの目標でありますんで、

そのチェック機関はですね、私は議会だと思っております。当然、戦略会議のメンバーには、

いろんな職種の人が入っておりますが、それをしっかり見ていただくのは、議会だと思ってま

すんで、またその節はよろしくお願いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     議会にと。定期的な外部監査は議会にというお話なんで、大変だと思いますけどもやらして

いただきます。最後に、来年でこの第一次総合計画が最終年で、３０年度から第二次と。また

８年間ということなんだと思うんですけれども。町長はまだ、１年はもちろん任期があるわけ

ですけども、そうは言っても、３０年度以降について大方の総合計画の基本的なものを、ある

程度作って行く準備っていうのは必要だろうと思います。そこで、それへの取り組みですね、

今後どのようにされていくのか、お考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    今の計画は平成２２年から２９年度までの計画ですから、平成３０年度から平成３７年度ま

での第二次富士川町総合計画の策定につきましては、計画年度の前年度となる、明年度から取
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り組んで参りたいと考えております。策定にあたりましては、新たな課題に対応するため、広

聴を重要視しながら、各地域の課題を聞くためのタウンミーティングの開催や町民意識調査の

実施、地域の課題やその解決策を、町民と一緒になって話し合う寄り合いワークショップなど

を行い、中部横断自動車道の新清水ジャンクションまでの開通や、リニア開業を控えた新しい

時代に対応した計画の策定に取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

    齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    前回は、新しい富士川町になったということで、町民タウンミーティングっていうんですか、 

私も参加しました。多くの方が参加されたと思うんですけども。今回は２回目と、二期目とい 

うことになれば、単に意識調査のみならずですね、第一次総合計画の問題点、あるいは見直す 

べき点についての議論も、町民とともにされていかなくてはならないと思うんですけども、そ 

の点もやられるという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

    町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    当然ですね、最終的にまとめ上げるには、また総合計画審議会みたいなものも、立ち上げて 

幅広い意見をいただかなきゃなりませんが、その前提となる第一次総合計画で１番の柱とした 

のは、「地域でできること」、「地域と行政が一緒になればできること」、「行政のみでやるべきこ 

と」この三つの柱にしてあります。これは、今後ともですね、やっていかなきゃならんかなと

思っておりますんで。ワークショップ、これ第１回目の時もやりました。地域の課題も当時の

状況とまた変わっていることろもあると思いますんで、地域の皆さんにも、改めて地域を見直

していただきながら、地域の課題はどんなのがあるなのか。それを解決するには、地域だけで

きるなのか、行政と一緒にやっていくべきなのかは、物によってはこれは行政がやる仕事とい

うのがあると思いますんで、前回と同じようなワークショップをですね、区ごとに何回かやり

ながら、第二次総合計画の素案をつくり、それをまた審議会でご審議をいただきながら、つく

り上げていきたい。こんなふうに今考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

    齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    いずれにしても総合計画ですから、多くの住民参加の中で、多くの意見を取り入れていくと 

言うことが大事だろうと思います。最後にですね、最後になりますけども、今日質問させてい 

ただいた中でですね、やはり総合計画と人口と財政と、この３つは非常に密接に関わっている 

と言うことで、総合計画策定に当たってもですね、町民にはしっかりと現在の町の状況、財政 

状況あるいは将来に向けての計画というものをですね、しっかり示して、その上で議論ができ 

るような形をとっていただくことをお願いして、私の一般質問とさせていただきます。ありが 

とうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告７番、１０番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 
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休憩 午後２時５４分 

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

再開 午後３時０１分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて引き続き一般質問を再開します。 

続いて通告８番、１番、小林有紀子さんの一般質問を行います。 

１番 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     一番、公明党の小林有紀子です。宜しくお願いいたします。 

     大きく３点にわたり、質問させて頂きます。はじめに観光振興についてお伺い致します。１番

目の質問として、トンネル開通となる見通しを発表しました。全線開通は、掘削工事の難航で

開通時期が遅れている「中部横断自動車道」新清水ジャンクション－六郷インターチェンジ間

について、国土交通省が当初予定の１７年度から、２年遅れの２０１９年度の開通となる見通

しを発表しました。全線開通は２年延期されましたが、明年３月には、ようやく通告には逆に

書いてありますが、六郷インター・増穂インター間が共用開始となります。本町における観光

振興や期待される効果をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただ今の小林議員の中部横断道の開通における本町の観光振興や期待される効果についてお

答えします。 

現在、中部横断自動車道増穂インターチェンジを利用して、多くの観光客が本町へ訪れてい

ただいており、併せて、道の駅富士川の利用客も年々増加しているところであります。こうし

た中、明年３月には中部横断自動車道が六郷インターチェンジまでの一区間が開通しますが、

同時に道の駅富士川と隣接する中部横断自動車道下り線のパーキングも、供用開始されること

から、道の駅富士川の利用客の増加を期待するところであります。 

しかし、新清水ジャンクションから増穂インターチェンジ間の全線開通については、当初計

画から２年遅れの見通しとなりましたが、全線開通されたおりには、東海、中京圏から多くの

観光客が期待できることから、開通後の将来を見据え、さらなる本町の観光資源の充実に努め

て参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     今後、さらに中部横断道が整備されれば、静岡・山梨・長野を結ぶネットワークの拡大はも

とより、新東名、中央自動車道、上信越自動車道との接続により、太平洋と日本海を結ぶアク

セスが拡大して、沿線地域の広域的観光ゾーンとして、経済効果が大いに期待されると考えま

す。六郷インター開設に合わせ、中部区では鹿島・落居トンネルの早期着工に長年の要望であ

り期待しているところです。 

     ２番目の質問として、開通前の記念式典でイベントの開催は、県内外に本町をPRする絶好

のチャンスです。そこで、イベントの企画や PRを積極的に行うべきと考えますが、町の取り
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組みをお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

     それでは、小林議員の中部横断道の開通前イベントの事についてご回答申し上げます。 

町では、中部横断自動車道の六郷・増穂間が明年３月に供用開始予定であることから、まだ

確定ではありませんが、３月１２日に開通前のイベントの開催を予定しております。市川三郷

町は、六郷インター側からのイベントを計画しており、本町では、道の駅富士川から、高速道

路上をウォーキングしながら、富士川橋からの景観や写真撮影、八之尻トンネル内の状況を見

ていただくイベントを計画しているところであります。二度と歩くことが出来ない高速道路上

のイベントでありますので、町内外から多くの皆様が訪れていただけるよう実施して参りたい

と考えております。 

また、併せて道の駅富士川では、物産展なども開催し、イベント全体を盛り上げて参ります。

こうしたイベントは、本町を県内外に広くＰＲできることから、ホームページやフェイスブッ

クなど、さまざまな媒体を使い、イベント内容と同時に、町の観光ＰＲを積極的に行いたいと

考えております。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、ウオーキングイベント開催という方向でお話をいただきましたけども、ウオー

キングイベントは開通する前の高速道路上を歩ける最初で最後のチャンスなので、全国に PR

すれば、県内外から多くの参加者が集うことが予想されます。地元の商工会や各団体などと協

働し、中日本高速道路（株）や市川三郷町ともしっかりと連携して、企画・運営を是非取り組

んで頂きたいと思います。平成１８年に増穂インター～南アルプスインター間が開通記念イベ

ントとして「中部横断道フェスタ inますほ」を旧増穂町で行いましたが、今回、富士川町とし

て行うわけですから、その時以上の規模や内容で、町民の皆様に喜んでいただけるよう、県内

外からも、多くの方に参加して頂き「また富士川町に来てみたい」と思って頂けるような、観

光の集客増加につながるイベントを期待します。例えば、ウオーキングコースを歩く場合にス

タンプラリーを行い、参加者には記念品をプレゼントしたり、ゲームやクイズ、抽選会を行っ

たり、子供たちの太鼓やよさこいなど、地元の演技や演奏で歓迎し、また、イベントにはゆる

キャラとの写真撮影なども、是非、企画して頂ければと思いますが、その点いかがお考えでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）   

     今回のイベントにつきましては、市川三郷町が六郷インターでイベントを開催するという事

で、同時に富士川町でも、絶好の機会ということで、イベントを同時開催という形でやらして

いただいております。これまで、中日本それから市川三郷町と富士川町と連携をとりながらで

すね、何回も協議等をさしていただきながらやってきている訳でございます。日程等もだいた
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い決まってきている訳でありますけれども、それぞれのイベント内容については、連携をとり

ながらも、それぞれ独自の企画の中でやっていこうということで、今回の補正にも予算をもら

せていただいたところでございます。これからも両町連携をとりながら、また企画についても

ですね、予算の範囲内で出来るだけの事をやっていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、よろしくお願い致します。３番目の質問ですが、今後、中部横断自動車道を利用して

の観光客の集客増加を目指し「観光ガイド」の育成に力を入れていくべきと考えます。町の見

解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただ今のご質問にお答えします。 

本町の観光ガイドについては、現在、櫛形山は、南アルプスネイチャー王国ガイドクラブと

櫛形山を愛する会、大柳川渓谷は、道の駅富士川のボランティアガイドに、大法師桜まつりは、

桜まつり実行委員会において、案内を行っております。また、本年度はガイド育成のため、落

語鰍沢をめぐるツアーに対応するボランティアガイド研修会を行ったところであります。今後

は、中部横断自動車道を活用した集客を図るため、町の魅力をより広範囲にＰＲするとともに、

それぞれの観光の目的にあった観光ガイドの育成に取り組んで参りたいと考えております。 

また、道の駅富士川では、横断道の新清水ジャンクションまでの開通を視野に、道路情報、

観光スポット、イベント等を案内する専任のコンシェルジュの配置も検討しているところであ

ります。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、観光ガイドですが今おっしゃって下さった方が大勢いらっしゃるようですが、、

町のHPの観光情報に掲載されておりません。せっかく、ガイドの方が活動されていらっしゃ

るのであれば、是非、紹介をして頂きたいと思います。インターネットで全国の市町村の中か

ら、本町の観光情報を検索し、観光ガイドがいるなら、是非、詳しく聞いてみたい、足を運ん

でみたいと、予約をされる方が増えることも期待されます。観光客の集客増加を目指し、特に

観光情報のHPは、富士川町の魅力を最大限発信して頂けるよう、常に最新の情報掲載を、お

願い致します。そして観光ボランティアのガイド講座に、私も参加しましたが、大変に高度な

学術的はお話でした。今は、地元の方にお願いしている状況ですが、今後、誰もが簡単に覚え

て説明できる、基本的な内容の観光ガイドの「マニュアル」を作成しては、いかがでしょうか。

実際にガイドができるまで、丁寧な指導を行い育成することが、今後の観光振興策にプラスに

なるものと考えます、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 
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〇産業振興課長（秋山忠君） 

 まず観光ガイドの案内や PRをしているかの件についてでありますけども、現在、観光ガイ

ドのＰＲの方は行なっておりません。観光ガイドの要望、問い合わせ等がございましたら、そ

れぞれの場所にあったガイドを道の駅または櫛形山を愛する会等を紹介をしております。 

しかしまた、今後の観光ガイドのＰＲにつきましては、観光ガイドの育成とともに、準備が

整いましたらホームページなどを利用して取り組んで参りたいと考えております。 

あと一点、ガイドマニュアルの件ですけども、議員さんがおっしゃいましたように、誰でも

同じような案内が出来ると、観光客が来ていただいた時に同じような案内が出来るという観点

からガイドマニュアルをを作成して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非よろしくお願いいたします。 

まずは、基礎編から学び、そして、その方の知っているピソードや裏話などを入れた応用編

など、後は、それぞれがレベルアップを図っていけるよう、研修内容を考えて頂ければと思い

ます。これからは、観光客へのおもてなしとして、どれだけのサービスができるか、そこに、

同じような町の中でも、また来たいと思って頂けるかは、一回一回の出会いを大切に、真心こ

めて対応する中に、観光客からの信頼につながり、リピーターになって頂けるのではないかと

思っております。 

     これから、観光ガイドの必要性はますます高まると思われます。 

     そこで再質問ですが、さらに、外国人観光客の対応として、多言語化の看板やパンフレット

も作成してありますので、今後は、語学のできる方の、観光ガイドの育成も考えていく時代で

はないでしょうか。その点については、どのように考えていますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

 現在、日本にも大勢の外国人が来ているところでもありますし、本町へも海外から多くの観

光客が増えております。現時点ではで外国人のガイドの対応は行っておらない訳ですけども、

今後増える事が予想されることから、対応策を研究して参りたいと考えています。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、積極的な観光ガイドの育成を、宜しくお願い致します。 

     ４番目の質問ですが、未来を担う子どもたちが、町内の文化や歴史、郷土の偉人や貴重な建

造物、そして豊かな自然の素晴らしさを認識し、ふるさとを自慢できるよう、小・中学生を対

象に、郷土の学習の機会を設けるべきと考えますが、見解をお伺い致します。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん）   

ただ今の小林議員のご質問にお答えいたします。 
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小・中学校における郷土の学習については、地域の文化・歴史・自然のすばらしさを次世代につ

なげていく大切な取り組みと捉えており、各学校とも、地域の特色を生かしながら、積極的に取り

組んでいるところでございます。各学校の取り組みとして、増穂小学校では、地域を学ぶ取り組み

として、「地域から共に学ぶ会」を開催し、地域の協力を得ながら、太鼓堂や富士川舟運などの身近

な地域の歴史・自然や産業についての学習を行っております。増穂南小学校では、地域の協力を頂

く中、地域の文化や歴史を学ぶと共に、特産品である「ゆず」の収穫体験や、地域の民話を題材に

した創作劇を「ゆずっ子文化祭」で披露するなどしております。鰍沢小学校では、「鰍沢ばやし」、

「山車」などの伝統芸能や祭り、大柳川渓谷などの自然、郷土料理である「みみ」、富士川舟運や太

鼓堂などについて、学習しております。各中学校では、歴史や地理の授業の中で、地域を題材にし

て文化や自然について学習しております。特に鰍沢中学校では、地域の伝統芸能である「鰍沢ばや

し」に取り組んでいるところであります。 

 これからも、地域の文化・歴史・自然のすばらしさに、誇りや愛着を持ってもらう良い機会とし

て、小・中学生の頃から、郷土の学習について積極的に取り組んでいくよう、指導して参りたいと

考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     町の合併後は旧増穂町と旧鰍沢町にある文化や歴史などを、町内全域にわたって学んでいること

をお聞きし、大変嬉しく思います。自分の住んでいる町の素晴らしさを、子どもの頃に命に刻んで

成長して行くことは、将来にわたってふるさとを自慢できる、自然にそれぞれが観光大使として、

町のPRに繋がるものと確信しています。 

あと１つ再質問ですが、郷土の偉人として、１２月号広報ふじかわに掲載されました、旧鰍沢町

鬼島出身の「日の丸カラーを生んだ男」、東京オリンピックの公式ブレザーのデザインをした望月靖

之氏のことは、学校などで学んでいるのでしょうか。1964年の東京オリンピックの時の貴重な資料

も、道の駅「塩の華」に併設された「富士川スポーツミュージアム」に展示されていますが、看板

にも、「東京オリンピック」の文字がないので、見学される方が、少ないように思われます。最近テ

レビ番組で紹介され、来場される方もいるようですが、町内でもまだ知らない方が多いように思わ

れます。子供たちにも、是非、知って頂きたい、と思いますので、学ぶ機会は、あるのでしょうか、

お聞きしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん）   

     ただいまの小林議員のご質問にお答えいたします。富士川町のスポーツミュージアムにつき

ましては、今後、2020年東京オリンピック開催に向けまして、52年前の東京オリンピックの

貴重な資料として、観光の方へも情報を提供して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、宜しくお願い致します。これから 4 年後の東京オリンピックに向けて、新たな観光スポッ

トとして注目され、集客増加につながる事を期待しているところです。それから、観光振興につい
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ての質問の最後に、要望ですけれども、富士川町のゆるキャラを、是非、誕生させて頂けないかと、

町のイメージキャラクター、マスコットとして、全国に発信して参りたい。今後の観光イベントの

推進のために、是非、宜しくお願いしたいと思っております。 

     次に大きな２番の「出産祝金」の支援について質問致します。 

     １番目の質問として、全国的に人口減少・少子化が深刻な問題であります。本町における、若者

の結婚後の定住人口と出生数の推移の状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今の小林議員のご質問にお答えします。 

本町への婚姻届出件数は、平成２２年度の７２組からほぼ横ばい傾向であり、平成２７年度は

６９組となっております。 

しかし、町に定住している状況となっているかは、様々な生活実態があることから、把握してお

りません。また、人口動態調査に基づく出生数の推移は、平成２２年の１０７人から増減を繰り返

しながら徐々に減少し、平成２６年には１０２人となり、平成２７年度の窓口調べでは、８５人と

なっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     本当に、毎年一人でも多く増加傾向に向けていくのは、至難の業である事がよくわかります。子

育て支援に対して、本町では先進的に支援の拡充をして頂いておりますが、更に、前回の 9 月の一

般質問で「子育て世代包括支援センター」の設置を訴えたところ、早速に、今回の議案に設置をす

る条例の改正案を提出して頂き、早急な対応に対し大変に感謝しております。最近の傾向として、

HPなどの情報を活用して、子育て支援が充実した市町村を選んで、定住地を選択しているとの若い

方の声を伺います。 

     そこで２番目の質問ですが、若者の定住促進として、子どもを安心して産み育てられる環境づく

りが必要であり、アピールが必要です。子どもの出生に対し、生まれてきてくれた事へのお祝いと

健やかな成長を願って、町から「出産祝金」の支援を行うべきと考えますが、見解をお伺いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）     

     小林有紀子議員の「出産祝金」への支援についてのご質問にお答えいたします。 

若い世代の住民が、安心して子どもを産み、子育てができる環境づくりは、少子化の進む本

町において重要と考えております。こうしたことから、町では、若者の出会いの場づくりや不

妊治療への助成、妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談支援、保育料の軽減、子ども医療

費の１８歳まで無料化などの施策を行って参りました。 

しかし、現状では、出生数は年々減少し少子化の進行に歯止めをかけるまでには至っており

ません。こうした少子化に歯止めをかけるため、これまでの支援策に加え、明年４月から「出

産祝金」を新たな支援策として、実施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（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

是非、若い夫婦世帯の経済的負担軽減と出産意欲の増加につながるよう、宜しくお願い致し

ます。そこで再質問ですが、「出産祝金」の金額として、三世代以上の同居する世帯への増額支

給なども検討していただけないでしょうか。おじいちゃんおばあちゃんと一緒の大家族の中で、

世代間で助け合い培う、安心の家庭環境を、ぜひ見直していただく機会として、また、大家族

で生活するお嫁さんへのエールとしても、ぜひ検討していただきたいと思いますが、その点は

いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）     

出産祝い金の詳細については、これから検討して参ります。金額にしてもどの範囲にどうい

うふうに出していくなのか、これから検討していきたいと思いますが。こうした祝金が、町で

子供を産んでくれた人、また、生まれてきた子どものためにもなるような、お祝金としていき

たいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、検討していただければと思っております。 

大きな３番目の質問として、デマンドバス事業内容の拡充について、お伺いいたします。１番

目の質問ですが、高齢者のための公共交通機関として、本町では、県内でも先進的にデマンド

バスを導入しています。町内全域にわたり運行されるようになりましたが、利用状況をお伺い

致します。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君）    

     小林議員のデマンドバスの利用状況についてお答えいたします。 

平成２５年度のデマンドバス利用者実績は、１４，６８３人でありましたが、このときは、

増穂地区内のみの運行でありました。平成２６年７月からは、鰍沢地区内へも運行が広がり、

２０，３９８人の利用者となりました。平成２７年度におきましては、スクールバスの導入に

伴い、児童の利用が減少したことにより、１９，９７２人の利用者となった状況であります。 

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     スクールバスの児童が減ったという事はありますけども、大勢の方が生活の足として利用し

て下さっている事がわかります。２番目の質問になりますいけども、今、全国的に高齢者のド

ライバーの運転操作ミスによる交通事故が増えてきています。本町においても、中山間地域で

は、どうしても、車の運転を生活の手段としている高齢者が多い状況です。そこで高低差のあ
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る三筋の中山間地域においての、デマンドバスの乗降場所の現在の状況をお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

 それでは質問にお答えいたします。 

定時定路線の３路線におきましては、それぞれの路線の指定されたバス停を利用していただ

いております。デマンド運行の場合につきましては、利用者が指定された場所での乗降を、可

能な限り対応しているところであります。なお、運行する車両が１０人乗りの大型ワゴン車で

あることから、狭隘な道路であるような場合につきましては、利用者が指定する場所まで行く

ことができませんので、ご理解していただいております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     私の聞いたところでは、三筋の中で小室とか平林などでは、ある程度、車が入れるところま

で、住宅の近くまで入って頂いているというふうに聞いていますが、中部、五開地域の高低差

があるところは、道幅、またUターンする関係という事で、坂の手前に乗降場所があり、高齢

者が急な坂を歩いて、一歩一歩上がったり下りてくるという様子を目にしております。 

     そこで３番目の質問ですが、中部、五開地域の高低差のある集落に住む高齢者の生活の足と

して、乗降場所を拡充するべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。 

デマンドバス運行につきましては、定時定路線運行を除くと、毎日９便を運行しております。

そのため、1 便の運行に要する時間は５０分と限られており、広範囲での運行に、制限が生じ

てしまう現状があります。特に、中部、五開方面の現状を考えますと、市街地からの移動距離

も長く、さらに道路が狭隘な箇所も多いことから、限られた時間内での運行に支障が生じてし

まう事態も起きています。このようなことから、時間の範囲内での安定した運行を行うために、

定時定路線のバス停のほか、指定したバス停を利用していただいている経過がございます。今

後は、利用者の状況を把握し、運行タクシー会社とも協議をする中で、拡充が可能かどうか、

検討して参りたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

是非、先程もアンケートを行っているという事でしたけども、もっと利用者の皆様にしっか

りと状況を聞いていただいて、利用者に寄り添った支援をしていただきたいと思っております。。

デマンドバスを運転されるタクシー会社の方々にも、日々、大変ご苦労をおかけするわけです

が、是非、今後、組や区から乗降場所の拡充の要望がありましたら、是非、対応をお願いした

いと思っております。ますます高齢者の生活の足として、デマンドバスが活用されて、運転免
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許証を返納しても、安心して生活していける町づくりのため、利用者さんに寄り添った更なる

支援を、もう一歩の配慮を心からお願い致しまして、以上で私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告８番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

続いて、通告９番、９番、市川淳子さんの一般質問を行います。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     市川淳子です。よろしくお願いいたします。 

私は、富士川町児童センター建築設計業務の決定に至るまでの経緯と今後についてというこ

とで、この一点に絞って質問させていただきます。現在のますほ児童センターは、リニア中央

新幹線計画のルート上に位置するため移転を余儀なくされ、町は新しい児童センターの規模、

機能、移転先の検討を行って参りました。先般、新児童センターの建築設計業務を行う事業者

の決定が町のホームページに掲載されました。決定に至るまでの経緯と今後の進め方について

お伺いしていきたいと思います。 

まず第１、かっこ１ですが今回の事業者の決定は、入札ではなくプロポーザル方式で選定を

行いましたけれども、その理由について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今の市川議員のご質問にお答えします。 

児童センターは、子ども達の育ちや子育て家庭の支援、また地域とのつながりや絆を深める

拠点施設であり、安心・安全を念頭に、心地よい子どもの居場所として集う、夢のある施設で

あると考えております。そのため、魅力ある子どもの城として、優れた技術提案を求める方法

として、プロポーザル方式を採用しました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     このプロポーザル方式という事で、ホームページにも今課長さんがおっしゃったような、こ

んな形でやりますみたいな事が載っていたんですけど、ちょっと具体的によくわからないので、

今回質問させていただきました。あえて児童センターにプロポーザル方式を導入しながら選定

した理由というのは、何の狙い、何の目的、何のメリットがあってプロポーザル方式にしたの

か、もう一度お答え願えますか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     先程も申し上げましたとおり、優れた技術提案を求めるという事で、企画、提案能力のある

ものを選ぶ事が出来るという事で、プロポーザル方式を採用いたしました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 
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     それでは、ちょっと質問の内容を変えますけども、再質問なんですけども、このいろんな案

件があった時に、入札なのかプロポーザル方式なのか、あるいはコンペみたいなやり方である

と思うんですが、こういう、例えば今回児童センターを建てますよというお話が出たときに、

入札ではなくプロポーザル方式にしましょうという話になるのは、これは庁舎内で検討される

事なんですか、誰がお決めになるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学くん 

〇町長（志村 学） 

     今回、児童センターをプロポーザル方式にしようと言い出したのは私であります。 

     と言いますのは、入札方式ですとある程度の設計書を作ってですね、そしてその金額を出し

て、金額を提示しながら予定価格を作りながらやるという事は、非常に考えが役所的な考えに

なってしまう。先程、子育て支援課長が答弁させていただいたように、子供の城として、子供

が行きたくなるような技術提案をしていただこうという事から、設計の上限額は決めてはあり

ますけども、そういう中でこれまでいろんなそういった施設を手掛けていただいた業者から、

当然、良いところ悪いところ分かっていると思いますんで、そういうところからコンペ方式だ

と思います、提案をしていただいて、その中を選定委員のみなさんにご審議いただきながら、

１者に決めて、そこを優先業者としてさらに協議を進め、合意に達すれば契約の締結にいくと

いうのがプロポーザル方式でありますんで、決められた形のものをただ単に金額だけでするよ

りも、どういった子供たちが使う施設として機能の面でも、安全の面でも、これまでやって手

掛けてくれた業者から、提案方式でいただくというのが今回のプロポーザル方式であります。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     という事は、プロポーザル方式というのはあえて決まっているものを提案してもらうのでは

なく、これから、話し合いなんかも行いながら煮詰めていきながら最終的にこちらの思いが形

に具現化できるようなことを、設計者、設計の人が決めると言いましたけども、設計者の技術

とか今までの経験をもとにに具現化していくということで、そういう理解でよろしいでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村 学） 

     協議はこれから詳細に詰めて、協議をしながらですね、約１年ぐらいかけながら、設計書が

でき上がってくるものと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     はい、２番に移ります。今回プロポーザルの審査委員会があって、審査されたということが

ホームページに載ってますけれども、このメンバーについてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 
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子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えします。富士川町児童センター建築設計業務プロポーザル審査委

員会につきましては、設置要綱第４条の規定に基づき、学識経験者として子育て支援や生涯学

習事業に精通している方や、地域の状況をより把握している方など３名を委嘱しました。また、

町からは、児童センターの建設事業に関する施設の建設や管理、財政、総合的な統括などを担

当する部署の課長５名を任命し、計８名を委員といたしました。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     私は、児童センターに非常に夢を思ってます。、リニアでつぶれそうになる事はちょっとどう

なのかなと思ったんですが、これをプラスにですね考えて、前向きに考えると、これからです

ね 20年、30年続く児童センターのですね、これが自分たちの思いで造れるというのは非常に

すばらしいことだなと思ってます。で、審査員のメンバーですね、メンバーの中に、今学識経

験者の方３名ということで、その方たちはですね、具体的に子どもに対していろんな知識があっ

たり、あるいはですね、富士川町には「ますほ児童センター検討会」とか、あるいは富士川町

児童センター運営委員会とかですね、富士川町子ども子育て会議とかっていうことで、いろん

な方たちに、子供を育てる事に対するいろんな意見を聞いている会議があるんですが、そうい

う方たちも、その選定の中の委員さんという対象にはなっていたんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     学識経験者の中には、今言われたような方も含まれております。 

○議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

非常に安心しました。次に３番目に移ります。プロポーザル審査はどのように行われたのか

審査方法と内容についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）          

     今回の設計業者を決めるためのプロポーザルは、富士川町の建築設計における指名基準により、

施設の規模から一級建築士を３名以上有する２１業者へ通知し、参加表明した９業者に対し、１次

審査の通知をしたところ、２業者から辞退の連絡がありましたので、残る７業者に対し、設計事務

所及び担当技術者の業務実績や、担当技術者の資格などについて、書類審査を行いました。 

その後、１次審査を終えた段階で、さらに１業者から辞退する旨の連絡がありましたので、２次

審査は６業者を対象に実施したところであります。 

２次審査では、担当技術者から業務に対する基本的な考え方や地域周辺の環境特性、家庭・学校・

地域との連携など、４つの特定テーマによる技術提案のプレゼンテーションを受け、審査委員と担

当技術者との間で質問形式により実施したところであります。以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

すみません。今、ぱぱっと言っていただいたんで。四つの審査項目がありましたと、具体的

に書けなかったのですいませんが、その項目があって、そしてちょっと聞いた話ですと、書類

審査とかというときは、業者さんの名前を伏せといて、やったとかというお話聞いたんですけ

ど、その４つの内容をもう一度すいませんけどお願いしたい。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）    

ただいまの四つのテーマについて、の質問にお答えいたします。１といたしまして、小学校

区を含めた地域周辺の環境や特性に配慮した設計方針について。２、地域づくりにおける子育

て支援施設としての位置づけ、また家庭、学校、地域との連携や児童の成長過程に配慮した設

計方針について、３、施設の機能性や実用性を確保した上で維持管理に配慮し、かつ建設事業

費の抑制のためにの設計方針について。４、上記を踏まえた上で総合的な設計方針、並びに土

地利用計画等の方針について。以上の四つのテーマです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

すみません。じゃ具体的にお話し聞かせてください。まず書類審査は書類審査という事でやっ

たんでしょうけど、６の業者さんが今の四つのテーマに対して、お話をいしますよね。そして

それを、得点方式か何かで採点なさったでしょうか。どういうやり方でその１者が最終的に決

まったんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     それぞれのテーマごとに評価をし、ポイントをつけ合計点というかそれで決まりました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     第１番目が大宇根建築設計事務所、２番目が、佐野・・・設計事務所ですか、その得点の幅

は、６者あってきっこうしていたのか、それともダントツで 1位は 1位だったのか、その点は

どうだったんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     １番になったところは、やはり一次審査も二次審査も得点は高かったです。あとは差はあり

ました。２番、３番それぞれに。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 
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〇９番議員（市川淳子さん） 

本当はですね、こういうことをもうちょっと具体的に聞きたいなと思うんですが、いろんな

ところ調べましたら、プロポーザル審査のその報告書を出しているところもあるんですね。そ

ういう報告書なんかは作るのか、そして作ったら公開するのかどうか。そこをお尋ねします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     プロポーザル方式は非公開になっておりますが、情報公開の制度の方を利用していただけれ

ば開示は出来ると思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     プロポーザル方式をしっかりした形でですね、審査して。ここに得点を、ここが一番高かったと

いう事であれば、公開条例で申請しないと見せませんという事ではなくて、もっとオープンになさ

るべきだと思うんですがその辺はいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     その件につきましては検討させていただいて、公表するか、後日お話ししたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     検討していただくという事で。なぜそういう事を言うのかというのは、別に不正をどうとかいう

話ではなく、どんなふうにどんなものが作って、どういう審査のもとで。子どもの夢の城じゃない

ですか、そしたら子どもたち以外でですね、そこの保護者達も、非常に今回の新しい児童センター

に期待している訳です。どういったものが出来るのかという事はあらかじめ決まっている訳ですか

ら、どんなところに審査項目があって、どういうところに着目をして、ここがトップだったんです、

だから、皆さん、期待していてください。そのくらいの気持ちでやっていただいた方が、全然いい

んじゃないかと思うんですけども、ぜひ、積極的に公開する事を期待してますので、よろしくお願

いいたします。 

     それから４番目に移ります。３回の審査委員会が行われたとホームページに記載されてました

９月 14日、10月 27日、11月 16日で、そして 18日に結果の通知が発送されたという事ですけれ

ども、この間、３回あった審査委員会ではどのような話し合いがされて、最終的に委員としての選

定結果は、当然みんなが共通認識として、ここが一番いいんですというようになったと私は考えて

いますけども、どんな話し合いがされて、どんなところに問題があったのか無かったのか、そこら

辺があったらお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）          

     ただ今のご質問にお答えします。 
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第１回審査委員会では、委員に委嘱をするとともに、プロポーザル方式を採用することと、今後

の日程を説明したところであります。第２回審査委員会では、１次審査となる書類審査の報告を行

い、承認をいただくとともに、２次審査となる１０月３１日の技術提案書のヒアリングの内容及び

方法について、事前説明を行ったところであります。ヒアリングにおいては、各業者名がわからな

い記号形式で、本業務に取り組む設計事務所の実施体制や、児童センターに対する技術提案の機能

性と実現性、施設や土地の活用方法など総合的な考え方について、プレゼンテーションを受け、   

審査委員からは、「交通安全に対する配慮や防犯対策」、「周囲の田園や住居地域に対しての配慮」、

「子どもたちの夢の城としてのコンセプト」、「遊ぶ場所としての安全性と機能性」など、多くの意

見、質問が出され、それぞれ業者から回答をしていただいたところであります。 

その後、評価項目を記号業者ごとに点数化し集計した結果、最も高い評価を得た「大宇根建築設

計事務所」を優先交渉権者として選定したところであります。 

なお、大宇根建築設計事務所に対する審査委員の個別評では、「広い敷地を有効に活用でき、子ど

も達がのびのびと活動できるスペースが確保されている。」、「シンプルな建物で、敷地内部の導線が  

利用しやすい。」、「取組体制や技術力、合意形成を重視した設計プロセスに対して、信用性、信頼性

が感じられる。」との評価でありました。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん）     

     よくわかりましたけれども、すいません子育て支援課長は今の審査委員の中にお入りになって

いましたっけ。入ってましたね。個人的に聞いていいかわかりませんけども、多分今回はじめ

ての審査の体験をなさったんじゃないかと思います。一番、子どもたちに接していた経験が豊

かにありますんで、今回の審査という事に対して、大宇根設計事務所というのは、調べましたら

増穂町の国保高齢者保健福祉センターあるいはまほらの湯とかですね、増穂町文化会館を手掛けた

方で、山梨県でもいろんな所を設計していらっしゃって、すごいキャリアをお持ちになっている所

の設計事務所ですよね、端的に言って一番すごいなというふうにどこの人も審査員の人もほめ讃え

たとか、特徴があるなと思われたところというのは、そこの実際に居てみてどういうところでした

か。お伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えします。先ほども申し上げましたが、あの、シンプルな建物で敷地が広

く使えるようになっていましたので、子供たちが伸び伸びと元気に遊ぶスペースが確保されている

というところと、あと細かい点では、暖房等とも足元から小さい子たちでも暖かいようにとか、そ

ういう細かい点の配慮とかもありました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん）     

     ５番目の質問に移ります。今後ですねどのような形でこの事業を進めていくのか。お伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
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〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えします。 

今後につきましては、すでに保護者や現場の意見を反映し策定した「富士川町児童センター整備

基本計画」に沿った設計となるよう、契約締結後は、速やかに基本設計、実施設計へと進めて参り

たいと考えております。 

併せて、用地の取得や開発行為の申請手続きを進め、明年１１月には建築工事に着手し、平成

３１年４月には、児童センターが開所できるよう進めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 一番先に、なぜプロポーザル方式にしたんですかという質問をさせていただきました。町長

の答弁もありました。で、最初っから決まっていないからプロポーザルがいいんだということ

は、これからいろんな方たちに意見を聞けて、そしてさらにそこに肉付けをしたうえで、概観

的な大ざっぱなところは決まっているかも知れませんが、あとはそこに利用する人、そしてそ

この職員、そこに関わる人たちのご意見をそこに反映しながら、これから 1年間で詰めていく

というふうな話でいいと思うんですが、そういう機会はたくさんもっていただけるんでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えします。 

 今後も詳細な部分については、綿密な打ち合わせをする中で反映させて参ります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん）     

私が議員になって間もなくの時だったと思うんですが。幾つか懸念していたことがあったん

です。というのは、新しくしたばっかのところに、議員でちょっと視察に行って、もちろん町

の施設なんですけど、行った時に現場の人たちは、ここは使い勝手悪かったんですよ、と言う

ことがあったんです。それはまだ建てて３カ月ぐらいしか経っていないのにな、ということで、

非常にガッカリした覚えがあります。それとかですね、これは給食の方でしたが、かなり前の

話なんですけど、こういう物を買ってもらったんだけど、全然使ってないんです。何でですか。

まったく使い勝手が悪いんです。何でこんなものを買ってくれたのかわからない、みたいな。

そういうお話もあったんですね。なので、是非ともですね、現場の意見を聞いていただきたい。

で、ほんとに夢のある城になってほしいと思います。 

最後にですね、町長にもお聞きしたいんですけど。先程ですね、特色あるまちづくりっておっ

しゃいましたよね。でもさっき齊藤欽也議員さんなんかは中高一貫教育はどうですか、とかっ

て言ったんですけれども、先ほどソフト面というお話もありました。まさしくこういうのって、

ソフト面なんですよね。放課後児童クラブではないので、児童センターですから 18 歳までの

子どもたちが使う。しかも子育て中のお母さんたちもそこを利用するんです。そういう時にで

すね、今度新しく富士川町で児童センターが出来た、すごくいいんだよねあそこ、みたいな。

そういうものに是非していただきたい。そういうことをして初めて人口が増えるんですよ。絶

対そう思います。で、やっぱりそれ口コミなんですよね。なので、ここは一つ町長さん、力入
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れていただいてですね、決意表明じゃないんですが、一言お願いしたいんですけどいかがでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回作る児童センター、児童クラブにつきましては、子供たちの遊ぶ場所として、その目的

で作ります。これまでの児童センターは、転々としていきながら利根川公園の中にあった柔道

場を児童センターに使っていたもんですから、ホール的なものはあったり、今までも２階の施

設が使いづらいからという事で修繕に修繕を重ねてきたんですが。今回はですね。こういった

プロポーザル方式でやりますんで、事務的と言いますか技術的と言いますか、役所の人間がた

だ単に作った箱物ではなくて、現場の意見を聞いた整備基本計画がありますから、それらをま

た業者に提示する中で、業者はいくつも手掛けてますんで、ここはこうした方が機能的ですよ

よか、また逆提案もあると思います。そういうのを含めた設計をこれから組んで行きますんで、

この児童センターが完成した暁には、多分、子育て支援課を中心とした保育士さんたちもこの

施設をつくるには相当の苦労があると思います。その苦労の倍をかけて、またＰＲをしていっ

てですね、この町が世間から注目されるような町になっていければ、この児童センターも、作

る価値があるんじゃないかなと思いますんで、そんなところは役場を挙げて頑張っていきたい

と思っています。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん）     

質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告９番 ９番 市川淳子さんの一般質問を終わります。 

     ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後４時０１分 

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

再開 午後４時０７分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開します。 

続いて、通告１０番、６番、秋山勇君の一般質問を行います。 

６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     トリをつとめさせていただきます、６番の秋山勇でございます。よろしくお願いします。 

私あの、大きく三つ挙げたんですが、全部これは地域包括ケアシステムに絡む案件でござい

ますので、この辺を頭に入れて、お答えしていただければよろしいかとそんなふうに思います。

まず１番目ですが、富士川町の地域包括ケアシステムの整備状況についてということでお伺い

します。地域包括ケアシステムというのは、今非常にですね、世の中が雑ぱくになっている。

これは良き、古き良き時代の日本を取り戻すことと言われています。それは、住民相互の助け

合い、幅広い支え合いの仕組みを、地域の中から見つけ出して育んでいく事であると、こんな
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ふうにうたわれております。急速に少子高齢化が進む中、医療及び介護の提供体制を整える。

医療保険制度および介護保険制度の持続可能性を高めていくためには、限りある地域の社会資

源を効率的かつ効果的に活用していくことが求められる。また疾病予防及び介護予防にも積極

的に取り組む必要があると思われます。介護が必要になっても住みなれた地域で安心して暮ら

せるよう平成 29 年度末までに、地域における医療及び介護の総合的な整備が地域包括ケアシ

ステムと、求められています。そこで町の取り組みについて伺います。介護予防、疾病予防及

び自立した日常生活の支援体制の取り組みについてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。 

地域包括ケアシステムの構築では、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで送るため

に、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に、身近な地域で包括的に確保されること

が求められております。高齢者が自立した生活を送るためには、健康で過ごすための自助が大

切になります。そこで町では、各種健診や健康教育による健康づくり、運動・認知症などの介

護予防活動を行っております。 

     また、自主活動の支援やサポーターの養成も行い、地域活動である近助･互助も併せて進めて

おります。今後も、医療・介護の多職種や地域との連携を図り、介護予防･自立支援を勧めてい

きたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

今お答えの中にですね、地域活動というのがうたわれてきました。まず介護予防、疾病予防

及び自立した日常生活についてはですね、自分の健康は自分で守る、これが原則だと思います。

で健康診断、これも大切なんですね。自分の体の状態を知り、病気を早期に発見する上で大変

役に立つので、是非、健康診断は受診してほしいと。そんなふうに考えております。この辺も

ですね、そうすることによって、自立した日常生活が送ることができると、そんなふうに考え

ておりますので、この辺も、福祉保健課としては力を入れてほしいと、そんなふうに考えてお

ります。 

それから、２番目に移ります。高齢者のひとり暮らしや、高齢者のみの世帯が一層増加する

中、私も高齢者の一人住まいの一人でございます。地域のつながりの希薄化が進んでいる。そ

うした中、これからは福祉人材の育成は、子ども、若者、学生世代、高齢者世代のすべての世

代層の生活者が、福祉の担い手となる人材と考えられますがどうでしょうか。 

それから、また地域包括ケアシステムの実現には、地域ごとに、今後の地域のあり方を考え、

住民同士、住民と専門職、専門職同士という、他主体の連携による地域づくりを進めることが

重要と思われますが、いかがでしょうか。 

２番の質問といたしまして地域包括ケアシステムを構築する観点から、医療・介護の連携と

なる人材の育成と各職種が連携して取り組む環境づくりについてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 
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〇福祉保健課長（依田一利君）   

     お答えいたします。住み慣れた地域の中で自分らしく暮らすためには、医療と介護の連携は重要

となります。現在、介護保険法の地域支援事業として位置づけられている、在宅医療・介護の推進

につきましては、本年度から、峡南在宅医療支援センターに、峡南５町の業務の委託を行い、事業

を進めております。内容としましては、医療･介護情報のとりまとめや、多職種連携のため、具体的

な検討事例を交えての人材育成や、体制整備の研修会を中心に行っております。 

また、医療と介護それぞれの専門性の理解を深めるための情報交換や、支援内容の検討も進めて

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

３番目に移らしていただきます。介護に取り組む家族等の情報提供、相談体制の充実。これ

は、地域での支え合いについては、困っている人がいたら助けようと思う住民の意欲を活用す

る。実は私、調べたところによりますと、約７割の人がですね、地域で困っている人がいれば、

助けてやりたいと、そういう住民はいるそうです。働く意欲のある高齢者の知識や経験を生か

した、生涯現役社会を実現することにより、高齢者自身の健康や生きがいにも繋がるものと思

われます。地域の支え合い推進員の配置等、住民相互の助け合い、幅広い支え合いの仕組みを、

地域の中から見つけ出し、育んでいくことが、今後求められていると思います。そこで３番目

の地域包括ケアシステムを成り立たせる最大の要素は、人であると思いますので。地域住民へ

の普及活動についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）       

お答えいたします。医療･介護連携の普及啓発につきましては、これまでにも、峡南在宅医療支援

センターや峡南保健福祉事務所などの機関と協力をしながら、パンフレットの配布や相談場面での

紹介などを行ってまいりました。 

しかし、周知が充分ではないため、今後は広報誌やホームページ、ＣＡＴＶの活用や、介護予防

教室、地域の集まりの機会などを活用し、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

再質問をやりたいと思いますけれど、やはり地域で安心して、自分らしく老いることのでき

る社会づくりというのは、やはり地域の人ですね、その啓発をしていかなければならないと思

うんですが、具体的にはどんな、何かチラシか何かをお配りして、啓発を図っているのかどう

か、その辺をちょっとお聞きしたい。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）       

現在、チラシがあるわけですけども。部数が少ないため、窓口の相談に来た方とかにお渡し
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しております。ただ今後につきましては、ＣＡＴＶですとか、ホームページを利用して、それ

をまた広報するというふうにしていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     大きく項目の２項に入らせていただきます。 

高齢者の交通事故防止対策について。最近、高齢ドライバーによる深刻な交通事故が相次い

でおります。高齢者の運転は認知症であるかどうかに関わらず、加齢に伴う運動機能や知覚機

能の低下が指摘されています。危険を感じたならば、継続する事は望ましくない。もしも認知

症が疑われる場合は、早い段階から、本人を含め家族や関係者で集まって、話し合うことが大

切であります。現行の道路交通法は、75歳以上の高齢ドライバー、私 75歳で最近受けてきま

したけれど、３年に一度の免許更新で、記憶力や判断力を測定する認知機能検査受診を義務づ

けています。しかし、これは３年に一回で、認知というのは年々進んでいきます。そこで、認

知症のおそれがあると判断されてもですね、医師の診断を受けるかどうかは、今は本人に委ね

られ免許を更新できます。認知症の恐れがある人が、運転を続けられているのが現状でありま

す。高齢者の運転については共通の認識を持ち、地域で安心して暮らせるよう、社会全体で環

境を整える必要があると思います。そこで、介護など生活全般の相談にのる地域包括支援セン

ターとして、本人、家族からの相談についての対応状況についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

お答えいたします。高齢者の運転につきましては、全国的に事故報告の多い中、その対応が必要

となっております。町内の高齢者につきましては、地理的な問題や核家族化の進行など、環境的な

問題もあり、移動手段としての車の運転の有無は、生活に大きな影響を与えております。現在、地

域包括支援センターでは、認知症の方のご家族や、身体機能の低下を伴う高齢者の方からの相談で

は、デマンドバスの利用や、買い物支援といった生活援助サービスの情報提供をするなどの相談支

援を行っております。 

このように、地域包括支援センターも加わり相談対応をした中で、免許返納に繋がった方もおり

ますが、人数は把握しておりません。この他に、民生委員や介護支援専門員など高齢者に関わる関

係機関の会議の折に、警察署から高齢者の車の運転対応などの説明をしていただいたり、介護予防

教室などの高齢者の集まる場でも、情報交換を行ったりしております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

富士川町ではですね、デマンドバスとかコミュニティバスとかホリデーバス、これは運行が

盛んに行われております。最近聞いた話によりますと県内でもですね自主返納の運転者という

のは、富士川町が一番多いじゃないかと。そんなふうに聞いておりますけれど、今後もですね

是非、その辺のＰＲ等をやっていただいてですね。町内から交通事故を起さないようにやって

いただきたい。そんなふうに考えます。特にですね、認知症、これは皆さん方にも当てはまる

人もいると思うんですが。認知症の中で一番多いのはですね、３分の２を占めるのはアルツハ
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イマー型認知症だそうです。この人はですね、運転中に目的地を忘れたり、車の位置がわから

なくなり、センターラインをはみ出したりする。自分が運転していてですね、こんな人は認知

症があると判断してよろしいかと思います。２番目にはですねレビー小体型認知症。それから、

三番目には脳血管性認知症。これが３大の認知症に当てはまるそうなんです。３分の２がアル

ツハイマー型認知症でありまして、３年に一回の免許更新のときには、これを主にやられてい

るのが現状でございます。 

次の質問に入らしていただきます。危険て分かっていても日常生活で必要であったり、本人

が納得せず対立したりして、家族が対応に苦慮をして悩んでいるのも実態であります。そうし

た家族介護者のための、支援マニュアルを作成して、認知症が疑われる場合、早目の医療機関

を受診させると、アドバイスや趣味の講座やサロンなど外出支援サービスや、公共交通機関の

紹介をして、先ほど紹介をして事故を減らしてるということをお伺いしました。また高齢ドラ

イバーによる事故を減らすことが求められています。高齢者の運転について共通の認識を持ち、

この地域で安心して暮らせるよう、社会全体で環境を整える必要がある。先ほど、確認した次

第でございます。 

今言ったようにあの高齢者の運転については、共通の認識を持ち、地域で安心して暮らせる

よう、社会全体で環境を整える必要があると思います。そこで、２番のですね自治体の窓口で

ある地域包括支援センターとして、医療・保険・介護・福祉の関係機関との連携についてお伺

いします。      

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）   

     お答えいたします。高齢者の運転につきましては、その安全性が問題になっておりますので、主

治医の意見や、本人、家族の思いを確認する中で、医療機関やサービス事業者などの関係者と連携

を図りながら、高齢者の運転対応や生活の質の確保に向けた支援を進めております。相談者の中に

は、運転免許証の返納による精神的な落ち込みや、外出困難から、認知症の進行や閉じこもりといっ

た問題の発生もありますので、状況を確認しながら、今後も支援して行きたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     本当にですね、自動車運転ができなくなることは生活破壊につながります。是非この辺をですね

タイアップしてですね。あの、お医者さんの言うことは聞くようなんですよね。意固地になってい

るような人でもお医者さんの言う事、あるいは支援センターの言うことは、素直に聞く。是非、こ

れから福祉保健課の人たちはですね、こういう相談が来たら積極的に受け入れていただいて、無事

故の富士川町をつくっていただきたい。そんなふうに考えております。 

大きい３番目の質問に入らしていただきます。災害時における要支援者対策について。大規模災

害時における高齢者、障害者、自力での避難が困難な要支援者の名簿の作成は、災害対策基本法で

義務づけられています。しかし、過去にですね、富士川町の場合、個人情報の関係で住民の理解が

得られず、要支援者名簿の作成に苦慮した経験があります。私もこれを作成してきた中の１人でご

ざいます。町では以前、名簿作成に着手していない理由として、要支援者の定義が共有されておら

ず、今後協議して作成するとの報道機関への回答がありました。災害はいつ発生するかわからない。
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要支援者は、災害発生時、命の危険にさらされる可能性があり、時々刻々と状態が変化しているた

め、名簿の見直しも、地域の皆様の協力を得て、現状に合った名簿が望ましいものと思われます。

そこでお伺いします。高齢者・障害者自らの避難が困難な、要支援者の名簿の作成状況についてお

伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）   

     お答えいたします。避難行動要支援者名簿の作成については、災害対策基本法の一部改正により、

自治体による名簿作成が義務付けられております。町では、「富士川町災害時要援護者支援マニュア

ル」に基づき、毎年、災害時要援護者台帳の更新を行い、要援護者名簿の作成を行っております。

名簿対象となる方は、重度障害者の方や、要介護認定３以上の方など、災害時に自力避難が困難で、

支援を必要とされる方であり、現在、７４４人を登録しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）  

     この要支援者名簿というのはですね、時々刻々変わりますので、是非、これの見直しを短い期間

で、どんどんどんどんやって更新していただきたい、そんなふうに考えます。それから、かっこ２の

避難者を避難させる人、避難先を書き込んだ個別計画の策定について、お伺いします。。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）   

     お答えいたします。個別計画の策定については、国の取組指針の中に、さらなる避難行動支援の

ために取り組むべく事項として、示されているところであります。個別計画の内容は、要支援者名

簿に記載されている情報に加え、避難支援を行う者の情報や、避難場所・避難経路の情報等を記録

するものであります。個別計画の策定状況については、毎年、要援護者台帳の更新と併せて実施し

ており、現在は、１５２人の個別計画が策定済みであります。今後は、民生委員会など福祉関係団

体と連携して、訪問による計画策定も行うなど、要支援者の避難行動支援の強化に向け、取り組ん

で参ります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）  

 非常にですね。個別計画、みんなこれは遠慮する人が多くあると思います。非常に大変な業

務になると思いますけども、是非この辺もですね住民のご理解を得て、やっぱり地域で暮らせ

る人が、安心して仲良く暮らせるような地域社会をつくっていくには、この個別計画が必要で

はないかと、そんなふうに考えますので。是非これからもですね、福祉保健課としては、この

支援センターとしてこの辺の支援をよろしくお願いして、私の質問を終わらしていただきます。

ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告１０番 ６番秋山勇君の一般質問を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（秋山貢君） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後４時３１分 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 平成２８年第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、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

     本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたとおりです。本日は質疑の日程になってお

りますが、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。議会運営にご協力ござ

いますようお願いします。  

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

願います。以上で諸般の報告を終わります。 

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

日程第２ 議案第８１号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第３ 議案第８２号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第４ 議案第８３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第８４号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案については条例改正案でありますので。一括して議題とします。これから議案

第８１号から。第８４号までの質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番 市川淳子さん 

〇９番議員（市川淳子さん） 

議案第８１号の条例改正のところなんですけど、ちょっと確認したいところがありますので

お願いします。この議案はですね、子育て世代包括支援センターに関することということを、

子育て支援課の方に、行政組織の中で入れますよということで、改正なんですけれども。福祉

保健課の方に包括支援センターに関することということがありまして、この前、ある案件でネ

グレクトの家庭の方をこちらの包括支援センターの方で支援したような経過があると記憶して

いるんですが、これからそういうものは分けて子育ての方にいくという事でここら辺の業務と

いうのは、はっきり、きちっと分けられるような体制になっているのかどうという事でお願い

したいんですが。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。子育て世代包括支援センターの方で行いますが、連

携はとって参ります。 
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〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

同じ質問ですが、こう少し丁寧にお答えいただけると思っていましたが、包括支援センター

を新たに設けるという事で、どのような体制、何人で組織されるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの川口議員のご質問にお答えいたします。この件につきましては、９月の小林有紀

子議員からの一般質問の中でお答えをしたとおりでございますけれども。本町におきましては、

子育て支援課に母子保健担当、児童支援担当、児童保育担当が配置されております。その中に

保健師、保育士、栄養士の資格を持つ職員が窓口にいて、相談対応や情報提供、育児指導等の

支援の提供をしているということでございまして、現在の体制の中で、この子育て世代包括支

援センターの機能を果たしていると、いうような答弁をさせていただいた訳でございますけれ

ども。これに基づきまして、今回条例を改正いたしまして、明年４月１日から、子育て支援課

の中に子育て世代包括支援センターを配置するということになりますので、新たに人員を配置

するものではございません。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

そうしますと、新たに拡大するということはないということですが、業務の量としては、ほ

ぼ同じようにあるんですけど、どんなように見込んでいるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

業務の量につきましても、現在の中の体制でできるものと思われますので、それほど増える

ものではないと認識をしております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第８１号から第８４号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第６ 議案第８５号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第７ 議案第８６号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第８ 議案第８７号 平成２８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９ 議案第８８号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第８９号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
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以上の５議案については、補正予算案でありますので、一括して議題とします。これから議

案第８５号から第８９号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。  

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

数点ちょっと確認したいことがありますのでお願いします。 

まず８５号一般会計の、ページ数でいきますと事項別明細の２ページ、まず歳入なんですが、

農林水産業費 県補助金の中山間地域所得向上支援事業が入ってますが、この中身はどんな内

容でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の中山間地域所得向上支援事業の内容ですけども、これ国の経済対策にある前倒しの

ための事業でありまして、現在、中山間地域総合整備事業で、平林、それから舂米の方がやっ

てる訳なんですけども、そこの中の農道を 4本、この前倒し事業の方で今後やっていくという

中の計画書を作成する事業でございます。これによりまして、今まで中山間事業でやってたも

のの中から、何本か農道をこちらの方に移行して、補助率は同じなんですが、もっていく事に

よって、事業が早く進んでいくという事がありますので、そのための計画書作成ということに

なっています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。 

次に３ページのですね、町有地貸付の件で、説明では鹿島のところを中日本高速道路へとい

う説明だったか、定かでないので場所的にはどの辺なのか、町有地貸付の場所を。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

場所につきましては、鹿島橋を渡ってそのまんま南の方に向かったその先に置いた訳なんで

すけども、それを中日本が４月から１１月まで置いた、その土の貸付料になります。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

大体あの付近という事がわかりました。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     場所はですね、鹿島橋から計画上ある鹿島・落居トンネルの計画地で、その間は、用地が買

収してあるんですが、工事が進んでないところがありまして、土手と鹿島の集落の間という事
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になりますけども、集落より南側になります。鹿島橋から渡って行って、本来ならば鹿島・落

居トンネルが抜けて落居へ行く道路の手前の、山の手前までかつて用地買収してありますんで、

そこに中部横断自動車道の土を一時保管するという場所です。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。もう一点、下水道事業の特別会計のところ、２ペー目の歳出で、

東川拡幅土地購入費、この場所を確認したいので、どの辺なのか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

東川の拡幅に伴う土地の購入費でございますが、場所につきましては、青柳排水機場の上流

側の、一部まだ改修がしてない部分になります。以上です。 

川沿いの、ダスラップから下流側の一部まだ改修が終わっていない部分がありますんで、そ

の部分の土地の購入という事でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

他に質疑ありませんか。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

一般会計補正予算の歳出、９ページ。新児童センターの用地購入費と物件補償費、それぞれ

の件数を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。児童センター用地購入につきましては地権者６件

分になります。また用地物件補償費につきましては、作業場また樹木等になりますので、件数

は４件になります。 

〇議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。次に１１ページをお願いします。リニア側道の測量設計業務の減額

の理由を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

この減額の理由はですね、社会資本交付金事業の事業費が満額つかなかったと、要望したも
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のにつかなかった分を減額したということになります。 

〇議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

今の部分で。事業費の減額で、（満額）つかなかったという事ですけども、業務に支障はない

ことですか。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

減額分でとりあえずは測量設計を行うんですけども、来年度にまた要望していくという事で、

それで事業は続けていくという事になります。 

〇議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

もう１点。１２ページ、町民交流広場の工事請負費、4,100 万円ほどなんですけども、この

工事内容を教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

交流広場の工事内容という事でございますが、現在グラウンドの下地になる舗装工事を出し

ています。その後その上に敷設します人工芝等の工事費になります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

補正予算事項別明細表の１ページの１番上になりますが、地方交付税が補正額が３億追加に

なっておりますけども、予測が狂ったのか何か国の方で特別な交付を新たに予算化したのか、

そこを教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。当初予算を立てる段階ではまだ交付税の額というのは

確定しておりませんので。満額をここに盛ってしまいますと、留保財源として確保出来ないと

いう事になりますので、一応は、留保財源として確保しておくというような部分のテクニック

を使っている訳ですけれども、現在、確定している普通交付税の部分が２８億８千万というよ

うなことで、それを盛らせていただきました。いずれこれに特別交付税が含まれますので、も

う少し増える見込みではございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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分かりました。それで、交付税が３億増えたことによってほかの事業にまわす、財政調整基

金や何かの繰入が３億出さなくて済んだというように、ちょっと感じております。ただあの、

起債がですね、私の考えからすれば、起債を減らして、他会計繰り入れは当初予算にのっかっ

ている訳だから、起債を減らすという方法もあるんじゃないかと思いますけども。その辺はい

かがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの質問にお答えいたします。地方債の役割というのは幾つかございまして、一つは

その資金調達において、まあ長期資金を借りるということになりますけれども、一つは住民負

担の世代間の公平というのはございます。やはりいろいろな施設をこう使う訳ですけれども、

将来にわたって利用できるような施設は、現在の人たちが負担するのであれば、税収とか、もっ

と税金を上げなきゃならないという可能性も出てくる。そういう部分で、やはり次の将来世代

の方にも負担していただくという意味合いもあります。それともう一つは、財政支出と財政収

入の割合というような事で、その年度間の調整ですね。年度間の、支出の割合を一定にさせる

といような役割もございます。それと、一般財源をまあ補完していく、財政が苦しいからと言っ

て、一般財源だけでは出来ないという部分もございますから、そういう目的もございまして起

債を起こす訳ですけども、そういう事で、すべてが起債ではない訳ですけれども、その財政調

整基金やら、いろいろな部分を勘案しながら、１年間でこれぐらいの起債は起こせるというよ

うなことで、今大体８億ぐらいというような見込みの中で予算を立てているというところでご

ざいます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

よくわかりましたありがとうございます。もう１点、先程、鮫田議員が質問しました児童セ

ンターの購入土地ですね。これは、あの辺は㎡あたり単価は幾らくらいになるんでしょうか。

全体の面積が分かれば、5,200万円を割ればいいと思うんですが。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えします。現在手元に細かい資料がございませんので、調べてお答え

いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 
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６番秋山勇でございます。 

まずページからいくと９ページなんですが、先程青栁議員からもありましたけれど、新児童

センターの用地購入費それから物件補償費、これは補正予算で出るんですが、聞くところによ

ると、１軒空き家があるんですよね。その空き家を買い取った場合には、この購入費あるいは

補償費というのは追加で出てくるのか、その辺をまず１点お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただ今の児童センターの用地の範囲でありますけども、あそこの建設予定地には空き家があ

ります。今交渉をしているとこでありますんで、まだそこは今回の用地物件費には入っており

ません。いずれ四角の土地になりますんで、売ってもいいという事であれば、またそこは補正

予算をお願いすることになると思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

ありがとうございます。それからですね 10 ページになります。農業振興費なんですが。こ

この工事請負 54 万 7,000円てあるんですが、これはどこを指しているのか。場所としてはど

ちらなんですか。それを教えていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

質問にお答えします。農林水産業費の工事請負費、農地中間管理機構借受農地整備事業の場

所というご質問でありますが、対象地につきましては最勝寺地内の４筆になります。場所につ

きましては寺尾地区の南側の農道付近という事になります。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

そうすると、奥平野というところでよろしいですかね。場所としては。寺尾の南というと、

あそこは奥平野になるんですが。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

対象番地につきましては、最勝寺の2,700番代の番地という事になります。字的には確認し

ておりませんが、寺尾地区の南側の農道沿いの土地となります。 

〇６番議員（秋山勇君） 

ありがとうございました。以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
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一般補正予算の１１ページです。土木費、２款の道路改良舗装費で工事請負費、最勝寺西之

入線道路改良工事、舗装工事 2,800万円減額という事ですけども。町道だと思うんですが、大

きい金額の減額ですけども、どういう状況だか教えてもらえますか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

お答えします。最勝寺西之入線の道路改良舗装工事の減額につきましては、当初要望をして

いましたが、国の内示がそれだけつかなかったということでございます。以上です。国の補助

金がつかなかったための減額ということです。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

同じページで、17公有財産購入費、大椚大久保線土地購入費 1,180万円ですけど、これは廃

軌道までの土地でしょうか、何筆でどれくらいの面積か教えてもらえますか。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の公有財産購入費でございますが、大椚大久保線の土地購入費という事で、当初は 27

年度の繰り越しで計画していましたが、県道との交差点の工事という事で、繰り越しを現年度

の工事費に、そちらに流用したために土地購入費を増やすものでございまして、これは土地で

言えば、用地としては３筆分でございます。面積としては450㎡ほどでございます。以上でご

ざいます。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

すいません。場所は廃軌道から８メーターまでの土地でございます。そこを予定しています。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 斉藤欽也君。 

〇１０番議員（斉藤欽也君） 

すいません。今の大椚大久保線ですけども、この用地買収というのは、これをもって一応

８メーターまで完了するのかどうか。それだけお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

今予定しているのは、これをもって、８メーターから廃軌道までの用地と補償が完了する見

込みでおります。 

〇１０番議員（斉藤欽也君） 

ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 
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子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     先程の青栁議員の児童センター用地購入の㎡単価についてですが、平均 13,000 円になりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

     ９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     同じく新児童センターの用地の購入のところなんですけれども、今面積はちょっと分かりま

せんが、これが大体何割くらいか。空き家はまだ交渉中という事なんですけども、全体で予定

している何割くらいがこの金額になっているんでしょうか。あっ、ごめんなさい。質問がまず

いですね。全体の用地を購入する予定の、今、何割が進んでいると理解していいですか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。用地交渉はこれから行うところですので、まだ進ん

でおりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     質問がちょっと分からなかったかもしれませんが、昨日一般質問させていただいて、床面積

は大体 1,100㎡、みたいな感じで延床面積とかあったんですが、昨日の課長の答弁だと、子供

たちが伸び伸びと遊べるところを重視したんです、との話であったので、だいたい総面積、ど

のくらいの取得を考えているのかを、教えてもらいたいんですが。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えをいたします。すべての面積の分を計上させていただいておりま

す。おおむね 3,987㎡になります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん 

〇９番議員（市川淳子さん） 

     そうすると、もう一度教えてくださいね。約 4,000㎡、4,000㎡に対して、予算として 5,200

万を計上してますという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     その通りでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。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８９号までの質疑を終わります。 

日程第１１ 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。これから議案第 90号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

たくさん聞きたい事があるんですけども。３点までということで、まず理事会構成について

ですけれども、永安氏が代表理事に就任したという事は伺ってますけども、あとの理事の構成、

及び、当初の社員ですね、普通の会社で言えば社長、専務、理事に入っているのかどうか教え

ていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。社員につきましては、富士川町の町長、そして川手貞

良の２名になります。そして、理事につきましては、代表理事が定款では２名になっておりま

すが、その内の１人が永安健亮、そしてもう１人が私早川竜一、永安健亮が代表理事の中の理

事長になります。その他理事としまして井上孝、野中正人、そして監事といたしまして増原俊

郎、以上になります。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

続けて聞きたいところですけど、他にもありますんでまたいずれお伺いします。 

２番目に一般社団法人は非営利運営と言っても、当然予算、決算をやってくれると思うんで

すけど。今までの経過を見るとずっと赤字が続くと思うんです。その場合、行政は指定管理料

を毎年変額するのか、いわゆる赤字が出たら、出た分だけ埋めていくのか。今現在のお考えを

聞かせてください。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

指定管理料についてのご質問にお答えします。当然、年度の予算を立てていきます。その予

算の作成の中で、自主事業で入ってくる収入と、それでも足りない部分があります。そして職

員も抱えておりますから人件費もあります。管理的な部門、そして運用部分については年間の

経費をはじいた中で、収入は一般社団法人「ふじかわ」の収入になるとしてますんで、足りな

い分は町から委託料という形で、一般社団法人「ふじかわ」の方へいきます。「ふじかわ」の決

算は委託料を入れれば+－ゼロというふうな、近い決算数字になっていくと思います。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

もう１点ですけども。指定管理法人に対して、ホームページとか町広報、今までは町広報に

文化ホールのページが特別設けられたりしておりましたけども、今度は部外団体といいますか。
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役場から離れるわけですけども、ホームページに掲載したり、町広報によって出来るだけ多く

の人に来てもらう、という事は続けて行くんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

ただいまの質問にお答えいたします。町の施設を指定管理として運営していくと、いうよう

な事でございますので、これまでと同様に、ホームページそれから町広報等で広報して行きた

いというふうに思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

３点お伺いしましたんで、質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

同じ議案、第９０号ですね。伺います。事業計画は当然作成するわけで、それについて、月

次の事業計画を、３月議会に提出することになるんでしょうが。今ではないとは思いますが、

月次の事業計画について、３月議会では出してもらえるかどうか、確認したいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。平成２９年度の事業計画につきましては、年間の事

業の計画は既に立ててございます。それにつきまして、個々のですね、月々の事業の計画につ

きましては、いずれ皆さんにも周知できるように、今後どういう方法で周知するか、検討して

参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

やはり一般社団法人としてですね、月次のPlan・do・check・actionという事で、予算・計

画に対してどうだったと、いうのは必要だと思いますんで、これは是非徹底をお願いしたいと

思います。特に、じゃ二つ目の質問ですけど、4，5，6月で、例年文化ホールの事業は予算が

つかない。公演、イベントが遅れている中で、29 年度は 4，5，6 月をどういうふうに立ち上

げるのか、その人件費が出ていく訳なんで、それに見合うものが確保できる予定を整えている

のかどうかお聞きしたい。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

川口議員のご質問にお答えいたします。人件費等につきましては、４月に町から委託料を支

出しますので、その中で運営はしていく事になります。１年間の委託料を４月に支出しますの
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で、そこで運営費等を賄っていくようになります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

質問ではないんですけども、町がついてるから安心だと思わないで、是非、徹底した一般社

団法人ですね、民間事業としての自立した経営を期待しておりますんで、よろしくお願いしま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第９０号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１２ 議案第９１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９１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第９１号の質疑を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５０分 
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平成２８年第４回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２８年１２月１６日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 ２号 法務局、更生保護官署、入国管理官署、少年院施設の増 

             員に関する請願について 

日程第 ３  議案第８１号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第８２号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第 ５ 議案第８３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

             利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ６ 議案第８４号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ７ 議案第８５号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第８６号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号) 

日程第 ９ 議案第８７号 平成２８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１０ 議案第８８号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１１ 議案第８９号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１２ 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第９１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１４ 意見書案第２号 法務局等の増員に関する意見書の提出について 

日程第１５ 意見書案第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

提出について 

日程第１６ 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１７ 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１８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山   勇 

           ７番  鮫 田 洋 平 ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１６人） 

 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人    財 務 課 長 齋 藤  靖 

管 財 課 長 志 村 正 史    税 務 課 長 田 辺 明 弘 

防 災 課 長 秋 山 佳 史    町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子 

福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利    子育て支援課長 大堀ゆかり 

産 業 振 興 課 長 秋 山  忠    都 市 整 備 課 長 内 田 一 志 

土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男    上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一 

教 育 総 務 課 長 永井たかね    生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 小 林  恵 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

 本日は、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

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第４回定例会も、本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 なお本日、追加案件として意見書案２件、閉会中の継続調査申出書３件が提案されています。 

 ご審議をよろしくお願いします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第２ 請願第 ２号 法務局、更生保護官署、入国管理官署、少年院施設の増員に関する請

願について 

を議題とします。 

去る１２月９日に総務産業建設常任委員会へ付託しました、請願第２号について委員長の報 

告を求めます。 

１１番 井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

――――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ――――― 

〇議長（秋山貢君） 

以上で総務常任委員長の報告が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、請願第２号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、請願第２号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

井上委員長、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号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、請願第２号の討論を終わります。 



 １３０

これから日程第２ 請願第２号を採決します。 

お諮りします。 

請願第２号に対する委員長の報告は採択とするものです。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第２号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

〇議長（秋山貢君） 

日程第３  議案第８１号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 

日程第４ 議案第８２号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

について 

日程第５ 議案第８３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額 

等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第８４号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例について 

              

以上の４議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 

これから議案第８１号から第８４号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第８１号から第８４号までの討論を終わります。 

これから、議案第８１号から議案第８４号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第８１号から議案第８４号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第 ７ 議案第８５号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第８６号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号) 

日程第 ９ 議案第８７号 平成２８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１０ 議案第８８号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第３号) 

日程第１１ 議案第８９号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第４号) 

     以上の５議案については、補正予算案でありますので、一括して議題とします 

〇議長（秋山貢君） 

     これから、議案第８５号から第８９号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 
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以上をもって、議案第８５号から第８９号までの討論を終わります。 

これから、議案第８５号から議案第８９号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第８５号から議案第８９号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（秋山貢君） 

日程第１２ 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。 

これから、議案第９０号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

以上をもって、議案第９０号の討論を終わります。 

これから、議案第９０号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第９０号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（秋山貢君） 

日程第１３ 議案第９１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９１号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第９１号の討論を終わります。 

これから議案第９１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第９１号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（秋山貢君） 

日程第１４ 意見書案第２号 法務局等の増員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２号の提出者に趣旨説明を求めます。 

１１番 井上光三君。 
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〇１１番議員（井上光三君） 

           ―――― 意 見 書 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、意見書案第２号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 

これから、日程第１４ 意見書案第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１５ 意見書案第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め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。 

     １４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

           ―――― 意 見 書 案 の 朗 読 説 明 ―――― 

     意見書案第３号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」の提案理由説明を

行います。 

     現在、全国の町村議会が抱えている問題のひとつとして、地方議会の重要性が論じられる中、

町村議会では、議員のなり手不足が深刻化していることであります。 

     昨年行われました統一地方選挙においては、全国９２８ある町村のうち、およそ４割にあた

る３７３町村において議員選挙が行われ、うち２割以上にあたる８９町村では無投票当選とな

り、なかでも４町村では定数割れという状況でございました。 

     ご承知のとおり、議員を退職した後の保障も基礎年金しかありません。こうした状況におい

て特に、今後の議会を担う若い世代の方に立候補を期待しても、サラリーマンの方々について
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は、加入していた厚生年金も、議員の在職期間は通算されず、老後に受け取る年金も低くなっ

てしまいます。 

     住民の代表として、議会がこれまで以上にまちづくりにしっかり関わっていくためには、幅

広い層の世代の方々が議員をやろうと思うような環境づくりを行っていかなければならないと

思います。そのためには、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることで、議員

を志す新たな人材確保につながっていくと考えておりますので、この意見書への皆様方のご賛

同をお願いし、提案理由の説明を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、提出者の趣旨説明が終りました。 

     齋藤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号の質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

     （ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

     以上をもって、意見書案第３号の質疑を終わります。 

     これから、意見書案第３号の討論を行います。 

     討論はありませんか。 

     （ な し ） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、意見書案だい３号の討論を終わります。 

     これから、日程第１５ 意見書案第３号を採決します。 

     お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、意見書案第３号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１６ 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１７ 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１８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案でありますので一括して議題とします。 

総務産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長、議会運営委員長から、会議規則第７５条の

規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（秋山貢君） 

     以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

議員各位には、慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼

申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁にご協力をいただき

ありがとうございました。 

今年も２週間余りとなり、何かと気忙しい年の瀬になりました。皆様方におかれましては、

時節柄くれぐれもご自愛のうえ、年末年始をお過ごしくださいますようお願い申し上げ、平成

２８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。 

ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１９分 

 

 

 

 

 


