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平成２９年第４回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２９年１２月 ８日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を

定める条例の制定について 

日程第 ６ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第 ８ 議案第７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１０ 議案第７６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３号) 

日程第１１ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１２ 議案第７８号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

(第３号) 

日程第１３ 議案第７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

(第２号) 

日程第１４ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

(第２号) 

日程第１５ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

日程第１６ 議案第８２号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１７ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１８ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 
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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．会議録署名議員 

 

        １番  小 林 有紀子       ２番  深 澤 公 雄 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１７人） 

 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会  計  管  理  者  田 辺  明 弘  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 永井たかね  防 災 課 長 深 澤  千 秋 

町 民 生 活 課 長 松  井 清 美  福 祉 保 健 課 長 佐 藤 洋 子  

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 秋 山 佳 史 

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 秋  山    綾 
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    開会 午前１０時００分 

      

○議長（秋山貢君） 

  富士川町告示第５７号をもって招集されました、平成２９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２９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、一言ごあいさつ申し上げます。 

師走に入り、何かと心せわしい時期となりました。今年の気象庁の３カ月予報によると、気

温は平年並みとのことで、暖冬気味の昨年に比べ、この時期らしい寒さが予想されています。

今後、寒さが厳しくなる中、ワクチンの供給遅れもあり、今年はインフルエンザの流行も気に

なるところでございます。体調等の管理にはご留意願います。  

政府・与党は、森林整備の財源を賄うため、一人あたり年１０００円を徴収する「森林環境

税」を創設する方針を固めました。導入時期は２０２４年度で、対象者約６２００万人、年間

税収見込み約６００億円、目的は森林の間伐、作業機械の導入、作業道の整備としています。 

今年の九月定例会後、富士川町議会でも「全国森林環境税」の創設に関する意見書を国に提出

しました。 

山梨県では、森林環境税を平成２４年度から県民税均等割額に上乗せしていて、個人は年額

５００円を、法人は均等割額の５％を納めています。目的は森林環境や水資源の保全であり、

このまま導入されると、県民は同じ目的の税金を二重に負担する恐れがあります。 

国と県は、森林が多く所在する山村地域の市町村が主体となって、森林整備に取り組めるよ

うな、使い勝手の良い、無駄のない制度となるよう調整してもらいたいと思います。 

山梨県教育委員会が発表した子どもの貧困に関する調査の中間報告では、県内の「こどもの

貧困率」が１０．６％で、１０人に１人が平均的な所得の半分である１２２万円に満たない家

庭状況で暮らしていることがわかりました。この調査は、今年７月に全市町村から小中高生

２５２４人と、保護者３３２４人を抽出し、９３・５％から回答があったものです。支援して

ほしい内容は、「無料の学習支援」、「文化・芸術・スポーツ観賞費の補助」、「無料の野外活動の

提供」等が挙げられています。 

貧困は、子どもの成長や発達に大きな影響を及ぼし、進学や就職における選択肢を狭め、自

ら希望する人生を選ぶことができなくなる恐れがあり、子どもの現在と同時に将来をも脅かし

ます。個々の家庭や親だけでは解決が難しい社会問題です。富士川町としても現状を把握し、

県と連携し、町の各課が横断的に取り組み、実効性のある支援策を早急にまとめるべきと考え

ます。 

町では１２月１日 新庁舎整備基本計画を策定しました。今後は平成３６年度完成に向けて、

基本設計に取り組むことになります。 

また、児童センター建築工事の再入札は来年１月に見込まれています。 

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、時には住民に
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協力を求め、その実現に積極的に努力することが大事です。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は出来ないのです。今定例会でも、緊張感を持った議決権の行

使をお願いし、あいさつといたします。 

 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、 

１番 小林有紀子 さん および２番 深澤公雄 君を指名します。 

 

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

○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１５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１５日までの８日間と決定しました。 

 

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

○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、１２日の本会議で議事日程により、審議を

お願いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

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 

○町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２９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。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。 
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今年も残すところ僅かとなりました。年末年始を間近に控え、多忙な日々が続くことと存じ

ますが、どうぞ健康には十分御留意され、穏やかで、輝かしい新年が迎えられますようお祈り

申し上げます。 

それでは、開会にあたり、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。 

この一年を振り返りますと、国外においては、１月にアメリカ合衆国において、「ドナルドト

ランプ氏」が第４５代アメリカ合衆国大統領に就任されたことや、北朝鮮が弾道ミサイルを発

射し、我が国領土の北海道の上空を通過し太平洋上に落下するなど、繰り返される北朝鮮の度

を超した挑発行為を断じて容認できるものではありません。 

国内では、８月にロンドンで開催されました世界陸上において、男子４００メートルリレー

で世界選手権初の銅メダルの獲得や、９月には、秋篠宮ご夫妻の長女、眞子様の御婚約が内定

するなど、明るく、うれしい話題がありました。 

一方、９月２８日には、安部首相が突然の衆議院の解散宣言を行い、「２０１９年１０月の消

費税増税分の財源の使途の変更」や「北朝鮮問題への圧力路線」について国民に信を問うとし

て、第４８回衆議院議員総選挙が１０月１０日に告示をされ、同月２２日に投開票が行われま

した。選挙結果につきましては、自民党が安定多数の２６１議席を単独で上回る２８４議席を

確保いたしました。当選された議員の皆さま方には、国民が安心して豊かな生活ができるため

の活発な議論を行っていただくことを期待するものであります。 

一方、自然災害に目を向けますと、６月３０日から７月１０日にかけて発生した、「九州北部

豪雨」では、死者３７名、行方不明者４名という甚大な被害を引き起こし、８月に発生しまし

た台風５号をはじめ、９月の台風１８号は九州・四国・本州と日本列島を縦断し、死者６名と

いう被害をもたらしました。そして、１０月には、上陸期間として３番目の遅さでありました、

台風２１号では、８名の方々が犠牲となるなど、改めて自然災害の恐ろしさを痛感したところ

であります。亡くなられた方々の御冥福と、被災された方々に御見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い、復旧・復興を願っているところであります。 

本町では、これらの台風接近に伴い、災害警戒本部を設置し、避難準備情報を発令するとと

もに、一時避難所を開設するなど、住民の身の安全を確保し、警戒にあたったところでありま

す。幸い、人的被害はありませんでしたが、台風２１号による𣇃米地内の鳥獣害電気柵の損壊

や小室地内の法面の土砂崩れなどの被害がありました。明るい話題といたしましては、第７０回

山梨県体育祭り町村の部において、８連覇を達成したことや、春の「大法師さくら祭り」、夏の

「ふじかわ夏まつり」、秋の「甲州富士川まつり」、先日開催されました「ゆずの里絶景ラン＆

ウオーク大会」などの各種イベントに県内外はもとより、国外からも多くの皆さまが来町され、

盛大かつ成功裏に終了することができ、賑わいのある一年であったと思っております。 

     さて、我が国の経済情勢でありますが、景気については緩やかな回復基調が続いており、先

行きにつきましては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかに

回復することが期待されております。こうした中、政府は、経済再生と財政健全化の双方を同

時に実現していくこととし、人づくり改革と生産性革命の施策を具体化するため、新たな経済

政策パッケージの策定や、働き方改革実行計画に基づき、早期に関連法案を提出することとし、

好調な企業収益を、投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげ、地域や中小・小
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規模事業者も含めた経済の好循環の更なる拡大を実現することとしており、一日でも早く経済

施策の効果が地方にも波及できますよう期待しているところであります。 

 それでは、本定例会に提出いたしました、主な案件と主要な事業への取り組み状況について

申し上げます。 

先ず、かじかの湯の温泉ケーブル盗難についてであります。去る９月２２日、鰍沢デイサー

ビスセンターの車両倉庫に保管しておりました、交換用ケーブルが盗難被害に遭うという事件

が発生いたしました。これは、源泉を汲み上げるための水中ポンプ及び水中ケーブルを２年か

ら３年ごとに交換するために購入し、保管しておいたものでありましたが、購入後の管理が十

分に行き届いていたとは、言い難い状況であり、盗難されるという事態になり、誠に申し訳な

く、深くお詫び申し上げます。事件後、他の主要備品類について、再確認するとともに、二度

とこのような事案が発生しないよう、再発防止に向けた管理チェック体制を講じるよう指示し

たところであります。また、３名の関係職員については、１１月２２日に、町の懲戒処分の指

針に基づき、厳重注意、口頭注意処分としたところであります。 

なお、今年度においては、後期高齢者医療保険料の未還付の問題や今回のケーブル盗難事件

など、相次いで町民の皆様の信頼を損ねる事案が発生したことから、私も、全体の管理・監督

の責任者として、その責任を明らかにするため、明年１月分の給料を１０％削減することとし、

今定例会に「町長の給料の特例に関する条例」を提案しております。 

次に、旧増穂西小学校についてであります。旧増穂西小学校は、民間事業者から、小学校の

面影を残しながら校舎を耐震化して、宿泊施設や食堂、展示・交流施設などを整備し、地域振

興の拠点施設として活用したい旨の計画が提示されたことから、これまで平林区の意向を確認

する中で協議を重ねてきた結果、本年８月下旬に、平林区から、地域活性化につながる計画で

あるとの了承を得られましたので、旧増穂西小学校の処分に向けた準備を進めているところで

あります。一方、施設運営にあたって、資本金は民間事業者２社が全額出資し、西小学校の卒

業生等も役員に加わった、新たな株式会社「氷室の里舎」を組織することとし、現在、会社設

立の手続きが進められているところであります。なお、町では、耐震度のない校舎は解体を予

定しておりましたが、校舎を活用する計画であることから、建物は無償で譲与し、土地は必要

な面積を確定した上で、譲渡して参りたいと考えております。 

次に、鰍沢分庁舎の解体についてであります。鰍沢分庁舎につきましては、公共施設等総合

管理計画、及び公共施設再配置計画の推進を図るため、平成２８年９月末に、本庁舎周辺に機

能を移転し、解体に向けた準備作業として、昨年度にアスベストの調査を実施し、アスベスト

が使用されていることが確認されたところであります。また、本年度は情報系ネットワーク機

能の再構築、防災無線機能の移転などを進めており、年度末までに完了する予定となっており

ます。こうしたことから、明年度、解体工事を実施するに当たり、狭隘な場所での施工計画及

びアスベストの詳細調査・分析、解体工事の設計積算及び設計図書の作成などが必要となるた

め、今定例会に分庁舎解体工事設計業務費として、所要の経費を計上しております。 

次に災害時の医療救護に関する協定締結についてであります。１０月１０日、町と南巨摩郡

医師会北部班及び峡南医療センター企業団富士川病院とで「災害時の医療救護に関する協定」

を締結いたしました。この協定は大規模な災害が発生し、富士川町地域防災計画に基づき、医

療救護活動を行う必要が生じた場合に、町と南巨摩郡医師会北部班、峡南医療センター企業団

の富士川病院が連携し、円滑な医療救護活動が実施できることを目的として取り交わしたもの
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であります。 協定書では、医療救護に関する要請及び協力事項、医療救護班の任務、医療費、

費用弁償、損害補償、医療救護訓練の実施などについて明記していることから、本年度中に、

町と医師会北部班と富士川病院の３者合同で医療救護所設置訓練を行って参りたいと考えてお

ります。 

次に、学校給食センターについてであります。 児童生徒が安心で安全な栄養バランスの良

い、おいしい給食を提供するための、衛生設備の整った学校給食センターにつきましては、建

設予定地である土地の所有者のご理解をいただく中で、学校給食センターの厨房機器等購入候

補者として１４社を指名し通知したところ、４社が参加意欲を示しましたが、このうち２社が

辞退したことから、１１月２９日に厨房設備等購入候補者選定プロポーザル審査委員会を開催

し、 終の２社からヒアリングと提出された提案書の審査・評価を行い、 も適した業者とし

て「㈱日新厨房企画」を選定したところであります。今後は、選定した㈱日新厨房企画の協力

をいただき、事業認定申請や実施設計等の協議を進め、平成３１年度から建築主体工事に着手

し、３２年７月の完成を目指しているところであります。 

次に、「かじかの湯」の指定管理者の解除についてであります。温泉施設かじかの湯につきま

しては、平成２８年４月より、平成３３年３月までの５年間を指定期間として、株式会社ビル

ネットを指定管理者して参りましたが、株式会社ビルネットから、これまで努力をしてきたが、

今後、利用者を増やすことや収益も多く見込めず、経営が成り立たないなどの理由により、指

定管理業務の継続をしていくことが困難であるため、平成３０年３月３１日をもって、指定管

理者を辞退したいとの申し出がありました。早速、ビルネットへの聞き取り調査を実施すると

ともに、これまでの運営状況や来客へのサービス状況、評判など、総合的に検討した結果、引

き続き指定管理業務を行うにはふさわしくなく、困難と判断し、平成３０年３月３１日をもっ

て指定管理者を取り消すこととしたものであります。こうしたことから、平成３０年４月１日

からは、町直営で「かじかの湯」を運営することとし、今後は、スムーズな経営交代ができる

よう準備を進めることとしております。 

     次に、「株式会社 富士川」への指定管理施設の再指定についてであります。町では、観光関

連施設として、平成２５年７月に「交流センター塩の華」及び「総合交流ターミナル つくた

べかん」の２施設を、また、平成２６年７月には「道の駅 富士川」を株式会社富士川に指定

管理者として指定して参りました。「株式会社 富士川」の経営状況につきましては、２施設の

指定管理当初から純利益を上げ、翌年の「道の駅 富士川」の指定管理を受けた後は、毎年来

場者数及び売上、純利益も伸ばしており、安定した経営を行っているところであります。一方、

営業活動や各種イベントを積極的に開催し、集客にも努めており、「道の駅 富士川」は、町の

プラットホームとしてその役割を果たすべく、地域貢献にも力を入れて運営しております。こ

うしたことから、平成３０年３月３１日をもって指定期間満了を迎えるにあたり、今後も集客

や収益増も見込め、安定した経営が図れる「株式会社 富士川」を観光関連施設の３施設の「公

募によらない指定候補者」として、再指定することとし、今定例会に公の施設の指定管理者の

指定案件を上程したところであります。なお、指定期間につきましては、平成３０年４月１日

より平成３５年３月３１日までの５カ年となります。 

次に、富士川町児童センターについてであります。新児童センターにつきましては、本年９月

に実施設計ができたことから、一般競争入札の公告を行い、１１月７日の入札を予定したとこ

ろであります。しかし、入札の前日までに全社が入札参加を辞退したことから、入札の取り止
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め公告及び給排水工事などの関連工事３件の指名競争入札も、取り止めとしたところでありま

す。こうしたことから、積算単価を見直したところ、物価本による積算単価は適正でありまし

たが、積算単価の中で単価本に載っていない、木材等については、業者見積りとなり、県内外

の業者から見積を徴収することとなりますが、各社から徴した 低の見積額へ更に値引き率を

かけ、積算したことによる金額の乖離や、仕様書に記載した工法、使用材等の説明不足による

考え方の相違などが要因ではないかと思慮され、再度、設計業者に設計書に基づいた積算と詳

細説明の追記を指示し、改めて１２月中旬の告示、明年１月下旬の入札を行って参りたいと考

えております。なお、現在の児童センターは、ＪＲ東海との協議の中、平成３１年上期には引

き渡しをする覚書を取り交わしておりますので、リニアの工事や新児童センターを利用する子

どもたちに支障がないよう、３０年度中の完成を目指して参りたいと考えております。 

次に、役場新庁舎の整備についてであります。役場新庁舎につきましては、１２月１日に「富

士川町新庁舎整備基本計画」を策定いたしました。計画では、基本構想の基本理念及び基本方

針を踏まえ、新庁舎に「町民サービスの向上を目指すための機能」など６つの基本機能を導入

することや、新庁舎に必要な延床面積を 大で６，３００平方メートルにすること、「新庁舎と

町民交流スペース、災害拠点スペースとの一体利用」など、５つの基本方針などを考慮した、

土地利用及び配置を計画することなど、整備基本計画検討委員会の答申を踏まえ、町の設計方

針を定めたところであります。事業スケジュールといたしましては、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、この基本計画

のスケジュールにより、基本設計・実施設計の前に、来庁者及び職員にとって、快適で機能的

な執務環境や、町民サービスと事務効率の向上及び安全確保のため、執務環境整備基本計画の

策定が必要であり、策定にあたっては、現本庁舎などの執務環境の調査や課題の抽出、分析、

方針策定などが必要となるため、今定例会に所要の経費を計上いたしております。さらに、明

年度には、新庁舎建設基本設計・実施設計業務及び地質調査を実施して参りたいと考えており

ます。 

後に、ごみ処理広域化の推進に関する基本合意書の締結についてであります。本県では、

ダイオキシン類をはじめとする環境ホルモンが問題となった、平成１１年に山梨県ごみ処理広

域化計画を策定し、第一期計画では、県内の１７箇所のごみ処理施設を１０施設に集約し、本

年度を 終年度とする第二期計画では、県下を３ブロックに分け、５つのごみ処理施設に集約

することとしておりましたが、第二期計画期間には、甲府、笛吹、東山梨地区の集約が整った

に留まりました。こうした中、本町が所属する中巨摩地区広域事務組合のごみ処理施設の使用

期限が平成４２年度末、峡北広域行政事務組合のごみ処理施設の使用期限は、本年１１月末、

峡南衛生組合のごみ処理施設の使用期限が平成３７年度末であり、いずれも地域との約束によ

り、現在地での建替えは困難な状況となっておりました。中巨摩地区広域事務組合では、１４年

後の新たな場所でのごみ処理施設を検討しておりましたが、峡北組合も現在地での継続操業の

交渉中であり、峡南組合も９年後には他に移設する同様の課題を抱えており、３組合と加盟

１１市町で協議・検討を重ねた結果、循環型社会の形成に向けたリサイクル等の推進によるご

み排出量の減少の中で、ダイオキシン類の削減、 終処分量の削減、建設費や運営コストなど

のスケールメリットを活かした公共コストの縮減などが期待されることから、峡北、中巨摩、

峡南地域の１１の市町で、ごみ処理施設を新たに１施設に集約し、共同でごみ処理を行なうこ
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とに合意し、平成２９年１０月６日に、Ａブロックを構成する峡北広域行政事務組合、中巨摩

地区広域事務組合、峡南衛生組合を構成する市町長と３組合の代表者とで、ごみ処理広域化の

推進に関する基本合意書の締結をしたところであります。 

合意書の内容といたしましては、 

１．構成市町は、Ａブロック内におけるごみ処理施設を新たに整備する１施設に集約し、共

同してごみ処理を行うこと。 

１．新たに整備するごみ処理施設による共同処理は、平成４３年４月１日までに開始するこ

と。 

１．ごみ処理広域化の推進に関する具体的な事項について検討を行うため、構成市町及び関

係組合で構成する峡北・中巨摩・峡南地域ごみ処理広域化推進協議会を設置し、事務局を

中巨摩地区広域事務組合内に置くこと。 

１．合意書に定めてない事項、及び合意事項に疑義が生じたときは、構成市町及び関係組合

が協議して決定すること。 

などとなっております。 

新たなごみ処理施設は、４０，０００㎡程度の用地が必要となりますが、今後、施設の候補

地選定等を行っていく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、申し述べさせて

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、条例制定案件２件、条例改正案

件３件、補正予算案件７件、指定案件１件、道路認定案件１件、道路変更認定案件１件の合わ

せて１５案件の議案を提出しております。提案理由につきましては、議案ごとに申し上げさせ

ていただくこととしておりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますよう御願い申し上げ、

あいさつといたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の「あいさつ」を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

  日程第４  議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第５  議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

の制定について 

以上の２議案ついては、条例制定案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

        ――――――― 議案の提案理由朗読説明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第７０号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

それでは議案第７０号の補足説明をさせていただきます。議案のかがみの次のページでござ

います。タブレットですと３ページになります。富士川町長の給料の特例に関する条例でござ
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います。第１条が趣旨。第２条が給料の特例となります。平成３０年１月１日から平成３０年

１月３１日までの間における町長の給料の月額、規定にかかわらず、現在の額に、当該１００分

の１０を乗じて得た額を減じた額ということで、現在月額６８万５,000 円でございますが、そ

の１割をカットとするという内容でございます。施行期日といたしましては平成３０年１月

１日。なお条例の執行といたしまして、平成３０年１月３１日に限るということでございまし

て、１カ月を限定としたものでございます。以上議案第７０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。 

○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第７１号の補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君 

○産業振興課長（秋山忠君） 

それでは議案第７１号の富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

の制定について、補足説明をさせていただきます。今回の条例制定につきましては、工場立地

法が改正されたことを受け、国が定める準則に書いてある区域において、適用すべき準則を定

めることができる権限を、平成２９年４月１日、都道府県から市町村に移譲されたため、制定

するものであります。主な内容は、国の定めた基準の範囲内で一定規模以上の特定工場を対象

に緑地面積率及び環境施設面積率を緩和するもので、既設工場の増改築及び工場誘致を容易に

することを目的としております。なお対象工場は、製造業、ガス供給業及び熱工業で、その内、

水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除きます。規模は敷地面積が９，０００平米以上、

または建築面積が３，０００平米以上が対象であります。 

それでは１ページをご覧ください。第１条には趣旨を、第２条には定義を定めております。

第３条には区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を定めており、第２種

地域の準工業地域は、緑地の面積を１００分の１０以上。環境施設面積を１００分の１５以上。

第３種区域の工業地域、第４種区域の用途を定めない区域は、緑地の面積を１００分の５以上。

環境施設の面積を１００分の１０以上と定めております。第４条には、敷地面積が二つ以上の

区域にわたる場合の適用を定めております。２ページをご覧ください。第５条は緑地が他の施

設と重複する場合の緑地面積の算定方法を定め、第６条では、本町の隣接する地方公共団体と

の協議をすることを定め、第７条には必要な事項を規則への委任を定めております。 

附則として、この条例は公布の日から施行することとし、また、昭和４９年の緑地等の工場

立地法改正による経過措置が設けられております。以上７１号の補足説明とさせていただきま

す。ご審議いただきご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○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。 

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

○議長（秋山貢君） 

  日程第６ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 
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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 

○町長（志村学君） 

――――――― 議案の提案理由朗読説明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

 次に、議案第７２号および議案第７３号の補足説明を求めます。 

  財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

   それではまず初めに議案７２号の補足説明をさせていただきます。議案かがみの次のページ

でございます。タブレットですと８ページになります。職員の給与条例の一部改正する条例で

ございます。この条例は２条仕立てになっております。第１条は本年度分の支給の改正、第２条

は来年度分の支給に関する改正でございます。詳細につきましては新旧対照表にて説明をさせ

ていただきます。新旧対照表１０ページ。タブレットですと１７ページになります。まず初め

に、職員給与条例の改正第１条関係でございます。第９条の２でございますが、初任給調整手

当ということで当町は該当はございませんが、人勧でこの額も変わりましたから。医師、それ

から歯科医師等の初任給調整手当の改定ということになりまして。１号といたしまして４１万

３，８００円を４１万４，３００円、２号の５万６００円を５万７００円にそれぞれ改正する

ものでございます。 

続きまして勤勉手当、１７条の４でございます。新旧対照表次のページになりますが１号と

２号で改正をしております。これはいずれも今年度の支給に関する部分でございまして、１号

といたしまして１００分の８５を１００分の９５に改正ということで、０．１カ月分の増加に

なります。特定幹部職員これは課長職に当たりますが、１００分の１０５を１００分の１１５に

改正するということでこれも０．１カ月分の増加でございます。２号といたしまして、再任用

職員に関してでございますが１００分の４０を１００分の４５にに改正ということで、０．

０５月分の増加ということでございまして、いずれも公布の日から施行ということにしており

ます。 

次のページでございます。タブレット１９ページになりますが。第２条関係。こちらは来年

度分の支給に関する部分でございます。１号といたしまして、１００分の９５を１００分の

９０に改正ということで、これで０．０５月分を減らしております。これは第１条で、０．１カ

月分増えておりますからその分を０．０５月減らすということになります。いずれも６月と

１２月を１００分の９０とすることで、０．０５、０．０５であわせて０．１月の増というこ

とになります。特定幹部職員についても同様でございます。１００分の１１５を１００分の

１１０に改める。再任用職員につきましても１００分の４５を１００分の４２．５ということ

で、こちら０．０２５ずつの改正ということでございます。なお１３ページから２１ページ、

タブレットですと２０ページから２８ページまでは、それぞれ給料表の改正ということになり

ます。以上が議案第７２号の補足説明でございます。 

続きまして議案第７３号の補足説明でございます。タブレットですと３０ページになります。

こちらは町長等の給料、それから議員の報酬の条例の一部を改正する条例でございます。こち

らは４条仕立てになってございます。第１条と第２条は今年度の支給に関する部分でございま

す。第３条と第４条は来年度の支給に関する部分でございます。詳細につきましては新旧対照
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表で説明させていただきます。２ページ、タブレットですと３１ページになります。まず第１条

関係、町長の給与の部分でございます。第６条で期末手当のことを謳っておりますが、１２月

に支給する場合においては、１００分の２２２．５を１００分の２３２．５に改正ということ

で、０．１月分の増となります。次のページでございます。議員の報酬でございます。第２条

関係になりますが、こちらも第６条の中で１００分の１７７．５を１００分の１８７．５に改

正するということで、１２月支給分を０．１月分増するというものでございます。 

次のページになります。改正条例の第３条関係です。町長の支給の部分の来年度の改定でご

ざいます。６月支給分を１００分の２０７．５を２１２．５に改正、１２月支給分を１００分

の２３２．５を１００分の２２７．５に改正ということで、６月分を０．０５月増としまして、

１２月分を先ほどは、０．１月分増やしましたからここで、０．０５月分減とすることで、併

せまして年間で０．１月分の増ということでございます。続きまして次のページ、今度は議員

報酬の関係でございます。第４条の関係になりますがやはり来年度支給分の改正でございます。

６月支給分の１００分の１５２．５を１００分の１５７．５に改正。１２月支給分を１００分

の１８７．５を１００分の１８２．５に改正ということで。こちらもを６月を０．０５月ふや

して、１２月分を０．０５月減ということで、トータルで年間で０．１月分の増という改正で

ございます。以上が議案第７３号の補足説明でございます。第７２号、７３号をご審議いただ

き、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第７４号の補足説明を求めます。 

都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

それでは、議案第７４号の補足説明をさせていただきます。富士川町営住宅管理条例の一部

を改正する条例について。富士川町住宅管理条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定め

るものとする。平成２９年１２月８日提出。富士川町長志村学。この改正につきましては、国

の第７次地方分権一括法によりまして公営住宅法の一部が改正され、認知症患者等の公営住宅

入居者が収入の申告をすること等が困難な場合には、自治体職員が必要な書類の閲覧等により

まして、把握した収入等に基づき、公営住宅の家賃を定めることができることとなったための

改正でございます。 

詳細につきましては新旧対照表で説明をさせていただきます。２ページの新旧対照表でござ

いますが、第１４条で家賃の決定の部分で下線の部分が追加となりました。「第２条第１項ただ

し書きに規定する場合を除く。」が追加と、第１５条の収入申告につきましても下線の部分が追

加になりました。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第８条各号に揚げる者、これが認知症

患者等でございます。に該当する場合において、収入申告すること及び第３４条第１項の規定

による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認める時はこの限りでないを追加

となります。第２項につきましても下線の部分が追加と、かっこ書きで、同項ただし書きに規

定する場合にあっては公営住宅法施行規則第９条に規定する方法によりが追加になります。以

降につきましてもかっこ書きからが追加になります。第１５条第１項ただし書きに規定する場

合にあっては、令第８条第３項において準用する同条第２項が追加でございます。第３７条に

つきましては、条ずれでございます。めくっていただきまして、第３８条についても条ずれで

ございます。第４８条の家賃でございますが、２項の下線の部分が追加になっております。こ
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の場合において、同条第１項ただし書中第３４条第１項とあるのは、第４９条において準用す

る第３４条第１項と読み替えるものとするを追加ということでございます。前にもどって、

１ページをお開きください。附則のところでございますが、施行期日は、この条例は公布の日

から施行する。経過措置としまして、この条例による改正後の富士川町営住宅管理条例第１４条

第１項、第１５条及び第２９条第２項の規定は、平成３０年度以降の年度の町営住宅の毎月の

家賃について適用する。ということでございます。以上補足説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○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。 

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

○議長（秋山貢君） 

  日程第９ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１０ 議案第７６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３号) 

日程第１１ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第７８号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第３号) 

日程第１３ 議案第７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 

日程第１４ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

日程第１５ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

以上の７議案ついては、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 

○町長（志村学君） 

          ――――― 提案理由朗読説明 ――――― 

○議長（秋山貢君） 

途中ですがここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０３分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。 

それでは引き続いて議案第７５号の補足説明を求めます。財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

それでは議案第７５号の補足説明をさせていただきます。タブレット４２ページになります。

平成２９年富士川町一般会計補正予算第６号でございます。予算書、表紙の次のページでござ

います。 

（以下、平成２９年度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させていただきます。事項別

明細書の１ページになりますが、タブレットですと５１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） 

以上が議案第７５号の補足説明でございます。ご審議いただきご議決賜りますようよろしく

お願いいたします。 
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○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第７６号及び第７７号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん 

○町民生活課長（松井清美さん） 

サイドブックスで８３ページになります。議案第７６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。次のページにお移りりください。 

（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の朗読） 

次のページに移ります。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

させていただきます。サイドブックス８７ページの事項別明細書をお開きください。 

（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事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。 

続きまして、サイドブックス１００ページに移ります。議案第７７号平成２９年度富士川町

後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明をさせていただきます。次のページです。 

（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

次のページに移ります。第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては事項別明細書により

説明をさせていただきます。サイドブックス１０４ページの事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上で、国民健康保険特別会計予算正予算と、後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明

とさせていただきます。ご審議いただきご議決いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第７８号の補足説明を求めます。 

  福祉保健課長 佐藤洋子さん  

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     それでは議案第７８号の補足説明をさせていただきます。タブレット１０８ページをお開き

ください。 

（以下、平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

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

レット１１２ページをお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第７９号から議案第８１号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君 

○上下水道課長（河原恵一君） 

それでは議案第７９号の補足説明をさせていただきます。タブレット１２４ページをお開き

ください。 

（以下、平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

ブレット１２９ページにお進みください。 
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（以下、平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

引き続き、議案第８０号の補足説明をさせていただきます。タブレット１４０ページにお進

みください。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

タブレット１４５ページにお進みください。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

続きまして議案第８１号の補足説明をさせていただきます。タブレット１５６ページにお進

みください。 

（以下、平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 

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

ト１６０ページにお進みください。 

（以下、平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算説明の朗読） 

以上議案第７９号から第８１号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○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。 

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

○議長（秋山貢君） 

  日程第１６ 議案第８２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 

○町長（志村学君） 

          ――――― 議案の提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第８２号の補足説明を求めます。 

政策秘書課長 野中正人君 

○政策秘書課長（野中正人君） 

それでは、議案第８２号公の施設の指定管理者の指定についての補足説明をさせていただき

ます。管理を行わせる公の施設の名称ですが、道の駅富士川、交流センター塩の華、総合交流

ターミナルつくたべかんの３施設であります。この施設の指定管理につきましては、富士川町

公の施設における指定管理者の手続に関する条例第５条、公募によらない指定管理者の選定、

第１項第４号により富士川町青柳町１,６５５番地３、株式会社富士川代表取締役居村一彦を再

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３０年４月１日から平成３５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、よろしくお願いします。 

○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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（秋山貢君） 

  日程第１７ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１８ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 

以上の２議案は町道路線の認定及び変更認定案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

         ――――― 議案の提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、認定第１０号及び認定第１１号の補足説明を求めます。 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君）  

それでは認定第１０号の補足説明をさせていただきます。今回認定させていただきます路線

は開発区域内の道路でございます。路線名は新田８号線、延長が３０メートル、幅員は４メー

トルでございます。起点は鰍沢６０番８地先、終点が鰍沢９１番１地先でございます。場所に

つきましては次ページの方の位置になりますが、ヤマザキデイリーストア西方７０メートルほ

どのところになります。なおこの認定道路に接しています道路は、町道新田６号線となってお

ります。 

続きまして認定第１１号の補足説明をさせていただきます。今回の道路形態の変更は、町道

の延伸工事に伴いまして終点及び延長を変更するものでございます。路線名につきましては青

柳１０号線になります。変更前の終点は青柳町９９０番地先。変更後の終点は青柳町４３７番

地先でございます。変更前の延長は２０９.９９メートル、変更後の延長は３００.５０メート

ルとなりまして、９０.５１メートルを延長するものでございます。幅員につきましては変更が

ございません。場所につきましては、次のページのように、旧５２号線から第４保育所までの

区間となります。以上で補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○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。 

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

○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１１時４０分 
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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。 

 ただ今の出席議員は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９名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、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） 

     ８番、長澤健です。いよいよ議案の完全ペーパーレス化の議会が始まりました。ＩＣＴを推

進する一人として当局側の理解に感謝いたします。この記念すべき議会の一般質問を一番目に

やらせていただきます。非常に質問内容が多いですが、今回も提案型の質問を用意してきまし

た。当局側もまだタブレットに慣れないとはますけれども、慌てず明確に、さらには前向きな

答弁をいただければというふうに思います。 

それでは、通告に従って大きく分けて、４点について質問したいと思います。大きい項目の

一つ目。行政アプリの導入についてです。我々議会も、このタブレットを活用してから、非常

に情報収集の幅が広がりました。僕もこの富士川町何かいい物ないかな、取り入れるものない

かなというふうに、いつもアンテナを高くしています。今ですね、インターネットの利用の動

向調査、総務省の発表では２０代から５０代が９０%を超えています。６０代は７５.７%、

７０代は５３.６%と非常にネットの普及が進んでいます。そしてこのスマホが生活にも非常に

密着してきました。と同時に、やはりこのスマホを活用して全国でも独自の、この行政アプリ

を導入している自治体が非常に増えてきました。このアプリの活用には、情報の共有、スピー

ディー化のメリットがあります。決して紙資料を否定しているわけではありませんけれど、こ

の前なんかは、回覧板が回ってくるのが遅くて、イベントが終わってしまったなんていう話も

聞いたこともあります。この通告後に、まだまだいろいろと調べたところ、行政アプリも、もっ

と紹介したいものがいっぱいありましたけれども。すでに通告してありますので、この観光案
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内アプリ、また、ごみ分別アプリ、防災アプリ、子育て支援アプリ、広報誌のマチイロの登録

などの行政アプリの導入について当局の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

それでは長澤議員の行政アプリの導入についてのご質問にお答えいたします。インターネッ

トやスマートフォン、アイパッドなどの携帯端末の普及により、社会や生活のあらゆる場面で

アプリを活用したサービスが提供されており。行政サービスにおいても一部の自治体では、観

光案内・防災・子育て支援・健康増進などの分野で導入されております。こうしたアプリを使っ

たサービスを導入するには、構築費やランニングコストなど多額の経費が必要なものもあるた

め、住民のニーズをとらえ、費用対効果を勘案したうえで、導入できるものがあれば、導入し

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） 

えーとですね、この行政アプリのこの質問はですね、実は県外へ出ている仲間がちょっと情

報をくれました。えー、一人でいま単身赴任で行っているんですけれど、右も左もわからない

所で、たまたまその市のアプリを見たら、いろんな情報があって。例えばゴミの出し方もわか

るし、災害の時はどこに集まればいいとかそういう事がすべて分かるような、しかもその手元

にあるので、いつでも情報が得られるということで非常に便利だということで、富士川町でも

やってみろよということでお話をいただきました。今課長さんの方から、非常にランニングコ

ストとか構築費とかかかるという話ですけれども、無料アプリというのも結構ありますし、や

はりこれから先、これ主流になってくると思いますので。ぜひ前向きに、検討して頂ければと

いうふうに思います。 

でですね次の質問に移ります。この行政アプリの中でもですね、僕の一押しのアプリがあり

ました。この千葉市のちばレポってアプリなんですけれど。みなさんこうやって携帯電話持っ

てますよね。それで、普通に街中を歩いてるときに、例えば、公園のベンチが壊れているとこ

ろ、写真撮ったり、そして舗装に穴が開いてるところを写真撮ると、これにも GPS 機能って

のが付いてるんで、そこ写真とれば、場所がすぐ限定されます。それがそのまま行政に届けば、

それをなんてのかな、それ処理中ですとか、もう処理を終わりますとか、これはあの、住民の

皆さんで取り組んでもらう、地区でやってもらうとか、そういういろんなこう、項目があって、

そこで住民参加型でやってるようなアプリなんですけれど。こういうふうな、住民が困ったこ

とを改善要求、また問題解決ができる、住民参加型アプリ。これぜひ富士川町のほうにも導入

してもらいたいなと思うんですけれども、これの考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

ちばアプリのご紹介ということで、答弁させていただきます。本町における行政への意見は、

役場へ意見箱の設置やホームページでの投稿などにより町内外より広く意見をいただいている

ところです。 
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     ご紹介のあった「ちばレポ」については、アプリを使って簡単に市への改善要求や問題解決

ができるシステムでありますが、導入経費に２７,０００千円、ランニングコストに年５,

４００千円程かかるとの事であります。 

千葉市と本町では、自治体の規模に大きな違いがあり、住民からの意見を聴く方法も、自治

体規模にあった方法が必要と言えます。 

このことから本町においては、多額の費用を投入したアプリを導入するのでは無く、現状行っ

ている広聴方法を有効活用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） 

はい。確かにコストがかかるんですこれね。これが何が良いかというのは、その場ですぐに

知らせられるというところが非常にいいアプリであって。実際にやっているかやってないかと

いうところも分かるというところが、一番のメリットだと思いますので。ぜひですねこの、例

えば、住民からのそういった改善点が出たら、それが明確にできるような。例えばホームペー

ジとかでも、こんな事が住民から寄せられました。そしてそれを今このように直していますと

かっていう、そういうところが明確にできるようなシステムでもできれば。またその、この千

葉アプリというのは非常にお金がかかるので、富士川町なりに、そういった情報公開できるよ

うな、ことをやっていただければというふうに思います。 

それでは、次の質問のほうに移りたいと思います。３番、住民参加型のアプリに、この協働

サポートのアプリもありました。花壇清掃や草刈り、また、まちなかの清掃、落書き消しなど、

そのような活動を行っています。それもきちんと保険のほうに入って、対応しているんですけ

れど、そういった協働をサポートを集うアプリの導入についての考えも伺います。 

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） 

ただ今の共同サポーターを集うアプリの導入についてお答えいたします。本町では、協働サ

ポーターのようなボランティアによる地域活動については、区を中心に河川の清掃や草刈り、

花づくりなど地域で主体的に取り組んでいただいております。 

また、総合計画においても、地域の課題に対する解決策については、「地域でできること」「行

政の支援を受ければ地域でできること」「行政が進めること」の３区分に分類し「地域でできる

こと」については各地区において取り組んでいただいております。 

現状では、こうした取り組みを有効に活用していく事を考えておりますので、協働サポーター

を集うアプリの導入をする予定はありません。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

えーとですね、今回の行政アプリの導入、これにコストが掛かるという事ですけれど、これ

もあえて再質問しませんでした。ただですね、もう全国的にこのアプリの導入、非常に進んで

いますし、今後もアプリを活用した行政が主流になってくると思いますので。コストはかから

ないアプリもかなり色々ありますんで、ぜひまた検討してもらいたい。また本来ならですねこ
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ういった事は、若手の職員からももっともっと提案されるべき政策ではないかというふうに

思ってます。これからですね、職員の声・情報の汲み上げ、ボトムアップですか、そういった

こと、また職員同士の情報交換をさらに進めて行政を作っていってもらいたいなと、そういう

ふうに思います。 

それでは大きい項目の２つ目。町の情報発信についてです。このＳＮＳの普及によって、ター

ゲットとはこの世界にまた向けられております。多くの、外国人が日本を訪れています。例え

ば、一度ブームも去った白馬スキー場。これはですねパウダースノーを SNS で発信したおか

げで、また再度、世界中からスキー客が訪れて賑わいを取り戻しています。日本の観光客また

海外の観光客もＳＮＳを活用して旅行や食事の情報収集をして出かけています。富士川町でも

このホームページ、フェイスブックを開設して情報発信をしていますが、まだまだ発信力が弱

いというふうに感じます。以前、富士川町でＰＲ動画を作成して、全国の自治体でベストテン

に入って、さらにリオオリンピックでその動画が流されました。その後の反響とその富士川町

の効果について伺いたいと思います。以上です。 

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） 

長澤議員の町の情報発信についてのご質問にお答えいたします。町においてネットワークを

活用した情報発信については、ホームページの活用のほか、平成２７年度よりフェイスブック

を活用し各種イベントや災害情報、広報などを幅広く発信しております。 

また、町の PR 動画を平成２７年に作成し「全国移住ナビ」自治体プロモーション動画コン

テストでアクセスランキング第９位となるとともに、リオデジャネイロオリンピックを初め各

種メディアにも取り上げられております。 

この PR 動画により移住者や外国人観光客が増えるといった、直接的な効果は無いものと考

えますが、反響については好評をいただいており、ゆずの里ふじかわを PR するのに有効であ

ると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

はい、じゃそれに絡めて次の質問に移りたいと思います。観光客の誘致のために、他の自治

体より何を突出してＰＲしているか。この情報発信の手法について伺います。 

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） 

長澤議員の、観光客誘致のための情報発信の手法についてのご質問にお答えいたします。本

町の観光客誘致のための情報発信については、町のホームページ内のイベント情報や観光情報

の掲載、観光パンフレット、各種イベントでのチラシ配布、高速道路のパーキングエリアやＪ

Ｒ駅においての観光キャンペーンへ参加し、ＰＲ活動を行っているところであります。 

     こうした中、特徴あるものとして、 

・県内外から多くの人々が訪れ、多くのイベントにより集客している道の駅富士川 

・町の各種イベントの折に参加者へまほらの湯、かじかの湯の割引券の配布 
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・県内唯一のさくら名所百選の地である大法師公園で開催される大法師さくら祭り 

・地域の人々の協力によるおもてなしの甲州富士川まつり 

・全国でいち早く「ふるさと名物応援宣言」を行った落語鰍沢の地をめぐる落語ツアー 

・地元食材でのおもてなし、見所豊富なコースのゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」 

・冬至から元旦にかけて見ることのできる髙下地区のダイヤモンド富士 

・住みます芸人 

・ますほ文化ホールの各種事業 

・情報誌などメディア 

を活用して情報発信しております。 

     このほか、多くの県外教習生のいる峡南自動車教習所へ観光パンフレットを設置し、旧五開

小を利用しているウッドクラフトでは、地元神奈川県で、富士川町の観光情報を発信いただい 

ております。 

     また、本年度も町の「誇れるもの、なにこれなもの」を募集したところでありますが、今後

数がまとまったところで、発信し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） 

色々紹介してもらいましたけれど、これは町内に来た人達に対してのＰＲであってですね、

やはり来てもらうためのPR というのはちょっと足りないのかなというふうに感じています。 

でですね、１点再質問させてもらいますけれど。例えばグローバル対応として、既にいろんな

自治体でもやってますけれど。外国人観光客をターゲットにホームページにこう外国語の翻訳

機能を取り入れるというような考えについてちょっと聞きたいと思います。 

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） 

インバウンドといいますか、外国人客を誘客するというようなことで、ひとつ大切な方法か

もしれませんが、いまのところその方法は考えてはおりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

まず検討してください。きっとこれも、いずれ必要になってくる部分だと思いますんで、ま

た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。平成２７年６月の一般質問で、企業誘致対策と

して空き工場、空き店舗バンク制度の創設、及びサテライトオフィスの開設には、コミュニ

ティービジネスモデル事業起業支援補助金を活用できることを、ホームページで周知して、企

業誘致につなげていきたいとの答弁をいただきました。都会の若者は、田舎の安い家賃、自然

に魅力を感じて、個人事業者が、田舎にサテライトオフィスを求めています。このサテライト

オフィスの成功例としては、やはり徳島県の神山町が非常に有名です。非常におしゃれに古民

家を再生して、しかもそこに安い家賃、そして通勤時間０分などと非常にＰＲがうまいホーム

ページがつくってあります。川辺の岩場に座ってノートパソコンを打って、都会とチャットで
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打合せしてるようなシーン。そんなところも上手にＰＲしてこの神山町というのはサテライト

オフィスの誘致に成功しています。この IT 系の若者はまだまだ多くいます。ネットがつながっ

ていれば、個人住宅でも起業できるということで需要がかなりあると思います。こういった部

分の企業誘致に対して、他の自治体より何を突出してやっているか。これ、どの自治体もきっ

とやってることなんで、富士川町として何が突出しているかを教えてください。 

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） 

町の情報発信についての、企業誘致に対して情報発信の手法ということでお答えさせていた

だきます。 

町では、企業誘致策として、産業立地事業費助成金制度及び地方活力向上地域における固定

資産税の不均一課税制度に加え、本年４月には新たに、商工業事業振興資金利子補給金や産業

立地事業奨励金、メディアにも取り上げられたサテライトオフィスの開設支援のための補助金

制度を創設したところであります。 

また、工場の緑地や環境施設の面積率を緩和し、工場誘致や事業拡大を容易にすることを目

的とした「工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を今定例会に上程して

おり、更なる企業誘致の推進に努めて参りたいと考えております。 

こうした中、このような制度の周知方法として、ホームページの掲載、パンフレットの配布、

また、来場者及び出展者が全国から首都圏に集結する工業技術見本市のテクニカルショウへ参

加し、本町の情報を発信しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

はい。そういった事業を町内の人は知っているかもしれないけれど、やっぱり町外に発信す

べきだと思いますんで。是非ですね、この例えばホームページの前面にもうそういった部分を、

サテライトオフィス募集、どーんと出すような。いまちょっと確かにホームページ見ると非常

に分かりづらいですよね。そういった企業誘致に対しての部分なので、発信力非常に弱いと思っ

てますし、実際に町内にそういったサテライトオフィスを構えた人は一人もいません。ぜひ、

そういったＰＲを、ホームページを活用してでも良いんで、是非やっていただきたいというふ

うに思いますけど、その辺いかがですか。 

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） 

ホームページでの企業誘致の項目が分かりづらいというような質問ですけども。確かに、奥

へ入り込まないとその情報が入ってこないと、見られないというようなこともありますので、

もう少しわかりやすく、表に出るような格好をと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） 

はい、ではよろしくお願いします。 
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では、次の大きい項目の３つ目に移ります。今後も町内公共施設建設への地元産木材の活用

についてです。これも平成２８年３月一般質問で、町内の公共施設建設への地元産木材の活用

について質問させていただきました。そのときは木質化ということで止まったんですけれど、

また今回のますほ児童センターの方で、設計が出てきたんですけれど、残念ながら鉄筋コンク

リート設置になっていました。 

１０月に議員の有志で山形県の鶴岡市へ研修に行ってきました。鶴岡市は市の方針として、

公共施設に木造っていうことでうたってあります。そして職員に一級建築士が５名いて、その

木造の材料は分離発注することで、地元の木材を市で管理して、また施工も地元の大工さんが

請け負っている。そして、計画的に山林を伐採することで、適齢木材の無駄が出ず、森林の整

備にもつながっていく。非常にすばらしい取り組みだというふうに感じました。今後ですね、

公共施設へプロポーザルで、木造を活用する設計事務所を優先するなど、やはり町が強い思い

で、木造の公共施設を推進すべきだと思いますけれども、考えを伺います。 

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） 

ただ今のご質問にお答えいたします。公共施設建設への地元産木材の活用につきましては、

今後、整備が予定されている公共施設のうち、災害対策の拠点施設である新庁舎や災害時の避

難所となる新町民体育館などについて、大きな空間が必要であり、かつ、面積規模の大きい建

築物となるため、求められている強度、耐火性等の性能を満たすために、極めて断面積の大き

な木材を使用する必要があるなど、現状では、木造化について、構造計画やコスト面などの様々

な課題があると認識しておりますので、木質化を検討して参りたいと考えております。 

また、その他の公共施設につきましては、「富士川町内の公共建築物等における木材の利用促

進に関する方針」において、「積極的に木造化を促進する公共建築物については、高さ１３メー

トル以下かつ軒高９メートル以下で延べ面積３，０００平方メートル以下」と規定しているこ

とから、対象となる公共施設につきましては、コスト面など様々な課題を検討する中で、木造

化を検討し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） 

はい、えーとですね、決して木造というのは高くないんです。もし高ければ普通の家も、鉄

筋コンクリートで家は造ってると思います。２階建の建物というと、決して木造でつくれない

ものではないし、韮崎のすずらん保育園もちょっと議会の方で行って来たんですけれど、そこ

も木造で作ってありました。そこは地元の大工さんが作ってました。今後ですね、やはり山を

守るという意味でも、伐採や、そして木の運搬加工、そして建築をですね、この地元の林業者、

また森林組合、大工さんなんかにお願いすれば雇用や税収アップに繋がって、町に還元される

と思います。そして、やはり町の施設、木のぬくもりのある施設を、是非作ってもらいたいと

いうふうに考えております。その中で、このプロポーザルの方式の中で、地元産材の優先活用

という部分も謳ってもらいたいなというふうに思ってるんですけど、それの考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 
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〇管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問に答えします。まずプロポーザルの設計者を選定の前にですね、町内産材の

木材の樹種及び生産量の把握、伐採のための作業道整備、想定の材寸及び材料の試算、伐採後

の進出の管理及び、確保、加工管理などさまざまな課題があると考えておりますので、まずは

その辺の課題を整理していき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） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

その山形県の鶴岡市はですね、その部分をしっかりと網羅して、実際に木造で公共施設を作っ

ております。ぜひ、町での出来ないことはないと思いますんで、やってもらいたい。そしてで

すね。やはり今もう森林の方がもう伐採適齢期を、山梨県内すべてなんですけど迎えてます。

そういった、森林の整備にもつながってくると思いますので、ぜひそういったところも一緒に

考えていただきたい。ぜひ林地台帳の活用も考えていただきたい。で、実際僕の友だちでも、

親が亡くなって代が代わったら、３代も前の、先代の山林があって、法廷相続人を探すのに非

常に苦労しているということもありますんで、やはりそういった山林の整備すべて含めて、や

はり木造、そして森林整備を、町が力を入れていってもらいたいというふうに思いますので、

またこの部分は続けて質問していきたいと思います。 

それでは、大きい項目の４つ目。リニア通過に伴う人口減少対策についていきます。天神中

條区は、非常に他町から移転してくる若者が多くてですね、富士川町の人口減少に歯止めをか

けている地区であります。町の掲げる５００人アップの一助になっています。しかし、今後リ

ニアが通過する事で、造成や宅地建設の低下が懸念されていきます。やはり対策として、リニ

ア沿線の宅地転用許可の緩和、これは農振の緩和と考えてください。リニア沿線の土地購入時

の補助金などを創設するなどの施策を提案していきたいと思いますが。そういった人口減少対

策の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

長澤議員のリニア通過に伴う人口減少対策に関するご質問にお答えいたします。リニア中央

新幹線の沿線は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ること

が相当な地域として、県が農業振興地域を指定し、この指定に基づき、町が農業振興地域整備

計画を策定している、いわゆる農振計画に設定された農用地が点在しております。 

こうしたことから、住宅建設用地を必要としながらも、農地の総量確保の観点から農振除外

が容易にできないという強い縛りが存在しております。 

このため、町では、人口減少対策の一環として進めている、移住や定住の促進を図るため、

国、並びに県に対して、農振法における事務手続きの迅速化、簡略化、農振計画変更に係る県

との協議、同意の廃止等、現在も積極的に要望を続けているところであります。 

また、リニア事業関連に特化すると、南アルプス市と中央市とともに構成している甲府駅西

部沿線地域活性化対策協議会においても、同様の要望を行っているところであり、農振除外の

手続きにおける早期見直しを期待しているところであります。 

次に、リニア沿線の土地購入時の補助金についてでありますが、すでに、町内への移住、定
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住者に対しましては、定住奨励金補助交付制度を創設しており、人口増に向けて、定住促進に

取り組んでおります。 

こうしたことから、リニア沿線のみに限った土地購入に関しての新たな施策や制度の創設は、

考えていないところでありますが、さらなる定住の促進を図るため、宅地分譲事業を実施する

民間事業者を対象とした補助制度について、現在検討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） 

はい、えーとですね。やはりこれからはどんどんどんどん人口も減っていくと思いますんで、

やっぱそういった部分が、えっとやっていきたい。確かに農振も、まあ農業をあの疎かにする

ということもいきませんので、なかなか難しいことと思いますけれども。そうは言っても、町

としてしっかりとしてした計画を立てて、この部分は農地にします、ここは宅地にしますとい

うことは、やっていけることだと思いますので、その辺をしっかりと町として、ビジョンをま

たつくってもらいたい。というふうに思いますので。その中で、やはりウエスタンラインより

東側、増穂小学校、今度児童センターができたり、あの辺非常に広い農地があります。その中

でもうすでに耕作放棄地も増えてます。そういったところは今後もやはり僕は宅地開発を進め

ていくべきだなというふうに思いますけれど。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（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、その農振除外という

のは強い縛りがございまして、やはり幾つかの要件をクリアしないと除外ができないというと

ころであります。なおかつ、農業をその財源とした土地基盤整備を実施した場合には、その事

業が完了してから、８年間はクリアできないという強い縛りがございまして。なかなか土地利

用上かなりの制約がございます。こうしたことから、先ほど申し上げましたとおり、国や県に

対しましての要望は今後も続けていきたいと考えております。 

また一つとして、現在、総合計画の第二次計画を策定しておりますけれども、こういった部

分でも、土地利用に関しては、今後の検討していく課題ではないかなというようなことは考え

ております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

はい。もうそういった農道の農振の事業が農道、ウェスタンラインはもう８年過ぎてると思

いますし、できないことはないと思いますんで。是非その辺をしっかりともう一遍検討しても

らいたいといます。 

以上で、僕の通告すべて終わりました。これからもですね、富士川町のため、富士川町を良

くしたい。という思いで、自分なりに考えて政策を提案していきたいというふうに思います。

ぜひ、時代に合った改革、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。以上で一般

質問を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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。 

続いて通告２番、２番 深澤公雄君の一般質問を行います。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

初にJアラートについて質問させていただきます。 今年８月２９日の早朝、北朝鮮による

弾道ミサイル発射を受け、北海道・東北地方など１２道県にJアラートによる、緊張情報が伝

達されました。しかし多くの住民はどの様に行動をすれば良いのか分かりませんでした。逃げ

るってどこに、と言う声が多く聞かれました。私自身も理解していませんでしたので、そこで

Jアラートが鳴った時の行動について調べてみました。それによると、Jアラートが鳴ったら、

落ち着いて、直ちに行動して下さい。屋外にいた場合、近くの建物の中か地下に避難。 建物が

無い場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。 屋内にいた場合、窓から離れるか、

窓の無い部屋に移動する、と言う事でした。当町には地下はほとんどありませんから、建物の

中に即座に避難する事が身を守る第一歩かと思います。 

今、北朝鮮問題は非常に緊迫しています。この間の１１月２９日にも、又弾道ミサイルが発

射されました。ミサイル着弾時に広い範囲に被害を及ぼすのが、爆風・破片の飛散だそうです。

ただ聞くところによると、アメリカを狙った場所は、山梨県の上空を通過する可能性は低いそ

うです。 

しかし今のこの様な状況の中、いざと言う時の為、常日頃からJアラートが鳴った時の行動

について考えておく事が大事だと考えます。警報が鳴ってもどう行動すべきか分からない住民

も多くいます。住民の避難意識を高める事が大事だと思います。 

そんな中、一番心配なのが、小中学生の登下校時にJアラートが鳴った時です。子供たちが、

果たして落ち着いて行動できるのか非常に心配です。先日、身延中学校でJアラートが発令時

の避難訓練をしたそうです。そこで 初の質問ですが、当町の小中学校では、児童・生徒たち

にJアラートの説明、登下校時の対応についてどの様な指導を行っているのかお伺いします。 

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） 

J アラートについての質問にお答えをいたします。北朝鮮情勢や多発する災害により危機管

理意識が高まっていることから、教育委員会では、９月の校長会において、飛翔体を含むＪア

ラート発令時の対応をまとめ、各校で児童生徒への指導及び書面による保護者への周知を行っ

ております。 

     こうした中、学校では、登下校時のＪアラートに対する対応について、地震など自然災害の

場合と、弾道ミサイルなど飛翔体の場合に分けて、指導しているところであります。 

    指導内容としましては、地震などの自然災害の場合は、 

     ・塀などの危険な場所を避けて一時避難をする。 

     ・その後、学校又は自宅のどちらか近い方へ避難する。 

    弾道ミサイルなどの飛翔体の場合は、 

     ・近くの頑丈な建物に避難する。 

     ・適当な建物がない場合は、物陰に身を隠す。 
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     ・その後、安全を確認し学校又は自宅のどちらか近い方へ避難する。 

と、児童生徒に指導しているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

いま答弁にもありましたけども、地震などの自然災害と飛翔体のときの J アラートの音がち

がうそうです。私もそのことをよく知らなかったんですけども。そいったことからも実践的。

再質問させていただきますけども、Ｊアラートの音による実践的な避難訓練も実施する必要が

あると思うんですけども。その辺いかがお考えでしょうか。 

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） 

J アラートによる実践的な訓練ということでございますが、近年、相次ぐ北朝鮮のミサイル

発射が起こっております。こうした弾道ミサイルの飛来を想定し、J アラート音を活用した実

践的な訓練が必要であると考えております。今後は、こうした有事に備えまして、各校との協

議を進める中で、明年度の実現に向けて努めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

今、北朝鮮問題が非常に緊迫しています。早急にこういったことをしていただきたいと思い

ます。発令時には一刻も早く建物の中に避難する事が大事だと思います。子供たちが登下校中

でも、すぐ近くの建物に避難出来る環境も作る必要もあると考えます。そこで通学路の住民、

あるいは企業・商店などに子供たちが屋内に避難出来る様に協力して貰う事も、考えるべきと

考えますが、町はどう考えていますか。 

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） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。児童生徒の安全確保については、地域と一体となっ

て安全安心な環境を整備することが大切であります。 

     こうしたことから、本町では、登下校時における児童生徒の安全確保について、スクールガー

ドの配置、スクールサポーター、ふれあい１１０番の家連絡会との連携など、地域の協力を得

る中で、安全安心の確保に向けた取り組みを実施しております。 

     今後におきましても、防災課や地域と連携するとともに、通学路周辺への住民やふれあい

１１０番の家への周知を図り、安全確保に取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

ふれあい１１０番の家と連携というふうに答弁されましたけど、ふれあい１１０番の家は町 

内に何件くらいあるんでしょうか。 

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） 

本年４月現在で、６５１世帯のご協力をいただいてるところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

６５１件という件数が、多いか少ないかちょっと分からないんですけども。やはり子供たち

の安全を確保するためには、もっと拡充していく必要があると思いますけど、そういった考え

はありますか。 

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） 

今後も、子供たちの安全安心を確保するために防災課とも連携する中で、一人でも多くの協

力者が得られますよう会員確保に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

ぜひ子供たちのためにも、多くの方に協力してもらうことをお願いします。３つ目の質問に

移ります。 

８月２９日の時は、１２道県の一部で無線放送が流れなかったり、戸別受信機が流れなかっ

たというトラブルが続出したそうです。いざと言う時に機能しなければ何にもなりません。当

町ではこれらの作動状況の点検は、どの様にしているのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

ただ今のJアラートの機器点検についての、ご質問にお答えさせていただきたいと思います。

全国瞬時警報システム、通称Ｊアラートは、国からの情報を受信機で受信し、自動起動装置に

伝達の上、町の防災行政無線で住民に緊急情報を伝達する流れとなっております。 

受信機や自動起動装置等の機器は、防災行政無線と一体的な運用を行っていることから、防

災行政無線の保守業者に年２回の点検をお願いしております。 

また、年３回の大規模災害時情報伝達訓練時には、業者立ち合いのもと訓練を行っており、

さらに、毎月の導通試験では、職員による機器の確認を行っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

点検の方怠りなくやって頂いてもらっているということで安心しましたけども。有事はいつ

くるか分からないので、今後もこれ以上に踏み込んで取り組んで、さらに実効性のある訓練や

地域との連携、あるいは機器の点検作業は継続的に取り組んでいってもらいたいと思います。 

次の質問に２つ目の質問に移ります。CATV を活用した防災情報の伝達について伺います。

今年１０月から中部・五開地区にCATV が開通しました。私も早速加入させて頂きました。そ
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んな中、１０月に相次いで台風２１号・２２号がこの山梨県に接近しました。幸いにして大き

な被害も無く安心した所です。 私は台風が接近した時 CATV の１１チャンネルを見たのです

が、定点カメラが４か所写っていました。また富士川の様子を写しているのは、清水端を写し

ている、あまり感度の良く無い映像だけでした。私も消防団を長年させて頂きました。また昭

和５７年８月の台風１０号の被害の時は、私の家も富士川の氾濫により床上浸水の被害に遭い

ました。ですから富士川の増水には非常に敏感です。消防団時代も台風が来ると詰所に詰め、

富士川の水の様子を確認に巡回したものでした。特に夜の巡回は増水した激しい流れの音に緊

張したものです。今回CATV が入り、例えば、塩の華の前あたりに富士川の増水の様子を映す

カメラがあれば、より早く危険の察知も出来るのではないか、と感じました。 

  そこで質問ですけども、全町に CATV 網が整備された事から、CATV を活用して防災情報

をどの様に伝達して行くのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

ただ今のCATV を活用して、防災情報をどのように伝達していくか、というご質問にお答え

させていただきます。これまでも町では、防災行政無線、ホームページ、ＣＡＴＶ等を活用し

て防災情報を伝達して参りました。 

ＣＡＴＶを活用した情報伝達は、防災行政無線情報のほか、大雨や土砂災害警戒情報などが

映像や文字表示により確認できることから、防災行政無線の難聴地区、パソコンを持たない高

齢世帯等に情報伝達する手段として、大変有効であると認識しております。 

このようなことから、町では、ＣＡＴＶを有効活用し、映像や文字表示による正確な防災情

報を伝達するとともに、より充実した防災情報の発信に努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） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

映像や文字放送を伝える、という答弁がありましたけど、映像はやっぱりいち早く、正確な

情報が流れると思うんですよね。それであの、映像っていうと、どういうイメージがわかない

んですけども。よく大きな地震とかがあると、ニュースで、揺れている様子をビルの高いとこ

ろにカメラとかあるんですけども。具体的にどういう映像を考えておられるのか、お聞きしま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

具体的な映像をというご質問でございますけれども。今そういう映像を含めた、文字発信も

含めた情報の伝達方法、今検討させていただいております。例えばですけども、ライブカメラ

が幾つかございますけれども、映像として出るのは清水端のみという部分では、意味がない訳

じゃないんですけども。もう少し違ったところから発信すべき必要があるんじゃないかという

こと。それから、実際に大規模な、リアルな写真を写すのはどうかということもあるんですけ

ども、そういった災害時全体を含めた中での検討を、今進めさせていただいたところでござい
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ます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

いま２番の方にもちょっと掛かってきたので、２番の質問に移らせていただきます。国土交

通省が所管している富士川水系のライブカメラの中に、鬼島や鹿島などの映像があります。そ

の映像を住民に知らせたり、消防団が把握したりする事も必要だと思いますが。これらの映像

を１１チャンネルで流す事はできないのか、お伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

ただ今の国の防災情報、１１チャンネルでの映像というご質問にお答えさせていただきます。

富士川水系には、国土交通省が所管するライブカメラが多数設置されており、うち９台のカメ

ラが町内に設置されております。 

現在、ＣＡＴＶのコミュニティチャンネルでは、清水端のライブカメラ映像が放映されてい

ることから、国土交通省との連携は可能と思われます。 

カメラ映像を追加するためには、ＣＡＴＶコミュニティチャンネルのシステム改修費用も伴

いますから、可能かどうか富士川ＣＡＴＶと協議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） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

前向きな答弁と受け止めてますけども。もしできるんであれば来年の台風シーズン前までに

はそういったことができればと思うんですが、その辺のことをできますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

来年の早々というご質問でございますけれども。テレビ局の関係もございますので、内部で

協議するなり、局と協議したしていただいて、可能であれば対応させていただきたいと思いま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

ぜひよろしくお願いします。CATV 網が全町に整備された事から、防災面だけでなく、いろ

いろな面での活用が考えられます。今後の取り組みに期待しまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

休憩 午前９時５４分 

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

再開 午前１０時０１分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて引き続いて一般質問を再開します。続いて通告３番 ５番 堀内春美さんの一
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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番堀内春美です。それでは一般質問をさせていただきます。大きい項目の１番なんですが、増

穂商業高校跡地に、専門職短期大学校の誘致についての質問を致します。６月の議会でこの専

門職短期大学校の誘致について質問をした所、町長の答弁は「民間で引っ張れるのならおやり

下さい」という非協力的な答弁でした。そして、次にですね９月の議会で質問した時には、議

会の直前に増穂商業高校の跡地を活かす会から７８２６件の署名、その内訳は、国会議員２名、

県議会議員１２名、町外の大手の企業２０７社、富士川町企業と商店で１７５件、個人署名

７４３０名の要望書が提出された事もあり、一緒に県へ要望をしていくという答弁がありまし

た。そこで(１)の質問に入ります。専門職短期大学校の、すいません。誘致活動に町も協力す

る事になり県への要望活動を行っていただいておりますが、誘致活動の意義について町の考え

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） 

堀内春美議員の増穂商業高校跡地に、専門職短期大学校を誘致する活動の意義についてとい

う質問についてお答えをさせていただきます。本年９月７日、平成３２年度末をもって閉校と

なる、増穂商業高校跡地に県立の専門職短期大学校の誘致をめざす「増穂商業高校の跡地を活

かす会」から、町と町議会へ「２１世紀起業家育成短期大学校」の設立に向けて、県に働きか

けていただきたいとの要望書が提出されたことから、１０月２７日、跡地を活かす会の正副会

長の同行もいただき、私と秋山町議会議長名で県知事に対し、跡地の活用策についてご検討い

ただけるようお願いしたところであります。 

要望内容は、増穂商業高校の跡地に、このような専門職短期大学校が設置される事は、社会

を支える職業人材を育成する新たな学習支援環境の整備であり、峡南地域の活性化にも期待で

きるものであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

(２)の質問に入ります。１０月２７日に専門職短期大学校の誘致について、県知事に要望を

行って頂きました。県側の回答内容について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

県側からの回答内容についてという質問に答えさせていただきます。その後、県からの回答

につきましては、現時点ではありませんが、要望時の知事の回答では、高校再編に向けた準備

は実施しなければならないため、跡地の活用策について関係部署へ指示することや、跡地活用

の構想が固まった時点で、町と十分協議して参りたいとのことであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
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えーとですね、今の知事の回答につきまして、町長はどのようにお考えになりましたでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

増穂商業高校はまだ新しい生徒を募集している時期であります。また３２年度末まで学校も

存在しますんで、県のほうもその辺も配慮しながら、関係部局に今指示をしているものと考え

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） 

えーと再質問です。町長が要望しているところは、テレビニュースに映っておりましたので、

私も見ました。増穂商業高校の跡地を活かす会の会長が、署名を提出するという、一番大事な

ところであり、一番のメインであるところが、テレビ中継されていなかったということは、ど

ういうことでしょうか。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） 

私が答えていいかどうか分かりませんけども、それはテレビ局の裁量だと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今、町長はテレビ局のサイドの事でとおっしゃいましたけれども。実はですね、この町長、

それから増穂商業高校の活かす会の正副会長達が県へ行きました時に。もう既にですね、県側

からでしょうか、町長の要望だけ映します、というふうなことを言われているんですね。これ

はテレビ局側からではありません。それから、町長が要望をした後ですね。マスコミを全部、

外へ、外へというか、廊下に出しちゃってシャットアウトしたんですね。いいですか。１番富

士川町をアピールする一番大事な署名をですね、みんなの熱意が、思いが詰まっている、町へ

提出したときより２３８件増えている、合計８,０６４件の署名。国会議員２名、県議会議員

１６名。町外の大手の企業が２１５社、富士川町の商店及び企業が１８６件、個人署名７,

６４５名のですね、県下に富士川町をアピールする絶好の機会なのに、マスコミを介して県下

に流れるのに、何か不都合のことでもあるのでしょうか。マスコミをシャットアウトしたとい

う事実を町長はどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほども答弁させていただきましたけども。私と秋山議長と活かす会の正副会長含め、全員

で６名だったと思います。座る席も向こうで指定された席に座りましたし、私もそこの中を取

り仕切っているわけでありはありませんので、報道に対して、一言も言ったことはありません

し。渡す時にもですね、私は町の要望書、私と秋山議長名の要望書を渡しました。そして、ま
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た署名の部分については、活かす会の会長さんから知事に直接渡していただいておりますんで。

そこを写すなとか、マスコミ出てけとか、そうことはうちからは一つも言っておりません。う

ちの中の会場ではありませんし、県の会場ですから。私ども、ここへ座れ、そしてこういう段

取りで渡せ、ということでやってるだけでありますんで。そういった意図的な事は、全然町の

方としてもいたしておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

えーとですね、その、すごく不思議に思うんですけれども。町長が要望書を読みました。そ

のあとすぐマスコミは全部シャットアウトなんですね。で、そのあとは映さない。これって、

悪く考えれば県側とですね、町長さんのほうで、裏で密約していたんじゃないのかなというふ

うに勘繰ることもできる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） 

一切ありません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは、再質問をさせていただきます。要望が終わった後、記者会見がありました。この

記者会見に町長は出ていおりませんでしたが、それはどういうことでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

要請もありませんでしたから、帰って参りました。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

えーとですね、要請が無いって。じゃあこの会のですね、増穂商業高校を活かす会の正副会

長も要請されて出ているその場所で、町長も言われたんじゃないんですか。その記者会見のあ

りますからということを知らなかったんですか、全然。それで知らないまま黙って帰ってしまっ

たっていうことでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

私と議長は同じ行動をとっております。活かす会の記者会見があるということは知っており

ますけども。そこに一緒にという話がありませんでしたので、私と議長は要望、お願いをした

後は帰ってまいりました。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

記者会見がですね、どこでセットしたのかわかりませんけれども、UTY でシリーズ化して放

送しておりましたので、多分ＵＴＹでセッティングしたのでしょうが。テレビ中継を見ており

ますと、富士川町の町民はもちろんですけれども。町外の人もですね、この記者会見を見て、

町長が出ていない記者会見って何だろう、というふうに不自然に思ったことと思います、私も

非常に不自然に思いました。で、聞いたところによりますと、「いいやほんなものは出んでも」っ

ていうことで帰ったらしいんですけれども。いいですか、この二人のですね、増穂商業高校の

跡地を活かす会の正副会長が、この記者会見に二人で臨んだんですけれども、この二人に対し

て非常に、先に帰ってしまうということはですね、非常に失礼なこととは思わなかったんでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

要望書がですね、町と議会から県に要望をしてほしいという要望でありましたんで。議長と

私と正副会長、５名ですね。５名で伺いまして、知事の方にはしっかりお願いをしてまいりま

した。その後、記者会見があるというお話は聞きましたけれども、その記者会見はどこでセッ

トされたのかもわかりませんし、私には要請がありませんでしたので、県から町のほうへ帰っ

てき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） 

ええとですね。記者会見の要請がなかったからといって、帰ってくるというのはどうなんで

しょうか。普通ですね、記者会見というのは、この富士川町をＰＲする絶好の場所だと思うん

ですけれども。そういうのを無視して帰ってきちゃうというのはどうなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

記者会見は、記者会見をする人がいて報道がいるわけでありますけども。そこに呼ばれても

ない人がいること自体が、おかしな光景になるんでは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） 

それではこのですね、増穂商業高校跡地についての質問は、そろそろ終わりにさせていただ

きますけれども。ひとつ、不思議なこともありまして。今回のですね、増穂商業高校の跡地を

活用するということで専門職短期大学校の誘致をということで、いろんな方に協力をしていた

だきました。ある国会議員がこういうことを言いました。富士川町の増穂商業高校の跡地は、

町長からもう体育館を作るという話が、裏でできているんだよっていうことを言って下さった

方もおりましたけれど、その辺いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

体育館のことは、私あの機能の検討は指示をしてありますけども、用地がまだどことも決め

てもおりませんし、そんなことを言ってもおりません。これは、県知事と同じ考えが一つあり

ますけども。まだまだ増穂商業高校にはですね、これから生徒募集して、あそこでまた３年間

学業に励む子どももいます。そのあと、次にどうするこうするってことは、知事さんもまだ学

生これからも、まだおりますんでということでありますから。県のほうの回答もですね、そん

なに、すぐに回答が出るものとは思っておりませんけども、町としてを注視をしてるとこであ

りますが。体育館のところはですね、片や専門職短期大学校という話もありますんで、軽々に

そんなところを次の体育館の跡地ということは、言える状況でないと思ってますんで。なんに

も使わなければ一つのいい有力地にはなると思いますけども。町のほうから、あそこを体育館

の建設予定地にと言ったことは全然ないと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは、増穂商業高校の跡地に体育館というのは勝手に一人歩きしていくということです

ね。ええとですね、誰が考えてもですね、体育館をつくるよりも教育機関である学校を建設し

た方がはるかにいいということは明白だと思います。私たち議員はですね、みんなの血税が無

駄に使われないように、後世に負の遺産を残さないように、行政のチェックをしっかりとやっ

ていかなければいけないと改めて思いました。以上で大きな１番の質問は終わります。 

続いて２番の質問に入ります。国の合同庁舎の中に町民図書館建設についての質問に入りま

す。国の合同庁舎シビックコアですが、子どもたちの教育の場である図書館と、検察庁が同じ

建物の中に建設される事には、子どもたちの防犯上問題があり、教育の面において良い事では

ないと思うんですが、図書館建設は別途建設するべきだと思うんですが、教育長の考えを伺い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

堀内議員の町民図書館建設ついてのご質問にお答えをさせていただきます。 

富士川地方合同庁舎に入居する鰍沢区検察庁は、鰍沢簡易裁判所に対応する検察庁であり、

峡南５町を管轄区域として、比較的軽微な刑事事件を取り扱っております。 

しかし、取り扱い件数が少ないことや、上部組織である甲府地方検察庁の人員削減の影響に

より、人員配置が困難なことから、平成２７年４月より職員の常駐を廃止し、その公務は甲府

地方検察庁において行っております。 

新庁舎の完成後も職員は常駐せず、高齢者などが健康上の理由により甲府地方検察庁に出向

くことが困難と認められる場合など、新庁舎を利用するとのことであります。 

また、被疑者の通用口は、一般利用者と区別し、セキュリティー体制も万全であり、防犯上

何ら問題はないと伺っております。こうしたことから、図書館建設については、現在の計画ど

おり進めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問させていただきます。今教育長の答弁の中にですね、比較的軽い刑の人たちが来ると

いうことで、という答弁でありましたけれども。検察庁というのはですね、不特定多数の罪を

犯した人たちが来るところなんですね。中には手錠をかけられた人がですね、警察官に連れら

れてくることもあると思います。入口が別だとはおっしゃいましたけれども。そんなところに

ですね、子供たちが遭遇することもなきにしもあらず、考えられます。その姿をですね、これ

から成長する子どもたちが見るということが、教育上よいことだとお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

軽微な刑事事件ということで、お話をさせていただいたわけでありますけども。この場合、

区の検察庁に来る人につきましては、罰金刑に関する人ということで、手錠がかけられている

かどうかということはわかりませんが。また入り口も全然別ということであります。直接、一

般利用者と接するようなことがないと思いますので、防犯上、安全で利用できるではないかと

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） 

あのですね、防犯上危険なことはないとおっしゃいましたけれども、絶対危険がないってい

うことはあり得ないことだと思います。で再質問ですが、私達女性はですね、この世に大事な

命を生み出し、自分の命よりも大事に子どもを育ててきているのです。この子どもたちの為な

らいつだって自分の命を差し出せる。これが女性の覚悟なんです。だから子どもたちには健康

で安全な環境を与える事が、我々大人の役割だと思ってます。だから、子どもたちの施設を造

るには万全を期して頂きたい。万全を期さなければいけないんです。建物はただ造れば良いと

いうものではない。そこに魂が宿っていなければならない。長い事使わなければならない、万

全を期すべきです。特に子どもたちの建物には、愛情が込められていければならないのです。 

全国でですね、国の合同庁舎がどのくらいあるのか調べてみました。全国に１２か所ありま

した。１３か所目が富士川町が合同庁舎なのです。この１２か所の合同庁舎を調べてみますと、

図書館との合築の庁舎は２か所あります。東京都の世田谷区と千代田区の２か所です。ただし

ですね世田谷区にはこの町の数名の議員が研修にも行っていますが、世田谷区は税務署と法務

局との合築です。検察庁は入っておりません。千代田区は財務省・厚生省・労働省・国交省と

の合築です。どこも検察庁との合築は一件もないのです。検察庁との合築がどこにも無いとい

う事がですね、図書館との合築が良くないという事実を物語っているとお思いになりませんで

しょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

図書館との合築ということではありますけども、その地域に応じてまして。国の施設がどの

ように分布してるか、私のほうではちょっとわからないわけでありますけども。本町におきま

しては、この地域に５つ官庁があるということで、この官庁が大変重要な施設となっておりま
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す。私も一人の親といたしまして、子どもが安全安心に暮らせることはもちろんであります。

このような施設に作るに関しましても、安全に利用できるようには、国との協議をして参りた

いと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今、教育長から私も子どもの親です、安心を安全にというお言葉をいただきまして、大変よ

かったなと思います。再質問です。警視で署長まで努められた方とお話しをする機会がありま

した。図書館が検察庁と同じ建物だという話を町外の方ですけれども知っておりました。とん

でもない事で、富士川町は何を考えているんだといっておりました。 

こういう専門家の意見からしてもですね、図書館は別途建設するべきだと考えます。幸い土

地もちょうど良い所にあります。この合同庁舎と引き換えに、労働基準監督署っていうのがこ

の中に入りますから、労働基準監督署の土地が、等価交換で町では手に入ります。そこに県職

員宿舎の跡地は町で購入済みですから、県職員宿舎と労働基準監督署の跡地は、併せますとね、

場所は今の町民会館のすぐ西で、土地の広さも１５１６.６６㎡なんです。シビックコアは

８００から１，０００平米ですね、１階、各階が。ですからシビックコアより広く、町民会館

へ来る人達も利用できますし、駐車場も一緒に使え、何よりも子どもたちにとって安全です。

また旧増穂の人達にとっても、近くなるので利用しやすくなります。シビックコアへ合築です

と、入るだけで６億、地質調査に５千万、２軒退去させるのに３億５千万、合計で１０億。こ

んなにかからなくても、そちらの町民会館の西側の県職員宿舎と労働基準監督署の跡地へ建て

れば、５億なんて掛からなくて建設できるのではないかと思います。 

何よりも大事な事は、未来ある子どもたちの事を考える町でなくてはならない。建物は建て

さえすれば良いというものではなく、先ほども申し上げましたが、後世まで残り、使う物であ

ります。皆の尊い税金が活きる使い方をしなければならない。それが、町政を預かる者のする

事だと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

労働基準監督署の用地に建設ということだと思いますけども。この、労働基準監督署も図書

館と合築する合同庁舎に入居するということでありますので。監督署の跡地につきましては、

必要に応じまして、町内の関係部署で利活用について考えていきたいと考えております。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ですからね。労働基準監督署と、その等価交換で交換するんですから、町のものになるじゃ

ないですか。そして県職員の住宅の宿舎と一緒にすれば、先ほど申し上げましたように、１,

５１６平米ですね、あるんですね。そういった所に図書館を建てた方がよっぽど有効利用でき

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 
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     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

図書館の整備につきましては、国の合同庁舎と合築ということで進めていくことになってお

りますので、労働基準監督署もその建物に入るということでありますので、その用地を活用す

るということは、また別の用途があれば考えるということで行います。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） 

ええとですね、合築は図書館でなければならないということはないと思うんですね。例えば、

防災の倉庫、そういったものと合築でもよろしいんではないですか。ええとですね。先ほど申

し上げました１２カ所。全国に合同庁舎が合築であります。そこを調べてみましたらね、防災

倉庫として合築しているところがあるんですね。宮城県ですね。宮城県で、つくってあるとこ

ろは、宮城県の石巻市です。防災倉庫とそれから国の４つの出張所と一緒になって合築をして

いるんですね。ですから富士川町の場合も、何も図書館でなくても、防災倉庫として合築でも

いいわけじゃないでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

この図書館建設につきましては、シビックコア計画の中でも、地域の活性化がつながるとい

うこと。また、国の公有財産の 適利用の観点からも、合築整備ということで、国の計画でも

認証されておりますので、図書館との合築ということで進めさせていただきたいと考えており

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

しつこいようで、すいませんけれども。合築の合同庁舎が町の活性化になる。これは図書館

と違う場所に建てても、そこを防災倉庫として使っても活性化とは同じじゃないですか。活性

化につながりますか。同じだと思うんですけれども。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

シビックコア地区整備というのは、その地域、地域のまちづくりと一緒にやっていくもので

あります。で、この町でも合同庁舎の建設だけを要望していたときに、遅々として進まなかっ

た。そこであの跡地もですね病院跡地も、今のまま駐車場で将来ずっとそういうわけにはいき

ませんので。そしてまた国の５つの庁舎についてもですね、駐車場がなく、建物も老朽化をし

ていってるというところから、町も一緒に町づくりをやりますということで。町の方から、国

の方に図書館を一緒にというお話を持っていって、今実現に向かっているわけであります。こ

このこの場に来て、また別のものにしていくということは審議上できないんではないかなと思

いますし。ただ単に国の合同庁舎ということでなくて、シビックコア整備地区で町も一緒にま

ちづくりをしますということで、合同庁舎、富士川合同庁舎がでる訳でありますんで。もしこ
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れがでなければ、現状のまま５つの分散の庁舎でまた当面やってくことになってしまうと思い

ますんで。これは、長年の懸案でありますシビックコア地区整備計画を動かす上でも、現状の

形で計画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） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ええとですね。図書館と一緒に合築でということが、初めからというふうに言われましたけ

れども。そこでちょっと腑に落ちないのが、何で図書館、またもとに戻りますけれども。何で

検察庁と図書館を一緒にしなければいけないかということなんですね。それと合築でシビック

コアを造ってくださって結構です。これは。だけれども、図書館でなくて防災倉庫でもよろし

いんじゃないんですか。そういうことを国へ提案していったらどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

地域の活性化というところがですね、やはり防災倉庫ですと、その、人の賑わいというもの

は期待はできないと思います。災害時には物資の搬出に行くと思いますけども。普段のそういっ

た倉庫を、町の鰍沢地区の中心、そして旧５２号のですね目の前に、倉庫というのはいかがか

と思いますんで。町とすれば賑わいを求める観点から、大勢の人が行き来してあの地域に賑わ

いができるように。そしてまた、国の合同庁舎にしてもですね、ここにしっかり造らなければ、

身延の職業安定所がなくなってしまったと同じように、ボロボロ、ボロボロ、甲府へみんな持っ

ていかれてしまうという観点から。１日も早く国の合同庁舎を造っていただきたいということ

で、図書館を町も一緒にやりますと、いうお話であります。その中に、４カ所入るか５カ所入

るかは、町が選んだわけではなく、国のほうで入れる可能な数を選択、選定したと思っており

ますんで。町が、検察庁が入るからどうこうという話ではないと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

堂々巡りですから、そろそろ終わりにいたしますけれども。やはり町政を預かる者として、

子どもたちを大事にする政治をしていかなければいけない。そして住民の血税を使うものです

から。活けるように使っていかなければいけない。それが町政を預かる者の責任だと思います。

それからですね。ぜひ、図書館は子供たちのためにも、別途建設を要望して、以上で私の質問

は終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告３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４番 ６番秋山勇君の一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

     ６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

地域住民らによる「見守り」は孤立死を防ぐための身近で有効な対策とされてきましたが、
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近では、地域社会のつながりが薄れ、近所との付き合いがほとんどない人が多くなってきて

います。その一方で、独居の高齢者は年々増えてきており、家族構成を把握できない世帯や見

守る側の住民も高齢化が進み、「孤立死ゼロ」状況は厳しくなってきており、見守り活動の限界

に直面している状態でございます。 

女性の場合、２、３人ぐらいで集まって、何かと近所、地域の話題も豊富なんですが、長時

間労働で戦後の経済成長を支えてきた男性は、近所、地域との関わりがほとんどないまま年を

重ね、家族だけを頼りに生活されている方とか、「テレビが話し相手」といった一人暮らしの高

齢者が増えてきています。こうしたですね、一人暮らしの高齢者の実態を把握し、身近な高齢

者支援の政策がますます必要になると感じます。そうした中地域における見守り体制について、

次の点についてお伺います。孤立状態の高齢者の実態把握について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の秋山議員の、孤立状態にある高齢者の把握状況についてお答えをいたします。孤立

状態の高齢者の実態把握につきましては、大変難しく、把握はしておりませんが。現在、町で

把握している、６５歳以上の独居高齢者は、１，１９７人となっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     ６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

東京２３区で、孤立死が も多い足立区では、人と人とのつながりが薄れたことにより社会

的孤立を背景とした社会問題が顕在化しております。そうした状況を打破するため、地域の力

を結集してですね、「孤立ゼロプロジェクト推進条例」を制定し、取り組んでいるのが足立区で

あります。「周囲との会話が週１回未満」、「困り事の相談相手がいない」人を孤立状態と定義し、

各自治会に該当する高齢者の調査を依頼し把握している現状でございます。調査結果を基に区

の職員が訪問し、介護サービスを受けたり地域の集まりに参加したりするよう指導し、効果を

上げているということのようです。一方、なかなか支援を受けたがらない人もあり、対応に苦

慮しているのが実態ということも聞いております。 

そこで足立区では、じゃあどんなふうに進めているかといいますとですね、自治会、民生委

員の方々が、聞き取り調査を行いですね。まず第１段階として気づくことをやっているそうで

す。それから第２段階といたしましてですね、調査の結果「世間話の相手」「困り事の相談相手」

がいない方に対して、地域包括支援センターの職員が「協力員」を紹介してですね、ここへつ

なげてるそうなんです。だからまず気付く、つなげるです。それから３番目に、協力員が定期

的に世間話を伺って、見守りや声かけを行なう。ここで寄り添ってるんですね。それから４番

目といたしましてはですね、協力員が地域のイベントに参加するよう誘ってる。それは居場所

をつくるということですね。孤立の高齢者に居場所を作っていると。で、今度は、４段階を踏

んだ中で、孤立の高齢者は自ら進んで社会参加をしていると。そういう方法をとっているよう

なんです。これらはですね、富士川町でもかなり参考になると思いますけどもどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 
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ただ今の、先進地の事例、ご紹介いただきまして非常に参考になるものと思いました。現在

うちの町の規模でございますと、こういった独居の高齢者を抽出しまして、民生委員さん方、

それから社会福祉協議会、介護予防教室等の皆さんとの交流の中でそういった孤立状態の方を

把握し、包括支援センターを初めとする保健師等の専門職が訪問をしまして、相談等に乗り、

支援を始めさせていただいたケースもございますので。そういった活動もしておりますが。ま

た今後そういった先進地のことを研究しながら、活動を広げてまいりたいと思います。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

非常にですね、地域包括支援センターの役目というは重要になってくると思います。ぜひこ

の辺はですね、きめ細かにやっていただきたい。そんなふうに考えます。それから。次の質問

なんですが、孤立状態の高齢者に対し自宅を訪問してですね、困り事の相談及び指導対応につ

いてどのようにやっておるか、その辺をお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今現在の町の指導及び相談についてお答えいたします。６５歳以上の独居高齢者の内、

見守り等が必要な高齢者を把握した場合は、地域包括支援センターの職員が自宅に訪問し、相

談支援を開始しております。 

また、地区の民生委員が、活動の中で、孤立状態の高齢者等を把握した際は、地域包括支援

センターや保健師へ連絡をしていただき、職員と一緒に関わっていただいております。 

このようなことから、地域包括支援センターでは、定期訪問や民生委員と連携し、見守りを

行うと共に、生活状況を把握し、お話を聞く中で、その人にあった集いの場の紹介や必要なサー

ビスを提案し、孤立防止に努めているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

非常にあの地域で大変だと思いますけれど、この辺をですねしっかりやっていただきたいと

思います。それからですね、次の質問なんですが。これは、これも群馬県の高崎市ではですね

「地域の力だけではすべての命を救うことは難しい」としてですね、６５歳以上のひとり暮ら

しや高齢なふたり暮らし、またはこれに相当する世帯に該当する人を対象にですね、高齢者等

あんしん見守りシステム設置を推進し、利用する高齢者を募集しているそうなんです。  

その高齢者を募集する中でもってですね、緊急通報装置と安否確認センサーを設置し、高齢

者の見守り体制を強化し、システムを通じて高齢者のさまざまな相談に応じているのが、高崎

市の状態なんですね。でここでお伺いしたいんですが、孤立状態の高齢者済対策として、異常

を察知する緊急通報装置、安否確認センターの設置をしていく考えがあるか、これが３番目の

質問なんですが。町の考えを聞きたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 
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〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい。ただ今の異変を察知する緊急通報装置、安否確認センサー設置推進についてのご質問

にお答えいたします。まず、あの孤独死について、明確な定義はありませんが。一般的には、

誰にも看取られることが無く、自宅で亡くなられたことを指し。主に発見されるまで、１週間

以上経過している場合に、孤独死と定義されることが多くなっております。この孤独死防止対

策としての「緊急通報装置・安否確認センサー」は、本人がボタン通知で相談及び通報できる

他、室内の動きをセンサーが感知して、一定期間動きがない場合などに、ご家族など指定の連

絡先に、お知らせする安否確認のサービスがセットとなっているものであり。これにより、室

内で動けなくなった家族が、放置されることを防止することも可能となるものであります。 

現在、町では緊急通報システム「ふれあいペンダント」を安価で利用できるサービス提供を

実施すると共に「地域見守り事業に関する協定」として、協定の締結または協力の同意をいた

だいている町内事業者より、訪問時等に異変を察知した場合に、通報していただく事業を実施

しております。 

このようなことから、安否確認センサー設置については、個々の生活様式の違いから、適切

なセンサー機器などが違ってくることもあり、助成制度は、現在考えておりませんが。希望さ

れる方やご家族が利用しやすいような、この地域で利用できるセンサー機器による見守り･安否

確認システムを一覧にした情報提供を行うなど、設置支援を行って参りたいと考えております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

前向きな御意見をいただきましてありがとうございます。本当にですね、高齢化が進み、独

居の高齢者は年々増えていきます。こういうシステムははですね、地域と行政とタイアップし

てやっていく課題だと思います。ぜひですね、あのワークショップなんかでやりますけれども、

地域でできないこと、あるいは行政でできること、これらをですねうまくかみ合わして、この

高齢者の救済対策をですね、実施していただきたいとそんなふうに考えております。非常にワー

クショップの中でも、これらは各地域でもって話題になることだと思いますので。これらをで

すね町の方に進めていただいてですね、募集を募ってですね、高齢者の募集を募って、このシ

ステムを導入していくようにやっていただきたい。そんなふうにお願いして私の質問を終わら

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４番 ６番秋山勇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１０時５０分 

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

再開 午前１０時５７分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて引き続いて一般質問を再開します。続いて通告５番 ４番青栁光仁君の一般質

問を行います。 

４番 青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

ちょっと多岐にわたりましたんで、町民への思いやりのある施策についてという大きい項目

にさせていただきました。まずあの富士川町町民文化祭の折ですね。私あの受付の担当を半日

行いました。杖をついてご利用いただける高齢者を多く見かけました。ところが入り口から一

番東側の一番奥にエレベーターがあります。正面玄関から一番奥に歩いていただくのは非常に

申し訳ないという気持ちでありました。もちろん戸川の北側入り口を利用すれば、すぐにエレ

ベーターに近いことは承知しておりますけれども。普通は正面玄関から入ると思います。高齢

化が進む現状では町民には優しい施設であってほしいと思います。今現状では、優しくない施

設になってしまっております。そこで次の点について伺います。まず１番目として、町では町

民会館の玄関近く、ホームエレベーター程度でもいいと思うんですけれども。エレベーターを

増設する考えはないか伺いたいと思います。 

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） 

ただ今の青栁議員の、町民会館の玄関近くにエレベーターを増設する考えはないか、という

質問に答弁させていただきます。町民会館のエレベーターにつきましては、平成１１年度の鰍

沢福祉センター大規模改修工事の際、設計段階で検討した結果、建物の構造上、他に適当な設

置場所がないことから、現在ある位置に設置したところであります。こうしたことから、現段

階ではエレベーターの増設は考えておりません。 

しかし、エレベーターの位置がわかりにくい現状にあることから、当面エレベーター利用者

については、駐車場をエレベーター近くに確保するとともに、北側入口から入館できることを

広報誌や各種団体に再度広く周知していきたいと考えております。 

今後においては、南側の駐車場から 短にエレベーターを利用する方法があるかどうか検討

して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ぜひ北側入り口のＰＲをもっとしていただくということ。それから、ホームエレベーターで

すと本体は軽乗用車か乗用車くらいで設置できます。ただ町民会館へつけるとなると、いわゆ

る風よけっていいますか。全体をカバーするエレベーターホールが必要になりますんで、数千

万円かかるのかもしれませんけれども。そんなこともぜひ検討していただければと思います。 

次の質問ですけれども、例えば１００歳体操を広めたいグループとか、手話講座を開きたい

グループとか、あるいは富士川町ファンクラブとか、他の町村と一緒になって、富士川につい

て勉強しようとか、いろんなサークルがあります。私も自分が所属する、文化協会サークルの

町民会館の予約担当を受けています。毎月月初めに３カ月先の予約をしておりますけれども、

特に金曜日の夜間ですね。希望の部屋が非常に取りづらく、競争状態になっております。これ

はあの前回の質問でもお伺いしました。ところが平日の昼間とかですね、土曜、日曜日は割合

と空室が多い状況になっております。そこで、２番目の質問として、文化協会や体育協会に所

属していない町民のサークルが、町民会館を無料で利用できないか、伺います。もちろんあの

文化協会、所属部が予約した翌日以降の申し込み、というような条件がつけられても構わない
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と思いますけども。現在は所属してないと有料を扱いになると思います。ぜひ利用できる方法

はないか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の町民サークルの団体が町民会館を無料で利用できないかというご質問にお答えしま

す。町民会館の利用料については、「受益者負担の原則」に基づき徴収しております。 

こうした中、文化協会や体育協会については、社会教育、社会体育及び社会福祉の向上を目

的とする団体であり、団体の育成、支援の観点から使用料を免除しております。 

こうしたことから、現在、文化活動を主として利用しています団体につきましては、文化協

会の目的に賛同し、加入していただければ、利用料が免除可能となります。 

また、多くのグループが加入することにより、団体の活性化や文化振興にも繋がるものと考

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） 

今お答えいただいた通りのことがあると思います。文化振興ですね。ところが、認知症予防

とかですね、健康増進、障害者との交流。すべて町民福祉に関連するサークルでも、現状は、

有料です。町民が代表を務めるサークルに、貸出条件を改善できないか。再度伺いたいと思い

ます。例えば体育協会、文化協会には補助金も受けております。補助金を受けながらなおかつ

町民会館無料です。補助金は受けられないけれども、無料で利用できるという方向が検討でき

ないか。再度お聞かせください。 

〇議長（秋山貢君） 

 生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

町民会館の使用料の免除につきましては、条例でもですね、社会教育、社会体育及び社会福

祉の向上を目的する、という言葉が入っております。先ほど青栁議員が今おっしゃいました。

その用途につきましてはですね、その都度、それがそれに該当するかどうかという判断を、教

育委員会の方でして参りたいと思いますので。利用されるときは、こちらのほうにご一報いた

だいて、またその都度、対応判断をさせていただきたいと考えております。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） 

ありがとうございます。非常に前向きで、いろんなサークルの方にこの回答をお伝えしたい

と思いますんで、ぜひ善処していただけるようによろしくお願いします。次に移ります。役場

職員が事務局を担当している会だけが利用ができることというのは、これもまた既にお伺いし

ましたけれども。庁舎の会議室の問題ですね。今現在ですと役場職員が同席して、役場職員が

事務局を担当していることと、ということで伺っておりますけれども。ぜひ新庁舎建設までで

すね、新庁舎の建設の折にはお考えいただけるというご意見も聞いてますんで。その経過措置

として、役場の会議室等、あるいは食堂等をですね、暫定的に町民サークルに貸し出す、利用
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できないかどうか。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） 

ただ今の青栁議員のご質問にお答えいたします。役場本庁舎の会議室や食堂等については、

会議・研修など、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を許可しており、

町民サークルなどの団体及び一般者の利用については、これまで貸し出しを許可しておりませ

んでした。 

しかし、平成２８年４月から、旧町民会館の用途変更に伴い、町民サークルなどの団体及び

一般の利用者から、活動場所が限定されている旨のご意見をいただいたところであります。 

こうしたことから、昨年度、会議などの利用の少ない休日の日中について、使用の可能性を

検討いたしましたが。やはり日直者１名では利用者の管理が困難であること、無施錠の部屋が

あること、などの防犯面の問題があるため、今後も、貸し出しは困難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） 

再度お伺いします。確かに防犯面から、それから１階、２階のロビー、執務室へ仕切りがあ

りませんので、非常に難しいかと思いますけれども。相手のわかる町民が代表をしておったり

ですね、責任を持つということでご検討いただけないかもう一度お答えください。 

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） 

ただ今のご質問にお答えさせていただきます。やはり本庁舎の会議室や食堂につきまして、

自由に外部への退室が可能な構造になっているため、やはりに日直者の監視が必要であります。

また南別館につきましても、日直室から離れてるため、利用者以外の者も入退室が可能である

と考えておりますので、利用者だけではなく、他の方も侵入してきてしまう構造になっており

ますので。やはり防犯面上の課題が多いことから、引き続き、町事務局、すみません、町職員

が事務局となってる団体の利用について許可しておりますので。一般の利用については、今後

も困難であると考えておりますので。新庁舎におきましては、そういった会議室も検討をして

おりますので。また、そこまで我慢していただきたいなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そういう回答になるとは思っておりました。実際、役場職員が事務局をしていても、参加者

が、トイレいくとか、外へ出るとか、ということは今自由になってますんで。ちょっとその辺

では同じなんじゃないかなという感じもしますけれども。防犯面から役場庁舎の利用はちょっ

と難しいのかなという感じでおりました。それだけに、ぜひ生涯学習課の方で町民会館の、町

民利用ということでご検討をお願いしておきたいと思います。それでは次に、何度か質問して

おります。大きい２番目としてデマンドバスについて、また伺いたいと思います。一番目に、
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デマンドバスから定時路線化は現在検討されているか、再度伺いたいと思います。 

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） 

青栁議員のデマンドバスについてのご質問にお答えします。現在町内で運行しているデマン

ドバスについては、増穂地区が平成２１年度、鰍沢地区が平成２６年度に町営バスより移行し

ており、朝夕の定時定路線と日中のデマンド運行の２本立ての形態による運行で、平成２８年

度実績で、延１６，４３１人の利用がありました。 

こうした中、例年実施しているデマンドバス利用者・未利用者アンケートにおいて「これか

らもデマンドを続けて行った方が良いか」の設問では、８７．１％の方が継続を望んでおり、

「定時定路線バスが良い」という方については１０．４％でありました。 

こうしたアンケート結果を踏まえ、検討した結果、デマンドバスの利便性の向上を図ってい

く方向で考えておりますので、現状では定時定路線へ移行する考えはありません。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再度伺わせていただきますけれども。例えば病院からですよね。買い物をして自宅へ帰りた

いという場合。まず、病院までの予約をします。診療が何時に終わるかわからないんで、診療

が終わったところで、帰りへ向かうバスを予約します。このバスへ乗れたとして、３０分待ち

ます。もし、９人乗りですから、運転手以外９人乗りですから、いっぱいですと言われるとそ

こで１時間待たなきゃならない。それからショッピングセンター行って買い物をして、また予

約を。電話を入れて３０分、 低でも３０分待って。 低でも３回電話をして、１カ所の買い

物した場合には、３回電話をして、それから自宅へ帰ると。もし定時路線であれば乗る方の方

が、なんて言うんですかね、時間計画を立てると思いま。今までの。従来のの山交バスは国道

を中心に走って時間も決まっておったわけですから。そういうことで、テスト走行は考えられ

ないか。伺いたいと思います。 

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） 

確かに議員おっしゃるように、その都度の予約ということは確かに出てくるわけであります

けれども。オペレーターの方とも話をしてみますと、やはり自分の１日の行動をある程度を予

定しながら、事前に行きの予約と帰りの予約まである程度してしまうというような方が多く

なっているというようなことをおっしゃっておりました。そういった利用の方法等については

やはり、いろいろ周知をしていった方がいいかなというふうに思っておりますけれども。基本

的には、先ほど言いましたように定時低路線化は考えずに、デマンドをどういうふうに、有効

的に利用できるようにしていった方がいいか、というような観点で、政策としては進めていき

たいなというふうに思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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デマンドバスが悪いということでなくてですね。間々へ定時バスを入れるテスト走行もでき

ないかということなんです。ぜひ、それも検討していっていただきたいと。確かに１台入って

ますけども、定時バスも。私も自家用車持ってますけれども、たまに乗ります。朝一番は、だ

れもお客さん乗ってませんとか。この前もお話ししました。例えば隣町に住んでいる実の娘が

ですね、母親の通院に付き添いたい、デマンドには乗れません。またＪＲ鰍沢口駅の西側は富

士川町です。で東側は市川三郷町です。相向き合いで無尽会をやっております。で、私どもの

町が管理しますかじかの湯で毎月、無尽会をやっていただいていました。ところが、デマンド

バスになった途端に市川三郷の方は乗れません、ということになりまして。 近どうなさって

るかわかりませんけれども、そういう不都合があるわけですね。それを改善する方法が、うま

い方法が見当たりません。孫が来たから一緒に行こうとしても、孫は登録されてないから乗れ

ない。町民じゃないと乗れない。お願いして土日のホリデーバスは観光客用に、三筋作ってい

ただいて、どのくらい利用しておるかあれですけども。非常にこれも地域振興の一助にはなっ

てると思いますけども。それと同じように、ぜひですね定時バスのテストを。途中で、やっぱ

り利用者が少ないからデマンド一本に戻します、ということであってもやむを得ませんので。

ちょっとお考えいただきたいと非常に。２つ目の問題として、定時バスを希望する声を再三聞

きます。さっき１０％だというお話がありましたけれども。実はデマンドを使わないで、タク

シーで買い物に行ってらっしゃる方が結構いらっしゃるんですね。まあ、定時路線化をする。

その逆にですね、デマンドでなくて定時路線化をするデメリットについて考えを伺わせてくだ

さ 

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） 

定時定路線化をするデメリットというようなご質問でございます。 

デマンドバスのメリットとして、家の近くで乗車でき、行きたい場所の近くまで行ける事か

ら、高齢者など足が不自由な方でも利用しやすい点や、より多くの地域の方がサービスを利用

しやすい点であります。 

これに対し、定時定路線では、沿線から離れた地域の方にとっては、バス停までの距離が遠

くなり、利用しづらいという点がデメリットであると考えます。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

デマンドバスの利点については、町からの PR もありますし。若干オンデマンドではないん

ですけれども、ほんとに家の近くまで入っていただけるということで、便利なこと。それから

停留所が非常に多いということで、今おっしゃった、高齢者、あるいは足が不自由な方には大

変役に立っております。ですからデマンド辞めろということ言ってるわけではなくてですね。

従前は山交バスが表通りを走って、そこまで出て用事を済ましていたわけなんですから。ぜひ、

このテスト方向といいますか。定時バスを間へ入れてみてほしいというお願いをしながら、こ

の質問は閉じたいと思います。 

次に、３番目ですね。旧増穂西小学校の利活用について、ということでお伺いします。旧増

穂西小学校の利活用について、先の臨時議会で検討する材料が全く示されなかったんで。質疑
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と採決、同日ということで、私としては判断のしようがないので、先の臨時議会では、補正予

算の減額修正案を提出いたしました。しかし修正案に賛成いただいた議員が少数で、否決され

ました。そこで再度確認するため、この大きい３番目として、次の点を伺いたいと思います。

増穂西小学校の譲渡を受ける会社について。１番として予定された法人が設立されたのか。ま

た、株式会社と説明がありましたけれども、株主は何名か伺います。 

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） 

ただ今のご質問にお答えいたします。現在、法人名、株式会社 氷室の里舎として、法人登

記に向けた手続きを進めていただいております。 

登記完了予定につきましては、今月中旬とお聞きしております。先ほど株主という質問もい

ただいたんですが、２名でございます。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） 

そこまで情報をお持ちであれば、本当は１週間前の臨時議会で教えていただければよかった

と残念に思っています。それから契約は３月と伺っておりますけれども。次に２番目として、

譲渡契約案というのは作成されているのか、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） 

譲渡契約案についてのご質問にお答えいたします。契約締結の時期につきましては、水道、

電気の切り回し工事を完了させ、分筆測量及び分筆登記を行い、譲渡面積を確定させ、平成

３０年３月議会へ校舎部分に関する不動産譲与の議案を上程し、可決いただいた以降の平成

３０年３月下旬頃を予定しております。 

こうしたことから、土地につきましては、通常の土地売買契約書を準用し。建物につきまし

ては、無償譲渡でありますので、無償譲渡契約書を作成することとなりますが、現時点では、

契約書の作成はしておりません。 

その他に、譲渡するグラウンドの一部につきましては、平林区が使用可能となるよう、工作

物を設置しないことや、未舗装にすることなどを記載した覚書を、平林区と株式会社 氷室の

里舎との間で取り交わすこととなり。また、校舎に近接して設置されている夜間照明灯などの

使用に関しては、町と株式会社 氷室の里舎との間で覚書を取り交わすこととしており。現時

点では、覚書の作成はしておりませんので、今後、平林区、株式会社 氷室の里舎と協議して

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） 

次々とですね、内容がわかってくるんですよね。臨時議会、わずか１週間前では全くそういっ

たことがお伝えいただけなかったと。非常に残念に思っております。これも町長の答弁で譲渡

土地は約５４０坪と教えていただきましたけれども。会社の社員が使う駐車場とかですね、町
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外から来るような利用者が使う駐車場。それから校舎まで、今は全部学校敷地ですから校舎ま

での進入路といったものも、その分筆登記で確保されているのか不明です。 

そこで３番目として、契約予定先との譲渡金額、今建物無償ということでお伺いしましたけ

れども。あと面積ですね。そういったことは、話し合ってるのか。またその内容がわかれば教

えていただきたいと思います。 

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） 

ただ今のご質問にお答えいたします。譲渡敷地につきましては、本年８月頃から平林区と株

式会社氷室の里舎、設置予定者と協議を重ねた結果。校舎部分及び校舎から、南側に５メート

ルのラインで、グラウンドの一部を超えた範囲を、三者で１０月に合意し。その範囲を簡易測

量した結果、譲渡予定面積につきましては、約１，６６５平方メートル、約５０４坪。これは

やはり今、質問をいただきました道の部分がございますので、道を除くと５０４坪を１１月２日

に、会社設置予定者へ提示したところでございます。 

また譲渡金額につきましては、１１月下旬に売り払い希望価格の提示があったことから、審

査し町の算定単価より若干高い希望単価であったことから、その単価を町の譲渡単価として決

定いたしました。こうしたことから譲渡面積が確定した段階で、その単価を用いて譲渡金額を

算定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） 

ますますその臨時議会へ提案されたことが、わからなくなってくんですよね。１，６６５平

米。５０４坪が１１月２日に、内々合意されていたと、いうことであれば。私も分筆調査費に

反対するものというものではないし。本当はあの、今まだ、いまだに設立されてない会社と契

約するわけですから、順序が逆じゃないかなと思いますけれども。まちの振興に寄与すること

ですから、非常に今臨時議会でもありがたいというお話をしましたけれども。ぜひ議会はです

ね、資料を出していただいて、審議できる資料を出していただいて、議員の意見を統一して採

決するという方向へもって行きたかったなと思います。 

後にですね、新会社の定款とか事業内容も知らされていないんで、心配しているので。４番

目の質問として、譲渡した会社がですね、事業を継続できないとき。建物の解体費は会社が負

担するというのは当然だと思います。これは買い取ったわけですからね。ただ予定会社の発起

人の開いた、８月の地区説明会に役場の担当者が参加したりですね、株主とか役員就任を予定

している。もし町民にですね、株主責任とかまた役員の責任対するリスクが発生することにつ

いて、何か説明とか指導とかをしたんでしょうか。伺わせてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

株主責任等の負担がかかるかという質問にお答えいたします。旧増穂西小学校については、

民間事業者２社が出資し、西小学校卒業生等も役員とした株式会社氷室の里舎に譲渡し、平林

地区の活性化に役立てるよう進めているところであります。利活用に向けた計画では、氷室の
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里舎が校舎の耐震化を行い、体験型宿泊施設やサテライトオフィス、食事の提供施設等の、交

流拠点施設として経営し、今後は平林区の地域づくりの中核施設として活用を図るものであり

ます。 

なお、株式会社でありますので、経営不振により、建物等を処分する事態になることも想定

されますが、その場合出資の範囲で責任を負うこととなりますので、出資者以外の役員が債務

を負うことをがないものと言えます。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今お答えの中にあったように、本当に地域振興に寄与する事業であると思います。ありがた

いことだと思いますけれども、議会の審議を必要とする案件には、ぜひ資料を開示してほしい。

ということよりも、それが当然の対応だと思っております。前段の質問でも述べましたように

町民にも、議会にも優しい行政でほしい。ということを願って、私の質問を終わりたいと思い

ます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告５番 ４番青柳光仁君の一般質問を終わります。 

続いて通告６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） 

今回はまず、町の資源あるいは資産の活用について。後半は町全体のですね。不安の解消に

ついて伺ってまいります。１項目目。青柳宿について、休眠施設をどのように良いコンサルの

報告を受けるのか、町民は期待をしておりますが。あるいは不安もされている状況の中でコン

サルタントからの、提案の状況について伺います。 

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） 

調査の提案状況についてお答えさせていただきます。青柳宿の利活用調査につきましては、

古民家再生を手がける「キラクジャパン合同会社」と、本年５月９日に青柳宿利活用調査業務

委託契約を締結し、１０月末を履行期限としておりましたが。更なる市場及び事業分析のため

に、１２月末までの履行期限延長願いが提出され、変更契約を締結したところであります。 

     こうしたことから、現在調査中であり調査報告は受けていない状況であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

有効期間を延長したということは、先方に対してですね、良い報告を期待してると解します

が。先方が町の魅力や可能性をどのように評価して、前向きに提案されるかどうか。今のとこ

ろはまだ後３週間余りですけど、見通しはいかがでしょう。 

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） 

調査期限が、本年１２月末を履行期限としておりますので、それまでには提出されるものと、

考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい、じゃ２点目に移ります。町はあのこの休眠の施設の生かし方についてはですね、まち

の将来のために、民間の、県外の経営資源である人、物、金の情報も導入をして、施設を効果

的に利活用できる、検討する方向も具体化できるかどうかが勝負どころです。その点期待と具

体性を持ったですね、詰めが必要ですが。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。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

どのように具体化を図るかというご質問だと思いますが、青柳宿の利活用調査につきまして

は、現在報告を受けておりませんので。調査結果を待って、今後の方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） 

適時に良い内容を期待してですね、対応をよろしくお願います。２項目ですね。これはやは

りかじかの湯の経営事業の収益についてということで、この町の資産についての問題点を明ら

かにしていきたいと思います。１点目は、株式会社ビルネットが２年前に提出した事業計画と、

本年９月末で比較した収益、利益に関して売り上げ利益の差異と、町が把握している問題につ

いて伺います。 

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） 

かじかの湯の売り上げの差異、また把握している問題ということでお答えさせていただきま

す。かじかの湯の指定管理者である株式会社ビルネットにおいては、平成２８年４月から平成

３３年３月３１日までの５年間を指定管理期間として、営業して参りましたが、現在、経営状

況が厳しく、今後も利用者や収益の増加が見込めないとの理由から、業務の継続が困難である

として、指定管理者を辞退したい旨の申し出がありました。 

この株式会社ビルネットにおいては、収支計画では、３年目までは赤字としていますが、単

年度収支として、４年目以降は黒字に転換する計画であり、利用者に満足して頂くサービスの

提供、地域と連携した取り組みを行い、新しい利用者、リピーターの獲得を計画していたとこ

ろであります。しかし、年間利用者数が当初の目標を下回っていることや、飲食、売店の売り

上げが大きく下回っていること、サービスの低下などが要因となり、厳しい経営状況になった

と考えております。 

こうしたことから、町では、これまでの経営状況や利用客数を元に検討し、指定管理者とし

て、ふさわしくない業務内容であることから、業務の継続は困難とし、平成３０年３月３１日
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をもって、指定管理者を取り消すこととしたところであります。 

なお、収支計画書には、本年９月末収支の掲載はなく。また、本年９月末時点実績において

も未清算分もありますので比較はできませんが、昨年度においては、計画では３１３万円余の

赤字であり、実績では５４０万円余の損失となっており、２２７万円余の差異がある状況であ

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） 

当初計画に対し、初年度の売上、利益とも大幅に未達だったと。月次の、町は厳しい状況を

受け、問題点の把握や改善を１度は求めたと聞いておりますが。その改善を実行する指導力が

不足していたようです。適正に指導されてですね、経営改善できるような指導をしたのか、反

省点はありませんか。 

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） 

各提出書類においても、また会うたびですね、業績の方と比較しまして収入が昨年度よりも 

下がっていると。また利用者数が下がってるという時には、その都度、指導といいますか指導

しまして特に営業努力を行なっていただきたい、ということで指導してきている。指導してき

ておりましたので、指導が不足だったということで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） 

再質問を町長にお願いしたいと思います。途中で撤退することになった。ただ撤退のですね

ペナルティー条項もなかったと思う訳ですが、信頼性と計画の実行力が、委託者選定のよりど

ころだったわけです。町は途中撤退という、不適格の事業者を選定した失敗や現場の問題点の

解決、情報発信力や、またプラン・ドゥー・チェック・アクションという経営管理を適切にチェッ

クし、改善をさせなかったことを反省して、監督すべき業務に怠りがなかったのか伺いたいと

思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

株式会社ビルネットから、指定管理を辞退したい旨の申し出があった。うすうすは感じては

おりましたけれども、非常に町とすれば残念であるし、こういう事態に陥ったことを遺憾に思っ

ております。このビルネットを選定したのは、選定委員会でしていただいておりますんで、私

は関与しておりませんが。 終は選定委員会からの答申をもとにビルネットを指名したわけで

ありますが。当初は、新しい利用者の獲得とか地域と連携した取り組みとかですね、サービス

の向上とかいった、きれいな文言が出ておりましたけども。ときの従業員も引き続いてやって

いただいたんですが、その従業員とも折り合いがつかず、当初いた人はすべていなくなってし

まった。 

そういった内部の事情とですね。それで町でも報告は受けておりますんで、この報告を受け
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る度、先ほど担当課長が申し上げましたように、その都度、指摘はしております。指導はして

きました。ただ町が指導をしたから、それで業績が好転をするとか急転するってことはないと

思います。日々の努力が必要だと思うわけでありますけれども。先ほど言ったように従業員と

も意思疎通が図れなかった。そしてまた地域とも連携した取り組みがやや欠けていた。非常に

ですね、これまで長年利用していただいた皆さんも、サービスの低下から不平不満が多かった

のでありますんで。今回、そういった事態を申し入れたものを、指定管理者としてふさわしく

ない会社であるということから、解除をしたいということであります。町もその都度ですね、

もともとは町営施設でありますんで。これからも多くの皆さんに利用していただけるような

サービス、そしてまた新しい顧客の獲得、これは、これからもしていきたいなと思っておりま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町長が指摘されました、選定委員会が、事業計画をもとにしてですね、同社を委託すると決

めたんですけども、私も情報公開しまして、事業計画を見てみました。確かにですね、総花的

ではありますが、前向きな、これならやっていく、もらえるなという内容だった。で選定され

たわけですけども。さて、その会社がですね、月次計画でつまずいて、問題点が適時に指摘さ

れて。あちらからですね、いろんな人の問題、あるいはボイラー等々の施設の問題が産業振興

課に投げかけられました。それに対してですね、適切に対応できなかった。計画どおりに初年

度３００万の赤字で済むような経営管理が適切にできていれば、このような契約破綻がなかっ

たわけですね。そこで町長、町が指導するわけにはいかないと。やあ、これはですね、しっか

り監督していていただくということを、かじかの湯だけではありません。他の事業に関しても、

しっかり指導監督するという責任と義務があるわけですね。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。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

先ほども言いましたが、指導等営業努力、また利用者数が計画より少ないよというようなこ

とで、指導してきたわけですけども。あとは指定管理者の努力というのもございます。ぜひ努

力して、計画通りにしていただきたいということで、話はしてきました。しかし結果、このよ

うなことになってしまい、契約途中で取り消しといいますか、辞退を申し入れたという結果に

なってしまっ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） 

確かに、事業者のですね責任はですね、半分以上はもちろんあるわけです。ただし半分は信

頼して任せたよという町もですね、問題を、症状をですね。出血の状態を受けながら、出血を

抑えるというですね、適切な処方ができなかった。そういうこともですね、私は重ねてですね

期待し、お願いし、前向きにですね。２点目について伺っていきます。来年３月末ですね、決

算見込みと同社から経営を引き継ぐ際の決算見込みですね。と経営課題について町が総括して

いる状況について伺います。 
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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） 

経営を引き継ぐ際の、決算見込みと経営課題のご質問にお答えさせていただきます。平成

２９年度の株式会社ビルネットの決算見込みについては、現時点では見込めませんが、経営状

況は厳しいものとなっております。 

また、町が引き継ぐ際の経営課題については、指定管理者としての取引先への未払い金の清

算や販売済みの回数券が明年度以降に使用された際、ビルネットへの料金請求などであります

が。これらについては、すでにビルネットと話しはついているところであります。 

また、施設管理や運営については、現在募集している支配人を派遣し、利用者に不便をかけ

ないよう、引継ぎを行って参りたいと考えています。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

来年３月末、あと三カ月あまり、決算見込みをですね提出させられない。これがですね非常

に甘い。これで良いのかなと思うわけですよ。これまで思うようにいっていない、じゃなぜな

のか。顧客の獲得、あるいはホームページでの積極的な情報発信、あるいは人材の育成、顧客

満足をどのように獲得して、またリピート利用していただくかどうか。等々ですね、これらに

ついてですね、数字的に決算見込みを出させて、そして経営課題を整理させると。それをいつ

までにできるのか。で、これをですねもちろんしっかりと書面で残すと。当然にそういう準備

をしていると思うんですけども、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） 

その決算見込みの作れないような、今、会社の状態なんですね。赤字は赤字でわかってます

けども。決算見込みを出させても、果たしてそれが、見込みがあってるなのかどうかという状

況です。先ほど、課長が答弁したように、未払金が結構町内であります、それをまず清算をし

ていただくということ。このビルネットの赤字は、うちは引き継ぐつもりはありませんので、

ビルネットが背負って撤退をしていくということでありますが。先ほど言った未払いはしっか

り精査をしていただくということと。もう向こう４年間の回数券が出ておりますんで。うちが

今後を引き継いだ場合も、その回数券は生きるわけです。有効期限がまだありますから。それ

はうちが使わさせて、そしてその回数券の部分はビルネットさんにもう一度請求をすると。い

うふうな話し合いが、今聞いてるとこでありますんで、これからはもうビルネット云々よりも、

新しい会社がそういった過去の負債も精算できるような形で、今準備を進めているとこであり

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） 

もう町長は、決算見込みを出せないような状況だと。廃社だと。これはですね、やはりもう

ビルネット社は、もう既に手抜きをしているのかな。あるいはですね、３月までは契約に基づ
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いて、任されてるわけですね。ですんで、月次計画なり、あるいは場合によって撤退準備をし

なきゃいかんから、営業努力が正常にできませんよということなのか。今こそですね、 後の

引き継ぎをするべき責を果たさなきゃいかんと思うんですよね。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど来言ってますように、当然ですね３月３１日までは、ビルネットが経営者としてやっ

ていただくわけでありますが、２月からは、その引き継ぎ準備に入ります。そうしなければ、

あれだけの機械物のある上、温泉施設ですから新たにとか言ってもすぐにはできませんので。

今いる従業員、支配人はお帰りいただきますけども。地元の従業員には残っていただく話し合

いもしてますし。で、毎月、事業報告をいただいておりますが、そんな赤字が続いております

んで。当然担当課とすればその赤字の原因も問詰めながら、改善はするようにということは再

三言ってきた訳でありますけども。先ほど来、人間関係の問題、あるいは地域との連携の不足

とか、いろんな要件がありました。私も、時間のあるときには行ってもおりますけれども、中

のサービスがだんだん落ちていく。利用者の苦情もものすごい多いんですね。その都度、行っ

て注意はしてきます。言ったその時点はちょっと直るんですが、またもとの黙阿弥になってし

まうというふうな状況が続いていたものですから。利用客の方からもなんとかせよという声も

たくさん聞いております。こういう状態に至ったことは非常に遺憾でありますけども。今後は

当面、直営としてやりながら、またお客の獲得とか、サービス向上に努めながら、以前の賑わ

いのあるかじかの湯にしていきたいなと思っております。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） 

町長からですね、非常に困ったことだと。いう窮状について述べられましたけども。今後町

が直営するんだということで、ぜひ残された経営課題をしっかりですね書面で確認するという

ことを、お約束をお願いしたいと思います。それでは３項目めですね。 

〇議長（秋山貢君） 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時からといたします。 

休憩 午前１１時５３分 

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

再開 午後１時００分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて、午前中に引き続いて一般質問を再開いたします。 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

午後は、少し町の将来に向いてですね、質問していきます。３項目目ですね。町民交流広場

の利用予測と維持管理についてです。同施設は総事業費約１０億円をかけて、３４年度に完成

します。当初の利用計画を焼き直して、効果的な利用に向けて現実的な利用計画を作成中と思

います。初年度と全種目が利用できる３４年度の利用予測について、できるだけ利用区分ごと

について伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の、町民交流広場の初年度及び３４年度の利用予測についてお答えをいたします。町

民交流広場は、町民の健康増進が図れる機能と、集客交流・スポーツ交流の場としての機能を

備え、子どもから高齢者、障がい者まで幅広い方々が気軽に楽しめる交流の場として、整備を

進めているところであります。 

全体の完成は平成３４年度となりますが、陸上競技場とサッカー場については、平成３１年

４月の供用開始を目指しております。 

こうしたことから、初年度の利用については、峡南地域の小中学校並びに陸上競技者による

陸上競技の練習や大会、サッカースポーツ少年団及び一般利用者等スポーツ団体による練習や

大会、町のイベントや体育祭りの開催に加え、スポーツ合宿の誘致、企業のスポーツ大会など、

健康増進の場としての利用を見込んでおります。 

また平成３４年度には、天然芝の多目的広場やランニング、ウォーキングが楽しめる散策路

が整備され、町民交流広場全体が完成されることから、利根川スポーツ公園の年間利用実績、

おおむね４万人を上回る利用者を見込んでおります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

現時点では大方のですね、利用計画はやむを得ないなと思うわけですけども。初年度利用設

定料金ですね、いつから開示される予定ですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

利用料金の設定等につきましては、来年度に検討をして参ります。今の段階ではまだ決めて

おりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

利用計画についてはですね、町内外への幅広く利用してもらうように、今後、体育協会やス

ポーツの振興協議会、あるいは公募の委員を求めてですね、利用検討委員会などを立ち上げる

計画がありますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

この町民交流広場の整備につきましては、平成２６年度に町民交流広場整備検討委員会を開

いて。その中でですね、利用の方法とか、目的等決めさせていただいておりますので。今回は

新たに、教育委員会の方で中心になって検討委員会を立ち上げるという予定はございません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君） 

計画に際してですね求めたいことは、あのきめの細かいことと、関係者にですね幅広く普及

して、例えば平日と休日ごとに、あるいは町内と町外、利用団体ごとに。それから幅跳びや高

跳びもあるわけで。この競技種目ごとに、どのように利用者を計画していくか、お願いしたい

と思います。２点目ですね。同施設の維持管理について伺います。 

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） 

それでは町民交流広場の維持管理について、答弁させていただきます。町民交流広場の、年

間の維持管理費については、サッカー場の人工芝の整備費用と、その周りに整備します、多目

的広場の天然芝の芝刈りや除草などの費用及び管理棟の光熱水費などで、現時点で、年間約

３００万円を想定しております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

１点だけ、お願いしますけども。この３００万の計画の中でですね、水害等に対するですね

保険が給付できるのか、付保できるのかどうか、どのような計画ですか。お願いします。 

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） 

富士川の河川敷を使っておりますんで、保険の対象になるかどうかは、ちょっと検討させて

もらって、あれば維持管理費の中に入れていきたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

ぜひ他の施設とも検討をしていただいてですね、よろしくお願いします。それでは大きい４項

目目ですね、お願いします。大柳川渓谷の観光振興についてです。渓谷は、滝の醍醐味や釣り

橋の魅力が大きいので、もみじ狩りのウォーキング参加者も東京からのバスツアー客や町外か

ら家族で来られる方など、先日も大変賑わっていました。Google 検索のランキングで、山梨県

の５位は大柳川渓谷でした。仙人と自称する山崎さんが、５年前移住されまして連日情報を発

信しているお陰様です。今後、町全体にもプラスになるよう、情報発信や受入れ体制を官民共

同で強化する取り組みが望まれます。そこで１点目です。 町は、つくたべ館の利用者数と大柳

川渓谷の入込客の推移についてどのように関与して、把握しているか伺います。 

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） 

大柳川渓谷の入り込み客数の推移と、どのように関与して把握しているかのご質問にお答え

します。つくたべかんの利用者数は、指定管理者である株式会社富士川への調査によりレジ通

過者数を把握しており、平成２７年度は９，８２６人、平成２８年度は、９，１９１人であり

ましたが、大柳川渓谷の入込客数については、把握しておりません。 
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町としては、大柳川渓谷のＰＲ活動や十谷古道を整備することにより、新たな魅力を増やし、

同時につくたべかんにも訪れていただけるよう取り組んでおります。 

また、株式会社富士川においても、つくたべかんを利用いただけるよう、大柳川渓谷をＰＲ

するとともに、ツアー会社への営業努力を行い、増客に努めております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

再質問ですけども、つくたべかんを株式会社富士川が直営しているわけですけども。これに

関してもですね、町はどのようなつくたべかん利用者からの評価とか、あるいはどんな課題が

あるか掴まれてますか。 

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） 

つくたべかんの利用者の声、また評価等はですね、株式会社社富士川の方にも届いておりま

す。そちらの方からの情報といいますか、伝えていいただいているところであります。また、

つくたべかんは利用者数の増加を目的に、株式会社富士川、また町でも大柳川渓谷をＰＲして

利用者数を増やしていきたいと考えています。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

聞いているところによりますとですね。つくたべかんに大型バス客が来たときに、乗用者の

ですねお客様がお昼どきですね、遠慮してくださいというふうなですね冷たい対応をされて、

もう二度と来ないというふうなこととかですね。今後CATV も開通しましてですね、これ２点

目にも関係するわけですけども、やはりきめ細かく官民が協力して行なっていくということで

お願いしたいと思います。 

２点目ですね。CATV あるいはインターネットも利用できることになりまして、大柳川渓谷

の魅力を広く情報発信できるわけです。そこで観光客の増加も期待されるので、十谷地域に駐

車場を整備する必要性について伺います。 

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） 

十谷地域に駐車場の整備の必要性のご質問にお答えします。 

大柳川渓谷がある十谷地域は、道路も狭く、普通乗用車の観光駐車場は、２か所ありますが、

大型の観光バスが止められる駐車場はない状況であります。 

現在、大型の観光バスは、乗客を降ろした後、塩の華で待機し、散策後に迎えに行く方法を

とっております。 

      こうした中、大型バス駐車場は、毎年多くの観光客が訪れる大柳川渓谷においては欠かせ

ないものであり、さらに、地域からも要望があることから、明年度に整備に向けた委託費を計

上して、適地を調査して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

前向きな対応をしていただけるということですけど。具体的にですね、例えば十谷にはです

ねイギリス人も移住をしており、また若い夫婦がですね農家民宿を始めるんだというお話も聞

いています。観光客の入り込みが期待できますんで、具体的に十谷の入り口にありますですね、

空き家を買い上げて駐車場にするという考えはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

駐車場の位置につきましては、明年度、調査等しまして適地をさが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） 

３点目ですね。大柳川渓谷を案内できる民間ガイドの育成、採用する計画についてです。渓

谷の来訪者に、ガイド役から案内説明してもらうと教育的な効果もあり、とても評判がよいわ

けです。バスツアーにガイド役を付けると、さらに観光客の満足度を高められ、観光客を積極

的に増加できるよう、地元の経験者の出番をつくり、地域活性化のお役立ちになるためにも、

「認定制度」を設けて、ガイド役の役割を推奨して、育成策を具体化する考えについて伺いま

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） 

大柳川渓谷の民間ガイド役の育成採用についてのご質問にお答えします。大柳川渓谷を案内

する民間ガイドについては、平成２７年度から、地域を熟知している４名により実施しており

ます。この大柳川渓谷のガイドは、町と株式会社富士川で連携しながら設置したものであり、

案内においては、町の観光パンフレットを利用しているところであります。また、案内しやす

いようにガイドのみなさんから意見を聞き、コースを一緒に歩き、眺望や遊歩道の整備を行っ

ているところであります。新たなガイドについては、当面、採用する予定はありません 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

三筋の観光振興が言われまして久しいわけですけれども。ぜひ地域地元の方々もですね、観

光客をおもてなしして、この地元の魅力をですね、ていねいにご案内できるという方向をです

ね具体化できるように。ぜひ来年度は、一歩また予算を取るなりよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それでは大きい４項目目ですね。リニアによる町への影響に対して、町の認識と行政措置を

求める方針について伺って参ります。騒音にかかわる環境基準を紐ときながら、生活環境を保

全し、人の健康の方に資する上で維持されることが望ましい基準に関する町の認識と、町が県

に対して対策を講ずる行政措置を求める方針についてを、明らかにしていただきたいと思いま
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す。わかりやすく通告しているので、具体的で前向きな答弁をお願いします。 

１点目です。騒音の影響に対して、住民意向調査を行います。住民投票案と同じ問題があり、

町民全体に目配りがなく、双方向で町民の意見を広聴する配慮が足りません。住民投票案につ

いて、議会では町民がどんな理由で判断したと受け止め、反省したのか。町長の認識について

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

川口議員の、リニア中央新幹線通過による町への影響に関する住民意向調査、に関するご質

問についてお答えをさせていただきます。住民投票条例につきましては、付託議案として、総

務産業建設常任委員会において、慎重にご審議をいただいた経過の中、否決という結果になり

ました。委員会では、沿線住民の意向を確認することは必要であるが、判断するにあたり、資

料の提供と説明を行って、意向を聞くための別の方策を検討するようにとのご意見であり、そ

れが、否決に至った主な理由であると受けとめております。 

こうしたことから、否決の結果とご意見を重く受けとめ、住民投票に代わる意向確認の方策

として、情報提供や見学会を開催する中で、意向調査を実施すること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） 

意向を問うやり方ではですね。町民と向き合って、意見や苦情を聞く、あるいは疑問に答え

る、その目的があるわけですが。そういう姿勢がないことが町自ら示したと言わざるを得ませ

ん。町はリニア事業が町全体に影響が及ぶことを重々認識して、今後の対応策をよろしくお願

いします。 

反省すべきもう１点があると思います。先ほども言われた広報を通じて情報を提供している

状況ですけども、これは一方通行です、おわかりくださいと言われますが。やはり申すまでも

なく、面通しでご質問等しっかり受けてもらうと。町は説明会を行い、双方向で生の声を広く

広聴する努力を、どうしてできないのか。特に若い世代が、将来のまちづくりに参画していく

わけで、中高校生にも目配りした場を持つべきではありませんか。町長いかがお考えでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただ今の質問にお答えいたします。また町でもＪＲ東海におきましても、これまでも何回と

なく住民との説明会はやってきました。ただものが進むにつれて、順次内容は変わってきてお

ります。これまでのものを今さらしても仕方ないと思いますけども、これからのことについて

は、今までもしておりますし、これからまた新たな事案とかですね。工事の進み具合によって、

当然住民の説明会を開いていく予定でおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君） 

先ほどのお答え、中高校生にも目配りした対応というのはその点いかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

これまでの説明会もそうですが、入場制限をした、あるいは年齢でしたあれがありませんの

で。そういう機会をとらえてまた、中高校生、あるいは小学生でもいいと思いますが、リニア

のことをよく熟知していただければと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

はい、ぜひ子供たちのですね、親御さんたちにもぜひ、そういう方向でやってくださいよと

いう声も大きい訳ですから。一緒に考えてもらえるようにお願いいたします。２点目ですね。

環境省の新幹線騒音に関わる環境基準による地域の当てはめについて、県は規制区域改正に告

示を１２月としていた。 新状況とそれに伴い、ＪＲ東海は地域類型Ⅰの区間は、防音防災フー

ドにせざるを得ないことになると確認できますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 

ただ今の規制区域改正告示等についてお答えします。「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」に関する騒音規制区域の改正は、県大気水質保全課からの情報では、予

定通り１２月に告示をし、施行は、平成３０年４月１日の予定となっております。 

ＪＲ東海は、県が行う環境基準の類型を当てはめる地域指定に基づき、環境対策工を施工す

ることとしております。環境対策工は、ＪＲ東海の判断により施工されますので、防音防災フー

ドになるか、防音壁になるか、他の防音対策になるかは、町としては確認できないところであ

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） 

町民生活課にもですね、リニアの影響がふりかかってきて、ご迷惑だと思うんですけども。

地域類型Ⅰはですね。「通常の生活を保全する必要がある地域」となっております。７０デシベ

ルを超えないように。それではＪＲ東海には具体的にどのような方法で騒音抑制を実行させる

のか。県とともにもう既に相談されてると思いますが。その点いかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 

地域類型、騒音対策の地域類型については、未指定区域を指定区域にということで、これま

で地域住民のご意見、あと環境審議会において、ご意見いただいた部分を町の意見としまして、

県の方ほうにも居住地域ということで、希望の方は出しております。 

〇議長（秋山貢君） 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

次の質問に移りながらですね、町のまた、踏み込んだ対応を期待するわけですけれども。 

３点目ですね。先ほどから申し上げてる、この新幹線鉄道騒音にかかわる環境基準は、５０年

１０月３日に公布されたものです。この中で中心線から２５メートル、５０メートル地点での

騒音測定することとしました。で、環境あらまし等でですね、この町内ではわずか４地点だけ

が測定されました。加えて両側１００メーター、２００メーター、３００メーターでも騒音予

測値を提示するよう、町は県とともにＪＲに対して、予測値を提示するよう要求しないのか、

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 

ＪＲ東海では、中央新幹線環境影響評価書の中で、リニア走行騒音予測値として、高架橋高

さ約２５ｍの防音防災フードで、距離２５ｍでは予測値６４ｄＢ、５０ｍでは６２ｄＢとなっ

ております。また、高架橋高さ約２０ｍで防音壁３.５ｍの場合、距離２５ｍでは予測値７８ｄ

Ｂ、５０ｍでは７８ｄＢ、１００ｍでは７７ｄＢ，１５０ｍでは７５ｄＢ、２００ｍでは７４ｄ

Ｂとなっております。 

このようなことから、町は、騒音予測値に関して改めてＪＲ東海への要望は考えておりませ

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） 

今５０メートル以降の調査もしたんだよと、いうことですけど。これはどの地域で、どんな

ような環境で、誰が、ま JR 東海です。行ったのか教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 

これは環境影響評価書の中で、あくまでも予測値ということで出させてもらっております。

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） 

基本ですけれども、町民は騒音の被害を受けるんで、非常に不安を感じてるんですね。この

ことを、もう重々踏まえましてですね、町は町民の生活を守るという観点ですね、調査をする

必要性と。この町においてのですね環境、風の影響等を設けまして、調査予測値をですね、町

民に知らしめていくということが必要。行政のですね、責任義務として必要じゃありませんか。

その点いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 
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環境影響評価書の中にもあるのですが。やはりリニア走行騒音の予測値ということで、あく

までも現在は予測する中で、JR 東海のほうで、多くの研究等を重ねた中で出てきている値を

町のほうとしましても、尊重しているというところであります。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） 

それではちょっと具体的に聞きます。例えば防音フードになってもですね。この町で防災無

線や区の放送を正確に聞き取れない心配もあります。町はどのようにＪＲ東海に対策を求めて

いきますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

これまで町民生活課長がお答えしているとおりでございまして、環境影響評価書の中でＪＲ

東海はある程度の予測値を示しているところでございます。これに基づいて、具体的に今後高

架橋の設計に入っていきながら環境対策をするとしておりまして、その中の一つとして防音防

災フード。一つとして防音壁。もう一つがその他の環境対策ということでございます。ＪＲ東

海はそのデシベルに基づいてしっかりと環境対策をすると言っておりますから、恐らくそのよ

うな事象が発生した場合には、ＪＲ東海の責任において、しっかりとした個別の環境対策をし

ていただけるものと認識しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今の課長の答弁につきましては、後のほうの５点目でふれたいと思います。４点目について

ですね。基準の測定方法の履行においてですね。暗騒音、静かな時の音ですね、のレベルをあ

わせて調査しておくことが望ましいとしています。２６年３月に、県はＪＲ東海に対して、「現

況との差を明らかにした上で、騒音レベルの変化を小さくする措置を検討すること。」としまし

た。早朝深夜に、町民が安眠を妨害されることを深刻に懸念しているので、町は県とともにＪ

Ｒ東海に対して、早朝深夜の暗騒音実態調査を要望するかどうか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     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） 

環境省が示す新幹線鉄道騒音に係る環境基準において、測定方法等の項目に暗騒音の調査に

ついての記述があります。これは、新幹線鉄道騒音に係る環境基準において、有効的な数値を

用いるための調査について示しているものであります。また、新幹線鉄道騒音の環境基準は、

環境基本法において、午前６時から午後１２時までの間の新幹線鉄道騒音に適用することが定

められており、県は既に新たに時間帯区分を設定することは難しい、という見解を示しており

ます。 

こうしたことから、暗騒音実態調査に関して、県は、ＪＲ東海に対して要望は行なわないこ

ととしていることから、町でも要望する考えはありません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

現在騒音の目安としてですね、深夜では４０デシベルとされていますが、現状と比べておよ

そ３０デシベルものうるさい騒音の被害に会うわけです。この現状をですね、例えば２年前よ

り天神中條の住民説明会でも、JR 東海職員に対してですね。この静かの地域に住んでみない

かという苦言もありました。騒音公害、これは広く大勢の住民が遭う、公害が起きることが懸

念され、これまでの答弁では現状の基準を是認して、「このままでいいんだよ。」そういう姿勢

でよろしいのでしょうか。行政は、先ほど県も難しいと言ってる。難しいことをどういうふう

にですね。この巨大な迷惑施設が、公害が起きる事態に対して、どのように対応していくのか

どうか。そこのですね、行政の認識と責任、義務が問われてるわけです。 

その点再度、いかがでしょうか。ご認識を改めて、住民の目線に寄り添ってと、常におっしゃっ

ていただいてますんで。法も変えていかなきゃいけないんです。新幹線基準でいいんでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

騒音の問題につきましては、環境省が示す環境基本法等に基づきながら、すべての地域でやっ

ておりますんで。これについても県と歩調を合わせながら、やっていくということであります

けども。暗騒音についてはすでに県は、新たな時間帯を設定することは難しい、という見解を

示しておりますんで、町も同様の考えでいるところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

現在の新幹線騒音基準が適用されるのか。現状のままでいくならば、深刻な不安や懸念が現

実になってしまいます。この早朝深夜だけでなくて、昼間も被害苦痛を強いられる多くの町民

が出ている。予見ですよね、あるわけですけども、発生可能性があるわけですよ。そのことを

ですね、町は県とともに十分承知して。新幹線は時速３００キロメートルで高台ということで。

高台であればですね、土手の上を走るわけだから、緩衝帯もそこそこあるわけですよ。高さは

約２０メーターの高架橋。で鉄道騒音ですから、新幹線の空力音は広域的に及びます。このこ

とをですね、もっともっと認識した上で。もう既に住民は不安を抱いてるわけです。 

そこで、５点目、リニア高架橋の工事などにより、町民が平穏に生活する権利を侵害され、

地域住民が、生存そのものにかかわる、根源的な人格権を脅かされる事態がさまざま発生する

ことについて、町長のお考えを伺います。これは、ちょっと人格権を説明しますと、「人として、

普通に生活する環境を守る基本的な権利」です。さらに、「くらしの安全安心を守り、心身への

騒音被害の犠牲者を出さないための住民の権利」です。地方には日差しや静かな住環境、田畑、

住みなれた近所付き合いなどという財産権もあります。県知事に対する署名要請にも、住民の

暮らしや健康を脅かされる不安が、切実に訴えられました。町民はリニアによる甚大な影響と

不安を深刻に感じて、さまざまな被害を受けると懸念してるわけです。そこで町は、JR 東海

が単独で利益を求めるこの事業の、すべての責任と義務の所在がＪＲ東海があるんだと。町は

住民の不安を払拭する行政の義務を果たすんだという決意を伺いたいと思います。 
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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） 

リニア高架橋の工事などに対する影響に関する考えについて答弁させていただきます。リニ

ア高架橋の工事が始まると、騒音、粉塵の発生や、工事車両の増加等が懸念され、住民の皆様

の生活への影響や健康被害を、 小限に留める対策が必要であります。 

このため、事業者であるＪＲ東海では、騒音の環境影響を低減させるため「低騒音型建設機

械の採用」及び「仮囲い防音シートの設置による遮音対策」などの環境保全措置を、粉塵や埃

の対策については、散水等による抑制や「排出ガス対策型建設機械の採用」及び「工事規模に

合わせた建設機械の設定」など、環境保全措置をとることとしております。 

また、工事着手前には、細部にわたる具体的な工事計画の協議を行うこととなっていること

から、騒音、埃の対策はもちろんのこと、工事車両の運行、児童生徒の通学路の安全確保など、

環境と安全に配慮した、万全な対策を講じるよう強く要請して参ります。 

なお、工事中におきましても、必要に応じて環境保全や安全対策に対して、きめ細かく協議、

並びに指摘事項の改善要請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） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

まとめますと、リニアは騒音公害だけでなく、沿線住民だけでなく町全体と、将来にわたり、

様々な負担や犠牲を強いることになる、巨大な国策民営事業です。始めて国の事業が、この町

をそこどけ、通せというふうな、やや住民の声を棚に上げてですね、不安が現実になろうとし

ます。一般常識からしてもですね、適切な対策を講じないで、具体的に予見可能性のある被害

を回避できずに、騒音公害が現実となってしまう場合、行政の責任も問われます。 

町は県とともに、住民の被害や損失を回避する行政の責務を厳しく問われています。リニア

の影響や負担に対して、若者を含む町民とともに、対応策と将来についても考える必要があり、

町は改めて認識を高めて、基本的に取り組んでほしいと。町は町に利益があるのかないのか。

次世代が町の将来を担うので、中学生にも考える機会を設けるよう、重ねて求めます。騒音や

影響、さらに犠牲まで次世代に渡るので、町は十分慎重に、町民目線による適切な対応策を講

じるよう重ねて強く望んで、質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告６番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

ここで午前中の長澤健議員の一般質問に対する当局の答弁の訂正の申し出がありますのでこ

れを許します。 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

午前中の、長澤議員の町の情報発信についての再質問におきまして、町のホームページに外

国語翻訳機能をつける考えにつきまして、産業建設課長が答弁をいたしましたが。確認をいた

しました結果、現在の町のホームページにおいて、既に英語、中国語、韓国語の３カ国の翻訳

ができる機能が、ついておりますので、訂正し答弁させていただきます。 
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なお、機能の場所につきましては、ホームページ中央上部にフォーリンランゲッジというア

イコンがありますので、そこをクリックしていただければ言語を選択できるようになりますの

で、選択の上で使用していただけるということになっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

野中課長、先ほど産業建設課長とおっしゃいましたけど産業振興課長です。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

申し訳ありません。産業振興課長の答弁にあります。 

〇議長（秋山貢君） 

     続いて、通告７番 １０番齊藤欽也君の一般質問を行います。 

     １０番 齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

アイパットを使ってということで、正直私ちょっと眼が悪いもんで。非常に、オロオロしな

がら質問することがあると思いますけども、お許しください。 

それでは、初めに。町では、この数年間の間に大型事業、おおよそ１２０億円弱という事業

を今進めようとしているわけですけども。その事業の進捗状況について。それぞれ、幾つかお

聞きしたいと思います。 

まず 初に、リニア新幹線に伴う新町民体育館。すでに整備検討委員会、基本計画等も作成

されつつあるようであります。その進捗状況ですね。とりわけ一つ目として体育館、非常に大

きな面積を要します。この移設場所の選定状況、あるいは選定方法について、現段階でどのよ

うになっているのか、お願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の町民体育館の移転場所の選定方針、そして状況についてお答えいたします。選定場

所の選定方針は、明年度、町民の意見が反映できる「町民体育館建設用地選定委員会」を設置

し、現在検討いただいております「富士川町民体育館建設基本計画検討委員会」から示された

用地面積が確保でき、アクセスや利便性などを考慮するとともに、町民が利用しやすい場所を

選定して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

今、今後のスケジュール的なこと言われたんで。２番目については改めてお聞きしませんけ

れども。今回、町長がですね所信表明において、同じリニアにかかる児童館の移設建設につい

てですね、次のような発言されています。 

現在の児童センターについては、ＪＲとの協議の中で、３１年上期には、引き渡しをする覚

書を交わしていると。リニア工事のために新児童センターを利用する子どもたちに支障がない

よう、３０年度中の完成を目指していくと。このような発言を町長されてます。この児童セン

ターと体育館は、もちろん同時期に引き渡すということなんだろうと思います。 

方や、児童センターは既に、入札にも、いろいろちょっと問題があるにしても、来年早々に
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は、入札を行い、３０年度完成と。もうこれは既定路線として、了承したうえで進んでいるわ

けですけども。そんなことを考えるならば、なんで３６年と先延ばししたのか。非常に大きな

疑問もあります。したがって、児童センターと比較でいけば、もっと早い段階で用地選定に入

るべきだろうと思いますけども、その辺についていかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

体育館、児童センター、スポーツ広場が、リニアの通過によって、この町の施設の移転が余

儀なくされておりますが。その中で、スポーツ広場、児童館については、児童館は子どもたち

が利用するところで、これまでもやっておりますんで、利用数もほぼ限定をされてきます。町

民スポーツ広場につきましては、サッカー場という要望もありましたから、これは広大な土地

が必要なんですが、国土交通省との話の中で、河川敷を無料で使用できるということから、早

期に着手をいたしました。体育館につきましては、スポーツ機能と同時にこれからの災害の時

の町民の避難場所ということもありますんで。機能と規模を検討してまずもらっております。 

そうした中で、全体の面積も出てくると思いますが。その面積は広大な面積になると思いま

すんで。体育館については、代替え的な施設も町内に幾つかありますんで。当初から、体育館

は後になるけども、先に替わりのないスポーツ広場と、児童館を着手していきたいということ

で。今、２施設が事業が進んでいるとこであります。 

体育館については、今後の大きな課題になってくるわけでありますけども。３６年と言って

おりますのは、３６年までに合併推進債が今活用できる期間でありますんで。できればその時

期の間、その合併推進債が活用できる間に成就できればいいなということで、計画は立ててお

ります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

   お聞きします。体育館も児童館も、引き渡し時期は同時期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 

○町長（志村学君） 

リニアの工事は一緒に行いますんで、３１年上期には引き渡すという予定でおります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

先ほどの説明では、体育館についてはいろんな機能が必要だと。で、規模も大きいという事

なんで、慎重な検討を加えていく必要があると。だから時間がかかるんだと、おっしゃり方で

すが。そういう理解でよろしいんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

当然、建設費も多額になりますし、広大な面積が必要になるということ。それと、体育館に
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ついては、その代替えの施設が、町内には小中学校あるいは高校の体育館もあります。廃校に

なった地域の体育館もありますんで。体育館については、そういった代替施設がまだ活用でき

るということから、一番後の計画となっているとこであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

先ほど、広大な敷地が必要になるという話なんですけども。先ほど、商業の質問が堀内議員

さんからされましたけれども。３６年度完成ということは逆算していくと、３４年度早い段階

で少なくとも工事には着手しなきゃいけないと。で広大な土地というのは、正直そんなに無い。

この富士川町、特に平地ということを考えれば無いと思います。あらためて購入するのは非常

に苦労すると、いう現実があるんだと思いますけども。その点を考えると、町長はもともと、

やはり商業の跡地というのは、できれば体育館にしたいんだという思いが強いのかなというふ

うに思うんですけど、いかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

増穂商業高校は県の土地に今なっておりますんで。その後の活用策については、先般も知事

さんにお願いに行きましたが。県がまず第１位に決めることではないかなと思ってます。もし

県が使い道がなければ、町へも相談が来るんじゃないかなと思っておりますが。体育館はほん

とうに広大な敷地が必要になりますが。そこが、もし他の使い道がなければ、一つの有力候補

地にはなると思いますけども。町内の中でもですね、まだまだ空いてる所もありますんで。そ

ういうところを、これから機能と規模を検討していいただく中で、先般２万５千平米という話

もきましたけども。果たしてそれでいいなのか、どうなのかということも含めて、また町の方

で細部を検討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） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

商業の跡地は、教育施設を誘致すれば町の将来にとっては非常に大きいだろうと、私は思っ

ておりますが。今言った規模の話なんですけども、２万５千、駐車場等々入れて約３万という

お話だったと。それで現在話が進んでるということじゃないんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

     昨年示された面積ですけども、敷地は概ね２万６千平米という数値が示されております。 

     今年度はですね、昨年利用者からの意見を元に町に提出されました、検討委員会との意見を

ですね。建設用地検討委員会を設定しまして、その中で、今詳細な協議を行なっているところ

ですが。現段階ではですね、それに必要な面積がどのくらいかという、その辺の協議までは、

まだ至っておりませんで。今協議してきているのはですね、体育館の中の面積。今一番の中心

になっているのは、アリーナの面積がどのくらいになっているかということが、今協議をして

いる 中で。敷地全体の面積については、これからの協議になります。 
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〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

敷地全体の面積は、駐車場、敷地２万６千でしたか。施設が５千平米。確かそのくらいのも

のであって、当時私が聞いた時に、質問もしていると思います。その時には、新しく駐車場等

を整備するであれば、既存の体育施設等々を併用する形がいいんだろうと。いう話をさせてい

ただきました。今の話を聞くと、まだ、今からさらに検討して、規模も考えるだというふうに

聞こえるんですけども。もう報告書も出て、それに沿って整備検討委員会でしたか、それもお

話しが進んでるというんで、何を今から検討するのか、よくわかんないんですけども。 

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） 

すいません。ちょっと言い方に誤りがあったようですけど。今、検討してるんですけれども、

まだですね、敷地の面積についての検討には触れていないという状況であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

施設、いわゆる体育館本体のものについては、もう終わっているということでよろしいです

か。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

体育館本体の協議につきましても、まだ結論は出ておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

よくわからないんですよね。町の物事の進め方としては、まあ町民有志、あるいは町民代表、

有識者で、いわゆる検討委員会ってのを開きますね。その報告が、もう大分前に出されました。

今度それを推進するにあたって、具体的な整備検討委員会で議論を重ねていくと。うちの議会

からも議員さんが確か２名ほどかな参加されて、報告がありました。確か白州の体育館を見に

行ってきたという報告を受けました。そこまでそうやって進んでいるのに、まだ今から何度も。

施設面積自体は、例えば、買うとなればどれくらいしか買えないとか、いろいろあるんだけれ

ども。施設本件そのものについては、もう議論が終わっているということではないんですか。

細部の問題はあるにしても、大きさ全体については、すでに決まっているという理解でよろし

いですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

施設全体の面積についても、まだ決まっておりません。今年度行なった、これまで２回基本

計画検討員会を実施しましたが。１回目につきましては、昨年いただいた利用者からの意見を
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もとに、提案をいただいた提案書の内容、そして現在の体育館の状況、これが１回目の内容で

した。２回目はですね、ある程度１回目の中でですね、アリーナの面積について、バレーコー

トが果たして３面必要なのかという意見が、大半を占めましたので。実際に山梨県内の中で、

バレーのアリーナ３面をとっている現場、これは白州の体育館になります。白州の体育館に行っ

て、３面というのはこういう面積だということをですね、実際に皆さんに見て、感じていただ

くために、２回、今現在行なっております。３回目につきましては、１月の２０・・、ちょっ

と日はわかりません。２０何日にですね、第３回目の検討委員会を開く予定で。今、計画をし

ているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

改めてお伺いします。検討委員会があって大まかな報告が出されました。細部について、整

備検討委員会やってます。もう一回他の検討委員会をつくるってことですか今後。委員会の検

討があって、また検討をされているような気がするんですけど。その点をお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

今回立ち上げているのは建設に向けてのですね、建設の基本計画の検討委員会になりますの

で。昨年度、利用者からの報告を受けた検討内容について、それがいいなのかどうなのかとい

うすね、 終的な結論を出すための委員会でございます。それを今現在協議中ということにな

ります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君）  

児童館も今やってますし。給食センター、給食のセンター化ということで、これも具体的に

話がどんどん進んでいます。そんなに長い検討をやっていない。あるいは、そこまで長くかか

てないんですよ。なんかズルズル伸びているのかなと。こんなことをやってれば、先ほど町長

が言ったように、時間がかかるよという話になる。もっと早くスムーズに議論し、やるべきじゃ

ないかと思うんです。えらい時間がかかっているなというのが率直な感想ですけど、いかがで

すか。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

検討の内容につきましては、基本計画の検討委員の皆様にお任せしておりますので、慎重な

審議をいただいていると判断をしているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君）  

この点について、 後町長に一言お伺いしたい。３６年度という目途を出されていますけれ

ども。もっと早く、例えば３４年度を目途にやるというぐらいの気構えが欲しいと思うんです
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けど、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

３６年度はですね、先ほど言ったように合併推進債の今の適用 終年度でありますから。そ

こに、まあ庁舎と体育館を 終年度においてやります。町も財政の平準化を図りながらやって

おりますんで。一気にですね、これをやると他の事業に影響が出てきますんで、その辺は他の

事業に影響がないように、そしてまた町の全体の財政にも影響がないように。平準化を図りな

がらやってくということでありますから。何でもかんでも、早く、すぐにというわけには参ら

ない状況であります。 

また、今回出してます大型事業の中でも、１０年後に工事に入るというものも入っておりま

すので。それらは１０年後に送るにしても、この大きな事業が、一度にですね、集中化するの

は、避けていくのが町の財政運営の一つではないかなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

ここでこんなに長い時間がかかるとは思ってなかったんですけども。一言ですね町長にお願

いしたい。確かに、厳しい財政の中なんで、一度に事業が集中すれば、それはとてもじゃない、

出来ない。それは十分わかってます。ただ問題は、計画を、ある程度準備をしっかりやってい

く。これを早くやるということは、逆に言えば事業の予算的な措置等々含めて、やりやすい話

だと思います。そこは大事なんだということを言いたいんです。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

町民体育館につきましては、これまで機能、規模の検討委員会を経まして、今、建設基本計

画検討員会をやっております。これをスタートは、まあ実施計画をつくり、基本計画をここで

作っていきますんで。この後は、実施計画を作ったりしていくわけでありますけども。あまり

早く、事業化がすぐ目の前に来ていれば実施設計に入れますけども、実施設計を作って、その

後にまた単価が変わったりとかですね。新たな工法が活用できるということになると、その実

施設計が無駄になってしまいますんで。事業実現の年度も片や見ながら、今進めているとこで

あります。決して、むりとむやみに送っているわけでもありませんし。全体の予算の中で、実

現可能な方策を検討しながらやってるわけであります。 

つけ加えて言うと、今３６年に合併推進債がとりあえず期限を迎えるわけでありますけれど

も。それをさらに延長するように今国の方へも、働きかけをしておりますんで。今ある 大限

の資源を活用すると３６年ということになりますが。それが延びれば、また事業は若干伸びる

可能性も出てくるということがあります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

３６年が一つのポイントの年度だなということをつくづく感じました。それでは２つ目。リ
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ニア側道の建設計画の進捗状況ということについて、お伺いしたいと思うんですけども。リニ

ア側道を延長して、出来れば駅の方までスムーズに行ける体制を作りたいという事で、町は取

り組んでいるわけですけども。そして実施設計の予算も組んでおります。現在どこまで進んで

きているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

○土木整備課長（細野幸男） 

ただ今の斉藤議員の、リニア側道の進捗状況について、説明いたします。 

リニア側道建設につきましては、戸川添いの町道戸川添１号線から、キャノンファインテッ

クニスカ南側の町道舂米小林２号線までの間、約２ｋｍの計画でございます。 

現在の進捗状況についてですが、戸川から天神吊り橋の間９００ｍの測量設計業務を行って

いるところであり、残りの天神吊り橋からキャノンファインテックニスカまでの間につきまし

ては、本年度中に測量設計業務を発注する予定でございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

     この側道についてはですね、以前町長のほうから、JR が詳細設計をして用地交渉に入ると

きに一緒に実施していきたいというお話があったと思うんですけども。JR の方の進捗状況は

どのようになっているんですか。 

○議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

○土木整備課長（細野幸男） 

     JR は、ただ今測量設計業務を、天神中條区から 勝寺にかけての間と、小林区の中を測量

設計、測量している訳ですけども。小林区の中は町も立ち会って一緒に、町の職員も立ち会い

をして境界確認作業をしております。天神中條の地区においても町と、町の職員も立ち会いな

がら JR と共に用地立ち合いをやっているところですけども。天神中條地区においては、ただ

今、土地の立ち入りも出来ない地区が数か所あるというような状況であります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

要は、まだまだちょっと理解の得られない部分があるんで、まだまだ先になると。かなり時

間かかるんだろうなと思うんですが、その目安というのは大体どのくらいか。今のところ考え

ているか。そこまでお答えください。 

○議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

○土木整備課長（細野幸男） 

ただ今、測量を JR がしてますんで、町の方も、 初言いましたように町道戸川添いから天

神吊り橋の間は、すでに測量設計を出しておりますんで。ＪＲの進捗状況によって、それが若

干遅れということの中で。今回そちらの方につきましては、若干、１２月までの工期で発注し

てるわけですけども、３月までちょっと工期延長をこれからしなきゃならないかなと思ってお
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ります。また小林区の方につきましては来年度、来年度じゃなくて来年１月になりましてから、

測量設計の方を出しますので、やはり３月までの間で。工期が３月になろうかと思いますけど

も。その後は、ちょっと工期の延長していかなきゃならないのかなと思っております。以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

分かりました。このリニアの側道についてはですね、今、町が進める規模というのは、私は

予算的にはいかがかなという思いはありますけども。現状について把握しましたんで、ありが

とうございます。 

３つ目・・・。６つ目、いいかな。 

○議長（秋山貢君） 

     途中ですが齋藤欽也議員、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後２時０６分 

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

再開 午後２時１３分 

○議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

それでは続きまして、かっこ３の児童センターの進捗状況ということについて。所信でも、

町長の方から、予定していた入札に応札がなかったというお話がありました。その点を中心に、

答弁お願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今の児童センター建設事業の、進捗状況についてお答えします。 

新児童センターについては、本年９月に実施設計が完成し、９月２０日に一般競争入札の公

告を行いました。 

しかし、１１月７日の入札日前日までに入札参加者が無かったため、入札の取り止め公告を

し、給排水工事などの関連工事３件の指名競争入札も、取り止めとしたところであります。 

     こうしたことから、入札に応募業者のない原因を究明する中で、物価本によらない積算で

も影響が大きい県産材の見積価格について、各社から徴した見積書の 低価格へ更に値引き率

をかけ、積算したことによる金額の乖離や、仕様書に記載した工法や同等品可能などの説明不

足による考え方の相違などが、主な原因と判明したところであります。 

そこで、再度、設計業者に設計書に基づいた建設可能な積算や詳細な説明を追記するよう指

示し、改めて１２月中旬の公告、１月下旬の入札を目指し進めているところであります。以上

です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 
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○１０番議員（齋藤欽也君） 

原因等々については、町長からも先ほども、また他の全員協議会の場面でもお話を伺ってお

りますんでい、おおよそ理解はしていますが。１点お伺いしたいと思います。その新たな材木

の、木材の関係ですけども、この辺の見積りを直すという事は、予定価格が上がるという理解

でよろしいですか。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     はい、そうです。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

実は、入札に応札がないという事例は、別に本町の、今回だけではなくして。他の町村でも

いくつかあるようです。で、私がまあ、ちょっと調べたところでは、例えば竜王あたりでは、

公園に関わる応札がなくて。再度、範囲を広げて指定というか、対象事業者の地域範囲を広げ

ることによって、 終的には予定価格内の落札で事業が行われたと、いったこともあるわけで

すけども。その点についての考え方というのは、まったく今回は無しということでよろしいん

ですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

町の方で大きな工事を、建築主体の工事を出したのは、道の駅と今回が２つ目になりますけ

ども。道の駅のときには、国中の業者の中から、中北のうち韮崎、北杜管内を除いた事があり

ます。今回もある程度の点数を持っている業者を親会社とし、ある程度の点数以上のものを子

会社としてのジョイント方式でやっております。 

今回、建設業者の形態も変わってきておりますんで、この盆地の中は全部対象にしておりま

す。そうした中から、峡北地域からもやりたいというお話ありましたし、峡東の方からもあり

ました。当然甲府をありますけども。そういう中からしておりますんで。地元というか、県内

業者で十分出来る工事だと思いますんで、県外まで広げる考えは持っておりません。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

当然、設計業者ってのは、県内産使うということであれば、この価格を見積もると。確か町

長所信の中では、平たく言うと設計業者が見積価格、特に木材部分について値引き率をちょっ

と強くしたんじゃないか。というような話をちょっとだけ、ちらっとだけありました。ただ、

そういう事をやりながら、当然見積りというのは、出してくるんだろうと思うんですけれども。

その点についてはいかがですか。。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 
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やり方はいろいろあると思いますけども。県の営繕課がやってるような、物価本によらない、

３省協定の物価本によらない見積価格をつくるときには、当然数社から見積もりをとりまして

ですね。その３社とれば３社の中間をとってくるわけでありますけども。今回、設計業者に聞

いたところ、 低の見積書に、さらに値引き率をかけたということから、ちょっと無理な設計

単価になっていたんじゃないかなということから、再度、その辺の正しいて見積もりの仕方と。

同時に仕様書がありますけれども、その中に同等品で可能なものについてもですね、そのもの

しか書いていなかったというふうなことから。まっ、応札する業者とすればですね、もうその

ものしか使えない。そうすると、同等品であれば、多少安いものも使えるわけでありますけど

も。そういうところの意思がかけていたかなと思っておりますんで。今回、その辺もすべて細

かく指示する、詳細に書くようにしながらですね、再度公告をし、もう一度やり直しをやって

いきたいなと思っております。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

現段階で分かるかどうか分かりませんけども。予定価格よりもどのくらい、例えばパーセン

トで言えば、１％、２%上がるのか。その辺の、予測というのはすでに出ているのかどうか、

お願いしたいと思います。出ていればお願いしたい。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

おおむね２割ぐらい増加すると思っております。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

非常に大きな価格だと思います。慎重にですね、再度町の方でも検討を加えながら、入札等

には応じていっていただきたいというふうに思います。 

続きまして、４つ目。青柳３２号線の進捗状況と、今回の補正予算の中にも、かなり大きな

減額部分が提案されてますんで、その辺も含めながらご答弁願えればと思います。 

○議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

○都市整備課長（内田一志君） 

それでは、青柳３２号線の進捗状況についてお答えいたします。 

青柳３２号線は、甲西道路から町道青柳長沢線までを、第１期工区として事業を進めている

ところであります。現在の進捗状況につきましては、道路詳細設計が完了し、本年度、用地補

償調査業務を進め、用地の一部を取得することとしております。 

     補正による減額につきましては、国の社会資本整備総合交付金をいただきながらの事業で、

国の予算がつかなかったと、いうところによる減額でございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 
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それでは今度、大きな２つ目に移りたいと思います。深澤公雄議員からも質問されている件

と、多分関わるんだろうと思いますけども。J アラート緊急避難情報伝達システムと避難行動

についてということで。弾道ミサイル発射に対する緊急情報システムの訓練が、私の知る限り、

極端な言い方をすると毎月のように、ここ２、３回流れています。ですけども、本町では具体

的な避難場所の指定や避難行動マニュアル、こういったものは作成されていないんではないか

なと。で、実際に深澤公雄疑問もおっしゃってましたけども、頑丈な建物に避難してください

とか、身を守る行動をしてください、腰をかがめて体を低くしてください、ということは言わ

れているんですけども。非常に曖昧模糊としていて、それを放送を聞いていた私も、ところで

どうすればいいんだと、これが現実です。そういう意味で、こういったことに対してのマニュ

アル作成、検討というのは現在どうされているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

ただ今の、避難場所指定及び避難行動マニュアルの作成についての、答弁をさせていただき

ます。 

避難場所の指定については、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律」、通称「国民保護法」において、都道府県知事が、住民を避難させ、又は避難住民等の救援

を行うための避難施設（避難所や避難場所）を指定するとしており。すでに、本町の７３施設

が避難施設として指定されていることから、町が避難場所等を指定することはございません。 

     また、弾道ミサイル発射時の行動については、ご承知のとおり「できるだけ頑丈な建物や地

下街などに避難する」また「地面に伏せ頭部を守る」などの行動マニュアルが国から示されて

おりますので、これに従い初期行動をとっていただくことになります。 

しかし、警報の伝達や避難住民の誘導等は、町が行うこととされておりますから。避難に要

する時間的状況や弾道ミサイルの着弾点による影響等、国が示す基本パターンを参考にしなが

ら、避難マニュアルの策定を進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

ここで私が言ってる Jアラートというのは、あくまでも有事に備えてと。それは武力攻撃と

いうことに限定して聞いています。一般的な避難と、災害、緊急災害等の避難ということを指

しているわけではありません。例えば先ほど、避難行動の際には、いわゆる指示を出して誘導

するというようなことをおっしゃいましたけれども。こと武力攻撃に対して、どこへどう誘導

するんだということが、やっぱり問題になるんだろう思います。その点ついて、無いんだろう

と、実際どこへ誘導するんだって言うマニュアルというのは無いんだと思います。その点はど

うですか。 

○議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

ただ今のご質問についてお答えいたします。実のところ、そういったマニュアルはございま

せん。国で示す行動マニュアルについても、先ほどからお話しさせていただいてるとおり、頑
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丈な建物、それから頭部を守る、その程度の、平たく言えば抽象的なものでしかございません。

ですので、速やかにというか、避難行動マニュアルというのは策定すべきことと考えておりま

すので、これから進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

○１０番議員（齋藤欽也君） 

 

防災課長のおっしゃるとおりだと思います。ここは東京のように地下がある訳でもなし。まっ、

正直何もない。これからの話だと思うんですよね。だけども急がなくてはいけない。北朝鮮の

問題というのは、遠い話だと感じる人もいれば、本当に切迫してるなと。私はどっちかという

と、かなり切迫している問題だと思っております。頑丈なもの、建物。新しく作るんであれば、

やはりそういった事も考慮した建物が必要なんだろうなと。 

今議会の中ではですね、多くの議員は、木造建築ということでこだわっていますけども。単

にそういう事だけではやっぱりすまないのかなと。公共施設というのは、そういったシェルター

的な役割も果たすような施設という。これの建設も進めていくということが、やはり、問われ

るんではないかというように思いますんで。ええ、その点も考えた施設建設ということを十分

留意いただきたいと思います。町長、お考えいかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

公共施設の木造化につきましては、午前中に質問がありました。管財課長から答弁させてい

ただきましたけれども。建物の規模によって木造にするか、そしてまた、RC を使うか。これ

はですね、その建物の用途、また規模によって変わってくると思います。こういった有事の際

には、やはり頑丈な建物というのも必要になります。お隣韓国では、シェルターも作っている

やに聞いておりますけれども。まあ、これから戦争があってはならないわけでありますけれど

も。政治的情勢あるいは外交で、どういうふうな形になるかもわかりませんので。シェルター

まではいかなくてもですね、そういった住民の、有事の時の安全も守れるようなことも、公共

施設は必要だと思いますんで。また大きさ、規模、また用途によって検討して参りたいと考え

ております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

やはり、今後の施設というのは、そういった事も念頭におく必要があるだろうと。よろしく

お願いしたいと思います。 

大きな３つ目に移りたいと思います。現在、第２次富士川町総合計画という策定に向かって、

町は今動いているわけですけども。１つ目として、ワークショップかなんかで、町民意識、あ

るいは望んでいるものを調査し、集計もとられたと思います。その結果についてですね。前回

行なったときと、大きく相違している部分があれば、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） 

     政策秘書課長 野中正人君。 
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〇政策秘書課長（野中正人君） 

齊藤議員の第２次総合計画の策定についての１番で、町民意識調査の前回との違いというこ

とでよろしいでしょうか。 

町民意識調査については、総合計画作成時において、町民の意見を幅広く聞くために実施し

ており、今回の第二次総合計画においても、６月から７月にかけて町民の各世代より１，

０００人を抽出し実施いたしました。回答率は５４．８％でした。 

調査の大きな項目として、「富士川町の取り組みと満足度」「富士川町の取り組みの今後の重

要度」について、６点を上限に評価を行っており。満足度については、「上・下水道の整備」「幼

児教育・学校教育の充実」「ごみ減量化及び適正処理の充実」、今後の重要度については、「保健・

医療の充実」「幼児教育・学校教育の充実」「防災体制の充実」が高い得点を得ました。 

     前回と比較にすると満足度は第一次総合計画の折に実施した意識調査より全体的に得点が上

昇しております。特に「子育て環境の充実」については、満足度が伸びているところでありま

す。また、重要度については、前回とほぼ同様の傾向となっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

多分、この内容というのは、前回と基本的にはそんなに変わらない内容の調査をされてると

思うんですけども。逆に、満足度が下がったといったようなものについて、何かあればお願い

したいと思います。極端にですよ。 

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） 

満足度につきましては、下位の部分の方で、公共交通の充実等については、下がっていると

いうふうに思っています。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

次に、今この意識調査もそうですけど。ワークショップの結果とですね。総合計画へ、今言っ

た意識調査も含めて、どのように反映させるのか、当局の現段階のお考えを伺いたいと思いま

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） 

ワークショップについてのご質問でございますけれども。寄り合いワークショップにつきま

しては、第二次総合計画において、地域の意見を集約する手法の一つとして、５月と９月に各

区で実施し、地域の課題・解決策について地域の皆さんよりご意見をいただきました。 

     この結果を受け、町の総合計画審議会において、さらに町全体の課題・解決策について検討

し、意見をいただきました。 

     こうした中では、「若者定住・就労支援」や「人口減少の歯止め対策」など、人口対策や「防

災力の強化」が大きな課題として挙げられ、これに伴い「地域資源を活かした町をあげての一
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大産業化」「若者の定着に向けた土地の有効活用」や「地域の特性に対応した、防災対策と地域

ぐるみでの取り組み」などが解決策として挙げられました。 

     こうした結果を踏まえ、現在職員で構成される庁内ワーキンググループにおいて、いただい

た意見を反映した施策や事業の内容について、検討しているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

現在、庁内ワーキンググループということで、３つ目にも関わると思いますけども。今後、

この総合計画策定スケジュールについて、どのように考えているのかお願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） 

総合計画の策定作業につきましては、町民の意見集約を終了し、現在職員による庁内ワーキ

ンググループで、基本構想、基本計画の作業に取り掛かっております。なお、検討結果は、総

合計画審議会で審議していただき、素案として年度内に完成させ、審議会より答申をいただく

予定でおります。 

その後、素案についてパブリックコメントを実施したうえで、明年６月議会に上程する予定

でおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

１点だけ確認したいんですけども。庁内ワーキンググループというのは、要は、例えば人口

問題、防災問題、いろいろあると思いますけども。各担当部署でのワーキンググループという

理解でよろしいでしょうか。 

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） 

総合計画におきましては、大きく６つの項目によって、柱立てをしているわけでありますけ

れども。それに関係する担当を集めて、一つのグループというような形での協議を今している

ところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

あと１点確認です。来年４月、町長選になるわけですね。今総合計画８年というのは、して

いるのは、町長が２期やれば８年と。かつては１０年と。そうすると次の為政者にとっては不

都合を生じるということに。ま、そういった考え方でやっているわけですけども。そうすると、

具体的に 終決定するのは、来年度町長選が終わって、そこから１カ月か１カ月半くらい掛け

て、見直すなら見直しというような枠組みで、検討しているという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 
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〇政策秘書課長（野中正人君） 

先ほども答弁いたしましたけれども。素案につきましては、本年度内になんとか取りまとめ

たいなと、いうふうに思っております。そのあとに、パブリックコメント等も実施するわけで

ありますけれども。その後に、選挙等もございますので、それだけの時間をおいた後、６月の

議会でというようなことで、この間に検討というようなことに、させていただきたいと思って

おります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

それでは、大きな３つ目に移りたいと思います。国際化に対応した教育行政についてと。非

常に、タイトルとしては大きいわけです。それについて、少し教育委員会のお考えを伺いたい。

１つ目として、夢や希望を抱く小学６年生、あるいは中学３年生の意識調査においてですね。

これは学力調査と同時に行ったのか、一緒に公表されている訳なんですけども。において、外

国留学や国際的な仕事についてみたいという回答が少なかったと。私としては非常に驚きまし

た。ただ調べていくとですね、少ないといっても多分３割を切るか切らないかという。今時点

での話なんで。たとえば、前回３１%が２９%になれば少ないという表現になるようですけど

も。まあ少ないということに驚きました。私、あの国際交流協会にも入っておりまして、国際

交流関係にも多く関わらしていただいてます。現在、多文化共生の社会を迎え、外国語教育を、

低学年から実施しようとしている今日、この時代において、この傾向は、私にとって非常に好

ましくないと思っております。その原因等について、分析について、教育委員会のお考えを伺

いたいと思います。 

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） 

ただ今の齊藤議員の意識調査結果の原因分析についてのご質問にお答えします。 

社会の国際化が進展する中で、将来を担う児童生徒が多文化と共生していくためには、多文

化理解や多文化コミュニケーションが重要であると考えております。 

     また、情報化が進み、世界の出来事や情勢について、児童生徒が瞬時に見聞きする機会が格

段に増えておりますが、学校においては、地域の歴史や伝統文化の学習を通して、将来、この

町を担う人材の育成にも力を注いでいるところであります。 

     こうした中、他国の安全が脅かされている現状に不安を抱いていることや、故郷に対して愛

着や誇りを持つ意識などが要因ではないかと考えているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

今、小学校では低学年から、いよいよ低学年から、近々英語教育を始めるという段階まです

でに来ています。グローバル化の社会という事でもって、多言語、多民族、多文化、これにな

れる必要があるということで、国の方でも、英語教育の必修化、あるいは教科化ということを、

施策としても進めていると。近々、東京オリンピックもあるということを考えていくと、さら

にそれは必要だし、国としてもあの観光立国と、山梨の場合でも観光県ということで、多くの
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外国の方々が、おみえになっている。そういう意味では、ますます日常的にもそういったもの

に、言葉を通してなれ親しんでいくということは、非常に重要だろうと私思っております。 

これまでですね、私たちが習ってきた英語というのは、まず文章を読む、書くということが

主流だったんですね。今はそうじゃないです。実際に使える英語ということで聞く、話すとい

うことが非常に重要視されている。ですから ALT を雇ったりして、英会話を生でやっていく

ということをやってるわけですけども。ただ、じゃあ富士川町でどの程度、どういう形で教育

をやっているのか。その点について。まだまだ不十分じゃないかという思いがあります。現在

の、そういう英語教育的なものについて、どのように実施されてるのか、それについてお伺い

したいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君、確認ですけどかっこ２の質問じゃないですね。再質問ということですか。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

     再質問です。 

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） 

議員おっしゃられたように、現在この外国語教育、外国語活動、こういったものが取り入れ

られ、いよいよ実践の年度が近づいて参りました。こうした中で本町におきましても、ALT を

現在３名配置していただきまして、小、中との連携を図る中、また小、小との連携を図る中で、

外国籍の ALT さんのご指導のもと、言葉やまた体験、そういったものに、事業の中で取り組

んでいるところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

いよいよですね、あの小学３年からの英語の必修化と、５年生からの教科化というのが、

２０２０年度実施という方向性が、示されております。そうすると学校によっては、もう１８年、

１９年度で、その移行に向けて対応をとっていくというところも、多いだろうと思っておりま

す。この流れというのが、ますます加速するんだろうなと。東南アジア、例えばタイなんかで

は、１９９７年から英語の必修化。韓国もそう、中国もそうと、多くの国々がやってます。ヨー

ロッパなんかでは１カ国語だけではなくて、母国語以外に２カ国語を学ばせると。そういう、

非常に多文化の時代へと突入していると。 

そういう意味では、富士川町での子どもの教育というのは、より進んだものとしてやってく

ことが、この町の発展にもなるだろうと。いうふうに思っております。そういったことを含め

て考えた時に、これから、子どもたちに対して、国際化に対応した教育、どのようにしていく

のか、どのように実践していくのかということは、非常に大きな問題だと思っています。した

がって、２つ目の質問。今後具体的にどうされていくのか。どのようなことを考えていらっしゃ

るのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 
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ただ今の齊藤議員の教育の具体的な実践についてのご質問にお答えをいたします。 

平成２９年３月に学習指導要領が改訂され、平成３２年度から、小学校５・６年の外国語活

動が教科化となり、小学校３・４年生に対して外国語活動を実施していくこととなりました。 

     こうした中、増穂小学校においては、平成２９年度から、外国語活動を試行的に授業時数を

増やした取組みを進めており、平成３０年度からは全ての小学校において、先行実施していく

予定としております。 

     こうしたことから、早期からの外国語活動の実施が、国際化に対応できる教育の実践である

と考えているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

１番大事なことは、やっぱり言葉になれる。で、外国の方たちと直接接して、言葉とともに

国の人の考え方や、文化というものを。そういうふれあいの中を通じてか具体の中を通じて学

びとっていくという事が、一番大事な事だろうと思っています。ですから、文部科学省なんか

で、しきりに強調されていることは、肌でふれあって、その文化を共有しながら、直接、発音

や言葉の間違いには関わりなく、積極的に話をしていける、接していける子供たちをつくるべ

きだと。語学学習という時にですね。私たちの時代とは全く違います。臆する事なく自分から

表現を伝えようとする。そういった子どもたちを育てていくんだと。いうところに、かなりの

力点を置いた内容になっています。 

その意味では、単に言葉の教育というときに、例えばですよ。外国の子供たちとの交流をす

るとか、あるいは、今学院とか山梨大学には多くの留学生が来ていますけども、そうした人た

ちと子どもたちとの交流の場を設けるとか。そういったことを授業に取り入れるような事を考

えていかないと、よくないんではないか。あるいは、進まないんじゃないか。というふうに思っ

ておりますけども。その点についていかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

齊藤議員の、生の英語にふれるということのご質問にお答えをいたします。 

まず、早期に外国活動を通しまして、子供たちのコミュニケーション能力の育成を図る。ま

た、外国語生活や文化を知るという取り組みで、現在、３、４年生から早期の実施を進めてい

くことにしております。またその学習を進める中で、体験等についてどのような学習があるか

を研究はしていければと考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

時計を見ながら発言しています。実は７年前ですね。私の嫁さんの妹が、アメリカ人と結婚

しまして。７年前に、子どもと子どもの子ども、だから孫を連れて、６歳でしたか、山梨へも

２泊３日で泊まりました。その時こちらは５歳の女の子も一緒に生活させましたところ、１日

目はお互い言葉がわからないんで、手振り身振りだけで話をしていた。で、２日終わった時に

どうなったかというと、お互いに日本語と英語を混ぜて会話するんですね。さすがの私も非常
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にびっくりした。よくホームステイへ１週間とかって話があって、そんなに、そんなとこ行っ

ても役立つかなと思ったけども。ほんとに子供ってのは、わずか２日間の間で、お互いに、す

べては理解できないだろうけども、お互いの国の言葉を使って会話する。そして、違いもわか

るようです。だから、本当に実践的な教育というのを、できるだけ多く取り入れるようにお願

いしたいと、いうことをお願いしてこの質問を終わりたいと思います。 

次に、 後ですけども、峡南医療センター企業団についてと。非常にまあ医療センターの決

算についてはですね。いつもいつも金額が多くて、心配が絶えることがないんですけども。

２９年度のですね、決算見込みについて、現状についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の、峡南医療センター企業団平成２９年度決算見込みについての、ご質問にお答えい

たします。峡南医療センター企業団の平成２９年度決算における純損益の見込みにつきまして

は、平成２９年度予算では、マイナス９３，１１０千円、改革プランでは、マイナス９９，０００千

円と設定されております。 

     現在、４月から９月期の上半期までの決算における純損益は、マイナス８２，７４７千円と

の報告を受けておりますので、残りの下半期を考えますと、決算見込みにつきましては、設定

より厳しいものと推測されます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

単純に２倍にすれば、１億５，６千万ということになろうかとます。昨年から比べれば、改

善したと言えないこともない。という非常に微妙な数字だなと思っております。先に２番目の

このことについて、お伺いしておきたいと思います。２つの質問ですね。企業団運営負担金、

これ実はあの出しております。で今年からですね、昨年は特別交付税。まあ地方交付税の中に

は普通交付税と特別交付税とこう項目の違うものがあるわけですけども。特別交付税の要因額

の２分の１としていたんですけども、前回まではしていたんですけども。本年度からは、要因

額の全額と、私の頭でいくと要因額という言葉が、今よくわからないということもあるんです

けども。平たく言うと特別交付税、例えば３千万来るんなら１千５百万ぐらいよというのを、

３千万来てるやつをそっくりだよというように私は理解してます。その理解が正しいのかどう

かということと、要因額という点についてと、負担のあり方についてですね。一緒に、ご答弁

願いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

運営費の負担金のあり方についてのご質問にお答えいたします。医療センターは、平成２６年

４月から地方公営企業法に基づく企業団として運営しておりますが、開業から３年にわたり資

金不足が生じており、中期経営計画、第２次中期経営計画を立てながら、経営に努力してきて

おります。 

しかしながら、当初の計画どおりに医業分化が進まなかったこと。また医師の確保ができな
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かったことに加え、設立時から潤沢な運営資金がなかったことや、統合時に引き継いだ固定負

債の償還が毎年１億円余りあることなどが、主な要因として経営を圧迫していた状況でありま

す。 

こうしたことから、昨年、市川三郷町と協議して、今年度からの運営費の負担割合として、こ

れまで特別交付税の要因額の２分の１を目安にしていたものを、要因額とすることに改めて、

地方公営企業への繰出基準に基づく上限額範囲内とすることとして、統合時の固定債務の元利

償還分を両町で順次負担し、財務内容の改善を図っていく必要があると判断して、運営負担金

の割合を変更したところであります。 

しかし、平成２９年度の決算見込みを見ても、大変厳しい状況にあることから、今後も、医

療センター企業団の改革プランの実施状況や経営状況を見ながら、市川三郷町とも必要であれ

ば協議をしながら、検討して参りたいと考えております。 

また、要因額という、聞きなれない言葉でありますけども。通常、交付税の算定基準額と理

解していただければよろしいかと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

ちょっと要因額も一緒に質問したんで、あれでしたんですけども。要因額については、算定

基準と。ですから、特別交付税というのは、病院があるからきてる訳ではないもんだと、私は

理解しています。これまで町長は、町の負担は出さないよと言ってきたものを、現実的には厳

しいから、何とかしなくちゃいけない。これは、単にうちの町だけの話じゃなくて、相方もい

らっしゃるんで、うちのわがままを通すというのも難しいし、という部分があるんだろうと思

いますけども。 

ただ、町長確か今年、当初予算の時だったと思います。これで今年度も赤字じゃ困るよと。

単年度、せめて今年くらい単年度黒字にしてくれなければ困るよと言ったけれども、あに図ら

んやというか大変です。あに図らんやと言って笑っている訳にもいかない話で。どうされます。

はっきりお聞きしたい。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

今年のですね、月別のやつを見ますと、赤字の月もあれば、黒字の月もあるという中で。今、

上半期９月末までですと、８千２百余万円の赤字が今出ております。この主な原因とすると、

内科医が一人開業してしまったと。その補充が今来ておりません。こうしたことから先般、企

業団の議会の議長さんにも一緒に行っていただきながら。医大の方にですね、来年度はそこは

必ず埋めて欲しいと。それ以外に、新たに企業団が必要とする医者の配属もお願いをしてきた

ところでありますが。新たなものについては、いずれ改善がされて、医師の改善はされていく

とは思いますけども。まあ来年の約束は、しっかりいただけなかったところでありますが。内

科医については、必ず出しますという確約をいただいておりますんで。そういった人たちがま

あ、年間を通してやっていただければ、こういった状況を少しでも回避できるんじゃないかな。 

２８年度は１億９千万が若干欠けるぐらいの赤字でありました。今年このままいくと１億５、

６千万の部分が出るのかなと、想定はしますけども。病院の中も今、病院の規模にあった運営



 ８７

をしていただいたり。そして不平不満のところは改善をしたり。私も耳にする度に病院の方に

も忠告をしながらですね、改善努力をやっていただいております。そうは言いましても２つの

病院が性質を変えながらやっていく。まだまだ、もっと医業分科ができるんじゃないかなと思っ

ておりますんで。改善の余地はあると思います。早急にそこの辺の改善をしていただくように、

お願いをしてるとこでありますが。いずれにしてもですね、先生があっての病院でありますん

で、企業団が必要とする医師確保というところが大前提になってくると思いますんで。今後も、

設立者として、市川三郷といろんな話し合いもする中で、峡南医療センター企業団が、一日で

も早く一本立ちできるように、努力していただくと同時に、我々も注視をしていきたいなと思っ

ております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

今、町長がですね、昨年が１億９千万、約２億弱でしたね。で今年が１億５、６千万。見か

け上は確かに金額は減ってるんですけども、実際には赤字は減っていない。というのは、今回

減ってるのは両町からさらに支援金をつぎ込んだと。ただそれだけの話なんですよね。当初か

ら２億５千万、３億近くあったのがだんだん、ある意味では減ってるんですけども。その内情

というのも、町から出すお金を多くしていった。 

ですから、私から言わせれば、ずっと見てくると、企業団自体は何ら経営努力、経営をよく

してきているなというふうには、むしろ外からつぎ込むことによって、やっているという状況

だろうと思います。ですから、このままでは町長が前におっしゃったように。いよいよ、どん

詰まりというところで。町としても考えるべきではないかと思います。 後に、その辺につい

て、お考えがあれば伺って、終わりにしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

設置者会議も定期的にやっている中で、企業団の現在の状況、そしてまたこれからの改革プ

ランに沿った改革案等々もお聞きをしている訳ではありますが。平成２８年度までは、両町で

約３億１千７百万ほどの運営費に対する助成をしてきたわけであります。それだけでは足りな

いものですから、２千５百万ずつの資金ショートを起さないようにということでやっておりま

すが。先ほど言ったように２９年度に向けてはですね、普通交付税は全額を支出していく。そ

して特別交付税２分の１という算定をさせていただきましたけども。これではやはり企業団が

資金ショートを起こしてしまうということから、市川とも協議しながら全額を出す。それでも

約１億８千万ほど、２８年度よりも２９年度は、両町からお金が行っているはずであります。 

それと、先ほども言いました、企業団が設立した時に市川三郷病院の中の負債の部分を、全

部新しい企業団に背負っていただきました。それが１億円ぐらい毎年ありますもんですから。

それも重荷になっていた。これを両町で折半で返していこうと。市川は返済、うちは出資とい

うことになりますけども。そうしたことで約それが１億いっておりますんで。合わせると、３億

円ぐらいのお金が、２８年度より増えてるはずでありますんで。この資金を活用しながら、改

革プランに沿った改革をしていただければと思ってます。お医者さんの方も、今医大の方にお

願いをしております。 
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しかし、病院の方のですね今借入金も１０億を超えることになってきておりますんで。市中

銀行からの借入れも限度があると思いますんで。その辺をしっかり見極めながら。また今後の

ことについてもですね。まっ、病院を云々と言うよりも、病院の中を改善するにも、お金がか

かる部分と、お金をかけなくても改善できる部分があると思いますんで。新たなお金がかける

分は、経営改善をして経営的にそういうことが可能であれば、それはまた、やっていただかな

きゃならんと思いますけども。当面、やらなければならない、出血を、血を止めるというとこ

ろをですね。しっかりやっていただけるよう、また設置者会議の中でも、強く病院の方にはお

願いをしていこうかなと思ってます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤欽也君。 

〇１０番議員（齋藤欽也君） 

正直、企業団の今日というのは、非常に大変な状態になっていると。私は絶えず、今どうこ

うというわけにいきませんけども、やはり出発当初の計画のずさんさというのが、今日このよ

うな事態を招いてるなと、いうことを私は痛切に感じております。これからですね、この点つ

いた、みんなで議論しながら、よりよい改革ができるように頑張っていきたいと思います。以

上で私の一般質問を終わりにします。 

○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。 

途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後３時０４分 

再開 午後３時１１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） 

１番、公明党の小林有紀子でございます。これより大きく２点にわたり質問をさせて頂きま

す。はじめに、「シビックコア地区整備計画」についての質問を致します。 

１番目の質問ですが、公共施設再配置計画の策定を基に、本年度、町民図書館との合築とし

て「シビックコア地区整備計画」の実現に向けた動きが加速されました。まず合併前の旧鰍沢

町時代、平成１８年に国から「鰍沢町シビックコア地区整備計画」の同意が得られ、現在まで

国の事業として進めてきたわけですが、これまでの経緯と整備の状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

それでは、これまでの経緯と整備状況についてお答えさせていただきます。 

富士川町シビックコア地区計画につきましては、旧鰍沢町時代の平成１２年から検討を始め、

中心市街地の８ｈａにおいて、魅力と賑わいを創出することを目的に策定し、平成１８年１月

に国土交通省の同意を得て、周辺の都市整備事業を進めてきたところであります。 

整備の状況につきましては、町においては町道中田１号線、町道新道線、ポケットパーク及
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びかじかざわ児童センターの整備を行い、国においては、旧国道５２号の歩道及び電線地中化

の周辺整備が完了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） 

旧鰍沢町時代から、シビックコア地区の周辺整備を進めてきた状況が、良くわかりました。 

再質問ですが、長年この「シビックコア地区整備計画」が町民の皆さまに理解され、推進さ

れてきた中で、今回、合同庁舎の中に集約される国の機関は区検察庁・法務支局・税務署・公

共職業安定所・労働基準監督署ですが、いずれも旧鰍沢町時代からの４０年以上前から本町に

あり、峡南５町の広域にわたる住民に利用されてきた機関ですが、これらの国の機関に対して、

今まで町民からの苦情等、特に子どもの健全な育成の妨げになる等の苦情等は、これまでにあ

りましたでしょうか。お伺いいたします。 

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） 

苦情等につきましては、町の施設ではありませんのでわかりかねますが、道路が狭隘とか老

朽化とか、そういったことは伺っております。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） 

国土交通省の「シビックコア地区整備制度」の事業として、全国で１８か所が認定され、そ

の中で、唯一山梨県が２か所、甲府市と旧鰍沢町が認定され計画が進められてきた訳ですが、

甲府市は既に JR 甲府駅北口周辺整備と合わせての事業、甲府市歴史公園・よっちゃばれ広場・

藤村記念館・NHK 甲府放送局・甲府中央消防署・甲府地方合同庁舎・甲州夢小路・県立図書

館等が進んだことは、県民の皆さまも、現在の甲府駅北口周辺の発展を見れば、一目瞭然であ

ります。 

そこで２番目の質問ですが、 終的なこの国の合同庁舎を中核とした整備計画が、富士川町

に合併してから長く事業の進展が滞っていたわけでありますが、この度町民図書館との合築と

して国に要望し、この「シビックコア地区整備計画」に今年度、国の予算がついたことに対し、

大変に大きな前進であると言わざるを得ません。事業が再び稼働したことは、どのような要因

があるのかをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

それでは再び稼働した要因につきましてお答えさせていただきます。 

シビックコア地区整備計画における国の合同庁舎整備については、旧鰍沢町時代から国に再

三の要望をして参りましたが、進展がありませんでした。 

こうした中、平成２７年１月に関東地方整備局の営繕部をお伺いして、町側からこの計画に

対する新たな整備手法として、国の合同庁舎と町の図書館機能を連携して合築する構想につい

て説明させていただいたところ、国も合築に向けた検討を進める旨の回答をいただき。この整
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備手法が、シビックコア地区計画の活用を通じて、地域社会との連携及び町づくりへの貢献に

繋がると判断され事業が進展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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

国土交通省の官庁営繕部が平成２８年８月に「富士川地方合同庁舎新規事業採択時評価資料」

を公表していますが、そこに事業概要に、新たな庁舎整備に当たっては、富士川町の町立図書

館との合築整備を要望される。との明記があります。そして５つの入居官署の業務概要がそれ

ぞれ記され、次に事業計画の必要性や、事業計画の合理性、事業計画の効果、そして 後に評

価として、新規事業が妥当であるとはっきりと明記がされております。 

再質問ですけれども、この「新規事業採択時評価」で妥当であると判断された事が、事業が

進展した要因の一つであると、考えてよろしいでしょうか。 

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） 

この事業の採択につきましては、先ほどの質問でありましたように、事業計画の必要性、合

理性、効果と。必要につきましては老朽化とか。そういう面で、効果につきましては図書館と

の合築というようなことで全部クリアしましたんで、採択ということでございます。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） 

国土交通省の「シビックコア地区整備制度」とは、各市町村の策定する整備計画を基とし、

官公庁のある一帯とその周辺を含め、民間建築物等と連携して開発のできる広がりを持つ地区

をシビックコア地区として、開発・整備等を進めるものと明記されておりますす。本事業の取

り組みとして、また本町の「第一次富士川町総合計画」基本構想にも、活力を生み出す都市基

盤が整ったまちづくりとして、シビックコア地区整備が明記され、新しい魅力と賑わいに溢れ

たまちづくりを進めます。を基本目標にしています。 

３番目の質問なりますが、この「シビックコア地区整備計画」が本町にもたらすメリット、

位置づけをお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

メリットと位置づけについてお答えいたします。本町の「シビックコア地区整備計画」は、

この地域が、官公庁施設を核とした市街地の再生を図り、魅力と賑わいを創出することを目的

に位置づけをしております。 

メリットとしましては、国土交通省が整備しました旧国道５２号の電線地中化及び歩道の整

備により町なみの再生、歩行者の安全が図られ、町が整備しました中田１号線等の整備により

甲西道路から市街地へのアクセスが容易になり、町民並びに広域的な利便性が図られたことで

あります。 

また、シビックコア地区の核である合同庁舎と図書館の合築での建設が、この地域の賑わい
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を再生するとともに、本町及び峡南地域の利用者の行政手続等の利便性が図られるものと考え

ております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、「鰍沢町シビックコア地区整備計画」では、鰍沢病院跡地周辺敷地に国の機関

とは別に、町の商業施設を建てる計画でしたが、今回、町民図書館との合築として、予算的な

ものや共有部分の維持管理費等に関しては、どのようにメリットがあるのかをお聞きしたいと

思うんですが。 

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） 

商業施設というのは平成１８年につくった時点の商業施設ということでよろしいでしょうか。

合併後ですね、道の駅を青柳につくりました。その類似施設ということで、ビックコアの中に

は町の駅っていう名称で計画されていましたが、それについては中止とさせていただいており

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） 

その敷地内に別に建てるっていう計画だったということに関して、今回合築ということで、

共有部分というのがありますよね。そういう部分としてのメリットという、維持管理費という

ものに関しては、どのようなメリットがあるのかお伺いしたいと思うんです。 

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） 

共有に対するメリットということですけれども。今回まだ、これはあくまでも計画の段階で

すが建物、国の合同庁舎の中で国が専門に使う面積、これが２，５２６平米、町が専門に使う

面積、これが９８２平米、合計で３，５０８平米になります。これをですね、国が使う部分、

町が使う部分を求めますと、国が７２%、町が２８%という数字になります。 

従いまして、共有の部分についての負担割合については町は２８%を負担をしていくという

ことになりますが。例えばですね。会議室なんかの負担につきましても、使うのはちゃんと一

部屋使えるんですけれども、負担は２８%です。この割合がですね非常に大きなことになると

思います。 

それと共有スペースの今後係る維持管理につきましても、７２対２８。町は２８の負担割合

をしていくということになりますから１００%使えるんだけど、負担は２８%で済むという。

これが一番大きなメリットではないかと考えております。 

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） 

これまでの話の中で、今回の計画が国の出先機関と町民図書館が合築する事により、国の合
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庁の計画が急速に進展したことがわかりました。本町の計画も地域のコミュニティや交流拠点、

そして地域防災拠点の一翼を担う、住民ニーズに沿った計画となっておりますので、先人の皆

様方が築いてこられた素晴らしい計画であると共に、町民図書館との合築を提案して頂いた、

町長の英断にあらためて感謝する次第であります。この合庁の建設が、このまま進まなければ

将来、国の機関が施設の老朽化により、甲府市の合庁に集約されるような事になれば、峡南５町

の住民の利便性がなくなり、ますます鰍沢の中心の空洞化により、本町の賑わいのまちづくり

が後退する事も予想されます。町民図書館との合築による「シビックコア地区整備計画」は、

周辺に位置する鰍沢小学校・中学校、かじかざわ児童センターと一体となり「学びの空間」と

して、本町の今後の地域活性化に大きく貢献するものと期待しております。 

４番目の質問ですが、この事業計画は平成２９年から３４年度ですが、町民図書館としては

平成３５年４月のオープンの予定と聞いております。近年、活字離れが指摘される中、読書に

親しんでもらう図書館の運営方法として、借りた本の記録が預金通帳のように記録される「読

書通帳」が全国の自治体で導入が進んでおります。借りた本の履歴を目に見える形で残すこと

によって、読書への意欲を高める効果があります。図書館利用の推進を図るためにも、図書館

建設と合わせての「読書通帳」の導入を検討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の読書通帳導入について、お答えをいたします。「富士川町立図書館基本構想」では、

多様化する町民一人ひとりの生涯学習を支援するため「学べる地域の図書館」、子どもの感性や

人間性を育むための、子どもの成長に欠かせない「子ども支援図書館」、ぶらり来て、つい立ち

寄ってしまうような「楽しい図書館」を基本コンセプトとしております。 

今後、運営方法を検討する中、「読書通帳」についても、検討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） 

富山県の立山町では、平成２５年に「読書通帳システム」を導入しています。自動貸出機で

借りた本のデータが併設する読書通帳機に送られ、通帳を入れると借りた本の「タイトル」「著

者名」「貸出日」が記帳される仕組みとなっております。通帳は町内の小・中学生には無料で贈

呈し、その他の利用者には１冊１００円で販売しています。翌年には登録者数は６００名を超

え、そのほとんどが町内の小学生で、子どもたちから好評な取り組みとして利用されています。 

立山町の取り組みの特徴として、行政と学校が一体となって進めたことがあげられます。町

内の小中学校の教員に読書通帳の取り組みを理解してもらい、読書通帳を利用して読書に挑戦

する生徒を先生が励ますことで、より一層生徒の読書意欲が高まったそうです。また、取り組

みに賛同してもらった地元銀行に通帳制作費を負担してもらい、地元団体からの寄付を活用し

読書通帳機を購入するなど、地元の理解と協力を得て取り組まれております。 

再質問ですが、現在子どもだけではなく、大人も読書よりインターネットを楽しむ時間の方

が長くなっている時代かもしれません。ネット利用が低年齢化している今、読書に親しむ環境

づくりが大事ではないでしょうか。このような「読書通帳」の取り組みに対して、教育長はど

のようにお考えでしょうか。 
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〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

小林議員の読書通帳についてのご質問にお答えをいたします。今後、運営につきましては町

民の皆さんに愛される図書館の運営をしていくということで、検討させていただきますので、

その中で検討はさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。ブックスタート事業と合わせて、子どもさんの誕生のお祝いに、絵

本と一緒に読書通帳を渡している自治体もあります。その点も併せて検討していただければと

思いますので、是非、宜しくお願い致します。 

次に大きな２点目として、発達障がい支援について質問致します。 

１番目の質問ですが、平成２７年６月の一般質問において、発達障がい児の早期発見の対策

として、５歳児検診の導入を訴えましたが、現状のままで必要ないとの事でしたが、昨年度の

文部科学省の調査では、１８歳以下の人口の６．５％、１６人に１人が発達障がいの可能性が

ある児童・生徒との報告があり、ここ１０年で２倍以上に増えているそうです。山梨県のここ

ろの発達総合支援センターによると、山梨県の１８歳以下で発達障がいの可能性がある子ども

は約１万人、そのうち診療や付き添いが必要な子どもは約１８００人、県内の特別支援学校に

通う児童生徒の増加率は全国平均を大きく上回っている現状との事ですが、本町の状況をお伺

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いたします。本町の発達障がい児に関する状況ですが、

幼児健康診査等において、言語や情緒・行動面の発達で継続的な支援や、経過観察が必要と思

われる児は、５％から１０％の割合でみられています。 

その後、療育相談や療育支援・医療に繋がる中で、発達障がいの診断を受け、就学時には、

支援学級や支援学校に進む場合や、児の発達特性に合わせ、障がいのサービスを利用しながら

普通学級を希望する場合がありますが、保護者が療育や受診を希望せずに、就学や進学をする

場合もあります。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） 

対応をしてくださっている事はわかりました。その中で、現在保護者の方々が心配され、相

談される、「のびのび相談」というのを町でやっていらっしゃると思いますけど。「のびのび相

談」とかそういう町でやってる相談室ですね。そういうものに対しては、全体的にこの利用さ

れている方、こういう発達障害とか心配されていて、そこで相談をされているような方とかっ

ていうのは、町としては増えているのでしょうか。 

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） 

町では、健診からつながる臨床発達心理士による個別相談はもとより、育児ストレスやしつ

けなど、お母さんや子どもの心の相談を受ける「子育て支援心の相談」や、０歳から１８歳の

子ども自身とその親、祖父母の相談を受ける「ファミリー相談」でも、発達障害の相談を受け

ることも行なっていますので、子どもに育てにくさという相談から、発達障害の相談につなが

ることもあります。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） 

ありがとうございます。２番目の質問ですけれども、平成２８年８月に改正発達障害者支援

法が制定されました。「発達障害者支援法」が改正して変わった重要なポイントは、発達障がい

者の支援は、社会的障壁を除去するために行う。乳幼児から高齢期までの切れ目のない支援。

教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携。司法手続きで意思疎通の手段を確保。国及び都道

府県は就労の定着を支援。教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進。支援セン

ターの増設。関係機関による地域協議会の設置などがあげられております。この改正のもと、

本町の発達障がいの早期発見についての取り組み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） 

改正発達障害者支援法では、第５条の「児童の発達障害の早期発見等」において、発達障が

いの疑いがある場合、保護者に対し継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めること

が加えられました。本町においては、平成２７年度から県が作成した「精神発達に関する早期

把握・早期支援のための幼児健康診査マニュアル」の２歳児健診の問診票を新たに導入し、発

達障がいの発見に、より一層努めております。 

      また、町内保育所では、入所や進級時に児の発達特性や、保護者の児の発達に関わる困り

ごとが把握できる共通の質問票を作成し、発達障がいの疑いを含め児の把握に努めております。

加えて、従来から２歳児と３歳児健診において、臨床発達心理士による集団行動観察や個別心

理相談を実施しておりますが、その後の保護者に対する継続的な相談や情報提供及び助言の場

として、平成２８年から臨床発達心理士による個別相談日を増やし対応しております。 

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） 

いま保護者に対しての、臨床心理士の方が継続してとありましたけど、本当に保護者にとっ

ては、受け入れられない不安ということで、なかなかその後の継続した支援というのが一番大

事だと思っております。本当にその児童虐待などの被害に繋がらないよう、周囲の理解と支援

が必要と思いますので、一人ひとりに寄り添った支援を今後とも継続して行っていただきたい

と思います。 

３番目の質問ですが、保育士の皆さんが、子どもの発達障がいの早期発見をするために、ど

のようなスキルアップの取り組みをされているのか、お伺いいたします。 
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〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

保育士のスキルアップにについて取り組みについてお答えいたします。発達障がい児の早期

発見のためには、発達障がいの特性の理解を深めることが重要であり、同時に支援に結びつく

ものと考え、峡南地域の発達障害児連携支援研修会や 県主催の研修会等に、保育士をはじめ

母子保健・障害福祉・教育の担当者が参加しております。 

また、本町では、平成２６年から町内の６保育所合同で、発達障がいの理解と発達障がい児

の早期発見・早期支援を目的に「療育支援勉強会」を開催しております。この勉強会では、入

所や進級時に使用する質問票の作成や、発達障がいの発見に活用するチェックリストの作成、

在園児の療育支援に生かすための事例検討会を実施しております。今年度は、わかば養護支援

学校ふじかわ分校の地域支援コーディネーターによる研修会を実施し、早期発見と早期支援の

ためのスキルアップに努めております。 

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） 

今年の１月に県立青少年センターで、「保育士の悩みを解決する発達支援のポイント」として、

NPO 法人ライフ・ステージ・サポートみえ理事の中村みゆきさんのお話を伺うことが出来ま

した。多くの保育士さんが熱心に研修を受けられておりました。また１０月には、県内で唯一

ＣＬＭを活用した発達支援を行っている、南アルプス市の福祉総合相談課の方々からお話を

伺って参りました。南アルプス市では発達障害者等に対し、乳幼児期から成人期までのライフ

ステージを通して、一貫した途切れのない支援を行う体制づくりをしています。平成２５年度

より南アルプス市途切れのない支援連携会議を設置し、福祉・保健・教育・就労等の支援関係

機関の連絡調整、支援者の人材育成に取り組んでいます。 

ライフステージの入口にあたる保育・教育の現場で早期支援を行う手法として、三重県で開

発された「ＣＬＭ（チェック・リスト・in 三重）と個別の指導計画」の活用により、保育現場

での先生が子どもの困りごとに気づき寄り添う、日常的な支援の向上と、小学校へのつなぎに

向けたシステムを構築するための保育士及び関係職員が学習の場を持ち、途切れのない発達支

援が実施されていて、大変に参考になりました。担当課の意気込みも素晴らしく頭が下がる思

いで研修を受けさせていただきました。 

そこで、４番目の質問ですが、幼児期から小・中学校を見据えた途切れのない発達支援とし

て、発達に課題がある子の行動等を観察し、個別の指導計画を作成する「ＣＬＭ（チェック・

リスト・in三重）と個別の指導計画」を本町でも導入すべきと考えますが、見解をお伺いいた

します。 

〇議長（秋山貢君） 

     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いたします。「ＣＬＭ（チェック・リスト・イン三重）と個別の指導

計画」は、三重県立小児心療センターあすなろ学園で作成された、幼児期の発達に課題のある

児の早期発見・支援ツールで、県の発達障害専門研修でも紹介されました。 
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この早期発見・支援ツールは、保育所等で担任が子どもの困り感を日常保育の中でチェック

し、個別の指導計画を作成し、適切な支援を行うことを目的にしており、「療育支援勉強会」で

も、この考え方について学習を行いました。 

このツールは個別支援計画と連携しており、学校就学後の支援にもつなげられるという利点

はありますが、継続的な研修が必要であるため、講師への旅費や報償費がかかり、また研修参

加時の代替保育士を確保することが困難であり、それに係る費用負担も嵩むため、安易に取り

入れることは難しいという意見が多くありました。そのため、それに代わる支援に結び付ける

ためのチェックリストとして、これまでの経験を含んだ町独自のリストを作成し、現在「療育

支援チェック表」として日々の保育に活用しています。併せて、子どもの理解を深めるための 

質問票も家庭から提出してもらい、子どもの発達状況の把握をしています。さらに、課題のあ

る子どもには、個別の指導計画を作成し、それに基づいた成長の支援を行っております。 

こうしたことから、ＣＬＭのような外部のツールを導入するのではなく、保育所で直面して

いる個々の状況に応じて、山梨県立あけぼの医療福祉センターや巨摩共立病院などの専門機関

と連携を図り、更に関係機関との情報共有を行い、個別の指導計画をより充実させたいと考え

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） 

町独自でチェックリストを作ってくださったり、専門機関と連携をしてくださってるという

ことで、保育士の方々も本当にひとり一人を良く見て下さっているのはわかります。コストも

掛かるということで、ちゅうちょするということも分かりますが、本当にもしも子どものころ

に適切な対応や支援が受けられず、見過ごされてしまった場合など、大人になってから就労で

きなかったり、引きこもってしまうなど。統計によると、ひきこもりの約３割程度は、発達障

害が原因とも言われております。是非このＣＬＭの活用については私としては真剣に検討して

頂けるよう熱望いたします。また南アルプス市では、大人から子どもまで、どんな事でもここ

にまず相談すればいいという総合相談窓口を設置して、切れ目のない支援を全庁あげて取り組

んでいます。根底は人づくりです。こういうところにお金をかけなければ、町の未来に希望が

持てないと、私は思っております。 

再質問ですが、今出来る事として、発達障害などからひきこもる方が増えている状況ですの

で、大人への支援も本当に必要だと思います。町として、このことに対してどのように考えて

いるのか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

発達障害または引きこもりの成人への支援について、ご質問にお答えしたいと思います。小

林議員のお話のとおり、大人の発達障害についての発見は、早期発見は非常に難しいものだと

考えております。また２年ほど前に、県で実施したひきこもりの調査結果がございましたが、

確か働き盛りの男性に多く、その経緯が疾病や性格といった発達障がいとの関係性も感じられ

るところであったと記憶しております。また当福祉保健課の保健師や、包括の保健師が訪問す

る中で、介護を要する方々のご家族や、それから障害者通所施設に通所された方が、その原因
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が発展障害であったということも、 近は珍しくなくなっております。 

来年度、国においては、引きこもり政策として、まだ詳細については提示されてておりませ

んが、町の役割として、相談窓口の明確化やサポーター派遣事業等が、予定されているようで

ございますので、本人やご家族が一番悩んでいらっしゃることと思いますから、町としていた

しましても、こういった政策に早期に乗りまして、早く相談して適切に専門機関につながって、

社会で自立への支援が図れるように先進的に、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） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

私も、息子さんのひきこもり、未就労に対し、ご家族からご相談を受け、担当課に繋げ、何

度も通って頂いて、包括の方で何度も通っていただいて、就労支援につながったケースがあり

ます。大変にうれしく思って、感謝の思いでいっぱいになりました。私の兄も幼児期に発達障

害で施設に入所し、そのまま５０年間、家族として一緒に生活したことがありませんでした。

母親が、もし手元において一緒に生活していたらと悔やんでいたことがあります。そのような

思いがあるので、相談を受けた方が就労につながった事に感激でいっぱいになりました。 

再質問ですが、自立への支援として、就労定着の支援は大変に重要だと思います。町では、

障がいのある方、こういう発達障害のある方の一時就労ということに対して、今現在はどれく

らいの方が就労されていらっしゃるか、わかりますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい、これにつきましては、障害福祉計画に数値目標が挙げられておりました。今年度末ま

での目標値が二人という目標でございました。これは県が計算したり、町が計算したりという

数字でございます。障害者の通所施設の方々にすべてにヒアリングをしたところ、二人の目標

値は達成されておりました。町においても障害者の通所施設が増えているところでございます。

それぞれ特性があるものでございますので、今後はその通所施設のネットワークをつくって、

より適切な通所、それから就労定着支援が図れるよう、さらに一層充実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） 

はい、是非子どもから大人までの途切れのない発達支援を全庁挙げて取り組んでいただきま

すよう、 後に重ねて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） 

     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。 

９番市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 
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後になりました。よろしくお願いします。私の質問はですね。川口議員さんとか、齊藤欽

也さんとかの議員さんが質問したのと、かなりダブっていますので。一応読みますが、もし同

じようなものでしたらば、同じですというふうに言っていただいても結構ですので。よろしく

お願いします。 

まず、甲州鰍沢温泉かじかの湯の運営についてということで、質問させていただきます。

１１月２４日の全員協議会において、産業振興課より公の施設の指定管理者の取り消しについ

てと題し、かじかの湯の指定管理者が平成３０年３月３１日に取り消しになるとの説明があり

ました。これに至るまでの経緯と、今後について伺うということで。１番、取り消しとなる指

定管理者株式会社ビルネットは、当時指定管理者選考委員会が、２社の申し込みがあった中か

ら選んだ会社であります。書類審査、聞き取り調査を行い評価した結果、指定管理者として選

定されたと思います。５年契約にもかかわらず、まだ２年しか経過していないのに撤退する。

こうした状況を町はどのように考えているのか、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） 

それでは、撤退する状況を町はどのように考えているか、の質問にお答えします。 

かじかの湯の指定管理者の選定にあたっては、平成２７年９月から１１月に、３回にわたり

指定管理者選定委員会を開催し。２社応募の中、株式会社ビルネットは「社会貢献」を企業理

念として、施設運営の価値向上や利用者の良好な環境実現を経営方針していることや、長年の

コンサル事業を通じて文化施設、スポーツ施設等の公共施設全般の管理運営や受付指導業務の

実績を有しており、公平なサービス運営や接遇等のノウハウにも、蓄積があることを明示して

いることから、指定管理者候補として答申したところであります。 

町では、この答申をもとに指定管理者として指定し、民間の能力やノウハウを管理運営に生

かし、利用者ニーズへの対応、サービスの向上、また、収支計画では、単年度収支として、４年

目以降は黒字転換するとし、このほか、利用者数の増、社会貢献などに期待を寄せておりまし

たが、このような経営状況になり非常に遺憾に思っているところであります。 

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、この前の川口議員さんのところで、どういう反省があったのかなと思いながら、答弁

聞いていました。で、そもそもですね、この指定管理の選考委員会に２者の申し込みのあった

ときに、その申し込みがあれば、どんな会社なのかっていうことも含めて、まずその会社の実

情とかいろんなもの調べて、そしてその選考する２つに選ぶというようなことの手順で理解し

てよろしいんでしょうか。 

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） 

選定委員会においては、当然書類審査や、当時のヒアリング等行ってとなって判断をしてお

りましたので。そういうような審査を行なったということです。 

〇議長（秋山貢君） 
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     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

そもそもこの株式会社ビルネットっていう会社って、私も調べてみましたけれども。どのよ

うな会社だというふうに把握していらっしゃいますか。私の把握が違っていたら、また答弁し

たいと思いますけれども、どういう会社だったんですか。 

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） 

株式会社ビルネットにつきましては、指定管理者の申請書を指導するような会社。また実績

としましては、指定管理業務の指導委託業務というような、内容の調査等もするような会社と

いうことでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

ということは、普通に考えるとそこの会社が経営するとか、そこの会社が手を出すってイメー

ジだったんですが。私もちょっと調べたんですが、なんか違うなと。この会社は指定管理のあっ

せんするような中間の会社なのかなというふうに理解したんですが。それでよろしいでしょう

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） 

そういうような業務もございますし。今までも、受けた実績といたしましては、指定管理者

の事業に関する検討業務とか、指定管理者の運営状況の調査分析評価等をするような業者でご

ざいます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

もう一回確認しますね。このビルネットという会社は、そういうことを自分の会社ですると

いうよりは、例えば手を上げた。富士川町は、こういうところ、施設があるんですけど、どう

ですか。そして、そういう施設やってみたいなと思う。その間を取り持って、そして指定管理

としての書類とかですね、いろんなものを、その会社が計画を練っていただいて、そしてやる

と。 

私が聞いた感じでは、なんか、かじかの湯は、大阪の人がやってるんじゃないの。なんてい

う話聞いたんですけども。実際にですよ、あの支配人だかなんかわかりませんけれども。そん

なようなことを聞いたんですけど。そういう感覚でよろしいんでしょうか。 

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） 

指定管理者の業務の申請書とか、間を取り持つというのは、確かにそのとおりと思いますし、

行政的には東京都の業者となります。 
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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） 

（２）に移ります。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と

いうこれ、富士川町にあるんですけれども。この第１０条に、（業務報告の聴収等）が明記され

ている。町は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関して、定期又は必

要に応じて随時報告を求め、実地調査し又は、必要な指示を行うことができる、とされていま

す。町はこれまで、どのような関わりをしてきたのか、何をしたのかお伺いします。いうこと

で川口議員さんがこの質問してます。大方聞きました。で、答弁をしてもらったほうがいいで

すか。議長。 

〇議長（秋山貢君） 

はい、じゃ簡潔に。 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

それで先ほど、川口議員の時もお答えしましたが。条例によりまして毎年度終了後の事業報

告書等を受けております。また新年度事業計画書及び定期報告を毎月の利用者数、収入実績、

運営に係る事業の実績報告書の提出を求めているところであります。 

     こうしたことから、定期報告書や必要に応じて業績や要望の聞き取りの実施、昨年度比の利

用者数の減、飲食等の売上減に対し営業努力を促すことや、集客するため、イベント会場での

ＰＲ活動、飲食内容の充実、回数券の期限の延長、利用者へのサービスの向上、施設の適正管

理、 従業員の情報共有、新たな集客に向けた取り組みを指導したところであります。 

     このほか、町といたしましてもご来場いただけるよう観光ＰＲのおりに、かじかの湯のパン

フレットの配布、イベントでの入浴割引券の配布、回数券を購入し、職員等による利用促進及

び販売促進を行っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

事業計画書というのを見せていただいたんですね。このビルネットの。 初にその指定管理

に出した時のこの事業計画書だと思うんですけど、すばらしいんです。本当にすばらしいこと

が書いてあるんです。もうここに任せれば、もうバラ色じゃないかというように思うように、

いっぱい書いてあります。そしてですね、例えばですよ。年間計画ということころに書いてあっ

て、ヨガ教室もやります、健康体操教室も行いますよ、ストレッチ体操教室、山里の散策と体

験教室もやりますとか。あるいはですね、企画としては、そば打ち体験教室、温泉吊り橋と山

里の散策と食事プランとかですね。大柳川渓谷もみじフェアと食事プランとかですね。もうこ

ういうふうにいっぱい書いてあって、こういうことしてくれるんじゃすごいじゃん、とか思い

ながら読んでたんですが。こういうことを実際に行なっていたんですか。 

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） 

株式会社ビルネットにおきましても、営業努力は行っておりました。チラシの折り込みや、
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ポスティング、のぼり旗、無料送迎等がありまして。またあの自主事業といたしまして、アン

サンブルの演奏や朗読の会等を行なっておりまして、自主事業を４回以上行っているところで

あります。先日も、１１月にも、アンサンブルの演奏が好評であったということの報告は受け

ているところであります。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） 

私が２番で何を言いたいかというと。その定期的に、あるいはですね、実地に調査して、そ

ういうところをちゃんと管理しなければいけませんということが、条例に書いてあるわけです。

しなければいけないというでなくて、できるって書いてあるんで、しなくてもいいとことなの

かなと、こう思ったんですが。こういう事業計画がしっかり立ててあって、これを元に選考す

る委員の方々は、こういうことをしてくれるんだったらば、かじかの湯は 初は３００何万、

次は１００何万、次は何十万です。この４年はプラスになるだろうとこれを見込んで、選考の

人たちは思いを込めて、ここにお願いしますって、いうことの結論出したと思うんです。 

だからその後ですよ。そのあとは一体どこが、こういうことを管理して、これが実際に行わ

れているかっていうことをやって。行ってだめだったら、何が悪かったのかそういうこと一緒

に考えていただくのはいいと思うんですが。そこでどこまで介入してたのかなっていうこと。

２番で聞きたかったんですが。その介入方法は、徹底的にやったのか。いやそうでもなくて、

ちょっと手を抜くってことはないかもしれないけれども、そこまではできなかったのか。そこ

ら辺の反省点、あるいは改革をするところ。なぜかというと３番につながるからです。そこは

いかがですか。 

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） 

年度当初に、今年度につきましてもそのような計画をいただいて、やりたいといいますか、

４月に出していただいております。それに従って、当然行ってもらうものということで、考え

てるわけですけども。特に今年度につきましては、この計画通り行きたいということで、当初

はそのようなお話でしたが。その年度当初の打合せ時に、こういうものは必ずやっていくとい

うような答えにもありましたし、通常の月間報告の時におきましても、特に今年は進めていき

ますよ、っていうような返事はいただいていたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

そういうことをやっていたけれども結果が出なかったと。いうようなことになるんでしょう

か。３番に移ります。産業振興課の説明によると、今後について、平成３０年４月１日からは

町の直営として営業することとし、今後は円滑に後退ができるよう準備を進める。となってお

ります。具体的に何をどのようにしていくのか、町の考えを伺います。 

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） 
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それでは具体的にどのように進めるかというご質問でありますが。４月からかじかの湯の経

営形態が変わりますが、町では、現在、小売、流通、企画、経営など実務経験があり、運営に

意欲と情熱がある支配人を募集しております。 

１月に面接をし、２月からは、かじかの湯へ派遣して、業務の引継ぎを行うなど、利用者に

迷惑が掛からないよう準備を進めて参りたいと考えております。 

また、現在在職しているかじかの湯の職員の意向の聞き取りも実施したところ、支配人以外

は全員残留の予定でありますので、業務は円滑に交代できるものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

先ほど町長の答弁でですね、２月ぐらいでしたかね。準備を進めるんですけども未払い金が

あるので、というところで。その私にも実は苦情が来てるんです。お支払いしてくれないんで

すけど、どこに相談していいんですか、みたいな話があって。その方は支払ってもらったと言っ

ております。多分そういうことがいっぱい出てくるんだろうなと思いますが。そこら辺の、清

算の、きちっとですね。 後に、どっか行っちゃったみたいな感じで、もらってないみたいな

感じにならないように、して頂けるようにしてくれるんでしょうか。 

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） 

未払い金につきましては、本年度に入りましても、僕の耳に入っております。その都度、ビ

ルネットに対しましては、時には電話、時には現場に向かいまして、このような話がある。と

いうことで、そういうことにならないように、必ず支払いをしてもらいたいということで。特

に９月以降につきましては、毎月そのようなお話はしてるところであります。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） 

ええとですね、この町の人たちが、多分指定管理ということでですね、非常に安心して納入

したり、いろいろしていたと思うんですね。それが、まったく不払いなるようなことは、もう

絶対避けていただきたい。それお願いしますね。支配人の募集しましたよね。私ここで、いや

そうなんだなって思ったんですが。片方まほらの湯ありますよね。指定管理費で、で片方は町

営、片方はまあ指定管理で、同じような業種になるわけですよ。そうするとですね、まほらの

湯の経営者の方は会ってませんけれども。こういうふうに具体的にですね、金額まで出してで

すね支配人を募集します、みたいな話になると、引き抜きみたいなね。なんかそういう競争相

手みたいなそういうことでは、きちっとまほらの湯の方の経営者の方には、こういうことを事

前に出しますってことをお話ししてあるんですか。 

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） 

金額については報告しておりません。後日、お話をしたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 
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     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

後日お話しを。もう出してた後で、お話ししてどうなのかなと思いますけれども。同じ、ほ

ぼ同じ施設ですよね。同じ施設のものを、片や、両方とも指定管理だったらまあ競争でやって

ください、特長を出しながらやってくださいでいいと思いますけど。これからですよ、片や町

で運営する、片や指定管理に出しているというところでですね。いろんなことが競争みたいな

形になったときに、非常に町の方が有利なのかなとか、すごく思っちゃうんですけれども。例

えばですよ。その、お風呂の件ありますよね。その件だって、去年２６０万でしたかね、両方

とも合わせて収入があったみたいですけれども。そういうことだってですね、町の方がもっと

一杯やるんだったら、そういうふうなのどんどん活用してとかって、そういうところの配慮と

いうのは、これからどういうふうになさっていきますか。 

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） 

まほらの湯につきましても、町の施設ということで指定管理施設となっております。同様の

扱いと言いますか、利用をしていただけるよう、ＰＲ等をしていきたいと考えています。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

かじかの湯はですね、かじかの会っていうところがですね、５年間運営しました。でそのか

じかの会の時もですね、毎年５００万円ぐらい赤字でしたよね。それを補てんしてくださった

んですよね。寄附みたいな形で補てんしてくださったと思ってますけれども。そういう形で、

もともと非常に集客が難しいところなんです。 

今回やったビルネットは、もうそういう意味ではプロみたいなところが入ったわけじゃない

ですか。それにもかかわらずですよ。１年で５００万ぐらいの赤字で、もう２年なったらやめ

ますという話です。で、これをですね町営でやるっていうことは相当の覚悟、相当のスキルが

ないと同じことの繰り返しになると思いますが。そこら辺の考え方はいかがですか。 

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） 

かじかの湯につきましては、確かに立地条件等は、夜遅く行くような温泉、まほらと違いま

して１０時近くに温泉に行くかというような施設ではないですけども。かじかの湯につきまし

ては、富士川町においても、大柳川渓谷を持つ五開地域におきましても、温泉があるという大

きな魅力の一つと考えておりまして。特に拠点となる施設ということになりますので。この施

設については、今後ですね経営努力に意努めまして、運用を続けてまいりたい。いうことで考

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） 

町の直営って言われるとですね、つい塩の華とつくたべかん、かつて町の直営で非常に大き
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な赤字を毎年毎年出してました。で、それがですね道の駅の株式会社富士川、民間が入りまし

てね。それで、プラスにはならないかもしれないけれども、あるところの、道の駅の方の利益

が出てるから、向こうの方にちょっとまわしてるみたいな感じでしょうかね。でも、そこには

非常に会計士のプロの方も入っていたり、いろんな支配人のプロの方が入っていたり、かなり

の努力をして、今利益を出している状況ですよね。 

そういうことを考えるとですね。今、途中で止めるわけにいかないから、町がつなぎとして、

次のところにいくまでの間に、経営交代ができるような準備を進めますよということであれば

ですね。そこの間だけ何とかつないでやるってことなのかなと思いますが。でも、じゃあ赤字

でどんどんやっていいかというと、そういうことではないですよね。この貸借対照表、損益計

算書ここ見ますけど、これだけじゃ全然わかんない。何がかかっちゃってんのかなっていうふ

うに私も見ましたけれども。かじかの湯の内容がよくわかんない。もしですね本当に自分たち

がやる気になって相当検証をしていかないと無理だと思うんですが、その点いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

現在募集してる支配人の方をですね、２月にかじかの湯のほうに派遣しまして、まず実情と

いいますか、機械操作も含めてですけども、まず研修をしてもらうと。その後、現在残ってる

方々にもですね、残ってもらうということで。特にですね新たな支配人の方には、営業と企画

等も長けている人を募集しているところでありますので、積極的な営業また経営をしていただ

きたい、というようなことで考えておりますので。そのことを中心に研修のほうも行なってい

ただきたいというふうに考えてます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

ここで一つ確認します。これはずっと町が直営でやっていくということですか。それとも何

年かやって、また指定管理の方を探るという方向性で考えているのか、そこだけ確認します。 

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） 

今回につきましては、直営で営業するということでありますけれども。当面、しばらくの間

は、直営で行うという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） 

つい 近、もう撤退するってことなので、そこまで具体的に考えてないと思いますけれども。

これは本当に大事なところで、しかもですね、かじかの湯とまほらの湯がどこが違うかという

ところですよ。今言ったように大柳川渓谷とか、こっちは観光ですよね。だからそういう何を

目玉にするかとかっていうことは、その支配人の方も考えていただけることは、間違いないん

ですが。その富士川町のその観光というところも考えればですね、ぜひ課を挙げて、一緒にか

じかの湯の再生に取り組むという姿勢が大事ではないかと思います。第２番目に移ります。 
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〇議長（秋山貢君） 

途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後４時１６分 

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

再開 午後４時２３分 

〇議長（秋山貢君） 

     一般質問を再開します。 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

では２番の富士川町学校給食センターについてお伺いしていきます。１１月２４日の全員協

議会において、教育委員会より現在の学校給食センターの建設について大まかな説明がありま

したが、詳細な内容について伺っていきたいと思います。 

かっこ（１）厨房機器の選定と、それに伴う厨房設備機器システムの企画案を実施設計に反

映させるため、プロポーザル業務を進めている、との説明でしたが、どのような内容で進めて

いるのか具体的にお伺いします。 

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） 

プロポーザルの具体的な内容についての、ご質問にお答えをいたします。 

学校給食センターの整備につきましては、厨房設備機器等が専門的で特殊な機器が多いこと

から、全国的にもプロポーザルを実施した後、設計業務を行う方法が、主流となっております。 

また、県内においても、過去１０年間に整備された、全ての学校給食センターで採用されて

いるところであります。プロポーザル方式は、学校給食センターの設計案を決めるものではな

く、本町が目指す学校給食センターにするため、企画提案能力のある設計協力者を決めたとこ

ろであります。業者選定にあたっては、入札資格者の中から、厨房機器メーカー及び代理店を

指名し。建設予定地と各学校の位置関係、クラス編成や児童生徒、職員数の構成、給食の献立

表などから、調理後２時間以内に喫食できる状態までにする厨房設備機器や、配送計画などの

提案をいただき、審査したところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

この学校給食センターを建設しましょう、というお話が浮上してからですね、平成２８年３月

にですね、学校給食のあり方検討委員会というのを立ち上げて。１５００食ぐらいがいいじゃ

ないかとか、何平米ぐらいがいいじゃないかとかも、いろいろ検討されました。そのあり方検

討員会の中でですね、その意見が出てきたのはですね。本来ならば、自校式、今までのやり方

がいいと。なぜならば調理員の人たちの気持ちとか、働いている姿とか、調理員の方々からす

れば、子どもたちの喜ぶ顔が見えて、それがすごく励みになって一生懸命給食作ってんだとい

うことで、そういう意見が多かったんですが。ドライ方式とかいろんな今の規定がいろいろあ

るので、これは給食センターを設立する、建設することには一定の集約がされましたというよ

うなことが書いてありました。でですね、今プロポーザルということで進めてますと、いうこ
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とだったんですが。プロポーザルをするに当たってはですね、実施要綱があって、審査基準が

あって、それから審査の結果があります。でもう審査の結果がわかったですよね。そこを教え

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） 

ただ今のご質問にお答えをいたします。この度のプロポーザルにつきましては、先ほども言

いました厨房業者、メーカー、代理店など１４社を指名いたしまして、通知をしましたところ、

４社が参加意欲を示しました。このうち２者が辞退したことから、先日プロポーザルの審査委

員会を開催しまして、その 終２社からヒアリングと、提出をされました提案書の審査、評価

を行い、 も適した業者として、株式会社日新厨房さんに決定をしたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

この日新厨房さんは中央市にある会社ですけれども。私、その審査基準とかのことを読ませ

ていただいてですね。技術提案書というのがあったり、価格のところでですね。プロポーザル

審査の基準があって、そして例えば敷地配置計画とかですね、いろいろ厨房機器の選定とかい

ろいろあって、そこに配点があるんですよね。そのもっともいいのが、その満点。それに適切

ではないというのはどんどん配点が少なくなって、０．２とかってかけ率でなっていると思う

んですが。 

その中に選定の基準の中にですね、ここが一番おもしろいなと思ったというか、ここが多分

特徴になるんだろうなと思われている部署がありました。それが、その他の提案てとこなんで

すね。その他の提案のところで、このあり方検討委員会でも、その食育のことはとても書いて

ありました。子どもたちに対して、学校給食が本当にその食育に対しては、影響があるんだよっ

てことが書いてあったんですが。その中に食育について、地域貢献について、防災対応につい

て、その他セールスポイントなどってあって。これが配点１５点になっていて。一番高い配点

は見積もり価格なんですけれども２０点。ということなんですね。 

私、こういうところは、どういう、ここの会社の特徴を出してくれて、プレゼンしくれたの

かなというふうに思って探したんですが、全くこの経過がわからない。結果はこういうふうに

出ましたよというようになってたんですが。配点がどういうふうな感じで、ここが２社あって、

ここがだんとつ良かったのか、本当にちょっとした差、あるいはそのどこに配点が一番多かっ

たのか。そういうことが、すごく公表してくれればいいのになと思ったんですが。そういうこ

とが公表されていません。そういうところは、いかが考えたらよろしいんでしょうか。 

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） 

審査の結果は公表いたしておりますが、その詳細については公表しておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 
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公表できない理由というのがありますか。 

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） 

理由はございませんが、いろいろな競争をあおるような部分もございましたので、こうした

審査方法により、審査の評価、審査結果を出したところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

でもね審査基準が公表されています。どういうところが、ここの会社は一得点が高かったの

かなっていうのは。これ学校給食のことですから、保護者の方たちはどんなセンターになるん

だろうと、すごく思いがあったと思うんですけれども。公表していただきたい。前にですね、

かじかの会ですかね、前に指定管理になったときのものは、得点が出てましたよ。出てました。

出てるのと、出てないのがあるのかなと思ったんですが。公表してもいいものは、公表したほ

うがいいと思うんですが。その考えはいかがでしょうか。 

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） 

ただ今のご質問につきましては、しばらく検討させていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

学校給食のあり方検討委員会委員の方々が、一生懸命検討されて。こういう思いで、こうい

うものに対して、こういうセンターにしてもらいたいと、いうふうに一生懸命考えてやってる

わけですから。そこの給食センターがどういう業者さんに、どういう特徴がある業者さんに、

今度建ててもらう。あるいは厨房のことですけれどもね、かかわってくるんだよということは、

当然あの公表して教えてあげた方が町民にですね、教えてあげてもいいのかなと思います。 

次に移ります。２番です。今回のプロポーザルは厨房機器業者のみを対象としていますが、

理由を伺うということで、先ほどこれが通常のスタンスです、というお話だったんですが、私

が調べたところでは、別に通常というか、建設、設計と厨房機器の業務提携やって、事業体と

して設計業者及び厨房機器業者の、業務提携による公募型プロポーザルを実施してるところも

あるんです。これ県外ですけどね。そういうことはしないと。ここに特化してるのは、よそが

やってるからというんでなくて、もうちょっとメリット、こういうところがあったから、厨房

のみにとりあえずプロポーザル出したんです、ということがあれば教えていただきたい。 

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） 

ただ今の厨房機器業者のみを対象とした理由について、お答えをいたします。厨房機器業者

のみをプロポーザルの対象とした理由につきましては、食品衛生法及び学校給食法、並びに学

校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアルを熟知している者であること。そし
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て、給食調理業務に精通しており、本町の学校給食の実情・現状を理解した上で、実施設計に

向けた設計協力をしていただける者であること。さらに、自校方式ならではの利点を活かし、

趣向をこらした手づくり給食等を、新たな学校給食センターへ、引き継ぐためにも、専門家の

考えが求められることから、厨房機器業者のみとしたところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

このあり方検討委員会のいろんな要望がありますと。それに対して、厨房機器が給食センター

の命ですというか、そこが主力になるんであれば。そこに非常にその特化した、あるいは専門

的な技術があるところに、まずはプロポーザルをして、設計はその後、また設計業者に頼めば

いいと、いうふうに考えたということでよろしいでしょうかね。 

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） 

そのとおりでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

株式会社日新厨房企画ってところは中央市にありますけれども、ここ株式会社AIHO ってい

う大きな、愛知県にある本社がありますけれども、そこの代理店ですね。ここは本当に、いろ

んな病院から何からいろんなところの厨房機器をここ一手に引き受けてる。そこの代理店なの

での間違いはないだろうなというふうには思っております。 

で、もう一つ聞きますね。この分離で厨房機器業者だけをとりあえず選定して、設計業務は

また別だということで、そういうことで、高くなるとか、全体的ですよ、高くなるとかそうい

うことはないんですか。費用的に。 

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） 

設計費用がかさむということはございません。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

はい分かりました。それでは、３番に移りたいと思います。この３番のですね質問も、齊藤

欽也議員さんの方からですね、質問があったりしたので、ちょっとダブるところがあるのかな

と思いながら。すみません、やります。 

富士川町の児童センター建設について、１１月７日にこれが行われた工事請負入札が取りや

めに終わりました。今後の進め方についてお伺いします。今回の入札が取りやめに終わりまし

たが、何が原因だったのか、当局の見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

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

新児童センターの入札の取りやめの原因としては、１つ目、物価本によらない積算の中で、

も影響の大きい県産材の見積価格について、各社から徴した見積書の 低価格へ、さらに値

引き率を掛け積算したことにより、請負業者の積算額との間に乖離が発生してしまったこと。

２つ目は、仕様書に記載した工法や同等品が可能などの説明不足により、設計者と請負業者と

の考え方にそごが生じてしまい。一般的な工法の部分が、特別な仕様と解釈されるような、誤

解があったことが主な要因と考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

説明の中で、後で児童センターの建設についてということでですね、取りやめになった要因

と考える事項というので資料をいただいていますね。で、よく分からないなと思ったんですが、

教えていただきたい。各社から徴した見積書の 低価格へさらに掛け率をかけて積算したから、

安くなっちゃったんです。みたいな話でしたが。見積もりはですね、どこの工事の種類からとっ

たんですか。工種っていうんですけでどね。こういうの。工種から徴収したのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

木材に関して、県内の業者や県外の業者のほうから、見積もりをとりました。とって、その

中で 低の価格にさらに、値引き率をかけたというところです。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

そごが生じたり、勘違いがあった部分につきましては。単価本という普通の工事の分は全部

載っておりますが。今回、内装を木質化にするためにですね、主に木材使用部分について、県

内あるいは県外の木材業者から出した見積もりを徴した。特に、県産材というところは県内の

業者でありますけど、工法的に扱う部分は内装部分あるいは外から見ても木質化が見えるよう

な部分にするための、木材部分が主なところであります。 

あとは型枠工事の型枠のつくり方についてですね、一般の市販のものでもできるやつが、特

殊な工法をしなければ型枠が作れないような、勘違いっていますか、そごが生じた。そういっ

た説明不足の部分があったと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

子育て支援課の方からですねいただいた、その取りやめの要因と考える事項がですよ。こう

書いてあるんですよ。予定価格の中で、もっと影響が大きい県産材の見積価格について、各社

から徴した見積書の 低価格へさらに掛け率を云々て書いてあるんです。これを見たときに、

その県産材の見積もりが、思った以上に高かったからってことなんですか。あの木質化はする

つもりはなかったんだけど、木質化してくださいと言ってからやるわけじゃなくて。木質化は

初からやるつもりだった。だったらば県産材と普通の木質化でどのくらい差があったってこ
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とですか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

木材、特に県産材となるとやはり割高にはなると思います。産地が限定されますんで、材料

の確保も含めてですね。若干割高になると思うんですが。木質化を進めるために、木材の単価っ

ていうのは九州が大体の値段になっています。寒い地方へいくとやはり年輪がつまるもんです

から。高くなる傾向にあります。そういう中で、県産材県産材ということを言ったと思います

んで、そこで高くなってきてしまったというところが原因じゃないかと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

今出せないとすればですね、あとでお願いしたいんですが。委員会もありますので、そのと

きでも結構ですけれども。見積もりを、私たちはどのぐらい違っちゃったのかなってことすご

く知りたいんですよね。 

別にその木質化というところで、県産材。例えば床、床なんかは全然その普通の床でいいと。

私なんか思ってたんですが。そういうとこまですべて県産材でやるつもりでいたのか。仕様書

見ましたけども、腰壁のところに県産材ヒノキ。窓枠が県産材ヒノキって書いてありましたね。

その程度のところで、これが要因ですみたいなことで書いてあるから、そんなに高いものかな

ということで一般質問をさせてもらったんですが。その資料、もしお手元にそれが説明ができ

るんでしたらば、していただきたい。もしできないんでしたら、後で委員会の方に報告してい

ただきたいんですがいかがですか。 

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） 

ただ今の手元にございませんので明日の委員会の方で、ご報告したいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

先ほどですね工法の説明不足というのが一つ挙げられておりましたけれども。普通こういう

ことってあり得るんですか。普通、入札があって、分からなければ問い合わせすればいいじゃ

んというふうに、私なんか勝手に思うんですが。その問い合わせもなかった。で、普通だった

らば、その入札、その手を挙げる人たちに理解ができるようにちゃんとするべき。あるいは設

計書と仕様書があるはずだと思うんですが。どうしてこういうことが、町はなぜ考え方の違い

が起こったというふうに、どこでその手を挙げる人と町の考え方がすれ違ってたと思いますか。 

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） 

先ほど申しましたように、やはり仕様書に記載した工法の書き方が、同等品等の可能などの

説明不足や、工法の書き方が足りない部分があったのかもしれません。設計者と請負業者と考
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えにそごが生じてしまったと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

じゃこれは設計者が、その理解しやすいようにちゃんと説明してるというか、そうゆうこと

にしてくれなかったということですかね。そういうことであればまあ、でも町が出すんですか

らね、これを。 終的なチェックは町がするはずなんですよ。だからこの書き方だったら、ちょっ

と勘違いされるんじゃないかっていうふうに思ったら、直さなきゃいけないのに。そこが、何

か出してしまったということで。うちとちょっとすれ違ってしまったのです、っていうことで

あればですね、もうちょっと慎重になさるべきじゃないかなと思いますけどいかがですか。 

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） 

説明の方は、一般的な県内の、他の施設でも同様な施設をつくっているということで、説明

はきちんと書いてあったと思うんですけど。もう一つ、もう少し丁寧に書けばよかったのかも

しれないですけど。そのあたり、チェックが行き届かなくて、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） 

子育て支援課ですからね。子供のことはわかっても建設のことは多分苦手だと思いますよね。

私も本当にこういうふうな聞き方するのは切ないです。だけど、何で皆さん知らん顔してんの

かなっていうに、他の課がですよ。だって分からないじゃないですか。子育て支援課のメンバー

の人たちは、子どもの事はよく分かってるかもしれないけど。そういう体制がちょっと私はこ

の町の特徴になっちゃったら嫌だなというふうに思ってます。 

そこはぜひ町長、トップとしてですね、しっかり皆さんが協力体制をとりながら、やっぱり

技術の不足、知識の不足のところは、別の課がちゃんと応援してあげるような体制を、ぜひとっ

ていただきたいと思います。次に移ります、すみません。 

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） 

今のことに関してですが、他の課の方からも協力はしていただいておりました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

はい。わかりました。協力してくださっているのにもかかわらず、そういうことが起こって

しまったということは、やっぱりそこの課の体制が悪いのか、全体的に悪いのかは皆さんでよ

く考えていただきたいなと思います。 

後になります。あと２分じゃん。今回の児童センターの建設に当たっては、当初予定は２階

建てであったが、敷地が広く確保できるということで平屋に変更になりました。設計をやり直

したと思いますが、その際、県産材や地元産の木を使って木造づくりの建物、あるいは木質化
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を目指すという発想はなかったのか。取りやめに終わった今、見直すことはできないのか町の

考えを伺います。 

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） 

ただ今のご質問にお答えします。児童センターの階層は、利用する子どもたちの安全性や、

指導員の利便性を考慮し、敷地の有効利用も考えた中で、二階建てから平屋に変更したところ

であります。その際、木造建築との比較を行い１３％程、木造の方が割高になるという試算が

出たところであります。 

また、建物については、当初から構造は鉄筋コンクリートで、内装は木材をふんだんに使用

した木質化を想定して、設計を進めて参りました。その中で、県産材がどの程度利用できるの

かを考えてきたところでありますが、県産材は一般に流通している木材と異なり、価格が高く

量も限られているため、面積の広い部屋に大量に使用することは、工期が決められている建設

工事には、とても困難でありました。 

その中で、広い面積部分や表に出ない場所には国産の木材を使用し、目につく部分となる家

具や腰板、クラブとセンターの児童が利用できる図書コーナーは、県産材のみを使用する部屋

として調整しながら、県産材コーナーとして整備する事を考えており、出来る限り県産材を活

用しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

はい。県産材とか、地元産とかすごくこだわっているんですが、それは今、山のことを考え

てが一つ。で、もう一つです。私が言いたいのは子育て支援課だからです。子育て支援課の方々

は、保育士さんたちが多かったりしますよね。多分こういう勉強なさったと思うんですよ。齊

藤欽也議員さんなんかは、そのシェルターみたいなものでがっちり作っても、今こういう時代

だからって話ありましたけども。子どもを育てるときに、そういう勉強したと思いますが。針

金の中で育った動物が、ふわふわの中で育った動物と情緒がまったく違うんですよっていう勉

強しましたよね。私もしました。 

そういうところで考えるとですよ。あのね。予算案はわかる。予算はわかるけど、努力。子

供たちのためになんです。子どもたちがコンクリートの小学校からふっと帰ってきたときに、

木質化あるいは木材の温もりの中で、ペターとなれるようなそんなセンターが理想だなって

思ってるから、こういうふうに言っててるんですけれども。 

ぜひそういうところをね。自分たちは子育て支援課ですからね。子どものことを第一に思っ

ていただきたい。予算は二の次でいいんです。町長に言えばいいんだから。そういうところを

しっかりとやっていただきたいと思いますが、 後に答弁をお願いします。 

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） 

ただ今申し上げましたように、木質化のことは当初から考えておりましたので、私たちもで

きるだけ子どもたちが寝転んだりとか、気持ちよく過ごせるようにはしたいと思っております
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ので。ご意見ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

     市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

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。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いたします。起立います。 

相互に礼ご苦労さまでした。 

 

散会 午後４時５３分 
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平成２９年第４回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成２９年１２月１２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 議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を

定める条例の制定について 

日程第 ４ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議

員報酬及び費用弁償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７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第７６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３号) 

日程第 ９ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１０ 議案第７８号 平成２９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７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予 

(第２号) 

日程第１２ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

(第２号) 

日程第１３ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

日程第１４ 議案第８２号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１５ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１６ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 
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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 

（１７人） 

町        長 志 村  学 会  計  管 理 者     田 辺  明 弘 

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 永 井 たかね  防   災   課   長  深 澤  千 秋 

町 民 生 活 課 長 松  井 清 美   福 祉 保 健 課 長 佐 藤  洋 子 

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 秋 山  佳 史 

                生 涯 学 習 課 長  早 川  竜 一  

 

 

５．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 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

    

○議長（秋山貢君） 

平成２９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。 

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

○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、配布しておきましたとおりです。 

本日は、質疑の日程になっておりますが、議案第７０号及び議案第７１号の条例制定案件に

ついては、配布しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託しますので、質疑は大

綱のみに留めて下さい。 

質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいま

すようお願い申し上げます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第３ 議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の

制定について 

以上の２議案ついては、条例制定案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第７０号及び議案第第７１号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

     ８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

大綱のみということですけども。議案７０号町長の給料の特例に関する条例の制定について

ですけれど。今回は後期高齢者の未還付とか、あとケーブル盗難という、職員の不祥事の責任

をとってとの措置というふうに思いますけども。民間企業で、例えばケーブルなんか２００万

万以上のものが盗まれたりというと大きな問題で、もっと厳しい懲罰を受けると思いますけれ

ども。町長じゃないですよ。これ課長が厳重注意、課長補佐・主幹が口頭注意と。いうふうに

書いてありました。また今回補正で２３７万６千円が盛られています。これは、町民の大切な

税金で、この部分、ほかの事業にも回せたというふうに思います。職員に対しての、懲罰規定

に則っているとは思うんですけど。その辺、町としてあまくないかなと思うんですけれど。考

えを伺います。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 
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○財務課長（齊藤靖君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。富士川町懲戒処分の指針というのがございまして、そ

の中に照らし合わせたところ、今回の事案につきましては、信用の失墜等という部分になりま

して、厳重注意、それから口頭注意というような形にさせていただきました。あくまでもこの

懲戒処分の指針が基本でございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

     その処分に対して、どうですか、あまいと思いますか。そこだけ教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

     先ほど申し上げましたとおり、富士川町の懲戒処分の指針の中に照らしあわせておりますか

ら、それに則ったものであるので。あまいとか、重いとかというような考えは持っておりませ

ん。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

はい。こういった不祥事が 近非常に増えているんで。もっと責任というものをしっかりと

持って仕事をしてもらうということを、職員の方にも訴えてください。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

今日は、用意してきましたんで。同じ議案７０号ですね。町長にですね、聞きにくい事です

けども。必要悪というか、聞いておかなければならない、ということで。町民の代表として、

あえて３点質問させていただきます。１点目ですけども、議案の提案理由と別紙の条例には、

給料の特例をなぜ設けたのかと。原因が明記されていない。事件が起きたこと、起こした事、

について給料減額の処罰という事ですが。その原因についてですね、町民に対して説明責任が

あるわけですね。この新たな条例を設けるならば、その原因または目的について明示をする必

要がありませんか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今回のケーブル盗難事件は、所信表明でも言わせていただきました。町の職員の処分につき

ましては、関係職員の処分につきましては、先ほど財務課長が答弁したとおりですね。町の懲

戒処分の指針に基づき、処分を行いました。ただ、今年は、後期高齢者医療保険料の未還付の

問題とか、今回のケーブルの問題。相次いで、町民の皆様の信頼を損ねる事案が発生したこと

から、私も全体の管理、監督の責任者として、その責任を明らかにするため、明年１月の給料

を１０％減額することと。これは所信でも言っておりますし、議案第７０号の提案理由のとき
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にも、まあ提案書には書いてありませんけど、私は口頭で。後期高齢者医療の未還付の問題、

ケーブル盗難事件の問題など、町民の皆様の信頼を損ねる事案が相次いで発生したことから。

全体の管理、監督者として、その責任を明らかにするため、町長の平成３０年１月分の給料月

額を減額するため、この条例を提出するものです。はっきり言っておりますんで、理由は述べ

ていると思います。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

町長もですね、この残念ながらのこの不祥事について、責任を重く受け止めてですね、口頭

では、説明されていらっしゃいますが。これを記録に残される、残したくない訳ですけども。

なぜかなと、例えばこういう条例を見てですね、なぜなのと。一覧で分かるようにしておくこ

とは必要ありませんか、その条例の方にです。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

議案の書き方として、通常の議案の書き方をしている訳であります。議事録にも当然残りま

すし。当然、また町の広報にもですね、そういうことは出てますし。新聞記事にも出ている話

ですんで、それは十分皆さんには伝わるもんだと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

３つ目の質問させてもらいますね。町長が自らの業務責任について、報酬カットをもっても

反省したと、いうことに絡んでですね。町長の業務姿勢、これからどうしますかという観点で

ですね。今回、２件の事件を見てですね、日頃の役場職場内での若手や管理職から前向きな提

案など、出されていないのではないかなと。そういう風通しが悪い状況かなと心配するわけで

す。それらの気づきや互いの意見が、活発に出されていれば、現場の問題点について事前に発

見されたり、防止する創意工夫が話し合いできたのではないかと。 

その点ですね。町長のですね、役場内での指導力とか、あるいは説明がわかり易いとかです

ね。良い点がたくさんあるわけですけども。一方では、聞くべき意見を聞き入れないとか、反

映していないとかいうですね欠点も見られるようです。今後、二度とこのようなですね、業務

上のミスということが起こらないように。業務運営が健全に行われるために。御自身が率先垂

範して、改善すべき点について。反省の弁を伺っておきたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

事前に分かっていれば、こういうことは起きないわけでありますけども。そこにまた、それ

ぞれ職員のですね、性格等々もありまして、なかなか身近な人に相談ができないという人がい

ると思います。役場の中の各所属の風通しもよくしながら、報告・連絡・相談、これは口うる

さく言っておりますけども。ただ、中に何を相談していいかわからないという部分もあるかも

しれません。その辺の壁も、これから周りの人たちが気遣いをしながら、そういうことが起き
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ないようにしていきたいなと思っております。 

私も、今回が初めての減額ではなくて、旧増穂町時代も、歴代の町長さんが伏せてきた２億

円の裏金問題、これも公表しましたんで。その時は３カ月させていただきました。そしてその

あとは、選挙の投票用紙のミスがありまして。十何人の皆さんが、投票はしたんだけども無効

になってしまった。その時には、２カ月間の減給をいたしました。今回は、何カ月がいいかと

いうルールは全然ありませんが。 

今回、こうした相次いだ不祥事ということで、町民の皆さんの、本当に役場の信頼を損ねた

事案が連続いたしましたんで。私も、全体の管理・監督の責任者として、その責任を明らかに

するということで、１カ月間の減給を、私の方から申し出ました。そうしたことで今回の条例

案が出てる訳でありますけども。これはですね。町民の皆さんに、本当にすまなかったと、お

詫びをする形として出しているもんでありますんで。どうぞご理解をいただきたいと思います。

以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

今後とも、是非・・。胸に手をあててよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○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７０号及び議案第７１号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員報酬及び費 

用弁償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７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第７２号から議案第７４号までの質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ なし ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第７２号から議案第７４号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第 ７ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第７６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３号) 

日程第 ９ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第７８号 平成２９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７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 
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日程第１２ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

日程第１３ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

以上の７議案ついては、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７５号から議案第８１号までの質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

２番 深澤公雄君。 

○2 番議員（深澤公雄君） 

一般会計補正予算の総務費の分庁舎解体業務費用の計上がありますけども。分庁舎は、潰し

たあとの活用をどのように、現時点で、もし分かれば教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

分庁舎の解体につきましては、明年度予定をしております。その解体をした後ですが、今、

敷地の中には一部借地もあります。そこはちゃんとお返しをしながら、鰍沢小学校の正門が、

本来は県道の方からですね、しくの方からあるわけですが。正門はでておりますけども、その

入り口が狭いということがありますんで。その正門が使えるように、若干下げようかなと。 

そして残りはですね。あとシビックコアが出ても、お客さんの、当然合同庁舎に入る人たち

の駐車場はありますが。それでもあふれる時もあるかもしれませんし、職員の駐車場もまだ。

確保ができておりませんので。当面は、更地にして道路を一部拡幅すること。そして残った土

地については、そんなに広い土地がありませんから。更地にしておきながら、駐車可能な用地

としておいておきたいなと。その後については一部緑地化することもあると思いますけども。

そこに何かを建てようとか、転売をしようとかという計画は今もっておりません。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

深澤公雄君 

○2 番議員（深澤公雄君） 

分庁舎は旧鰍沢の庁舎でしたんで、鰍沢の人たちに思いがあると思います。よろしくお願い

します。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

今の分庁舎解体工事設計の部分ですけれど。これ２６０万３千円ですか。解体の設計という

意味がちょっとわからないんですけども。物を建てる時なら、設計してこう作るってわかるん

ですけど。どういう業務なのか教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えさせていただきます。分庁舎につきましては、昨年度アスベスト調

査を実施したところ、アスベストが使用されている事が確認されました。そうしたことから、

調査、詳細な調査分析に基づいた仕様書の作成も必要であります。そして、何と言いますか、
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解体費用につきましては、その量や種類を調査・分析しないと解体に必要となる処分費を設計

する必要があることから。まずはその、アスベスト調査に基づいた設計を必要としております。

３カ所。分庁舎１階のボイラーの配管の保温材、北別館天井裏吹き材、南別館２階給湯室天井

材の３か所で使用されている事がわかっております。 

それと、分庁舎につきましては鉄筋コンクリート建ての３階建てで１１２０平方メートル。

南別館につきましては、鉄骨造の３階建て２４６平方メートル。北別館につきましても、鉄骨

造の２階建て２９０平方メートルの３棟がありまして。その中にも渡り廊下もございます。そ

うしたことから、複雑な建物でございますので、周辺道路が狭隘であることから。 適な解体

の工法などの仮設計画や施工計画が必要であることから、設計委託を考えたところでございま

す。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

解体というのは、基本、解体業者が見積りとか、あとそういった施工とか出来ると思うので、

あえてこの設計は必要ないかなと思ったんですけど。アスベストが絡んでくるという事なので、

しっかりとした、そういった設計書をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

大綱になると思うんですけど、一般補正予算に関してですね。タブレットの７４ページを見

ていただけますか。よろしいですか。真ん中のですね、時間外勤務手当ですけど。これは補正

前と補正後、４８０万円が増加しているわけですね。衆議院選挙に伴う出勤という要因もある

と思うんですけど。それ以外の要因で増額した事があったのかどうか。という事は先ほどの業

務ミスの処理とか対策とか、そういう関係もあって、時間外勤務手当が増えちゃったのか。お

分かりになったら教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。そういう業務で超勤が増えたというようなことではご

ざいませんで。やはり災害等がございますと、どうしても超勤が伸びるというような部分で、

増額となっているところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

ありがとうございます。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 
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いくつか質問したいと思います。すいません、タブレットやってるんで時間かかるかもしれ

ません。まず５２ページですね。すいません、間違えました。５５ページ歳入の部分で、ちょっ

と質問したいんですけども。教育債の部分ですけども。ここで LED 化をスポーツ公園、照明

をした訳ですけども。学校教育施設整備事業債、これを５００万円減額して、新たに地域活性

化事業債に８５０万と。３５０万増えて、起債をするというふうになってると思うんですけど

も。この理由について、お願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。当初は学校教育事業等整備事業債を予定しておりまし

たけれども。当初から適債性とかいろいろな起債を探したところ、地域活性化事業債が見つかっ

たというようなことでございます。こちら充当率９０%で、交付税も３０%算入されるという

ようなことで、まあ有利な起債であるために、こちらのほうに変更したというところでござい

ます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

あと、起債を変えたというのは分かるんですけども。金額を上げた理由は。起債をより多く

使った方がいいという理由なのかどうか。そこのところをちょっと。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

先ほど申し上げましたとおり、こちらの方が充当率と交付税のバックというか、そこの部分

もありますから。こちらの方が有利というような判断をしたために、８５０万というような事

業費を計上いたしました。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

次にですね。災害復旧費に、歳出ですけども。災害復旧費が計上されているわけですけども。

これの箇所、場所あるいは災害状況について、ご説明願いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

災害の箇所になりますけども。舂米地区の農地の崩壊。あの、南アルプス市との境界添いの

舂米地区になります。そこの農地の崩落、それから電気柵の損壊。それから舂米地内に、あの

利根川の上に用水路がありまして、その用水路の下の石積みの一部崩壊。それから穂積地区、

仙洞田地区の農道、ナカタヒクラ線の土留め石積みの一部崩壊。それから小室地区の、法面の

崩壊。それで５カ所の災害であります。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 
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○１０番議員（齊藤欽也君） 

次に、保育所総務費についてちょっとお伺いしたいと思います。施設型給付という事で約

１９００万円計上をされてます。で、予算的には国や県から、かなりの部分きてるわけですけ

れども。これの内容ですね。これについてお願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○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いたします。子どものための保育給付費、失礼しました。広域入所

の施設型給付費といたしまして、町内のたんぽぽ子どもの家に支給する。それからまた、教育

保育認定といたしまして、幼稚園、認定子ども園、私立保育園等にも支出の予定がございまし

て、この金額を出させていただきました。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

了解しました。次に６７ページ、道路改良費のところなんですけども。ここに、青柳１０号

線交差点協議資料作成業務と。この道はもう今回道路認定になってまして、当然交差点協議っ

ていうのはするんだろうなと思っていますけども。こういったものを、委託しながらやること

のようなんですけど。その理由や内容についてお願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

今言いましたように、あの道路の交差点の協議の件でございますけども。道路を造って行き

ますと、交差点によっては規制がされます。信号規制とか、道路標示規制とかということで、

規制課との協議ということの中で。それに耐えれる道路設計をするということの中で、今言い

ましたように、交差点協議資料というものが必要になってきます。 

どういう資料かといいますと、交差点は大型車がどうやって内輪を回って通るかとか。そう

いう交差点協議するには、軌跡とかそういうものも全部つくらなければなりません。また大型

車両がどうやって回っていくかと。そういった交差点の表示の方法とか、そういうものを設け

なきゃなりませんので。その辺の協議の図面を設計するということで計上しております。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

私が記憶にないのが悪いのかどうかわからないんですけど。今までこういったものというの

は、絶えずやってきたということですか。いろんな場所において。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

道路を設計した段階で、先ずいろいろな事業で、交差点の設計はもちろんその中であります。

しかしあの 終的には、交通規制課との協議、道路の交差点協議とか、表示協議をしなきゃな

らないということの中で、もう一度その表示がいいかどうかということによって、当初設計し
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たものと交差点が若干違う場合はもう一回、そこで、協議に耐えれるような設計をもう一回い

たします。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

次にですね。ちょっとページがとんだりして申し訳ありません。５６ページをお願いしたい

と思います。財産管理費の中の新庁舎の執務環境基本計画策定業務と。執務環境というのは前

からいろいろな答弁の中で。要するに職員が業務等を行うに当たって、どのような形の、ある

いはどのような広さのものがいいのかと、いうことをまあ、いろいろとやるんだろうと思いま

すけれども。その目的と、それと同時に、こういった事をやる業者っていうは、どのくらいい

るのか分かりませんけども、どのようなところへどのような形で委託するのか、お願いしたい

と思います。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。この業務の委託する理由につきましては、従来建築設

計終了後に執務環境を計画することが一般的でございましたが。その手法では、働き方や使い

方を建物に合わせることになり。必ずしも使いやすい庁舎にならないのが実情でありました。

こうしたことから、策定しました基本計画のスケジュールにより、基本設計、実施設計の前に、

来庁者及び職員にとって、快適で機能的な執務環境や町民サービスと事務効率の向上及び安全

確保のため、計画が必要であることから策定します。策定するにあたりましては、現本庁舎な

どの執務環境の調査や課題の抽出、分析、方針の策定などが必要になるため、専門的な能力が

ある、豊富な経験が求められている民間業者に委託することとしました。 

その委託業者はどういった業種かというご質問でございますが。まず県内を対象にしており

まして。物品、庁舎関係に什器を納入している業者、プラス、メーカーを合わせたところに参

加を希望していきたいなと。いうことで考えております。それにメーカー等が、全国的に実績

がございますので、その方の協力がもらえる納入業者の参加を募集していきたいと、いうよう

に考えてるところです。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

私もこういったことは初めて経験することで。町もめったに経験することはないと思います。

要は専門的に、特にこれを、こういったことをやってるということではなくして、そういった

業者のいろんなアドバイス、あるいは経験を頼りに現庁舎の様子を調査しながら、新たなもの

をつくっていただくと。で、従って、いわゆる事務機器納品関係の人たちを幅広く募集すると

いう事にしている。ということでよろしいんですか。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。  

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。当然、募集という形ではなくて。募集をするんですが、
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指名参加願が出されているところの中で、実績があるところを指名しまして。その中でどの協

力会社さんと組んで参加するかは、今後になると思いますけども。他の自治体でもこのような。

全国的に見てもですね。新庁舎を建てる時は、そういった経験がある業者に依頼して、専門的

なスペースの確保、ユニバーサルデザインとかございますので、そういった経験を持った業者

を指定して、設計して、基本設計前にやっているとこが多いところです。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

了解しました、ありがとうございました。 

○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 

○９番議員（市川淳子さん） 

私も今のところをちょっと質問したいなと思っていましたので、お願いしたいと思います。

今、答弁いただいた新庁舎執務環境基本計画策定業務というところで。今、説明していただい

たんですが。いまいち、ちょっとピンとこなくて、もう一度お願いします。調査、課題を抽出

して、そして、より良い、町民にとってもそこで作業をしている、仕事している職員にとって

もいい方法というふうなことで今おっしゃいましたけれども。 

実際にですよ、実際に具体的に、じゃあ今やっている環境のところで、すごくこういうこと

が問題なんですとか。ここが今非常にネックになっていて。新しい物を建てる時はこういうも

のを要望したいよね、みたいな。そういうものが当然あるから、こういうところの専門知識を

要して、きちっと形にしてもらいましょうという話だと思うんですが。具体的に今どういうと

ころに困っていて、何が不都合が生じてるような状況にもなっているんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。本年５月より新庁舎整備基本計画策定に向けて進めて

いたわけですが。その前段である基本構想段階でも現状の課題等を示しながら、この課題をど

うしたらいいか、という事を提案して参りました。具体的には、まずは分庁舎とか分散されて

ます。それをワンストップフロア方式にするという形を考えております。ではワンストップフ

ロア方式は、どういった形が他の自治体ではやってるかとか。そういったものは、視察を行っ

たりして参りましたんで。それを今後、業者に委託した場合にですね、その中での、どの配置

がいいかというのは、そこを提案していただきます。 

それと、今利用されているとわかると思うんですが、待合スペースがないですね。当然、相

談内容が漏れてしまうケースもございますので。そういった形で、待合スペースとカウンター

までの広さがどれだけ必要なのか。それは今のスペース以上に必要だと思いますんで、そういっ

たものの提案をしていただきます。次には、カウンターから職員の作業場所、執務スペースま

で、十分な広さがない事から、その辺も提案をしていただきたいと考えています。ですので、

まずは課の今の職員の人数、業務量、文書量などを調査していただきまして。バックヤードも

含めて、その辺の問題となるものを、整理したり、提案していただく業務と考えております。



 

１２６ 
 

以上です。 

○議長（秋山貢君） 

市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

何となくイメージが出てきました。もう一つじゃ質問しますけれども。設計業務ってあるじゃ

ないですか。庁舎の全体を設計する業務。その設計業務の、その中にこういうことも含まれて

いるようなイメージでいたんですが。それは、あえてこの執務というところで、５９０万円の

この設計を盛るということは。やはりそれだけ、ここに特化しないと設計ができないってこと

で、ここの設計業務を委託するというふうに理解していいんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

先ほども答弁させて、齊藤欽也議員の時も答弁させていただきましたが。従来は建築設計終

了後に執務環境を計画するということで、やってた自治体が多かったと思うんですが。という

のは、その建物、衣装に合わせて中の執務スペースを計画すると、いうことの業務の流れであっ

たんですが。それだと、必ずしも今の働き方改革じゃないんですが、使いやすい庁舎にならな

いというのが現状であったところです。 

ですので、今後基本設計と一緒にやったらどうかというご意見だと思うんですが。基本設計

やる前に、この執務環境の調査をして、今、 大で６，３００平方メートルの延床を、基本計

画では挙げてあるわけなんですか。それももう少し削減できるようなご意見もいただいたとこ

ろから、この業務を先行してやることによって、庁舎の 大面積も押さえられる可能性がある

と考えておりますんで。まずはこの業務を進めて参りたいと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

３回目なので。そうするとですね、イメージで考えてみると、まず、その執務をする。今は

機械が、かなり昔と違って、いろんな便利なものが多分出てくると思うんですね。昨日、給食

センターの話がちょっと出ましたけども。全く今いろんなメーカーで、いろんな IT の関係も

すべて、床に全部入っているとか、いろんなことありますよね。なので、そういった事はすご

く分かったんですが。従来の設計は、設計に合わせて人がそこに入ってやるというのを聞いて

びっくりしたというか、そんなものになっていたのかなと。 

普通は逆ですよね。家を建てるときに、決まっている、例えばパナホームAの３型みたいと

いうのも大体決まってますけど。例えば、じゃリビングは１０畳にするか１２畳にするかとい

うのは、こっちの意向で、そういうふうに決まって、それを設計図に落としてもらって設計を

してもらっているイメージだったんですけれども、どうも今のお話を聞くと、いや、そんな感

じではなさそうだなと思いました。いいんです別に。この５９０万が要らないよという話では

なくて、これをより有効に使ってもらうんでしたらば、お任せにして欲しくないなというのが

ありました。 

要するに、これだけかけてやるんだったらば、自分たちの意見をプロポーザルではないです

けれども、十分反映して、そして執務がすごくスムーズにできる。来た方々が本当にいい役場
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になったよねっていう事を感じてもらえるような、執務体制をとりたいというところで、これ

を出していると思うので。是非、調査したり職員の意見を聞いたりしながら、ここを、業務を

進めていくっていうことで確認させていただいていいですか。そういう事で大丈夫ですか。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。この業務を委託するにあたりましても、今議員さんが

おっしゃられたとおり、プロポーザルにて業者を選定して参りたいと考えてます。その後につ

きましても、職員のワーキンググループ等をつくりまして、またその業者との連携をしていた

だき、より良い執務環境の計画を策定して参りたいと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

私の方から、ちょっと細かいところなんですが確認したいこともございまして。やはりタブ

レットのしおりで検索しますので。まず一般会計の補正。ページでいきますと５３ページ。歳

入ですね。指定寄附金１００万円。これ、説明ですと望月様のご家族からご寄附いただいたと

いうことで。これ歳出の７１ページの公民館費と関わってくるんですが。これご家族の方がこ

こを改修して欲しいという指示でご寄附があったのか。あるいは、もう古くなったので改修と

して 100 万円寄附するから修理して欲しいというのか、その理由とですね。指示があったのか

ということと、改修、どんな内容の改修が行われるかということを、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

○議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今のご質問にお答えします。２０２０年の東京オリンピックが決まりましてから、スポー

ツミュージアムにですね、見学に来る方が大分増えました。その大きな理由は、１９６４年の

東京オリンピックで、日本の公式ブレザーになりました真紅のブレザーを作った望月靖之さん

という方が、現在ですと、鰍沢中部区の出身という事もありですね。そんなこともありまして、

既に望月さんはお亡くなりになっているんですが。先般、娘さんが富士川町に来まして、お父

さんがやったことについて、私も何かをしたいということで。スポーツミュージアムの中を、

実際に私どもも立ち会いまして見ました。 

その中でですね、建築してから既に１０年以上経過してるってことと。食堂とスポーツミュー

ジアムの間でですね、仕切りがないことから、おそばとかのお汁のですね、あのような臭いが

充満したり。壁が大分汚れてしまうという事で、どんな改修が必要か協議したところですね。

壁紙を張り替えるという作業、そして食堂とスポーツミュージアムの間に扉をつける、という
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こと。そして、今一番あそこのメインになっております公式ブレザー。今はですね、ビニール

がかけてある程度の展示なんですけれども、それをしっかりと、収納ケースに入れて、中心に

持ってきて目立つような恰好にするということ。それとあと館内に、直射日光が入ってしまい

ますので、服装に直射日光が当たるというのが非常に良くないということからですね。直射日

光に当たらないように、窓にスモークガラスを張るというような。これは寄附いただいた方と

合意の上で、こんな改修をしたいということで、予算の方も計上してあるところでございます。

以上です。 

○議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。大変ありがたいことだと思いますし、あのご家族と一緒に、職員

と一緒に確認されて、改修されていてありがとうございました。 

あとですね６４ページ。母子保健費の中、不妊治療費助成事業。今回補正で６０万円入って

ますけれども。これは、当初予定していた以外に、追加があったということなんでしょうか。

その辺のところを、ちょっとお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○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。申請者増加の見込みになりまして、増額をさせてい

ただいております。 

○議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

今、見込まれるから追加で、この不妊治療をやりたいという申し込みがあったのか。これは

どういうふうに。当初予算で組みますよね。今回新たに６０万というのは、新たに申し出があっ

たからという事でよろしいですか。 

○議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

高１件につきまして２０万という金額になっておりますので、３件を見込みまして６０万

の増額をさせていただいております。まだこれから、申請もありますし、まだこれから来るで

あろうというところも見込みましてです。 

○議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

分かりました。細かいところが続きますけども。７０ページですね。７０ページの学校費で、

関東大会等選手派遣とありますけれども。これは生徒がおそらく大会、関東大会に出場したと

思うんですが。具体にはどういうことですか。お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君 
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○教育総務課長（秋山佳史君） 

ただ今の関東大会等の選手派遣の補正の関係でございますが。毎年、今回の場合ですと増穂

中学校のクラブ活動におきまして、関東、全国等への出場がございます。で例年大活躍という

ことで、同じように関東、全国へ出る訳ですけども。今年度につきましては、昨年を上回る活

躍ということで。具体的に申し上げますと陸上競技、卓球、体操競技、弓道、バトミントンと

いった、あとマーチングコンテスト。こういった体育・文化両面におきまして関東、全国への

出場が重なり、補正をお願いするというところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。大変活躍されているという事で。１点その、先ほど説明があった

中で、体操というのは、器械体操、どんな体操ですか。中学生ですか、増中の体操。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

そのとおりでございます。 

○議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。あとはよろしいです。他の議員の皆さんが質問した内容とかぶり

ますんで。以上で質問を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青柳光仁君） 

まず６６ページ、６７ページなんですけれども。土木費の支出の方ですね。大分減額補正が

出ております。この中でまず青柳１０号線について、６７ページの方のですね。道路改良舗装

費の一番下にありますけども。その上にも１０号線改良６７０万の減。その上が、協議資料は

プラスですね。真ん中が、その欄の一番下が青柳２０号線物件補償費減の６０万。この道路改

良工事６７０万と物件補償費６０万減。特に物件補償費が減になったってことは、補償が安く

て済んだのか。ベースとしては、国庫補助が受けられなかったということは、歳入の方を見れ

ばわかりますけれども。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の、ここの青柳１０号線、その他にもいろいろ減額とかありますけども。これらすべ

て国庫補助事業の関係で、要望額よりも交付額が下回ったために、ほとんどが減額になってま

す。その中で、青柳１０号線の物件補償等は、すでに物件補償が完了してますので、その実績

によって減らしたり、来なかった分を、その分足りない分を道路の方で減らしたりということ

で。すべて交付税の補助額が、満額つかなかったための減額によるものでございます。以上で
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す。 

○議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

歳入の方で、国庫補助が６，７００万位減額されてますんで、これが大きい原因だと思いま

すけれども。心配するのは、今言った補償も、１０号線はほとんど完了に近いですからね。こ

こで物件補償費を減らすっていうのが、どうなのかなと思ったんですけども。３２号線につい

ても物件補償費３，０５０万も減らすということですから。当初予算からこれだけ減らすわけ

ですけれども。物件補償の交渉は止まっているという事ですか。 

○議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

３２号線の補償の減額についてでございますが。今年度、用地測量、また建物の調査をして

います。その中で、今年度は当初６，０００万要望した訳なんですけれど。それが１，０００万

しかつかなかったと。ですから、その中での今年度は測量業務と、あと今後の用地の協力のお

願いという形で進めているところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

私質問したのは、交渉、補償費がこれだけ減ると、交渉が止まってるのかということですけ

ども。今のお話だと今後交渉していくっていうことで。まだ全然手を付けてないってことです

か。 

○議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

今ですね、調査がまだ完了をしていません。また、土地の鑑定も今進めてるところですので。

これが出来次第、交渉を進めるということでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

この減額の項目の中にいろいろありまして。この件はこれで終わりにします。であの次は

７２ページをお開きいただきたいと思うんですけども。公債費ですね。償還金元金４，２００万

円の補正が出ております。何の事業債か、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。借換債であります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 
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借換債を、これ償還するという事ですよね。お金が余ったから返すという事なのか。という

のは当初予算へ見込んでない訳だから。どういう原因で、補正にもってきたのか。それから、

元々は何の事業に使ったものなのか。そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

当初予算と精査をしたところ、ここの部分が不足していたということで今回計上させていただ

きました。で、すいません、どの事業に使ったかは、現在資料がございませんので、後刻お知

らせをさせていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

以上で終わります。 

○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７５号から議案第８１号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１４ 議案第８２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８２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８２号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１５ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１６ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 

以上の２議案は町道路線の認定及び変更認定案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、認定第１０号及び認定第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、認定第１０号及び認定第１１号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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本日はこれにて散会とします。 

起立願います。「相互に礼」ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時０６分 
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平成２９年第４回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２９年１２月１５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 議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を

定める条例の制定について 

日程第 ４ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議

員報酬及び費用弁償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７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第７６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３号） 

日程第 ９ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１０ 議案第７８号 平成２９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７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１２ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１３ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

日程第１４ 議案第８２号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１５ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１６ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 

日程第１７ 発委第 １号 富士川町議会基本条例の制定について 

日程第１８ 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１９ 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２０ 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 

（１７人） 

町        長 志 村  学 会  計  管 理 者     田 辺  明 弘 

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 永 井 たかね  防   災   課   長  深 澤  千 秋 

町 民 生 活 課 長 松 井 清 美    福 祉 保 健 課 長 佐 藤  洋 子 

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 秋 山  佳 史 

                生 涯 学 習 課 長  早 川  竜 一  

 

 

５．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 秋 山  綾 



 

１３５ 
 

開会 午前１０時００分 

○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、ご審議の程、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。 

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

○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、発委案１件、

閉会中の継続調査申出書３件が提案されています。ご審議をよろしくお願いします。 

以上で諸般の報告を終わります。 

ここで財務課長より、３日目の会議で答弁保留となっておりました、青栁光仁議員の平成

２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号）の質疑に対し、答弁の申し出がありましたので、

これを許します。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

１２日の質疑の際、青栁議員から議案第７５号富士川町一般会計補正予算（第６号）の予算

の内、歳出の中で１２款公債費の償還金元金の詳細のご質問がございました。その内、借換債

という答弁をさせていただき、その詳細はというご質問でございましたが。詳細は、臨時財政

対策債が５年目を迎えまして、その借り換えということでございます。以上でございます。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第 ２ 議案第７０号 富士川町長の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７１号 富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例

の制定について 

以上の２議案については、条例の制定案でありますので、一括して議題とします。 

去る、１２月１２日の本会議で総務産業建設常任委員会へ付託しました、議案第７０号及び

議案第７１号について、委員長の報告を求めます。 

１１番 井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

（委員会審査報告書 朗読） 

○議長（秋山貢君） 

以上で、総務産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第７０号及び議案第７１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第７０号及び議案第７１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、議案第７０号及び議案第７１号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第７０号及び議案第７１号の討論を終わります。 

これから、日程第２ 議案第７０号を採決します。 

お諮りします。 

議案第７０号に対する委員長の報告は可決とするものです。委員長報告のとおり決定するこ

とに、ご異議ありませんか。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第７０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

これから、日程第３ 議案第７１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第７１号に対する委員長の報告は可決とするものです。委員長報告のとおり決定するこ

とに、ご異議ありませんか。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第７１号は、委員長報告のとおり｢可決｣されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第 ４ 議案第７２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第７３号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員報酬及び

費用弁償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７４号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第７２号から議案第７４号までの討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第７２号から議案第７４号までの討論を終わります。 

これから、議案第７２号から議案第７４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。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 
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したがって、議案第７２号から議案第７４号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第 ７ 議案第７５号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議案第７６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３号) 

日程第 ９ 議案第７７号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第７８号 平成２９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７９号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 

日程第１２ 議案第８０号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第２号) 

日程第１３ 議案第８１号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算(第１号) 

以上の７議案については、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第７５号から議案第８１号までの討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第７５号から議案第８１号までの討論を終わります。これから、議案第

７５号から議案第８１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。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第７５号から議案第８１号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１４ 議案第８２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８２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８２号の討論を終わります。これから、議案第８２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。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第８２号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１５ 認定第１０号 富士川町道路線の認定について 

日程第１６ 認定第１１号 富士川町道路線の変更について 



 

１３８ 
 

以上の２議案は町道路線の認定及び変更認定案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、認定第１０号及び認定第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、認定第１０号及び認定第１１号の討論を終わります。これから、認定第１０号

及び認定第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。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、認定第１０号及び認定第１１号は、原案のとおり認定されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１７ 発委第 １号 富士川町議会基本条例の制定について 

を議題とします。 

発委第１号の提出者の説明を求めます。 

１４番 斉藤正行君 

○１４番議員（斉藤正行君） 

（発委１号、議案を朗読） 

富士川町議会基本条例については、全議員を構成メンバーとする議会改革特別委員会におい

て、審査、協議して来ました。ここでは概要を申し上げ、説明とさせていただきます。 

議会基本条例とは、議会の運営をどのように行なうか、議会が自ら定める条例です。議会と

議員は議決責任と説明責任を自覚し、透明性と公正性を確保しながら、町民の福祉向上のため、

その役割と責務を果たしていかなければなりません。多様化する町民意識と行政需要に応える

ため、これまで以上に監視機能、調査機能、立案機能などを強化する必要があります。 

そのために富士川町議会は何を為すべきか、その構成員である議員はどうするべきなのか。

今回、制定しようとしている「富士川町議会基本条例」は、具体的に議会のあるべき姿、議会

及び議員と町民との関係、議会及び議員活動、議会と執行機関との関係等を、より詳細、明確

に規定し、もって議員・議会の質の向上と町民に「信頼される議会」「開かれた議会」の実現を

目的とするものであります。 

この条例は、全１１章３３条で構成されています。前文に続き、第１条の目的では、意思決

定機関である議会のあり方について、議会運営の基本的事項を明文化する事を規定しています。

第２条の条例の位置づけでは、この条例が「議会運営の最高規範である」と位置付けています。

以下「議会及び議員の活動原則」、「議会と町民の関係」、「町長等と議会の関係」などの項目に

ついて規定しております。 

また、議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを

行うとしています。 

なお、この条例は、平成３０年４月１日施行を予定しています。 

以上、よろしくお願いいたします。 



 

１３９ 
 

○議長（秋山貢君） 

以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

斉藤委員長、その場で、しばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、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、発委第１号については、質疑と討論を省略します。 

斉藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、日程第１７ 発委第１号 富士川町議会基本条例の制定についてを採決します。 

     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。 

（「意義なし。」の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、発委第１号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１８ 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１９ 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２０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 

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、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。 

（「意義なし。」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。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は、全て終了しました。 

議員各位には、慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会出来ますことを厚くお礼

申し上げます。また、町長以下、町の執行部の皆様におかれましては、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。皆さま方におかれましては、

季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２９年第４回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

散会 午前１０時１６分 
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