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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５９号をもって招集されました、平成２９年第２回富士川町議会臨時会に議

員各位にはご健勝にてご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は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２９年第２回富士川町議会臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、 

 ７番 鮫田洋平君  

 ８番 長澤健君 

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。 

 本臨時会の会期は、本日１日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１日と決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告等につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第４ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般

会計補正予算（第４号）） 

     を議題とします。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 
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―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、承認第１１号の補足説明を求めます。 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     それでは承認第１１号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお開きください。 

タブレットの３ページになります。 

     （以下、専決処分書・平成２９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ページをお開きください。タブレットですと９ページになります。 

（以下、平成２９年度一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上、承認第１１号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

     これから承認第１１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、承認第１１号対する質疑を終わります。 

これから、承認第１１号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、承認第１１号の討論を終わります。 

これから、承認第１１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、承認第１１号は原案のとおり承認することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第５ 議案第６７号 不動産の譲与についてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、議案第６７号の補足説明を求めます。 

 子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
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〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

それでは、議案第 67 号不動産の譲与について補足説明をさせていただきます。小室山へき

地保育所につきましては、既に本年９月議会において条例および規則の一部を改正し、小室山

へき地保育所の項を削除したところであります。小室山へき地保育所の所在地は、富士川町小

室字柳沢 303 番１。構造は、木造平屋建て、延べ床面積は、287.9 平方メートルです。保育所

の施設につきましては、長年地域の宝である児童を育くんできた施設であるため、地域の自主

性や裁量による有効な活用を図るために、穂積区に譲与するところであります。以上補足説明

とさせていただきます。ご審議をいただき御決議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由と担当課長の補足説明が終わりました。 

     これから議案第６７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６７号対する質疑を終わります。 

これから、議案第６７号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６７号の討論を終わります。 

これから、議案第６７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６７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６ 議案第６８号 平成29年度富士川町一般会計補正予算（第5号）を議題とします。 

 

〇議長（秋山貢君） 

     町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

  ―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第６８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６８号の補足説明をさせていただきます。平成 29 年度富士川町一般会計補
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正予算第５号、予算書の裏面をお開きください。タブレットですと 14 ページになります。 

     （以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

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

別明細書の１ページをお願いいたします。タブレットですと 18ページになります。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上議案第 68 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） 

     以上で、町長の提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

     これから、議案第６８号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     リニアの意向調査について、質問させていただきます。予定では３月の上旬中旬、中旬にリ

ニア実験線の見学が予定されているんですけども。今年の５月、６月に見学会を行ったところ、

非常に参加者が少なかったんですよね。今回また３月の上旬、中旬に実験線の見学をするとい

うことですけども、やはりより多くの方に騒音とかの体感をしてもらうことが大事だと思いま

す。それで今回、この見学会に向けて、どのように住民に参加を促していくのかをお考えです

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） 

     ただいまの深澤議員のご質問にお答えいたします。今回の防音防災フードの設置要請に関す

る意向調査でございますけれども。議員おっしゃるようにやはり、実際に騒音を聞いていただ

く、防災フードを見ていただくということをが重要だと考えておりますので、意向調査票をそ

れぞれ対象者あてに配布すると同時に、リニア実験線の見学会の案内もを同封さしていただき、

その中で出席等をとっていきたい。いうようなことを考えておりまして、そこで周知を考えて

おります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     一人でも多くの方に参加していただけるように、努力していただきたいと思います。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

     先ほどの深澤議員と、ちょっとをかぶるところもあるかもしれないんですけれども。リニア

の意向調査の、調査の費用の部分で質問させていただきます。先ほどの実験線の見学会の話が

出ましたが、４回予定されていると思うんですけども。それが説明会、住民説明会と同じよう
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な意味をするのかなっていう部分もちょっと感じてまして、それに併せて広報でシリーズで説

明をするということなんですけども、その広報に載せる内容というのはどんな内容を載せる予

定でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの鮫田議員のご質問にお答えいたします。広報での周知でございますが。すでに 10

月号からシリーズを始めまして、10 月号ではリニアの現況について説明をさせていただきまし

た。で、今月号では騒音ですとか、日照に関する基準を載せさせていただきました。また、来

月号以降はその見学会で得た参加者の皆さんの意向調査のアンケートの結果ですとか、そう

いった部分です。主には騒音の問題。それから日照の問題。景観の問題、と言ってこの３点の

切り口から情報を伝達していきたい。そのように考えております、以上です 

〇議長（秋山貢君） 

鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

     ぜひ住民の方が正しい判断ができるような、正しい情報を掲載していただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     リニアの件につきまして質問をさせていただきます。９月議会でリニアのフードの是非もで

すね、住民投票案を議会全員一致で否決をいたしました。その議会の否決する前にですね、総

務産業建設委員会に付託されて、それを議論いたしました。そしてその総務産業建設委員会で

も、否決をいたしました。そのときにですね、町のほうに私どもはあの要望を出しました。そ

れはですね、当該地域の住民たちとの対話を重視した説明会を区を、単位でなくて、もうちょっ

と狭い細かい部分でですね。例えば小林地区の組の１組から９組、あるいは１組から５組。そ

ういうふうな細かい単位で住民との説明会をしてほしい。住民と顔を突き合わせて、住民の苦

情それから意見をしっかりと聞いてほしいということを、提案をさせていただいておりました

が。今回それが全然反映されておりません。ただ投票がやめになってアンケートに変わっただ

けであると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの堀内議員のご質問にお答えいたします。９月 22 日の最終日の採決の際に、総務

産業建設常任委員会からの審査報告書をもって、否決というような形になりました。その附さ

れていた意見でございますけれども、住民投票条例案は否するものの、その当該、利害を有す

る皆さんの意見を聞くことが必要であると。その聞く事に当たっては、わかりやすい資料の提

供と、それから正しい資料を出しながら、意見を聞く、別の方向をというような意見を付され

ました。 

これの部分を非常に町としてましてもを重要視しておりまして、今回のスケジュール案の中
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では、既に広報誌の中で掲載をさせていただいております。で、さらには意向調査にうつると

きには、わかりやすい情報提供を個別、個人あてにまた同封さしていただく。なおかつさらに

は、その実際に音を聞いていただく。そして、防音防災フードの場所を見ていただくことが肝

要であろうと。いうようなことを考えまして、今回、見学会を４回というような、土曜日も含

めて４回というような対応をさせていただくということで、細かい単位というよりかは、実際

にその現場に行って、見て聞いていただくことが重要かなという部分で、このようなスケジュー

ルを組まさせていただき、意向調査の予算案を提案させていただいたところでございます。以

上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

確かにですね予定表を見ますと、広報で掲載ということもありますけれども、この広報で掲

載説明をするというのは、一方通行でありまして、住民の直接の声を聞くということにはなら

ないと思うんですね。一番被害を受ける住民たちの苦情、意見というものをですね、きめ細か

に拾ってほしいわけなんですね。そして、先ほど申し上げましたように区単位ではなくて細か

い、例えば、区の大勢で集まるという時になりますと、言う意見も言えない人とか、いろいろ

あると思うんですね。それで、やはり地元住民の顔を見て、しっかりと意見を、苦情をですね

聞くというそういう姿勢を示していただきたい。バスの見学会。この現地の見学会、これはい

いと思いますけれども。その前に、地元住民の話をしっかりとですね聞くようなこともしてい

ただきたい。そう思いますけどいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。リニアに関するご心配やら、苦情という部分はこれ

までもいろいろな説明会の中で、直接聞いたり、または電話あるいは窓口でもお聞きし、現在

は平成29年の４月からリニア対策担当を、リニア対策室というような室に格上げをしまして、

その中で対応しているところでございます。 

実際にその沿線の皆さんの意向を聞くというのが今回の調査でございますから、その中でそ

れぞれのお考えが聞けるのではないかと、いうように考えているところでございます。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

最後ですからお願いをしておしまいにいたしますけれども。今ですねこの町のやり方をみて

いますと、物事が上から目線での進め方をしているように感じるところが多々あります。町は

ですね、もっと町民の中へ出ていくような、汗をかくようなことをしていただきたいとお願い

いたしまして、私の質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 
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〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、リニアについて質問させていただきたいと思います。先ほど堀内議員さんからも

出ていましたけども。９月議会では、議会として住民投票条例については否決という結論を出

しました。一般質問で、私はかなりしつこくいろんな質問させていただきました。その中で、

当局はですね、３回の地区説明会いろんな意見が出たけども、それは住民全体の意見だと思え

ない。だから住民投票したいと。すでに当時住民たちから署名活動も行われていて、防音防災

フードについて全線やってほしいという、そういったお願いも町にはされています。 

既にそういう意味では結論は出ていると私は感じています。ただ町長のお話では、それは総

意とは思えないということで、やりたいんだと。その話の中に出てきたのが町としては明かり

区間が欲しいよと。わがままであるけれども、という言葉がありました。で私今回感じてるの

はですね、確かに明かり区間が欲しいというんであれば、それは改めて住民をちゃんと説得し

ていく。そういう説明会なり等々を積み重ねていくということが、最も肝心なことではなかろ

うかと思っています。 

否定された住民投票条例案、今回の意向調査は、まさしく単に形を変えただけのものであっ

て、ますます町を混乱させていくんではないか。私のところにも。新聞記事が掲載された段階

で、多くの方から何でまたやるんだというお声があります。その点について、町長はどのよう

にお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

齊藤議員のご質問にお答えをいたします。町とすればこういうところでですね、町にはいろ

んな意見がきております。当然そのリニアの沿線の皆さんの意見もありますし、全体の意見も

あります。リニアとは全然無縁な地域のも富士川町にありますんで、そう人たちの声からはリ

ニアが見えた方がいいよねという声がありますけども。前回の議会でも説明させていただきま

したけども。やはりそこに住んでいる皆さんの意見が一番大切ということから、今回エリアを

限定した住民投票条例を出しましたが、その投票条例を否決された折にも、意向を確認するの

が大事だということですんで。意向調査という形で、それぞれの家庭に送付をさせていただき

ながら、その意見をまとめていきたい。こんな思いで、今回の意向調査を出しております。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） 

意向を大事にしたい意向調査ということなんですけれども。これは前回、前議会での私の質

問の中にも、行ったり来たりの話になりましたけども。意見交換会等はですね、これは町民の

声を聞くということであり、それはとりもなおさず、町民の考え、意向を伺うということであ

ろうかと思います。こういったことは、その都度この志村町政になってからも、いろんな大き

な問題については住民懇談会、意見交換会やっておりました。その声を受け止めながら反対、

賛成いろんな声もある中で、町政を進めてきている訳ですけれども、今回のように再度改めて

何回も執拗にやる、という点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 
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     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

住民等の説明会につきましては前回の議会でも、説明させていただき、答弁させていただき

ましたけども。前回の３カ所でやった住民説明会は、騒音規制を入れるためのエリアの説明会

であって。そのとき私も各地域へ行きまして、皆さんに、集まった皆さんにはお伝えをします

けれども。フードにするか、防音壁するかについては、別途、住民の意向が、意見が一番反映

できる方法を、役場で今考えてますから、ということでしましたんで。あのときにも、フード

とか防音壁とか話が出ましたけども、それは今回の説明会とは別でしますからという。ちゃん

と説明をしながら、騒音のエリアを決めさせていただいた、ということでありますんで。あの

時に一緒くたに、それも含めてやったとは認識しておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

騒音規制、住居指定といいうことを皆さん望みました。その点についてどう考えてるのかな

という疑問と。もう一つ、説明会のときに、それは別個に説明しますと言いましたけども。実

際にはそのための説明会ってのは、開かれてないんだろうと私思ってますがいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     別個に説明会をすることは言っておりません。住民の意見が一番反映できる方法を今考えて

おりますんで。ということから前回の議会に住民投票条例を出させていただいた。ただ否決に

なりましたんで、今回も、それぞれの地域のお住まいの皆さんの意見が一番反映できるものと

して、意向調査に代えさせて実施をしたいということであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

３回ですのでこれで終わりします。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

リニアの、ちょっと全部かぶってしまったんで。じゃ別件の方の、１０款教育費の西小の部

分ですけれど。ここ西小この校舎の利活用の計画に対しては、何も反対する材料はありません。

実際に取り壊しの話もでていた西小学校を、またさらに利活用したいという業者、また区民が

出てきたということに、感謝の気持ちがあります。きっと業者も平林区民も、しっかりと西小

学校の利活用に取り組んでくるとは思いますけれど。ただ、この現段階この議会に出されて議

論するっていうところも、ちょっといまいち分からないんですけれど。非常にすばらしい事業

計画だからこそ、やっぱり堂々と順を追って、上程して欲しかったと思いますけれど。今回こ

の臨時議会になぜ上程したのか、当局側の考えを教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 
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教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの長澤議員の質問にお答えをいたします。なぜこの臨時会において、補正なのかと

いうことだと思いますが。まず一つは、この譲渡予定の法人設立の進展が進みまして、12 月半

ばには設立の目途が出たということが一つ。それを受けまして、次にこの譲渡予定の法人が平

成 30 年４月以降には、校舎の改修工事等を行いたいと、こういった意向を示されております。

そうしますと、この平成 29 年度内に譲渡する必要が生じてきます。これに伴いまして、この

必要とする工事等を速やかにする必要があることから、こうなったわけですが。 

この譲渡に向けましての必要な工事、手続につきましては、特に工事につきにつきましては、

３月上旬の完了が遅くも必要である。そして、そのためには 12 月の半ばには入札をし、工事

期間の一定の期間を確保しなければならない。特に工事につきましては、平林地域、標高 750

メートルというこの市街地とは全く違う高所であります。冬の自然環境厳しい中での工事期間

を必要としますので、ある一定の工事期間も必要。こうしたことからこの臨時会において補正

をさしていただき、年度内にの譲渡をしていきたいという考えております。 

そしてこの工事完了後には、今度財産譲与手続も踏んでいかなければなりません。これは３月

議会においてでありますが、その後の国庫への補助金の返還金、こうした手続もありまして。

これは総務省の方へ返還する予定となりますが。これにつきましては日程的にも、年度内に解

決をしなければならない。ということからこの臨時会におきまして、この補正を計上させてい

ただいてるということであります。 

〇議長（秋山貢君） 

長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

はい、わかりました。もう一点だけ。譲渡というご説明ですけれども、譲渡後は町は一切施

設に対しては手を出さないという考え方でしょうか。当局としては。教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

ただいまの件は、そのとおりであります。所有権の方は、民間の法人に移るわけですので、

そのとおりであります。 

〇議長（秋山貢君） 

長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

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。 

９番市 川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

リニア意向調査の件でお尋ねしたいと思います。先ほど皆さんがいろんな質疑を行っている

わけですけれども。今、答弁を聞いてさらにちょっとわからないなと思うところを、質問させ

ていただきますが。町長は、そこに住んでいる人の意見が大切だと。そこを重視したいんだと。
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そういうことをおっしゃいました。 

齊藤課長の方からは、そういうことも含めて、わかりやすい資料を送るから、それで理解し

て意向を訪ねるんだと。そういうことで理解しましたけれども。騒音というのは体験できます

よね。向こうへ行って、リニアの見学会で十分体験できる。それは機会を増やして、バスの借

り上げ料を入れ、それをやるのは、非常に積極的な住民への周知ということで、私は全くそれ

は賛成です。 

しかしですね、先ほど日照の問題に対しては、っていうお話しが、まだそこが説明がされて

ないので、ということで、私今日広報をを持ってきましたけれどもね。確かに 12 月の広報に

は、日照に関する、日陰に関するイメージっていうことで載ってます。この程度のものは多分、

私たち、実際にあまり関係ないという地区に住んでいる方たちには、非常に効果的で、こうい

う問題があるんだろうなということ分かります。で質問しますけれども、春夏秋冬でですね、

太陽というのは周って日陰の位置は変わります。であるならばですね、余計に説明がその地区

の人たちに、具体的な説明がされていいのではないか。それには、やっぱり住民の人たちに寄

り添って、説明をすべきではないかと私は思ってますが。そこはもう一度お伺いしますがいか

がお考えますか。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの市川議員のご質問にお答えいたします。議員おっしゃるように、騒音の部分につ

きましては、本当にそこの現場にて聞いていただくことは可能でございます。で、日照に関し

ましては、どうしてもイメージですとか、そういった図に頼らざるを得ないところもございま

す。その日照に関する日陰の問題につきましては、ＪＲ東海の方でシミュレーション等をして

いるわけでございますけれども。なかなか思うような資料が得られないところでございますけ

れども、現在ＪＲ東海と交渉中でございます。交渉ををして、そのわかりやすい、できるだけ

詳しいような資料を入手する中で、情報提供資料の中では、掲載をしていきたいと。ようなこ

とを考えているところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

私の実家は南アルプスにあります。今南アルプスもですね、ある地域は、リニアが通るとい

うことでですね、今いろんな問題を含めてる、ということ聞いています。この間いろんな情報

を集めました。そのときですね。ある地域の方には、こういうような説明がありました。私た

ちはリニアはもう通るんだから、そのどういう方向で自分たちのところに、どういうふうに、

それが影響があるのか。知りたくて積極的に説明会を開いてもらってると。そして、わかった

こと、もう測量でここにこういう立ちますよと。そしたら、ある神社の参道に、その橋桁って

いうんですか、その建てる。あれがぶつかってしまうということがわかったと。地元にしてみ

れば、その参道がかくかくになるのは困るということで。私たちはＪＲにその橋げたの幅を広

げてそこをちょっと変えてもらいたいという事、具体的にどんどん言ってるだよ。という話を

聞きました。それは JR に言ってるのか、市のほうに合わせて言ってるのか。とにかく説明会

を開いて、そういうことを市に言ってるのかＪＲに言ってるのかわかりませんよ。でもそうい
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う話を積極的に区でやってるですよ、という話を聞いたです。 

そういうことを、町はやっぱりどの程度の日陰がどの位置にどんな感じに、あるいはどの畑

に、夏はいいけど冬はこうなっちゃうよ。でも冬は作物作らんから多少凍ちゃってもいいよね

とか。そのぐらいのこと。おおよそでいいですよ。そんなに。でもね、そう話はね、申し訳な

いけれども、通知ではわかりません。ぜひ説明会をしていただきたい。そういうことが載って

いないこの計画に対して、非常に不信感を持ちますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

議員さんの歯がゆい気持ちというのは、十分わかるところでございますけれども。町が主体

の事業ですと、町が積極的に出向いて行って、こういう事業をやるんだ、ご理解いただきたい

というような説明は、これまでもいろいろな事業ごとに、させていただいております。 

今回のこのリニアに関しましては、事業自体はＪＲ東海であるというところで。常にＪＲ東

海とは情報を共有しながら、色々な資料提供を受けているわけなんですが。どうしても民間と

行政の違いという部分で、社内規程が厳しくて、出せる資料と出せない資料がある、というの

が現実のところであります。ということで町としましても、今回のこれに関しましては、粘り

強くＪＲ東海と交渉をする中で、できるだけわかりやすい資料、データを入手する中で、意向

調査を行っていきたいと、いうようなことを考えているところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

であるならばですよ、課長さん。そこまで一生懸命やってるんだったらば、その気持ちをそ

ういう情報をぜひ住民の中に入ってやるべきですよ。それが町の姿勢です。私はそう思ってま

す。そこにあえて、郵送ですませようとすること自体に、住民の方たちは隔たりを感じるわけ

ですよ。そういうところをぜひわかっていただきたいと思います。これ質問になりませんね。 

ではもう一つ別なことで質問をさせていただいてよろしいでしょうか。今度は、西小の電気

工事等に関わることなんですけれども。先ほど長澤議員の方からも質問がありました。で、な

ぜ今回の 11 月いうことでありますけれども。急いでいるから、資料あるいは審議機会が少な

くても仕方がない。っていうふうに思っているのか。あれだけの資料で十分審議ができる内容

だっていうふうに感じていらっしゃるのか、そこら辺をお聞きします。 

〇議長（秋山貢君） 

 教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

ただいまの審議資料につきまして、お答えをさせていただきたく思います。これまで事業者

が、地域と話し合いをしながら、地域の方でも事業の承認をしていきたいという意向もありま

す。また、これまでもお話をする中で、業者の方も来年度に向けて事業実施していきたいと、

いう意向が強いということもありまして。現在、その内容については、逐次説明を受けている

わけですけども。その資料が、提示できなかったのは、大変申し訳ありませんけども。今回こ

の中で質問にお応えしながら進めていきたいと。考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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市川淳子さん。 

〇９番（市川淳子さん） 

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） 

議案第 68 号リニア関する住民意向調査ですね。これまでのですね質問と討論、答弁を考え

て、町長はじめ職員の皆さんの答弁が非常に困ったことだなと。まず前議会においてですね、

住民投票案につきましては、１４人の全員の反対で、町民の意向としてもですね反対され、そ

こに附帯条件が。丁寧な説明を尽くし、沿線住民の意見を聞く方策を検討するよう意見されま

した。この観点を議会に対してもですね今回の内容は、まる・かけの選択を求めるとか。とい

うことで一堂に会して町民の意見を求める、そういう方策はないわけですよ。そこでこのやり

方がですね、前議会の附帯要望事項等々ですね、関連して町は真摯に反省して、町民とともに、

この大きな巨大迷惑事業になるわけですけども。今回はとりわけ、騒音問題ですけど。真摯な

姿勢がない。それをどのように受けとめますか。認識を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

 財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの川口議員のご質問にお答えいたします。９月の 22 日の最終日に、全会一致で否

決となりました。そのときに提出された、総務産業経済常任委員会の審査報告書の中に、委員

おっしゃる部分が書かれておりました。それを受けまして町としましては、内部で検討いたし

まして。意見を聞くことはいいというご判断をいただきましたから。そのためにどういう手法

があるのかと考えたときに住民意向調査を考えました。で１点、住民にわかりやすい資料の提

供、情報提供という部分につきましては、広報誌、それから情報提供資料、見学会という３本

立てのものを考えました。ということで。このような対応をさせていただきたいというところ

で、今回意向調査を出させていただいてるところでございますが。真摯に受けとめているとこ

ろでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町長に伺いたいんですけどもね。これあの先ほどの同じ質問になりますけど、町長は住んで

いる人々のご意見を聞くんだと、いうことですが。両側４００m８００m内のですね、直接被

害を受ける方々です、確かに。ただし、この巨大な迷惑施設と町民全体が被害を受けるという

ことですね。全く認識されてなくて、問題点を今回小さくとらえていく。ですから、この問題

につきましてはですね、今日採決の後で以後どのようにまたですね、改めて対応していくのか。

その辺のですね町民を向いた覚悟等々について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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川口議員のご質問にお答えいたします。先ほど斎藤欽也議員にお答えをいたしましたけれど

も、町内にはいろんな意見があります。町外もあります。当然山梨県も通るわけですから県内

の人からいろんな意見もあります。そういった意見を総体すると、迷惑する人は本当わずかな

んですね。わずかです。これを例えば意向調査を町内全域した場合に、全然リニアを見えない

地域、音も聞こえない地域もあります。そういう人たちの意見が、果たして、これからそこで

生活をする人の意見になるなのかどうなのか。ですから今回騒音規制をした中心線から左右

400 メートルのそこに暮らす人、そこに耕作をする人、そこで事業を営む人。これらの人たち

のお考えを、一番町でも重要視しながら、町の意見として JR 東海の方に提出をしていきたい。

ほんと町の職員だけでもこれは判断できませんし。私もすぐ１００メートルちょっと離れたと

ころに住んでおりますけども、私一人の意見でもこれはいけないと思います。当然そこへ住ん

でる人は、静かな方がいいわけでありますから。そういった意見になるとは思いますけれども。

これを全体に広げてしまうと、多分、見えた方がいいという意見が相当増えてくるんじゃない

かな。そこで、そこに暮らす人たちに限定をしながら意向調査をし、その意見を最大限重要視

しながら、町の意見としてＪＲ東海の方に提出をしていきたいなと思ってます。ただ、これも

地域の意見ですから、ＪＲ東海さんが事業主でありますんで。そのとおり、できるかどうかも

まだ分かりませんけども。これは富士川町の意見として強くですね要望していきたいなと思っ

てます。 

これまでの環境影響評価をやっているとこでありますと、人口密集地はフードで、それ以外

の農振地域はフードがないんですね。今回の騒音規制も、騒音規制は、一応入れさせていただ

く予定でおりますけども。そういったところが、今まで JR さんの言ってる事と違っておりま

すんで。そこをしっかり、ただ単に、私個人の意見とか、うちの職員の意見とかではなくて。

そこに住む人たちの総意だということでもって、ＪＲの方に要望していきたいと、いうことで

ありますんで、地域を限定しながら、そこに住む人たちの意見を一番重要視しながらやってい

きたいと思っております。それが今回の意向調査の経費であります。よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

２点質問させてもらいましたけど。町長のお答えはですね、ちょっと自前勝手な点があって、

公平公正なですね情報を、町民全体に提供する中で、中学生にも考えてもらう。未来をどのよ

うに、不安視している、あるいはどのように問題を一緒に解決してきますよと。そういう視点

でですね、改めてお願いしたいと思いまして。３点目に移ります。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今のですね公平公正には。だから広報で全町民に分かるように今出してる。そこのエリアの

人だけの情報ではなくて。リニアに対する影響についてですね、広報を使いながらシリーズを

つくる。シリーズものとしながら、全町民に同じ情報を与えていく。また、今回の見学会につ

いてはですね、本当にそこにお住まいになる方たちに、実際の音をまだ全員聞いてないと思い

ますんで。それらの音も聞いていただいたりしながら、最後の判断をしていただきたいと、こ
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ういうことでます。ですから、丁寧な情報発信と、そしてまた公平公正な情報発信、それを町

民全部同じでありますんで、同じ情報を見ていただいてると思っております、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

先ほど町長答弁、自発的な答弁で、それであと１回、３回目をお願いします。 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

西小の問題を伺います。西小につきましてはですね、全協の方で、事業の構想と全体像は伺っ

たわけですけども。民間の事業者と平林地区で打ち合わせを重ねて、で地域の合意を得ている

ということですが。地域への関連する配布した資料も議会は見てない。それから地域とですね、

どのように合意されたか、確認書や合意書。恐らくないんじゃないかと思うんだけど。その点

につきましてですね、非常に重要な問題なんで。もし地域のですね、いいことと、負担や条件

によっては慎重に考えなきゃいかん。地域との合意書や確認書、どの程度に今煮詰まっている

のかですね。いついただけるのか、その辺お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

川口議員のご質問にお答えします。増穂西小学校の、新しい民間事業者による計画につきま

しては、昨年秋から提案がされまして、これまで町、それから平林区、それから事業者という

ようなことの中で、この事業の可能性について協議をされてきました。全協の説明会にもあり

ましたけれども。最終的に、平成 29 年の８月の 24日の日に、事業者の方から平林区の方に事

業の説明会がございまして、町民全体に呼びかけをして、区のほうでこの事業について、いか

がなものかというような説明会がございました。そのこの時に、区の方で取りまとめをいたし

まして、区の総意によってこの事業に賛同をする、というような了承を得たところでございま

す。その後において、区長の方から町の方へ、その了承をした旨の説明を町長の方に報告があっ

たということで。今おっしゃったような、文書によるようなものにはなっておりませんけれど

も、そういった経過でございます。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） 

まとめになりますけども、貴重な西小のですね校舎を譲渡するということですから、文章で

交わしていただきたい。早急にですね提出するようお願いいたします。 

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） 

西小の分筆測量費について伺います。分筆測量費が盛られるということは、面積が決まって

るわけですよね。１番目として、一般論でも結構ですから、業者選定から測量お願いして測量

が終わる。その日数っていいますかね。どのくらいを考えてますか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 
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〇教育総務課長 （秋山佳史君） 

日数につきましては、先ほどの関連質問でお話ししましたが、３月上旬までということで。

この 12 月の半ばに入札を行いまして、その後３月上旬までが。遅くも３月上旬までにすべて

を完了しませんと、国との関係の問題も対応できませんので、この期間に進めていきたいとい

う考えであります。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

先ほど教育長は、議会に対して何ら資料が提出できなくて申し訳ないと、いうお言葉があり

ました。私たちは、その中で今から審査するわけで。私はあの修正案を発議してますんで、議

長にお願いしてありますんで、後でまたあの申し述べます。そこで、譲渡契約も測量も、今３月

上旬までに終わらせたいという回答がありました。ただ、あれですかね。最初に私が言いまし

たように、測量するには、下話は結構ですよ、政策秘書課長からも、昨年秋以来の話し合いだ

ということが出てましたんで。下話は結構なんですけども、どのくらい譲ってくれ、どのくら

いだったら了解しました。という下話ができているから分筆測量に入るんだと思うんですよ。

その図面もまだできてないわけですか。２問目として質問します。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

西小の問題につきましては、先ほど政策秘書課長が言いましたように、今年の８月末に、業

者と地域と合意をしたところであります。もうちょっと時間があれば、９月の議会に今回の経

費も出したかったわけでありますけれども、それには時間的余裕がなくて出さなかった。本来、

また次の定例会といいますと 12 月になるわけでありますけども。それでいくと、やはりいろ

んな手続きが、12 月に、翌年にならなきゃできなくなりますんで。今回そういう合意にも達し

ておりますから、図面もありませんが、現状西小の図面はあります。 

しかし、その今回譲渡する部分、あるいは、そういったところにですね、はっきり測量をし

て面積を固めなければ図面が出てきませんので。形とすればですね、今の運動場は平林の人た

ちが十分使える面積を確保すると。そして、校舎から北側を活用していただくために、譲渡を

していくという形になりますが。今まではただ単に平坦な地でありますんで、全体の面積分か

りますけども、そこのとこは測量しなければ出てきませんので。その経費を今回計上させてい

ただいた。 

そしてまた、譲渡契約、先ほど３月上旬といいましたが、譲渡の議案は３月に出しますんで、

その３月の議決が終わって、終わった後でないと譲渡契約はできませんので。譲渡契約は３月

末に予定をしております。ただそこに向かうまでに準備がありますんで。今回電気の切りまわ

し、水道管が今校舎の下を通ってますんで。そこも売ってく土地になりますから、売ってから

うちが工事の移設をするんじゃなくて、きれいにして売れるような形にするために、今臨時会

で予算をお願いして。１２月中旬にはそういった工事発注をして、そして新年度に業者の方で

校舎の耐震化工事に入りたいということでありますんで。そちらの方に遅れが生じないように。

まあ売る方としても相手側の意向も、に沿うような形で今定例会に、予算を提案させいただい

たところです。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） 

次の質問ではありません。私が質問したのは、一般論で結構だから、業者選定から測量が終

わるまでに何日ぐらいかかるかと。いう質問をしたんであります、一つはね。その答えが出て

ない。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

業者選定はこれからであります。まだ予算が通っておりませんから、そちらの方しておりま

せんけど。これから必要な手続として、測量もしていかなければならないということから、今

回予算を出させていただいておりますが、その予算を執行する業者の選定は、これからであり

ます。ただ、執行予定日とすれば 12月の中旬ぐらいを予定しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

業者選定を 11 月中旬くらいに、１２月中旬くらいにして。いわゆる期間、測量というのは

どのくらいかかるのか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

業者選定は、その前にしますけれども。入札行為を 12 月中旬にしたいということでありま

すんで。予算が通れば、早速その選定作業に入りたいと思います。ただ測量についてはですね、

適正工事期間というのがありますんで、金額が２百数十万でありますから、私がここでちょっ

といくんち間とは言えませんけども。工事にしても測量にしても、その時々の気象も全部加味

した適正工期というのもありますんで。その工期の設定するとすれば、相当時間かかりますん

で、今議会にお願いをしたいということであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

それではですね、教育長。設計入札をかける時に、当然面積に決まってるわけですよね。設

計じゃなくて、あの地籍調査ですか、分筆調査をするのに、譲渡予定面積っていうのは決まっ

て、ここを分筆としてくれと。業者選定をするわけですよね。先ほど、そういう資料が無いよ

うなことをおっしゃった。議会にも提出されてない。再度お答えいただきたいんですよ。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員、これで３回目でよろしいですか。今の質問は。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     結構です。 

〇議長（秋山貢君） 

３回目でいいですね。 
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教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

譲渡面積の確定ということでありますけども。これから、分筆をするなかで、譲渡面積の決

定をしていくということになっております。また、これについては現地を確認しながら、分筆

線をを入れて、面積が確定をしていくということになると思います。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

質問を２つのつもりでしたけど、３問ということですので、これで終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今度の補正予算の関連に、西小の部分についてお伺いしたいと思います。先ほどから聞いて

いて、非常に違和感を持つことがあります。それはですね。この３月まで、業者との内々の話

しで、あるいは地元との話し合いの中で、業者が３月上旬くらいには、もうすべて完成、終わ

りたいと。一応、私はそうに感じたんで。12 月にいろんな手続きを早急に初めて、やっていき

たいと。それはわかります。で、話しわかります。既に先ほど８月末にいろんな協議が終わっ

ていて、で９月定例会に間に合わなかったということなんですよね。９月定例会が終わって、

今日のまでの間、そんなに急ぐんであればまず臨時会開いてもいだろうと。いうふうに思って

たわけですけども。それがなんでなされないのかなって、ちょっと不思議に思うんですが。そ

の点お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の臨時会まで、持ってきた理由ということでありますけども。８月の 24日ですから８月

末ですね。これは諸手続の終わったわけではなくて、業者と平林区での合意が形成されたと。

それからですね、それは西小のグランド、ご承知だと思いますけども、校舎とグランドの部分

があります。今回、そこの校舎をうまく使うには、校庭の部分の５メートルほどを業者が欲し

いと。てまた、そこには平林区の人たちの。それはそれでいいけども、運動会が支障がないよ

うにしてほしいということから、そこは手をつけないで。みんなで、当然これから使う業者に

しても泊まり客にしても、運動場を活用していかなきゃなりませんので。そういった部分で校

庭はそのまま残すと。先ほど青栁議員からもお話ありましたが、面積はという話がありました

が。これは測量してみなけりゃ細かいことが分かりません。今私どもが目算しているのは、お

おむね５４０坪ぐらいだと思っております。そしてしっかり面積を出してから、またそれは一

人歩きしても困りますんで。こういった測量し、しっかり面積を出して、そして、その合意に

達したところで、線を引いて分筆をしていかなきゃならん。いうことから今回測量費を出させ

ていただいてます。 

そして３月の上旬までにもう手をつけたいとかじゃなくて。我々はこれから、そういった売

る準備をしてですね。３月の定例会に譲渡案件を出し、議会の承認を得た後に、契約を結んで
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譲渡をしていくということになりますから。面積も出ておりませんので、今回は、これらの事

業の特定財源に充てるべき土地の譲渡は計上しておりません。歳入を。これは土地がしっかり

決まって、単価がしっかり出てですね。そしてそのときに予算として収入を計上させていただ

きますが。それをするまでの手続として、今回の予算が必要となるということであります。で、

中にもまだまだガラクタが相当入ってますから、中の清掃もしていかなきゃなりませんし。そ

して契約を結んだあと、明年の４月以降に使う業者は耐震化の工事に入っていきたいというこ

とでありますんで。それに間に合うように、こちらも準備を進めていくということであります

んで、ご理解をいただければと思います。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） 

ちょっと私の勘違いしていたのは、教育長の、あ秋山課長だったかな、説明の中で。１２月

中に業者の方としては、工事等の準備に入って、３月上旬ぐらいに完成を目指したいというよ

うな話があったということで。その点。もう一度町長とちょっと違うなと思って聞いたんでお

願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長 （秋山佳史君） 

ただいまの件でございますが、長澤議員が、冒頭質問した時にですね。なぜこの臨時会で、

この補正が必要かといったときに、私からお話しをしたことの確認ということだと思います。

これはまあ、法人設立がされて、法人とすれば、平成 30 年４月以降に改修工事等の工事を実

施していきたいと。ここが一つの原点でございまして。それに向け、譲渡をする条件整備、環

境整備をするには、今臨時会で提示をしております予算なんかも必要になる。工事関連が多い

わけですが。この工事関連については、３月上旬までに完了をしないと、この譲渡整備ができ

ないと。その後に、この３月議会におきまして財産譲与の手続き、国の関連の手続も進めてい

かなければならない、ということでありますので、若干の誤解があったと思います。以上でご

ざいます。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

最後の、３回目ですから最後ですけども。要は皆さんがいろんな方も質問してることっての

は、法人がまだ１２月半ばだと。説明されてないけども話としてはですね。もうかなり具体化

しているし、あの町の判断としても、しっかりやっていただけるだろうということで。平たく

言うと、本来なら、本来ていう言い方がいいかどうか。企業があって、そことある程度の契約

関係を持って、町としては対応をしていくのが筋だろうと、私思います。だけども、今回それ

はちょっと私が考えているこういった事例に関する手続きの順序としては、おかしいんではな

いかというのが、多分、議員さんおっしゃってることであろうと。 

で私こういうことよく思うんですね。今回の話聞いて一番思ったこと言います。例えば私の

畑に家を建てたいと。だけども、３月までに建てないと、例えばですよ。家の新築に対する特

例控除みたいなものが受けられないと。これを急がないかんから悪いけど、農業委員会の書類



 ２１

まだ来んけんど、先に整地して事業を始めるよと。そいうことは多分通用しないんだと思うん

ですよね。当たり前のことで。比喩が適当かどうかということはありますけれども、そういっ

たふうに皆さん感じてるんだろうと思います。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） 

齊藤議員さんの今の例えは、ちょっと今回の例とは違います。今回もしっかり議会の方にで

すね、譲与譲渡案件を出した後に契約を結びます。まだ町の所有物でありますから、今この段

階で耐震化工事に入るこんもありません。ただ４月以降耐震化工事に入れるように、その譲渡

準備を、ここでしていかなきゃならんということであります。一番最初の質問にありました。

９月議会に出なけりゃ、どっか途中でもう一辺臨時議会をというお話もありました。でもこの

11 月上旬までに詰めていきながらですね。この 11 月は本来この時期には、職員の給与案件が

通常出る時でありますんで。同じ月に２回臨時会というのもあれですから、逆算して 12 月中

旬に、測量あるいは、あのがれきの撤去等を発注すれば、そこんとこはきれいになっていくだ

ろうと。 

そして測量も 12 月、年を越すとやはり１月、お正月もありますから、中旬ごろからしか動

けなくなりますんで。この１２月に発注をし、年末年始は当然仕事はないわけでありますけど

も。その期間も数えながら、十分測量期間がとれるような形で、臨時会にお願いをしてるもん

でありますんで。まだ町の所有物のうちに、相手が特例がなくてもですね、手をつけたいとか、

そういうあれではありませんので、しっかり手続を踏んでいくために、今回、面積も確定をし

ていきたいということで、測量費も計上させていただいてますんで。ご理解をいただければと

思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

手続き等手順を大事してもらいたいと思います。これ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。 

質疑なしと認めます。以上をもって議案第 68 号の質疑を終わります。途中ですがここで暫

時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１６分 

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

再開 午前１１時２３分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。11 月 30 日付で青栁光仁君ほか１名及び齊藤欽也君ほか

１名から、お手元に配付しました議案第 68 号、平成 29 年度富士川町一般会計補正予算第５号

に対する修正動議が提出されました。したがって。これを本案と併せて議題とし修正案の提出

者の説明を求めます。まず、青栁光仁君に修正案の説明を求めます。 

４番 青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

本日私は、議案第 68 号の補正予算の減額修正案を提出しました。初めに議員の皆さんにお

伝えしておきますけれども。増穂、旧ですね、旧増穂西小学校の、校舎の譲渡に反対している

わけではありません。それよりも譲渡希望の申し出をいただいた方には、逆に感謝しておりま

す。これは、…… 

〇議長（秋山貢君） 

青栁議員、まず修正動議について提案をお願いします。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

わかりました。 

では先に、修正案をお伝えします。お手元に配布されている資料をごらんください。平成 29

年 11月 30 日。富士川町議会議長、秋山貢殿。発議者、富士川町議会議員、青栁光仁。富士川

町議会議員、齊藤欽也。議案第 68 号平成２９年度富士川町一般会計補正予算、括弧第５号、

に対する修正動議について。上記の動議を、地方自治法第 115 条の３および、会議規則第 17

条第２項の規定により、別紙の修正案を沿えて提出いたします。 

歳入歳出予算ですけれども、議案第68号平成２９年度富士川町一般会計補正予算括弧第５号

の一部を次のように修正する。第１条中、予算の総額 85億 9,138 万 4,000 円を、85 億。8,112

万 1,000 円に改める。ということで、歳入合計の欄ですけれども、85 億 8,112 万 1,000 円を、

歳出合計85億8,112万1,000円に改める修正案を提出しております。内訳についてはですね、

次の３枚目の一般会計補正予算の修正案を見ていただきたいと思いますけれども。学校費に関

する部分、1,026 万 3,000 円について全額の減額修正案を提出しております。 

提案理由について、あの申し述べさせていただきます。初めにありましたように、この譲渡

案に反対してるものではありません。それよりも、お申し出をしていただいた方には、感謝し

ております。この譲渡は地域振興、地域活性化にも寄与するだろうし町にとっては、解体費用

が大きく節約できると考えております。本当にありがたいことだと逆に事業の成功を願ってい

るところであります。それを踏まえてですね、申しますと。役場職員も議員も地方公務員です。

町民の税金を主として預り金で事業を企画し、それを審査して町民の福祉に寄与する役目を

担っています。今回の補正予算 68 号は、譲渡がスムーズに進むようにということで上程され

ております。これも当然のことと思います。しかし先の全員協議会における 24 日の事前説明

では、譲渡予定の新会社の名前と、平林地区も了解しているとの説明で新会社まだ登記されて

いません。発起人の名前や役員構成も公表を控えられております。資本金や事業計画も不明で

す。分筆する譲渡面積や契約内容も未開示です。何を事業を目的とする会社であるのかもわか

りません。24 日以降 27 日からですね、２、３の課に照会しましたが資料は開示されません。

本来譲渡相手が確定してから譲渡を決めるのではないかと思います。 

最初に言いましたように、旧増穂西小学校の利活用について譲渡を申し出た発起人さんには

地域振興にも寄与するお話してあり、大変ありがたいと思っております。計画自体に反対する

考えはありません。ただ、なぜこの今日でなければいけないのか。臨時議会でなければいけな

いのか。緊急性の説明もありません。１週間後には定例議会が開催されます。定例会ならば、

委員会審議もできたし資料請求にも応じていただけたかもしれません。現在、今日ですね、議

員は何をもって審議する、判断する。非常に乱暴な議案じゃないかなと思っております。 

公務員としても、被譲渡者の、いわゆるまだ存在してない会社なんです。登記が終わってお
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りません。存在していない会社に配慮して、譲渡関連予算を計上するのには一歩早いんじゃな

いかと。配慮に欠けてるんじゃないかと思っております。議会の議決が必要であれば、審議資

料をそろえて次回の定例会か、緊急であれば後日臨時会を、臨時議会の要請で対応をされたい

と考えております。これが、減額修正案を提出する理由であります。あと内訳については配付

資料のとおりでありますんで、ごらんいただきたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君その場でしばらくお待ちください。これから提出者青栁光仁君の議案第 68 号平

成 29 年度富士川町一般会計補正予算第５号に対する、修正案の質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

１４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

どっちが先かみたいな話になってると思ってます。それから、今回分筆の調査から、そうい

うことをしなければ実際どれだけの面積があるかということもわからない。そのために、調べ

るために、その予算を今回計上する。そういう、今ことをやってるんだと私は思ってます。そ

れから、あそこを解体するにも、私が聞く話では、1,600 万ぐらい解体にかかるのです。それ

をするとしても下に体育館があるから電気、水道、配管。あるいは解体するには照明器具、照

明塔、そういうものの費用は必要なんですよ。それはもうしなきゃならないことなんですよ。

そのために、今その予算が計上されてるんですよ。それをおわかりですか。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

わかっております。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君 

〇４番議員（青栁光仁君） 

承知しております。27 日以降、幾つかの課にお邪魔して聞いております。私の考えとしても

解体する場合には、当然、電線関係も切らなきゃならない。グランドと体育館だけは残して、

校舎の電源関係を切らなきゃない。水道管については、そのままで止めればいいということで

しょうけれども。私が特に、だから解体する当初方針ですから、そういう費用は問題にならな

くて。私は測量に関してですね 205 万 2,000 円の測量に関して、言ってるわけですよね、特に。

ですから 200 万という金額ですけれども。何でその、いわゆる地方公務員として法令に遵守し

なきゃならない立場で、出来ていない会社のために測量をやるのか。測量をするということは

下話である程度面積、先ほど町長からおおよそ 540 坪だというお話がありましたけども。事前

説明では全くなかった。その中で皆さんどうやって。その、どっから線を引くのかってことが

分からない中で、了解しましたという手を上げるんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

つまりは、説明も無い、理由もよくわからないから、私はこのことに対しては反対だという。

そういう解釈ですね。地域のことは全然考えていない、ということでよろしいですか。 

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） 

最初に述べましたように、本当にありがたい話だと。振興、地域振興にも寄与すると。私は

述べております。ですから、地域が喜んでいると同時に私も喜んでおります。ただ手順の問題、

あと１週間待てば本会議が開かれる。そうすれば、私ども議員としては教育厚生常任委員会が

受けるか、総務産業建設常任委員会が受けるか分かりませんけれども、委員会審議もできる。

で討論される、採決までに時間がもらえる。だけど今日提案されて、今日を答えろと。これは

ちょっと乱暴じゃないですか。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

青栁議員の考え方はよくわかりました。また、討論で私の意見を言わしていただきますけど

も。地域のことっていうことは大事なことで。事業に賛成反対について延べるにつけて、手続

きの不行き届きについては町へ、これこそ一般質問でやることでないかと私はそう思います、

以上です。 

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。 

以上をもって、提出者、青栁光仁区の修正案の質疑を終わります。青栁光仁君、自席にお戻

りください。 

次に、齊藤欽也君に修正案の説明を求めます。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは修正案を提案したいと思います。文章を読む形で行なってきます。平成 29年 11 月

30 日、富士川町議会議長秋山貢殿、発議者、富士川町。地方議会議員齊藤欽也。同堀内春美。

議案第 68の平成 29 年度富士川町一般会計補正予算第５号に対する修正動議について。上記の

動議を地方自治法 115 条の３及び会議規則第 17 条第２項の規定により、別紙のとおり修正案

を添えて提出します。めくってください。この修正案は意向調査、住民意向調査に関する予算

を全額減額するというものであります。事項別のほうから説明したいと思います。まず事項別

の歳出。企画費の中から。114 万 9,000 円を歳出から削ります。それに伴いまして上部に書い

てある歳入。繰越金、1,58７万 5,000 円から 114 万 9,000 円を引いたものとなっております。

以上が予算に対する説明であります。 

続きまして、この減額修正を提出した提案理由について述べたいと思います。先ほどから、

質疑等でも盛んにされておりましたけれども、今回提案されている住民意向調査は、９月議会

においてすでに否決されている防音防災フードに関する住民投票条例案を、単に郵送による意

向調査という形式に代えたものにすぎず。その実態、内容は住民投票となんら変わらないもの

である。９月議会において、住民投票条例の否決に際し、議会が付けた、「町民が判断するに当

たり、わかりやすい正しい資料の提出と、丁寧な説明を尽くし、沿線住民の意向を聞く方策を

検討するように意見する。」との附帯意見は、住民懇談会あるいは説明会、および意見交換会に

おいて、リニア全線に防音防災フード設置を求める住民の声が圧倒的であったが、町当局の「参

加住民が少なかったから、全住民の意向とは思えない。」だから住民投票したい。として提案さ



 ２５

れた住民投票条例案を否決するにあたり、町当局に配慮して、この附帯意見はつけたものであ

ります。その意味は住民の意向はフードの設置であるが、しかし明かり区間をつくりたい、と

の当局の考えが強いのであれば、住民との対話をもっと行い、理解を求めるべきである。とい

うことであるというふうに私は理解しております。 

したがって、今回の意向調査は前回の議会の否決とは相入れない。あるいは附帯意見とも相

入れないものであるだろうと思っています。よって、この修正動議を提出します。最後に一言。

大事なことは、住民、沿線住民の多くは今回新たに出された意向調査について、住民投票と何

ら変わらないというふうに思っているということであります。なぜここまで町長はこだわるの

かという疑問が残ります。住民の意向、結論が出ています。既に出ています。この件は、もう

これで終わりにしましょう。これ以上、住民、町を混乱させないでほしいと思っております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君その場でしばらくお待ちください。これから提出者齊藤欽也君の議案第 68 号、

平成 29 年度富士川町一般会計補正予算第５号に対する修正案の質疑を行います。質疑はあり

ませんか。質疑無しと認めます。 

以上をもって。提出者齊藤欽也君の修正案の質疑を終わります。齊藤欽也君、自席にお戻り

ください。 

これから議案第 68 号平成29 年度富士川町一般会計補正予算第５号について。二つの修正案

及び、原案についての討論を行います。 

討論はありませんか。まず原案に賛成者の発言を許します。 

原案は一つですよね。原案は町の原案です。町の原案に賛成者の発言を許します。修正案の

反対イコール原案に賛成者なんで、今回はですね、討論はまず原案に賛成者の発言、次に提出

者青栁光仁君の修正案に賛成者の発言、次に原案に賛成者の発言、次に提出者齊藤欽也君の修

正案に賛成者の発言、こういった順序で行きます。 

１４番齊藤正行君。どちらでも結構です。原案ですから。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

まず、ちょっとよく分かりませんけども。原案について賛成ということで、西小について意

見を述べさしていただきます。この西小の閉校については、26 年の議会及び町が西小を閉校に

した。西小をなくした。その時にですね、議員の多数から地域の活性化は、学校の存続とは別

だという意見が強かったと認識しております。私は逆の意見でしたけども。答えが閉校になれ

ば、議会の答えはすべてが閉校だと。そういう認識を持ってます。そういう中で議会は何一つ

西小に対しての意見、手助け等はしてこなかった。それが事実だと思います。 

それから今回、今回ですね。この話になった、なるにつけても地元では、もう１年以上たっ

たと。２年がたつから校舎は解体してほしいという。そういう意見が地元の中から出てきて、

地元の中では、解体で意見がまとまったんですね。もうしょうがないということで。そういう

ものを見るに見かねてであったかどうかわかりませんけども、元地元のご出身の方々が手を挙

げてくれたんです。そして、自分たちで計画を練って、いろんな案をつくり出して、それを町

民にお見せすることによって、もう一度、じゃ、校舎を残す方法があるか否かを区長を中心に

なって民区民会議を開いたりする中で、町民を集めて、議論をされたんです。その結果が今、

出てきたことになってる。私はそのように解釈しております。地域の活性化につながるという
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ことについて、青栁議員も賛成だということをおっしゃってましたけど。先ほどからやはり聞

いてると、どちらが先かの話なんですよね。会社ができてないからだめだとか。でも測量をし

なきゃどんだけの面積のものを、どの会社にいくらで売るかわからないじゃないですか。そう

いうことの中で話を進めてきていることを今やってるんです。先ほども言ったように、今出さ

れている予算は校舎をつぶすでも必要な予算なんですよ。それを先ほど。わかってて反対だと

おっしゃってましたけども。どちらにしても、このお金はかかるということなんですよ。です

から私はこれは、ここで通しておかなければ、来年の４月に向けて間に合わない。そのために

私は賛成をしたいと思ってます。 

それから今、平林の地域は非常に活気を帯びてきています。それは中で大勢の人が動いてる

んです。皆さん知らないかもしれませんけど、棚田米を使って焼酎を作ったり、あるいは、大

豆を栽培して味噌をつくったり、そばを栽培したり、いろんなことを今やってるんです。こう

いうことでまた反対とかが出れば、またそういう人たちの意気込みがしぼんでしまうじゃない

ですか。そういうことも含める中で、私もここはすんなり通していただきたい。そんなふうに

思っております。是非ともですね、地域のために、あそこが使えるようにしていただきたい。

それからあの、もし心配をしている会社がだめになったときにどうなるかという問題も、それ

をしっかり話し合いがされてると思っております。ですから、この修正案には反対をいたしま

して、原案に賛成をいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、提出者青栁光仁君の修正案に賛成者の発言を許します。 

９番 市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

私は、旧増穂西小学校。電気設備修正工事等についての修正案に賛成します。まず先に申し

述べておきますけれども、先ほど青栁議員もおっしゃいましたが、私はこの企画自体に反対す

るわけではありません。議会人として、こうした審議をする資料、材料、素材がしっかり示さ

れていない中で、町民の尊いお金、税金を使う使わないという結論を出さなければならないと

いうことに、憤りを感じながら意見を述べさせていただきます。町は今回の企画に携わってい

る人たちの思いをどのように感じているのでしょうか。こんな乱暴な扱いで審議をすることを、

その方たちは望んでいるんでしょうか。この予算の背景には平林の地域を活性化させたいとい

う強い思いがあると思うんです。その夢のある構想を事業計画や将来像を描いている最中では

ないんじゃないですか。そうした思いをなぜ大切に取り扱わないのでしょうか。町民、富士川

町の町民みんなが理解ができ、応援できるように整えて提案することが、町の役割ではないで

しょうか。 

私たち議員は、町のいや町民の尊い予算を、使う使わないジャッジをする役割があるんです。

それには思いはありますけれども、きちんとしたルールがあるんです。そのルールはだれのた

めか。町民の皆さまにきちんと説明ができるためのルールなんです。今回のこの提案は、その

体なしていない。もう一度形を整えて、再度の提出を望みます。終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

７番 鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 
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原案に賛成の立場で討論します。私は当局が提案した原案に賛成です。現在、平林区の活性

化のために、民間企業と平林区民の方が先頭に立って事業計画を事業を計画し、実施しようと

株式会社の設立に向けて手続が進められています。町には、譲渡可能な状態を速やかに整備し

ていただきたいと思います。そして１日でも早く譲渡契約をし、引き渡しができるようにして

いただきたいと思います。 

早く引き渡しをすることで校舎の整備にも早く着手ができると思います。早く整備をしてい

ただき、来年の夏には計画にありますように宿泊体験が実施できるようにして、平林区の活性

化につなげてほしいと思います。したがって今回の提案されたに西小に関する補正予算は妥当

だと思いますので、原案に賛成いたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、提出者齊藤欽也君の修正案に賛成者の発言を許します。 

８番 長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     それでは、リニアの計画調査費減額修正案に賛成の立場で討論をしたいと思います。先の９月

議会定例会で、リニア関連住民投票条例は否決されました。その理由として、はやはり町民の

判断材料が少ない。もっと丁寧に説明を尽くしてから、意向を聞く方策を検討するようにとい

うような理由でした。しかしこの間、住民対して説明をした形跡がありません。沿線の住民、

また、区の役員の方々にも、ちょっと聞いていました。しかし、何も動きはなかったというふ

うに言っています。 

この何も状況が変わらない中で、なぜ意向調査をするのか。しかもこの臨時会で何を急いで

いるのか。その理由が、私には分かりません。もっと沿線住民に寄り添って、期間をかけて説

明することが求められていると思います。ぜひ騒音問題、プラス日照の問題。しっかりと住民

に説明を投げかけて、その後に沿線住民の意見を集約するなら、何の問題もないと思います。

ぜひ住民に寄り添っていただきたい。そういう思いから、減額修正案に賛成とします。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。討論ありますか。 

１３番 小林進君。 

〇１３番議員（小林進君） 

修正案に反対の立場から、討論させていただきます。リニア中央新幹線の騒音ならびに日照

に関わる防音防災フード設置要請に関する住民の意向確認として、９月の定例会において住民

投票条例という形で提案されました。私の考えは、沿線住民の意見を聞くことが必要である。

リニア側道より北側にある住民は、音より日影と言っている。住民投票は、白黒をつけるんで

地域にしこりにが残ってしまう。そのため、住民投票ではなく、別の方法がないかという。考

えてほしいということを申し述べました。 

また、９月の定例会で条例案を付託された総務産業建設常任委員会においては、当局に対し

て、次のような意見を付しました。町民の判断するに当たり、わかりやすい正しい資料の提供

と、丁寧な説明を尽くして、沿線住民の意向を聞く方策を検討するように申します、という内

容です。その後当局において、別の方法を検討し今回、住民意向調査という形で予算案が提出

されました。 
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今月 24 日の全員協議会では、意向意向調査のスケジュールが示され、これによると住民対

応は広報誌での周知、情報資料の配布、見学会の開催を予定しているということであります。

これらの住民対応は総務産業建設常任委員会で付託意見を反映したものであります。当局にお

いては、リニア側道の両側 400 メートルの住民や事業および事業者、および 100 メートル以内

の土地所有者といった、リニア中央新幹線の通過によって、最も影響される住民の意向を確認

し、その結果を持ってＪＲ東海へ要請したいとしております。住民意向調査は、防音防災フー

ドかの設置要請に関わる住民の意向を確認するために必要な手段であることから、当局が提案

している原案に賛成するものであります。終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、提出者青栁光仁君の修正案に賛成者の発言を許します。 

３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

西小の校舎譲渡に関する修正案に賛成する立場。簡単に申し上げます。先ほども質疑で申し

上げましたが、まず基本的なですね、観点で。法人の実態、設立する内容は不明確。さらには、

提案書を、あるいは事業計画書。これもまだ我々にも提示されていない。おそらくもちろん地

域の人たちも提案されてないでしょ。それで、もう一つは、町の進め方に対し、青栁議員ので

すね、修正案が出ておるわけです。ここは非常に問題です。町は、あるべき、提出されるべき

事業計画書をなくしてですね。その必要性の認識もなくうかつにも失念して、内容を固めるこ

となく議案を提出したのか。あるいはまだ早いという配慮だったのか。それらについてですね

整えられるべきことがやられていないと。いうことでですね。この、町がですね、本来ならば

議会あるいは町民に信頼性のある進め方があるべきですけども、それらなされてないというこ

とについて修正案に賛成します。 

〇議長（秋山貢君） 

次に原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

それでは次に、提出者、齊藤欽也君の修正案に賛成者の発言を許します。 

討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

以上をもって議案第68号平成29年度富士川町一般会計補正予算第５号の討論を終わります。

これから議案第 68 号の提出者、青栁光仁君の修正案を採決します。採決は起立によって行い

ます。起立しなかった場合は反対とみなします。 

お諮りします。本修正案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立：起立５名）  

起立少数です。したがって、議案第６８号平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第５号）

に対する、提出者青栁光仁君の修正案は、否決されました。 

〇議長（秋山貢君） 

これから、議案第６８号の、提出者齊藤欽也君の修正案を採決します。採決は起立によって

行います。起立しなかった場合は反対とみなします。お諮りします。本修正案に賛成の方は、

起立願います。 

  （賛成者起立：起立６名）   

 起立少数です。 
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したがって、議案第６８号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第５号）に対する、

提出者齊藤欽也君の修正案は、否決されました。 

次に議案第６８号平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第5号）についてを採決します。

お諮りします。採決は起立によって行います。原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（賛成者起立：起立１１名） 

起立多数です。 

したがって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第８ 議案第６９号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

    を議題とします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

         ―――― 提 案 理 由 朗 読 説 明 ――――  

〇議長（秋山貢君） 

     次に議案第６９号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん。 

〇町民生活課長（松井清美さん） 

それでは、議案第６９号平成 29 年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の補足説明を

させていただきます。サイドブックス２１ページになります。 

     （以下、平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書朗読） 

次のページの第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明をさ

してさせていただきます。サイドブックスの２５ページに移ります。 

（以下、平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

     これから、議案第６９号の質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

（ な し ） 

〇議長（秋山貢君） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６９号に対する質疑を終わります。 

これから、議案第６９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。 
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以上をもって、議案第６９号の討論を終わります。 

これから、議案第６９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６９号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了しました。 

皆さまには、お忙しいところ大変ご苦労さまでした。 

平成２９年第２回富士川町議会臨時会を閉会します。 

ご起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午後１２時０６分 
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