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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２号をもって招集されました平成２９年第１回富士川町議会定例会に、議員

並びに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただきまして、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１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１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

３月に入り、日射しが増して春の暖かさが感じられるようになりました。例年どおり大法師

さくら祭りの準備もはじまり、桜の開花が気になる気節です。 

さて、国では１月２０日に第１９３回通常国会が開会し、安部晋三首相は、「今こそ、未来へ

の責任を果たすべき時だ」と基本姿勢を訴えていました。政府は、２０１８年度から給付型の

奨学金制度を始めることにし、住民税の非課税世帯を対象に、２万人に給付するとしています。 

しかしながら、高校１学年当たりの住民税非課税世帯の生徒数が約１５万９千人、その内大

学などの進学者が６万１千人と推計される中、あまりに少ないと言わざるを得ない状況です。

現在、大学生の半分が奨学金を利用していると言われており、そのほとんどが貸与型で、学生

本人が将来に渡って返済していくケースも少なくありません。教育は国の将来への投資である

以上、予算を確保して子どもや若者の育ちと学びを、社会全体で支える体制作りを、急ぐべき

だと考えます。 

     山梨県議会も、２月１７日に定例会を開会しました。後藤斎知事は代表質問に答え、

２０１８年度をめどに病児・病後児保育施設について全県で広域利用できる体制を整える方針

を明らかにしています。子育て支援策を拡充していくことは、少子化の流れに歯止めをかける

有効な手立てであると期待します。 

     本町では、今後１０年間で総額約１１８億円の大規模な７事業が計画されており、地方債も

９９億４千万円が見込まれています。地方債の発行は必ずしも財政の健全化を損なうものでは

なく、財政支出と財政負担の年度間調整機能や、施設整備等に対する世代間の公平を調整する

役割があると言われています。 

しかしながら、将来世代は今の政治に参加することもできず、政策を選択する機会もなく負

担を求められているとも言えます。少子・高齢化社会の到来などにより、町の歳入の根幹であ

る住民税などの自主財源の伸びが見込めない中で、新たな町債を発行することは、次世代に負

担を残し、将来の住民サービスの水準を低下させる可能性が懸念されます。 

今議会には、峡南医療センターへの財政支援も予算計上されています。議会は、平成２７年

１２月定例会で、町当局に対して、峡南医療センター企業団へ早急に更なる経営改善施策を講

じるよう助言することを求める決議をしています。富士川町議会は、将来世代にも責任が果た

せるように、 小の経費で 大の効果を挙げ、住民福祉の増進につとめられるような議論をし

ていきたいと考えます。 

私たち議員の任期も残すところ、あと１年ほどになりました。議会活動の集大成となる本年、

更にひとり一人が議員としての責任を果たすとともに、一丸となって諸問題に取り組んでいき

たいと思います。今定例会は平成２９年度当初予算、条例制定や条例改正などについて審議を



 ７ 

お願いすることとなります。議員各位におかれましては、健康管理に十分ご留意され、各議案

の慎重かつ丁寧な審議をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、 

  ９番 市川淳子さん  

  １０番 齊藤欽也君 

を指名します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から２３日までの１５日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から２３日までの１５日間と決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

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

報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。このほか、議員各位に

は、各種行事などにも積極的に参加していただき大変ご苦労さまでした。 

 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１４日の本会議で、議事日程により審議をお願

いします。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２９年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

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

礼を申し上げます。 

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

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

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 
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はじめに、本町の名誉町民で銅版画家の深沢幸雄氏が、去る１月２日９２歳で御逝去されま

した。深沢幸雄氏は、大正１３年に、旧中巨摩郡平林村にお生まれになり、東京美術学校、現

在の東京藝術大学をご卒業され、独学で銅版画を始め、多彩な銅版画技法を駆使して詩情あふ

れる多くの作品を生み出しました。先生は、日本を代表する銅版画家として、昭和６１年から

は多摩美術大学の教授、平成２年から４年間は、日本版画協会理事長を歴任されるなど、国内

外において高い評価を得る中、平成６年にはメキシコ合衆国、文化勲章を受章、平成７年には

勲４等旭日小綬章を受章されております。 

また、深沢先生は、本町をはじめ県立美術館などに多数の貴重な作品を御寄贈され、本町や

山梨県はもとより、世界における芸術文化の振興に大きく御貢献をされました。こうした本町

出身の偉大な先生に対し、合併１周年の平成２３年に名誉町民の称号をお贈りしたところであ

りますが、昨年度、千葉県市原市からも名誉市民の称号が贈られたところであります。３月４日

には、深沢幸雄先生を偲ぶ会を開催し、生前の御功績を称えさせていただきましたが、先生の

御冥福を町民の皆様とともに心よりお祈り申し上げる次第であります。 

さて、本年１月２０日に、第４５代アメリカ合衆国大統領として、アメリカ第一主義を前面

に掲げた、ドナルド・トランプ氏が就任し、アメリカ国内はもちろん、全世界における政治・

経済面において、大きな転換期を迎えました。 

わが国の経済におきましては、輸出、生産面に鈍さがみられるものの、国内需要については、

金融緩和や政府の大型経済政策を背景に、企業や家計において、所得から支出へと好循環なメ

カニズムが持続するものと予想されており、引き続き、政府に対しましては、早期デフレ脱却

へと、経済成長戦略に期待するものであります。 

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

上げます。 

まず、広報２月号に掲載いたしましたが、本町には４つの喫緊の課題に対応した７つの大規

模事業についてであります。一つ目の課題は、リニア中央新幹線建設に伴い、町民スポーツ広

場、児童センター、町民体育館の移転と、リニア側道の整備であります。まず、町民スポーツ

広場の代替施設として進めております、町民交流広場の整備についてであります。町民交流広

場の内、本年度は競技場の整備として、８レーンの４００ｍトラック、及びサッカー場の下地

となるアスファルト舗装工事を完成する予定でおります。また、国の追加補正予算で配分され

ました１億８千万円は、明年度へ繰越して、サッカー場の人工芝敷設工事を行うこととし、当

初予算には、トラックのウレタン舗装工事の経費を計上いたし、競技場部分は平成３０年度供

用に向け、整備を進めております。 

次に、新児童センターにつきましては、現在、増穂小学校南側を建設地とした用地の取得契

約を進めているところでありますが、南東側の隣接地用地についても交渉を進めた結果、先般、

所有者の了解が得られたことから、当初予算に新たな用地取得の経費を計上しております。新

用地の確保により、児童センター用地は、ほぼ正方形となり、敷地の利用度合いが向上すると

ともに、当初２階建てを予定していましたが、平屋建ても可能となることから、敷地の有効的

な活用も含めて設計業者と 終的な協議を進め、秋には建築工事に着手し、平成３０年度の完

成を目指しているところであります。 

次に、新町民体育館については、昨年６月、体育協会や体育館利用者等、１５名の委員によ

り構成された「町民体育館建設検討委員会」において、新町民体育館の望ましい規模と機能に
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ついて検討をいただき、去る２月２２日、検討委員会から検討結果報告書を受けたところであ

ります。報告書では、体育館の望ましい規模として、建物の延べ床面積は 5,000 ㎡程度、必要

な用地は 26,000 ㎡程度とし、バレーボールコートが３面確保できるアリーナや、望ましい機

能としては、災害時の避難所としての役割を担えることができるよう、館内には冷暖房設備の

設置が望まれるとの報告を受けたところであります。今後は、報告書の内容を精査した上で、

規模、機能を含めた整備計画を策定するとともに、建設場所の選定を行って参りたいと考えて

おります。 

次に、リニア中央新幹線の側道については、昨年、リニア中央新幹線の側道基本計画の説明

会を、 勝寺、天神中條、小林の３地区において行い、本年１月には、戸川左岸側から天神釣

橋までの一部区間におきまして、リニア側道測量設計業務委託を発注したところであります。

なお、残りの天神釣橋からニスカまでの測量設計業務委託につきましては、平成２９年度と

３０年度の２箇年を予定しており、今定例会に所要の経費を計上しております。一方、昨年

１１月に山梨県より、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について、類型の方針が示されました。

方針では、新幹線の軌道中心より左右両側それぞれ４００メートル以内を範囲とし、住居地域

は７０デシベル以下、商工業地域は７５デシベル以下とするもので、今後、沿線の自治体から

聞き取りをして、騒音規制法の規制地域の見直しを今年の秋ごろまでに告示することとしてお

ります。 

こうしたことから、町では、リニア中央新幹線の左右両側４００メートル以内の概ね８００戸

の家を対象に、リニア実験線がトップスピードで通過する都留市小形山地内での騒音の体感と、

集落が全て防音防災フード区間となっている笛吹市御坂町坂野地内の見学会を実施し、騒音規

制法の規制区域について、沿線地域住民の御意見を伺いながら検討していきたいと考えており

ます。 

二つ目の課題は、町民図書館の整備とシビックコア地区整備についてであります。国では、

旧鰍沢病院跡地に、本町にある国の５つの出先機関を集約した合同庁舎と町の町民図書館との

合築による、富士川地方合同庁舎を建設することとし、平成２９年度当初予算に周辺調査費と

設計費、２，８００万円を今国会に計上し、現在、参議院で審議が進められております。この

富士川地方合同庁舎は、ＲＣ５階建てで、平成３４年度完成を目指しておりますので、町でも

国との事業連携が必要なことから、今定例会にシビックコア予定地の調査費と町民図書館建設

設計費を計上いたしております。 

三つ目の課題は、児童生徒に提供する給食施設の衛生対策であります。学校給食センターの

整備については、昨年度末に「富士川町学校給食のあり方検討委員会」から報告を受け、５月

の定例教育委員会で、給食施設の「センター化」の方針を決定したところであります。教育委

員会においては、昨年１０月までに、教育委員会の方針や検討委員会からの報告書の内容につ

いて、児童生徒の保護者に概要版の配付や説明会を実施し、概ね了承を得たところであります。

また、１２月からは、学校関係者も含めた中で「富士川町学校給食センター整備検討委員会」

を立ち上げ、施設の規模、機能などの整備基本計画について協議を進めております。今後は、

給食センターの整備基本計画を策定し、建設要件を満たす用地の選定を進めることとしており

ます。 

四つ目の課題は、老朽化と耐震基準を満たしていない役場本庁舎であります。 新庁舎の整備

については、庁舎整備検討委員会からの報告を受け、本年度は、新庁舎整備基本構想を策定し
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たところであります。基本構想では、新庁舎整備に関する基本方針、敷地規模、現本庁舎位置

での建て替えを決定し、具体的な延べ床面積や事業手法、事業スケジュールなど、基本計画段

階で 終決定することとしたところであります。こうしたことから、明年度は、障害者や庁舎

の利用度が高い団体の代表、住民からの公募を含めた２０名程度の委員からなる、新庁舎整備

基本計画検討委員会を設置し、様々なご意見を伺いながら、基本設計に必要な諸条件を整理し、

新庁舎整備基本計画を策定して参りたいと考えております。なお、整備基本計画の策定を進め

るにあたっては、現本庁舎の敷地測量調査などが必要となり、今定例会に所要の経費を計上し

ております。 

以上、今後、中長期的に取り組んでいく７つの事業について、その概要を申し述べさせてい

ただきました。 

次に、富士川町第二次総合計画の策定についてであります。本町の第一次総合計画は平成

２９年度までとなっていることから、平成３０年度以降の第二次総合計画を、明年度中に策定

するものであります。第一次総合計画の策定においては、町内すべての行政区において「町民

対話集会とワークショップ」を開催し、地域の課題やその解決策を一緒になって考え、町民の

知恵と力を結集させながら、新しいまちづくりの仕組みを構築したところであります。こうし

た取り組みを反映させるために、「地域支援職員制度」や、行政区への新たな財政支援策として

「地域力創造交付金」を創設してきたところであります。第二次総合計画の策定におきまして

も、町民対話集会やワークショップを中心とした町民意識を反映させるための手法により策定

して参りたいと考えております。 

次に、峡南医療センターへの運営費負担金の負担割合の変更等についてであります。峡南医

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、

統合前の基本計画や財政シミュレーションでは、市川三郷町が、病院と老健施設の固定資産と

固定負債の差額を現物出資し、本町が同額の１億５千万円余を現金出資し、企業団が約１０億

円の固定負債を引き継いでも将来的に影響が無いとの判断があったからであります。しかしな

がら、その経営内容は、開業から３年にわたり資金不足が生じており、毎年、中期経営計画、

第２次中期経営計画を立てながら、経営に努力しておりますが、当初の基本計画どおりに医業

分化が進まなかったこと、医師の確保ができなかったことに加え、設立時から潤沢な運転資金

が無かったことと、統合時に引き継いだ固定負債の償還が毎年度１億円余あること、などが主

な要因として、経営を圧迫している状況であります。こうしたことから、市川三郷町と協議し

た結果、運営費の負担割合として、特別交付税の要因額の２分の１を目安としていたものを、

要因額とすることに改め、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、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

判断したところであります。 

こうしたことから、明年度、医療センターへは、本町が３億１千万円余、市川三郷町が２億

７千万円余、合わせて５億８千万円余を負担することとなります。また、短期貸付金として、

それぞれの町が６億５千万円を貸付けることとし、今定例会に本町分の所要の経費を計上いた

しております。 

次に、危険空き家解体費補助制度についてであります。近年、全国的に空き家が問題視され、

中でも山梨県が空き家率全国トップとなるなど、どの自治体もその対応に苦慮しているところ

であります。こうした中、平成２６年度に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行
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され、各自治体は空き家の実態把握や対策に努めることとなりました。この法律は、適切な管

理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観上、地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体を保護するとともに、生活環境の保全を図り、

併せて空き家等の対策に関する施策を推進することを目的としております。こうしたことから、

本町におきましても、本年度、空き家の実態調査とともに、空き家の所有者に対し、今後の利

活用アンケート調査を実施したところであります。明年度は、この実態調査とアンケート結果

を基に、空き家バンクへの登録を推進するとともに、危険な空き家を指定する中で、所有者自

らが進んで解体するよう、新たに「危険空き家解体費補助制度」を創設することとし、今定例

会に所要の経費を計上いたしております。 

次に、防犯カメラ設置についてであります。近年、人口減少や過疎化などにより、人の目が

行き届きにくい状況となった平林、穂積、五開地域におきましては、留守の家庭や空き家を狙っ

た盗難などの事件が発生しているところであります。こうした中、本町では、これまで鰍沢警

察署や防犯団体などの協力を得て、「人の目」による見守り合いを基本として、犯罪が起きない

「防犯のまちづくり」を推進して参りました。しかし、現状では、従前にも増して犯罪や不審

事例が発生していることから、犯罪抑止と防止を目的とした防犯カメラを、明年度に平林、穂

積、五開地域を結ぶ県道周辺へ設置することとし、今定例会に所要の経費を計上しております。 

次に、出産祝い金についてであります。出産祝い金につきましては、富士川町の次代を担う

子の出産を祝福し、心身ともに健やかな成長を願い、児童福祉の向上、及び地域の活性化に資

することを目的に、本年４月１日以降に出生した子を対象に、第１子は３万円、第２子は５万

円、第３子以降には１０万円を支給することとしたものであります。少子化が叫ばれる昨今、

本町において生まれてきたお子様の健やかな成長を願うものであります。 

次に、道の駅富士川整備基金条例の制定についてであります。道の駅富士川につきましては、

平成２６年７月のオープン以来、多くの皆様にご利用いただく中で、経営状況は順調に推移し

ているところであります。道の駅につきましては、開業以来３年目を迎え、今後、中部横断自

動車道の全線開通によるパーキングエリアの拡張問題や内装の改修など、多額の改修費が予想

されることから、その際の財源を確保しておくための「道の駅富士川整備基金」を創設いたし

たく、今定例会に基金条例を上程いたしております。 

次に、中小企業及び小規模企業の振興についてであります。本町の事業所は、中小企業、及

び小規模企業が多くを占めており、産業の振興や雇用の確保にとどまらず、魅力と活力のある

まちづくりの活性化の一助を担う存在であります。しかし、本町の中小企業、及び小規模企業

を取り巻く現状は、人口減少や高齢化、就業構造の変化などの社会経済情勢の変化に加え、経

営者の高齢化や売上げの減少など、さまざまな課題を抱えております。こうした中、町では、

中小企業、及び小規模企業の振興策を重要課題と位置づけ、今後も意欲を持って活躍できるよ

う、「富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例」を制定いたしたく、今定例会に上程して

おります。これにより、町民の皆様をはじめ、町や関係機関の責務や役割を明確にし、共通認

識をもって相互に協力し合い、持続的な発展と生活の向上に繋げて参りたいと考えております。

また、明年度からは、これまでの商工業事業振興資金 利子補給制度に、新たに運転資金の借

り入れに対する利子補給を加え、商工業者の経営の安定と事業の発展を図るための支援するこ

ととし、今定例会に所要の経費を計上いたしております。 
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次に、廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてであります。昨年

３月に、住民組織である「富士川町２Ｒシステム構築推進協議会」から、条例案「捨てない幸

せ条例」が町と議会に提出されました。この条例案につきましては、平成２７年度環境省のモ

デル事業の中で、推進協議会と町が共に検討してきた経過があります。このようなことから、

２Ｒの主旨である「発生抑制、再使用」を重視するとともに、本町が長年取組む「リサイクル

（再生利用）」も含めた条例として「富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を「富士川

町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に改正することとし、今定例会に条例改正を上

程しております。なお、改正後は、この条例を身近なものと捉えてもらえるような愛称を募集

し、さらにごみの減量化に取り組んで参りたいと考えております。 

次に、中部・五開区への光ケーブル敷設工事についてであります。本工事におきましては、

本年３月２１日までの工期とし、光ケーブルを電柱に共架するため、東京電力、ＮＴＴへの申

請や、国、県の道路・河川占用協議を行ってきたところでありますが、その協議に不測の日数

が生じたことから、本年度事業予算の繰越し手続きを行い、９月末までの工期延長により工事

を進めて参りたいと考えております。 

次に、中部横断自動車道の開通に伴う記念イベントについてであります。中部横断自動車道

については、新清水ＪＣＴ～増穂ＩＣまでの全線開通は当初の計画から１～２年先送りとなり

ましたが、中日本高速道路㈱の施工区間であります、六郷ＩＣ～増穂ＩＣ間は計画どおり、こ

の３月１９日から供用開始されることとなりました。３月１９日には、午前１０時から市川三

郷町の歌舞伎文化公園で開通式典を、１１時５０分からは富士川本線料金所においてテープ

カットし、１２時２０分ごろ六郷ＩＣに向けて、通り初めをし、午後３時から一般開放する予

定であります。町では、この開通に先立ち、３月１２日に、開通記念のイベントを開催するこ

ととしております。イベントは、道の駅「富士川」を中心に、高速道路を使ったウォーキング

をはじめ、多目的広場での町内各団体による太鼓やよさこいの披露、ケータリング、フリーマー

ケット、物産展など、様々な催し物を計画しております。中部横断自動車道の開通により、道

の駅をプラットホームとして、町の魅力を発信することにより、大勢の皆様が本町を訪れてく

れることを期待しているところであります。 

次に、市川三郷町との消費生活相談員の共同設置についてであります。消費生活相談員の設

置は、国の消費者行政に関する第３次消費者基本計画に基づくもので、年々増加する消費者ト

ラブルの防止や消費者への情報提供、また、電話による相談対応などの取り組み強化の一環と

して行うものであります。なお、この事業は、市川三郷町と共同で設置することとしおり、そ

の設置経費については両町折半となりますが、相談員の配置や窓口業務等は、本町の産業振興

課内で行うこととしており、今定例会に所要の経費を計上しております。 

次に、東川河川拡幅工事についてであります。東川河川拡幅工事につきましては、河川防災

ステーションと中部横断自動車道の補償工事として、国土交通省、並びに中日本高速道路㈱に

費用負担をいただき、整備を進めて参りました。未整備区間の青柳排水機場に至る、残り約

３００ｍにつきましては、明年度、用地買収、建物補償、及び一部の工事を実施する予定であ

り、平成３０年度の工事完成を目指しているところであります。 

 次に、町道大椚大久保線についてであります。平成１７年度から始めた町道大椚大久保線の

旧国道５２号から町道長沢青柳線（廃軌道）までの間、約１２０ｍの道路改良工事が完成し、

３月７日午後３時に供用開始いたしました。明年度には、町道長沢青柳線（廃軌道）から町道
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金手小林２号線（８メーター道路）までの間におきまして、用地取得、建物補償を行い、平成

３０年度に道路改良舗装工事を実施して、平成３１年３月には、暫定的な開通を予定している

ところであります。 

次に、河川の簡易水位計とウェブカメラの設置についてであります。近年、台風や局地的な

大雨による水害が各地で発生しており、戸川をはじめ、多くの支流域にある本町におきまして

も、洪水被害が懸念されているところであります。洪水被害を未然に防ぐためには、急激な雨

の動きや河川水位などの正確な情報をいち早く察知し、素早く避難指示や勧告を出し、町民の

生命を守ることが重要であります。こうしたことから、国土交通省甲府河川国道事務所の御支

援を受ける中で、戸川の西ノ入橋上流左岸に、水位の状況を把握するための簡易水位計とウェ

ブカメラを設置したところであります。これにより、遠隔地や各家庭においてもパソコンなど

により、戸川の水位状況をリアルタイムで把握することができるとともに、町が発令する避難

勧告などの判断に活かすことも可能となります。今後も、国や県からの財政的支援をいただく

中で、内水対策が必要な長沢川や東川排水機場をはじめ、一般河川などへの設置を計画的に進

めて参りたいと考えております。 

後に、町有地の貸し付けによる企業誘致であります。昨年の１０月、ヤマト運輸㈱から峡

南地区の物流拠点として、鰍沢白子明神町地内の町有地に営業所を出店したいとの申し出が

あったところであります。こうしたことから、内容を審査検討した結果、ヤマト運輸㈱は物流

大手の会社であること、長期的な貸し付け希望をしていること、障害者や地元雇用など福祉

や社会貢献を確約していること。さらに、災害時に支援物資の配送や物流拠点として機能でき

ること、などから、地元区や近隣の住民の皆さんに協議した結果、白子明神町地内の町有地、

約４，２００㎡を４月から、ヤマト運輸㈱富士川営業所として、貸し付けることとしたところ

であります。 

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

きました。なお、今定例会に提出いたしました案件は、条例制定案件２件、条例改正案件５件、

条例廃止案件１件、不動産譲与案件５件、補正予算案件８件、予算案件１５件、契約変更案件

２件、組合規約変更案件１件、道路認定案件５件、合わせて４４件の議案を提出しております。

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

え御決議あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第４ 議案第５号 富士川町道の駅富士川整備基金条例の制定について 

日程第５ 議案第６号 富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条の制定について 

以上の２議案は、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。 

〇町長（志村学君） 

―――― ２議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 
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 次に、議案第５号及び第６号までの補足説明を求めます。 

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、議案第５号の富士川町道の駅富士川整備基金条例の補足説明をさせていただきま

す。道の駅富士川の施設はオープン以来３年を迎えますが、長期的に将来的には、経年劣化に

よる改修や修繕、また新たな施設整備が必要であります。この改修整備を行う際多額な費用が

予想されますので、これら整備を行うための財源に充てるため基金を設置する条例を制定する

ものであります。この条例は第１条といたしまして、設置の目的、第２条で積立を、３条から

６条までにおいて基金の管理、運用益の処理繰り替え運用、処分の方法を規定しております。

附則といたしまして本条例は、公布の日から施行することとしております。ご審議のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の補足説明をさせていただきま

す。議案第６号であります。この条例は、中小企業及び小規模振興について基本理念、その他

基本となる事項を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業及び小規

模企業の振興に関する施策を総合かつ計画的に推進し、もって町の経済の持続的な発展及び町

民生活の向上に寄与するため、本条例を制定するものであります。条例は、第１条で目的を、

第２条では定義を規定しており、第３条では基本理念としてさまざまな団体等が連携して、中

小企業及び小規模企業の振興を推進すること等を規定しております。第４条から６条までは、

町、中小企業、小規模企業の責務を規定しており、第７条から第１１条までは、地域経済団体、

大企業、教育機関、金融機関、町民の機関、町民の役割を規定しております。第１２条には基

本的な施策について、基本理念に則り関係団体と連携し、実施することを規定しており、第

１３条、第１４条には振興施策を推進するための町の財政上の措置、意見の反映を規定してお

ります。附則といたしまして、本条例は２９年４月１日から施行するとしております。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第６ 議案第 ７号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富士川町職員の育 

児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第 ８号 富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第 ９号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第９ 議案第１０号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第１０議案第１１号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

以上の５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。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 
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         ―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第７号から第１１号までの補足説明を求めます。 

まず、議案第７号および議案第８号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     それでは議案第７号の補足説明をさせていただきます。議案第７のかがみを開いていただき

まして１ページをお開きください。今回の改正でございますが、地方公務員の育児休業等に関

する法律の一部改正に伴うものでございまして、勤務時間休暇等に関する条例の改正、さらに、

育児休業等に関する条例の改正ということで２条だての改正になります。施行日はいずれも平

成２９年４月１日からとなります。それでは新旧対照表にて説明をさせていただきます。新旧

対照表の５ページになります。育児または介護を行う職員の子の範囲の見直しということでご

ざいます。第８条の２に新たに付け加えるものでございますが、特別養子縁組の看護期間中の

子、及び養子縁組里親に委託されている子を含むということで「子」の範囲の拡大でございま

す。続きまして７ページをお願いいたします。こちらでは介護休暇に加えまして介護時間とい

うものを加えるものでございまして、詳細は、８ページの方にわたります。介護時間というも

のが新たに設けられまして、第１５条の２でございます。介護時間を１日につきに２時間を超

えない範囲で取れるというものに改正するものであります。続きまして、１０ページをお願い

いたします。非常勤嘱託職員の育児休業の取得要件の見直しでございます。これは雇用継続の

可能性がある場合に限りまして、子が１歳６カ月に達する日まで、育児休暇が取れるというも

のでございます。以下１１ページから１５ページまでは、今説明をいたしました養子縁組の介

護期間中の子、さらに養子縁組里親に委託されている子を含むもの、さらに介護時間、育児休

業の対象となる子の範囲の見直しを行う改正の部分でございます。以上が、議案第７号の補足

説明でございます。 

続きまして、議案第８号の補足説明をさせていただきます。議案第８号のかがみ文の次のペー

ジでございます。改正文であります。富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例で

ございます。これは個人情報の保護に関する法律及び番号法の改正に伴う、引用条項の改正で

ございます。施行日につきましては法律の施行日と同日ということで、平成２９年５月３０日

からの施行となります。新旧対照表２ページをお願いいたします。まず、定義の中の第２条で

ございますが、こちらの引用を新たに加えまして、番号法第２６条において準用する場合を含

むということで、これは特定個人情報の提供に関する部分でございます。続きまして、第３２条

の中の引用でございますが、新たにこれまでは第２８条でございましたが、それが２９条とい

うことになりまして、この内容は必要な範囲を超えてファイルを作成してはならないという部

分の引用にわたるものでございます。以上議案第８号の補足説明とさせていただきます。ご審

議いただきご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

次に、議案第９号の補足説明を求めます。 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

それでは、議案第９号の補足説明をさせていただきます。第９号のかがみ文を一枚めくって



 １６

いただきまして改正文を読みあげます。富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例、富士川町条例第１８６号の一部を次のように改正をする。 

それでは２ページの新旧対照表をご覧ください。第１５条第２項中、「別に定める」を「山梨

県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例、山梨県市町村総合事務組合条例第３号の 

定めるところによる」に改める。「第１６条第２項中別に定める」を「山梨県市町村総合事務組

合消防団員退職報償金条例、山梨県市町村総合事務組合条例第２号の定めるところによる」に

改めるものであります。この条例は、公布の日から施行するということで、以上の議案第９号

の補足説明とさせていただきます。 

ご審議をいただきご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第１０号の補足説明を求めます。 

税務課長 田辺明弘君。 

〇税務課長 田辺明弘君 

     それでは議案第１０号の補足説明をさせていただきます。まず、今回の改正点は、大きく分

けて３つございます。１点目は、個人住民税の住宅ローン控除制度の適用期限が２年延長され

たことによる改正であります。２点目は、法人税の税率変更、現行 9.7%から6.0％に変更する

時期が消費税増税の延期に伴いまして、平成２９年４月１日から平成３１年１０月１日に２年

半延期されたことによる改正であります。なお、この税率の変更につきましては、昨年の６月

議会で専決案件としてご承認をいただいておりますが、今回はその施行日の変更に伴う改正で

ございます。続いて３点目ですが、軽自動車税の関係で、排出ガス性能と燃費性能にすぐれま

した軽自動車につきましては、２８年度税率を軽減する措置いわゆるグリーン化特例がありま

したが、これを引き続き２９年度もを適用すること、及び従来の軽自動車税の取得税を、軽自

動車税の環境性能割に、軽自動車税を軽自動車の種別割りに、それぞれ名称を変更し平成３１年

１０月に１日から施行することに伴う改正であります。 

９ページの新旧対照表をお開きください。富士川町税条例新旧対照表第１条関係であります

が、附則の第７条の３の２、これが先ほど改正点の１点目で申し上げました、個人住民税の住

宅ローンの控除適用期限が、下線部分普及の平成４１年度から新の平成４３年度に延長される

ことと、それに伴いまして対象居住年も平成３１年から平成３３年に延長されるものでありま

す。続いて１０ページ、富士川町税条例等の一部を改正する条例の新旧対照表第２条関係で、

２点目の法人税についてでありますが旧条例で下線部分の３４条中１００分の９．７を

１００分の６に改めるについては、今回改正がございませんので１１ページの新条例の中段付

近に再掲をいたしまして、２４ページの附則の施行期日第１条第１項４号で、その施行日を平

成３１年は１０月１日としております。ページまた戻っていただきまして、１０ページの新条

例の中段の下線部分でございますが、附則の第２６条第１項中、「さらに掲げる云々」から

２３ページのを中断部分、富士川町税条例の一部改正する条例の一部改正第３条までにつきま

しては、第３点目で説明をいたしました、計自動車税のグリーン化特例の延長、及び軽自動車

税の環境性能割、種別割の導入に伴う条文の追加改正等であります。なお、２３ページの中段

から２５ページにかけてそれぞれの施行期日と、それに伴います経過措置が明記にされており

ます。以上の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。 

〇議長（秋山貢君） 
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     次に、議案第１１号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは、議案第１１号の補足説明をさせていただきます。今回の改正につきましては、昨

年度末住民組織である富士川町２Ｒシステム構築推進協議会より提案されました、２Ｒを趣旨

としました条例案を重視し、さらにリサイクルも含めた条例として、所要の改正を行うもので

ございます。６ページの新旧対照表をお開きください。改正部分につきまして、概要について

説明させていただきます。まず、条例名を「富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」か

ら、「富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に改めております。次に目次をごら

んください。大きくは、第２章の改正となっております。次に、目的の追加です。廃棄物の発

生の抑制、再使用及び再生利用の促進による廃棄物の減量及び循環型社会を形成することを加

えております。また町民、事業者、町の責務につきまして、総則には総論として定め、８ペー

ジをお開きください。町の責務第５条第２項には、環境教育について明文化いたしました。次

に９ページをお開きください。「第２章一般廃棄物の減量と処理」を「第２章一般廃棄物の減量」、

「第３章一般廃棄物の適正処理」として拡大整理し、さらに第２章については、第１節基本的

政策、第２節一般廃棄物の発生抑制等として、それぞれ町、事業者、町民の取り組みや責務を

定めました。また、第２節、一般廃棄物の発生抑制等について次の３分野における廃棄物の発

生抑制等のための取り組みにかかる、それぞれの責務を定めております。１０ページをごらん

ください。第１０条では物品の小売に伴って生じる一般廃棄物の発生抑制。次のページをご覧

ください。１１ページの第１１条では食品に関連する一般廃棄物の発生抑制等。また１２ペー

ジの第１２条では、催事に伴って生じる一般廃棄物の発生抑制等といたしまして、一般廃棄物

の減量について、町民、主催者、参加者、町等の取り組みを定めております。１３ページをお

願いいたします。第３章、一般廃棄物の適正処理では一般廃棄物処理計画についての条文を見

直しております。内容につきましては計画に記載されている内容について、重複を避けて整理

いたしました。また、第８条、９条、１０条、１４条について、内容を発生抑制を含む減量と

処理に整理し、また事業者等としてうたっておりました町民について明確に記し、それぞれの

項目について条文化いたしております。１５ページをお願いします。第１７条では新たに町民

の協力として、リサイクルステーションの利用及び生ゴミ、食品廃棄物等の排出についての取

り組みを加えております。次に、１６ページです。第２０条、開発行為に伴う協議中、条例の

名称が、今の条例に入っておりませんでしたので「富士川町土地開発事業の適正化に関する条

例」の名称を加えました。また、１７ページ第２１条、廃棄物再生事業者の協力に、減量に加

えて、一般廃棄物の適正な処理について明記しております。以下条ずれとなっております。

５ページをごらんください。附則といたしまして、施行期日につきましては周知期間を設定し、

７月１日からの施行を予定しております。以上で第１１号の補足説明とさせていただきます。

ご審議いただきご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（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。 

ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０１分 

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



 １８

再開 午前１１時１０分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて、議事を再開します。 

   日程第１１ 議案第１２号 富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

         ―――― 議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第１２号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 依田一利君 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは、議案第１２号富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について、補足説明をさ

せていただきます。ふれあいの家は高齢者が要介護状態になることを予防するための事業や、

高齢者の健康増進のための事業等の推進を図るために、平成１３年度から１５年度にかけ国の

補助金を活用し、町内５カ所に介護予防拠点施設として設置したところであります。その利用

実績からほぼ地区の専用施設となっておりますので、より地域の自主性や裁量による運営を

図っていただく必要があることから、この条例を提出するものであります。なお、この条例は

平成２９年４月１日から施行するものであります。 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議をいただきご議決賜りますようお願いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１２ 議案第１３号 不動産の譲与について 

日程第１３ 議案第１４号 不動産の譲与について 

日程第１４ 議案第１５号 不動産の譲与について 

日程第１５ 議案第１６号 不動産の譲与について      

日程第１６ 議案第１７号 不動産の譲与について 

以上の５議案は、不動産譲与案件ですので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

          ―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第１３号から第議案第１７号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それでは、、議案第１３号から１７号不動産の譲与について補足説明をさせていただきます。



 １９

先ほどの議案第１２号の条例廃止とともに、施設を地区に譲与するものであります。議案第

１３号の天神中條ふれあいの家ですけどれも、所在地は、富士川町天神中條５５５番地。構造

は、木造平屋建、延べ面積は１２３．４９㎡。譲与の相手は天神中條区となります。議案第１４号

の施設は大久保ふれあいの家、所在地は、富士川町大久保４９８番地４地先。構造は木造平屋

建、延べ面積は、１１６．７７㎡、譲与の相手は大久保区となります。議案第１５号の青柳町

１丁目ふれあいの家所在地は、富士川町青柳町１７８番地。構造は木造平屋建て、延べ面積は

１３８．２９㎡。譲与の相手先は青柳町区となっております。議案第１６号の青柳町３丁目ふ

れあいの家は、所在地が富士川町青柳町１０９０番地３、構造が木造平屋建、延べ床面積は

１１９．２４㎡。譲与の相手先は青柳町区となっております。議案１７号の小室ふれあいの家

は所在地が富士川町小室８７０番地ほか、構造が木造平屋建、延べ床面積は約１２０．０７㎡。

譲与の相手先ですけれども、小室区と髙下区の区の再編が４月からということで予定されてお

りますので、４月１日には穂積区ということになりますんで、穂積区を予定しております。 

以上補足説明とさせていただきます。ご審議をいただきご議決を賜りますようお願いを申し

上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第１７ 議案第１８号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１８ 議案第１９号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第１９ 議案第２０号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第２１号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２１ 議案第２２号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第２３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２３ 議案第２４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第２４ 議案第２５号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

以上の８議案は、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

         ―――― ８議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

次に、議案第１８号から第２５号までの補足説明を求めます。 

まず、議案第１８号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

〇財政課長（齋藤靖君） 

 それでは、議案第１８号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算第８号の補足説明をさせ

ていただきます。 

 補正予算書の裏面をお願いいたします。 

 （以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 



 ２０

 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ページをお願いいたします。まずはじめに、歳入についてであります。 

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

 予算書の６ページまでお戻りいただきたいと思います。第２表繰越明許費の説明であります。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

続きまして７ページをお願いいたします。第３表地方債の補正であります。起債の目的、補

正後の限度額を説明させていただきます。 

 （以下、第３表地方債補正朗読説明） 

以上、議案第１８号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、議案第１９号および第２０号の補足説明を求めます。 

 町民生活課長、佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

 それでは、議案第１９号の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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

ます。事項別明細の１ページをお開きください。 

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

明） 

 続きまして、議案第２０号の補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書の裏面をご覧ください。 

 （以下、平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

 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いたします。事項別明細

書の１ページをお開きください。 

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

説明） 

 以上、議案第１９号、第２０号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、議案第２１号及び第２２号の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長、依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

 それでは、議案第２１号の補足説明をさせていただきます。裏面をお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町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の

で、事項別明細書の１ページをお開きください。 

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

続きまして、議案第２２号の補足説明をさせていただきます。表紙の裏面をご覧ください。 

 （以下、平成２８年度富士川町介護サービス特別会計補正予算の朗読） 



 ２１

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の

で、事項別明細書をご覧ください。 

 （以下、平成２８年度富士川町介護サービス特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説） 

以上で、議案第２１号、２２号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第２３号から議案第２５号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君。 

〇上下水道課長（河原恵一君） 

 それでは議案第２３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の

補足説明をさせていただきます。次ページにお進みください。 

 （以下、平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

ジをお開きください。 

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

明） 

 補正予算書の３ページにお戻りください。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

なお、事項別明細書の１３ページが地方債の現在高の見込みに関する調書となっております

ので、ご参照ください。 

 引き続き、議案第２４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第５号）の

補足説明をさせていただきます。次ページをお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

ジをお開きください。 

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

 前に戻っていただき、事項別明細書の３ページをお開きください。 

（以下、第２表繰越明許費、第３表地方債補正朗読説明） 

 なお、なお事項別明細書の５ページが地方債の現在高の見込みに関する調書となっており

ますので、ご参照ください。 

引き続きまして、議案第２５号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号）の

補足説明をさせていただきます。次ページをお開きください。 

 （以下、平成２８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させていただきますので、３ペー

ジをお開きください。 

 （以下、平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算説明） 

 以上で、議案第２３号、２４号、２５号の補足説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。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 



 ２２

 途中ですが、ここで暫時休憩とします。 

 再開は、午後１時といたします・ 

休憩 午前１１時５７分 

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

再開 午後 １時００分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて再開します。 

     議長から報告します。 

教育長川手貞良君、教育総務課長永井たかねさんの両名は、所用により午後からの日程を欠

席するとの報告がありましたので、ご了承願いします。 

     以上です。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２５ 議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算 

日程第２６ 議案第２７号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第２８号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２８ 議案第２９号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第３０号 平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３１号 平成２９年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３１ 議案第３２号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３４号 平成２９年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３５号 平成２９年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３６号 平成２９年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３６ 議案第３７号 平成２９年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別 

会計予算 

日程第３７ 議案第３８号 平成２９年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第３８ 議案第３９号 平成２９年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３９ 議案第４０号 平成２９年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は、平成２９年度の予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    ―――― 平成２９年度 富士川町一般会計及び特別会計予算編成の概要説明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で町長の提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第２６号から第４０号までの１５議案については、委員

会条例第６条の規定によって予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 



 ２３

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号から第４０号までの平成２９年度富士川町各会計予算は、予算特

別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定しました。 

ここで委員名簿を配布します。 

（書記、委員名簿配布） 

お諮りします。 

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

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

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって予算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

ここで暫時休憩します。 

なお、予算特別委員会の委員は正副委員長の互選を行いますので、議員控室にご参集くださ

い。 

休憩 午後１時２１分 

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

再開 午後１時２３分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて、再開します 

休憩中に特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いましたので、議長から報告します。 

予算特別委員会委員長に神田智君、同副委員長に、市川淳子さんがそれぞれ互選されました。 

なお議案付託表、予算特別委員会分科会名簿、日程表については、議会終了後配布しますの

で、ご了承願います。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第４０ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第４１ 議案第４２号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結について 

以上の２議案は、契約変更案件ですので、一括して議題とします。 

     町長から、本案について説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

 次に、議案第４１号および議案第４２号の補足説明を求めます。 

     管財課長、志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     それでは、議案第４１号の補足説明をさせていただきます。これにつきましては平成２８年
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９月議会におきましてご議決いただきました、町民交流広場整備工事について、設計変更が生

じたため、契約金額を変更することに関し、議会の議決を求めるものであります。主な変更内

容でありますが、工事による発生残土を、護岸工事等に流用をする予定でありましたが、流用

が困難となったため、グラウンドの計画高を１４ｃｍ高くしたことに伴い、掘削及び土砂運搬

などを変更したため、敷地造成工について、1,828,090 円の減額であります。また、グラウン

ド内の雨水排水の一部で、浸透能力が少ない箇所があることから、浸透水層を増工したため、

雨水排水設備工について、60 万 4,180 円の増額であります。そのほか軽微な変更に伴い、グラ

ウンドコート工について、8 万 1,810 円の減額でありまして、増減差引ますと、130 万 5,720

円の減額となったところであります。こうしたことから、４の契約の金額につきまして変更前

の契約金額１億 1,880 万円について、変更後の契約金額について、１億 1749 万 4,280 円とす

るものであります。こうした内容を平成２９年２月９日付けで、仮契約の締結を行いました。

なお、工期につきましては変更はございません。契約の相手方につきましては、株式会社甲州

土木栄建設工業株式会社、町民交流広場整備工事共同企業体で代表構成員につきましては、山

梨県南巨摩富士川町鳥屋４８９、株式会社甲州土木取締役社長望月武、構成員につきましては

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢７２８番地、栄建設工業株式会社代表取締役阿達三郎です。なお

次ページには、建設工事請負変更仮契約書の写しを添付させていただきましたのでご参照くだ

さい。 

続きまして議案第４２号の補足説明をさせていただきます。これは、平成２８年１１月の臨

時会におきましてご議決をいただきました、中部五開区光ケーブル敷設工事について、完成期

日の延長が生じたため、完成期日を変更することに関し議会の議決を求めるものであります。

工事名につきましては中部五開光ケーブル敷設工事であります。完成期日の変更の主な内容で

ありますが、国県の専用協議が難航しているため、申請から許可まで不測の日数を必要とする

こととなりました。こうした状況であることから、請負業者と協議した結果、請負業者である

富士古川Ｅ＆Ｃ株式会社から、当初の完成期日より１９０日間を延期したい旨の工期延期願い

が、２月２０日付で提出されました。延期期間が長いことから設計変更審査会に諮り、協議の

内容や工程表などを審査した結果、妥当であると判断したところでございます。こうしたこと

から変更前の工期である平成２８年１１月２２日から平成２９年３月に２１日までを、変更後

の工期としまして平成２８年１１月２２日から平成２９年９月２９日までとするものでありま

す。契約金額につきましては当初の契約金額であります 7,344 万円は変更ございません。契約

の相手方につきましては、住所神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番、富士古川Ｅ＆Ｃ株式会社

代表取締役社長籾井丈一郎でございます。以上で、議案第４１号及び議案第４２号の補足説明

とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第４２ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

町長から、本案についての提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 



 ２５

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、議案第４３号の補足説明を求めます。 

財務課長 斎藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

それでは議案第４３号の補足説明をさせていただきます。 

峡南広域行政組合の規約の一部を改正する規約でございます。かがみを一枚まくっていただ

きますと１ページが改正する規約になっております。施行日は平成２９年４月１日からという

ことになります。新旧対照表で説明をさせていただきます。峡南広域行政組合の規約第３条に

組合の処理する事務がございます。この中に新たに第８号でございますが、介護保険における

指定地域密着型サービス事業所に対する指導に関する事務を加えるものでございまして、これ

までの８号を９号に繰り下げるというものであります。これは、町へ移管される業務がござい

まして、峡南５町で共同してここの部分につきましては峡南広域行政組合でやるというような

ことのもので、今回組合の処理する事務にこれを加えるというものでございます。以上、議案

第４３号の補足説明とさせていただきます。ご議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第４３ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 

日程第４４ 認定第２号 富士川町道路線の認定について 

日程第４５ 認定第３号 富士川町道路線の認定について 

日程第４６ 認定第４号 富士川町道路線の認定について 

日程第４７ 認定第５号 富士川町道路線の認定について 

以上の５議案は、道路認定案件ですので一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     次に、認定第１号から認定第５号の補足説明を求めます。 

土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

それでは認定第１号の補足説明をさせていただきます。認定をさせていただきます路線は、 

勝寺西之入住宅内の地区道路であります。路線名は 勝寺２２号線。延長が４９８ｍ、幅員

が４ｍから４５ｍでございます。４５ｍというのは、この路線は東西に伸びておりますが、途

中南北にそれぞれ２０ｍずつ左右に延びている路線があります。それを幅員としてとっており

ますので、 大幅員４５ｍということになっております。場所につきましては、次のページに

ありますように、西之入橋南詰より東へ殿原カントリークラブの西側まででございます。 

続きまして、認定第２号の補足説明をさせていただきます。認定させていていただきます路



 ２６

線は、青柳東部地域の新設道路であります。路線名は青柳３２号線、延長が２１０ｍ、幅員が

１２ｍから１７．５ｍでございます。起点は青柳町１７５０番３地先、終点が青柳町１５５０番

１地先でございます。場所につきましては、青柳長澤線より東、国道５２号の中部横断道増穂

インター出口のところまでになります。 

続きまして、認定第３号の補足説明をさせていただきます。認定させていただきます路線は、

現在富士川河川敷内に整備しています、町民グラウンドの入り口の道路になります。路線名は

富士川公園線。延長が２４０ｍ、幅員が７ｍから１３ｍでございます。起点は鰍沢２７４番地

先、終点は青柳町２３０番４地先でございます。場所につきましては、次の地図のとおり、国

道５２号より東へ青柳排水機場の南側をとおり、富士川の堤防を横断し、交流広場北側の駐車

場予定地までになります。 

続きまして、認定第４号の補足説明をさせていただきます。認定させていきいただきます路

線は、開発区域内の道路でございます。路線名は長沢３７号線。延長が４８ｍ、幅員が６．０m

から７．７ｍでございます。起点は長澤１０２９番７地先から、終点は長澤１０３０番１地先

でございます。場所につきましては次の地図のとおり、長澤下宿集会場の東側から、北側の開

発区域になります。 

続きまして、認定第５号の補足説明をさせていただきます。認定させていただきます路線は、

県道の改良工事により、畔沢川に橋をかけバイパスとしたことから、旧道を町で管理移管する

ことに伴うものでございます。路線名は。畔沢川沿い３号線。延長が１３７．６ｍ、幅員が５．

６ｍから８．５ｍでございます。起点は、鰍沢２９６３番５地先から。終点は鰍沢２８７４番

２地先でございます。場所につきましては、地図のとおり中澤人形屋さんから２０ｍほど小室

側に入ったところでございます。 

以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（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。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４０分 
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平成２９年第２回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２９年３月１０日 

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

通告 １番  ２番  深 澤 公 雄 議員 

                通告 ２番 １４番  齊 藤 正 行 議員 

                通告 ３番  ８番  長 澤   健 議員 

                通告 ４番   ５番  堀 内 春 美 議員 

                通告 ５番  １０番  齊 藤 欽 也 議員 

                通告 ６番   ４番  青 栁 光 仁 議員 

                通告 ７番   ３番  川 口 正 満 議員 

                通告 ８番  １番  小 林 有紀子 議員 

 

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 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 田 辺 明 弘  防 災 課 長 秋 山 佳 史     

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利     

子育て支援課長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男     

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 永井たかね     

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 小 林  恵 

書    記 井 上  誠 
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開会 午前 ９時００分 

〇議長（秋山貢君） 

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

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより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８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 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） 

     では、通告に基づきまして質問させていただきます。今回はＣＡＴＶと行政の連携について

質問させていただきます。来年度中には中部五開地区の光ケーブル工事が完成する予定となっ

ております。これにより、光ケーブル網が全町全域につながることになります。ケーブルテレ

ビに対し地元は、単なる伝送路ではなく地域メディアとして、住民にとって重要なきめ細かい

行政からのお知らせ、防災情報、生活物資や交通情報等の一刻も早い情報提供を期待していま

す。また、地方自治体と協力し日常的な防災対策や、避難警報の伝達手段として、今後なお一

層の役割が期待されます。例えば、愛知県刈谷市のケーブルテレビでは、災害時には地元の災

害情報が 重要と考え、監視カメラからケーブルテレビ網を通して映像情報を収集するととも

に、自治体からの情報を受け、緊急災害が発生した場合は、これら情報を自社チャンネルで、

２４時間リアルタイムで提供しているそうです。これからの災害に備え、ＣＡＴＶ会社との連

携は欠かせないものと考えます。現在、町からの情報提供など、ＣＡＴＶ会社とどのような連

携を行なっているのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ただいまの深澤議員のＣＡＴＶ会社と、どのような連携を行なっているのかとの質問にお答

えいたします。町では、昨年９月１日に、防災、災害、生活等の行政情報を、迅速かつ正確に
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町民へ向けて周知することを目的に、富士川ＣＡＴＶとデータ放送に関する業務協定を締結し

たところであります。 

     こうしたことから、富士川ＣＡＴＶの加入者には、防災や災害に対する避難勧告や避難所情

報、土砂災害情報などの緊急情報については、ＣＡＴＶの１１チャンネルを見てさえいれば、

データ放送を見ていなくても自動的にその情報が画面に表示されるシステムを採用しておりま

す。 

     また、緊急情報以外では、日常生活に関するゴミ出し、休日当番医、子育て支援など、暮ら

しに密着した情報も提供しているところであります。今後も、富士川ＣＡＴＶとより連携し、

生活に密着した放送を通じ、より効果的で利便性の高い行政情報の提供を行って参りたいと考

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） 

     昨年９月からＣＡＴＶ会社と業務提携をして、もうシステム化してるということですけども、

当町では、ポケベル波を利用した防災ラジオの普及を促進しています。ポケベル波は着信力が

強くいざと言う時の伝達に力を発揮すると見込まれます。また、避難時にも携帯できるため、

移動中も情報を得ることができます。 

そこで２つ目の質問としまして、災害時の情報伝達として防災ラジオとＣＡＴＶ連携するシ

ステムを確立する考えがあるかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     深澤議員の防災ラジオとＣＡＴＶを連携するシステムの確立についてお答えをいたします。 

本町では、災害時や各種行政情報を伝達する際に、防災行政無線放送をはじめ、防災ラジオ 

システムと富士川ＣＡＴＶのデータ放送システムを連携し、情報伝達を行っているところであ 

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） 

     防災ラジオとＣＡＴＶのデータ放送が連携して、情報が配信されているということはわかり

ました。そこで再質問ですけども、現在は防災ラジオとＣＡＴＶが連携した情報提供ですか、

将来はさらにきめ細かな情報伝達する方法も考えられると思いますが、その辺はいかがお考え

でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。現在はスマートフォンをはじめ、さまざまな携帯情

報端末がございます。特に普及もしている時代でございますので、さらに進化しましたシステ

ムが構築できるのではないかと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 
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     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     将来に向けいろいろなことが今度できるようになると思いますので、ぜひ将来に向けて期待

したいと思います。３つ目の質問に移ります。埼玉県の蕨市のケーブルテレビでは、学校やＰ

ＴＡなどと連携し子どもたちにＩＣタグを携帯させ、タグからの信号をケーブルテレビ網に設

置したアンテナで受信し、リアルタイムで保護者が子どもの所在確認ができるようにしていま

す。当町でもこのような、子どもの見守りサービスを構築できないかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 永井たかねさん。 

〇教育総務課長（永井たかねさん） 

     ただいまの深澤議員のご質問にお答えします。児童生徒の安全を確保する見守りについては、

子どもが事件や事故に巻き込まれないよう、地域が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見守りについて、スクールバス

の送迎、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、

防災無線での下校時の見守りの放送、安全パトロール隊や朝のあいさつ運動など、地域の協力

を得る中で、安全安心への取り組みを実施しており、今後においても、地域と連携しながら、

見守り活動に取り組んで参りたいと考えております。 

     なお、ＩＣタグを利用した見守りサービスは、ＩＣタグからの電波を受信する受信アンテナ

の設置、位置情報システムの構築、ＩＣタグの購入や通信料の保護者負担など、多額の費用が

必要となることから、町では、ＩＣタグを利用した見守りサービスの構築については、考えて

おりません。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） 

今のところ、地域の人的な活動で子どもの見守りをしているということですけども。多額な

費用がかかるということはわかりますけれども、子どもを取り巻く環境も変化していきますの

で、ぜひ将来に向けて、こういったことも研究していっていただきたいと思います。 

後の質問に移ります。長野県須坂市のケーブルテレビでは、ケーブルテレビを使用すると

自動的に登録先にメールが送信され、家族等が一人暮らしをしている高齢者の安否を確認でき

るようなシステムをつくっております。当町でも、これから一人暮らしの高齢者はなお一層増

えていくと考えられます。一人暮らしの高齢者に対して、ＣＡＴＶを活用した安否確認をでき

るシステムが出来ないかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）  

ただいまのご質問にお答えいたします。一人暮らし高齢者の見守りについては、少子高齢化

が進む中、地域社会において多くの人による声掛け、支え合いが必要となっております。 

また、安否確認等において有効であるＩＣＴの活用による見守り支援も期待されている所で

あります。 



 ３３

こうしたことから、本町では高齢者の見守りについて、地域包括支援センター職員による訪

問指導、民生委員による見守り訪問、ふれあいペンダント事業や、郵便局や金融機関など民間

事業者との地域見守り協定などを行っており、今後においても地域と連携しての見守り活動に

取り組んで参りたいと考えております。 

なお、ＩＣＴを活用した見守り支援としては、民間事業者によるテレビや携帯電話、電気ポッ

トやガスコンロなどの家電製品を利用した安否確認サービスが行われており、郵便局や警備会

社等による訪問見守りサービスも展開されております。したがって、ＣＡＴＶネットワークを

活用した安否確認システムの確立については、民間事業者による各種見守りサービスが提供さ

れている状況から、ＣＡＴＶ事業者の判断によるものと考えております。 

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） 

     先ほどの３番目のお答えと同じく、人的なところで行っているということなんですけども。

今回いくつかの先進事例を挙げさせていただきました。せっかく町内にＣＡＴＶ会社があり、

今度町内全域に繋がりますので、五開筋を含めた三筋への観光とか、ほかの各分野でＣＡＴＶ

との連携をした事業の推進について、いろいろ研究していってもらえればと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告１番 ２番 深澤公雄君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告２番 １４番 齊藤正行君の一般質問を行います。 

     １４番 齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず、 初にですが小林区か

らですね、町に対して新町民体育館建設にあたり、小林区内に建設をお願いしたい旨の要望書

が出されました。この要望書と併せて、区民が普段から非常に不安に思っていることを、２、

３質問をさせていただきたいと思います。まず、時間の関係もありますから、一部省略をしま

すけども、要望書をちょっと紹介させていただきます。 

「リニア中央新幹線は、小林区を通り、利根川公園を縦断することで、公園はもとよりいく

つもの公共施設に差し障りが出ることは、誠に残念でなりません。これらの施設は、富士川町

の北部における人の流れを起こし、人の笑顔と歓声を作る拠点であります。また、全国各地で

大きな災害が勃発している昨今において、とりわけ町民体育館は小林区、天神中條、𣇃米区の

緊急避難場所であることから、区民にとりましては一朝有事の際に身を寄せることのできる唯

一 後の場所として、日々の暮らしの中で安心感の支えとなっています。小林区民が安永な生

活を送るためには、なくてはならない大事な施設であり、小林区民におけるその存在価値は図

り知れないものであります。しかし、リニア事業が現実味を帯びるに従いまして、多くの区民

の間において、リニア事業がもたらす公私に渡る生活環境の先行きに、不安感を募らせる現状

となっております。つきましては、このような小林区民の心情をご観察いただき、新町民体育

館の建設につきましては、ぜひとも現施設に準じまして、小林区内への整備をお願いしたく区

民の総意をもってここに要望します。何卒、御英断をいただけますよう切にお願いを申し上げ
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ます。 

このような、要望書が出されております。かと言って私は、リニア中央新幹線は国策と言え

るものでございますので、この事業に反対ということで、意見を言うつもりはない訳ですけど

も。まず、区民からですね、私が質問をされていること、区民が不安に思ってることを、まず

３点ほど質問させていただきたいと思います。 

１の質問に入ります。移転を余儀なくされている方の中には、リニア沿線に家を建てること

は考えられない、新移住地を町外も視野に検討しているという話も聞いています。リニアによ

る悪影響は、町の人口減少につながる恐れもあるということです。町内に引き続き、移住して

いただけるような対応策は考えないかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただいまの齊藤議員のリニア中央新幹線建設に伴う移転を余儀なくされている方の対応策に

ついて回答いたします。リニア中央新幹線の建設に伴い、移転を余儀なくされる方には、ＪＲ

東海から用地交渉の委託を受けている山梨県リニア用地事務所に対して、町が行っている代替

地登録制度に登録されている１８９筆の土地情報を提供し、町内への居住を勧めて参りたいと

考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     再質問をしますけれども、１０年前の小林区の世帯数は３８２戸。この３月１日現在で

４３７戸となっています。人口はですね、１０年前は１２１５人、現在は１２０２人だそうで

す。驚いたことに、当然人口も増えていると思ったんですけれども、世帯数は５５世帯増えて

も人口は減っているという状況なんですね。これは単に人口減少とか、核家族化とかいうこと

で片付けていい問題かどうかということだと思うんですね。こういうことが非常にこの富士川

町において、どこの地域にも有り得ることだと思いますし、この対応は非常に難しいかもしれ

ません。そういう中で、町として土地の斡旋だけということの中でよろしいのか、もう一度伺

います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。町では合併の直後から、人口５００人アップ作戦と

いうものを進めて参りました。この中では子育てのサポートですとか、移住のサポートという

ようなことを進めて参っております。その後、平成２７年の１０月に、「まち・ひと・しごと創

生法」ができまして、人口ビジョンでありますとか、総合戦略を立ててまいりました。人口減

少は、議員がおっしゃるように全国的な傾向とは思いますけれども、町としましては、第１次

総合計画にのっとりまして、すべての施策が絡まり合って初めて、人口が増加していくもので

はないかなというように考えております。今後も「暮らしと自然が輝く交流のまち」の実現に

向けまして、各種施策を展開していくことと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 



 ３５

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     はい、わかりました。２つ目の質問に入りますけども。一旦出て行ってしまうもう方があれ

ばですね、本当にその分の人をまた確保するということは非常に難しい訳ですので、対応をよ

ろしくお願いしたいと思います。次にですね、移転は免れましたけども、これからも一生住み

続けていかなければならない方には、日照権、騒音、振動など不安を感じるものは多くありま

す。それを解消していただくことは言うまでもなく当たり前のことです。しっかりやっていた

だきたいと思います。強く要望しておきます。それ以外にですね、地価の下落、土地の活用が

できなくなるなど、補償対象外の問題というのも多く抱えています。こういったことからも公

共施設を残して欲しいということに繋がってくるのではないかなと、そんなふうに思っていま

す。こういう方々の不安を解消する対応策等、何かありましたらお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

    不安を解消する対応策についてのご質問にお答えします。日照阻害や騒音、振動など、リニ

ア中央新幹線事業により沿線住民に及ぼす居住環境への影響については、事業主体であるＪＲ

東海に対して、住民への親切丁寧かつ分かりやすい説明を行い、十分な理解を得た中、事業施

工中又は事業施工後における不利益、損失、損害等の事業損失の類型ごとに損害の填補措置を

講ずるよう要請していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     ３つ目の質問に入ります。リニアが縦断する地域、東小林地区ですけども。ここの水田はで

すね、井戸水と天神中條水利組合からのあまり水を分けていただいて、耕作をしているのが現

状です。水利権のない小林区は大変苦労をしている訳です。もし工事期間と農繁期が重なりま

すとですね、井戸水が枯渇した場合ですね、稲作は全滅する恐れがあると思います。そういう

場合の補償はどのようにされるのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     水が枯渇した場合の補償についてのご質問にお答えいたします。リニア中央新幹線工事に起

因して生じた水枯渇等の損害につきましては、「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等

により生ずる損害等に係る事務処理要領」により、費用負担及び事務処理を行うこととなって

おります。町といたしましては、水枯渇等の発生があった場合、ＪＲ東海に対し、水枯渇等と

工事との因果関係、その回復の可能性等について、速やかに調査を行うとともに、応急措置を

行い、事務処理要領に基づき処理するよう要請していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     調査を行なって、応急処置を行い、事務処理要領にに基づいて処理するよう要請したいとい
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うような答弁をいただきました。再質問をしますけれども、不安を解消していただきたいと私

は思ってる訳でして。そこで、事前の対応策って言いますか、旧利根川の伏流水というのがあ

るということを聞いております。被害が起きる前の話になるかもしれませんけども、こういう

ことをですね、干ばつに備えてですねこの水をですね、水路に流す改修工事とか、あるいはポ

ンプアップして旧利根川にですね、流すような工事というのことを町が率先してやってくれる

というようなことは、非常に町民とってはありがたいというか、安堵するような問題だと思う

んですね。そういうことで、町でこういう工事を事前にやっていただけるかどうか、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

リニアに起因する部分に、今想定はできない訳でありますけれども、現状で水がまあ足りる

ということであれば、それを先にこの枯渇を予測した中で、事業をするというのは非常に困難

だということを考えております。従いまして、リニアが起因するものにつきましては、しっか

りとＪＲ東海に対して要請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） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     今、１から３までの質問をさせていただきました。本当に教科書どおりの答えを返していた

だきました。ありがとうございます。今の答弁でしたら、恐らく私たちも答えられるんじゃあ

ないかなと、そんなような気はしております。町がすることではない訳ですから、仕方がない

答弁だということはわかっております。こういった答弁をですね、いつもいつも町民は聞いて

いますから、非常にその不安な気持ちを感じているということだと思うんですね。そういうこ

とが続くことによって、不安というものが不満に繋がってくるんだと思うんですね。そうする

と今度不満が募っていけばいくほど、今度は、それがどこにはき出すところに行くのかという

ことが、非常に問題になるんだと思っています。決して町にとってですね、そういう状況がい

い方に向くとは思っておりません。これは小林区ばっかりじゅない訳ですけども。小林区にお

いてはですね、集会所もかかってきます、またお寺もかかります。それでお寺は墓地まで動か

さなきゃならない。「お稲荷さん」という稲荷神社もかかってくると。こういうものにまでかかっ

ていくっていうことの影響というのは、本当に住んでいる人たちににとってはですね、大変な

問題だと思うんです。みんなが対岸の火事のようにですね、見ていられるというような時期で

は今はもう、無くなってきてるという事をですね、私は強く強調したいと思っています。それ

で、あえて１では人口減少の問題を、２では、コンクリートの構造物を見ながら一生ここに住

まなきゃならない人たちの気持ち。３では、農業を続けていく人たちの不安ということを質問

させていただきました。今の答弁は、別にどっちでもいいと言ったら失礼ですけれども、そん

なに私も同じ答えが返ってくると思っていたので。今一番言いたいことは何かと言う、本当に

これは小林区だけの問題じゃないです。富士川町民にとって、全町民にとっての問題だと思い

ます。そういうことの中で今、町の対応をしている訳ですけども、非常に対応がまだまだ私は

ぬるいと思っています。リニアの問題をですね、何でも相談ができる場所、誰でも気軽に相談

できる場所。そういうものをですね、１０年先を見据えてぜひつくっていただきたいと私は思
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います。 

もっともっと町民にですね、本当に寄り添った町政というものこのリニアは絶対やっていか

なきゃだめだと思います。町長が、前の質問のときにですね、町も被害者ということをおっしゃ

いました。本当にそうだと思います。非常に多くの問題を抱えてですね、町民は不安を持って

います。本当にＪＲ東海に任せる、あるいは県に任せる、そんなことではだめだと思いますの

で、ぜひ町に特別な対応をするチームとか組織。私には分かりませんけども、そういうもので

すねぜひ作っていただいて、町民に寄り添っていただきたいと思います。そういうものを作る

考えがある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） 

     リニアに対するですね、町民の不安解消のための組織についての質問にお答えいたします。

先ほど来、リニアにつきまして３点ご質問をいただきながら、財務課長の方から答弁させてい

ただきました。まず、町民がですね、本当にリニアにあたる人たちは、非常に不安を感じてい

ると思います。平成２６年５月にルートが発表されたときに、私もこの町の中心を通るとは思っ

ておりませんでしたから、まさに青天のへきれきみたいな感じでおりました。 

そして２６年の５月にルート発表がありましたんで、町では２７年の４月からリニア対策担

当というところを、担当でありますけど作ってここまでやってきました。その中で、先ほどお

答えいたしましたように町の皆さんから、ここをリニアの代替地に使っていいですよという土

地もですね、１８９筆集めてあるんですが。これをですね町内の住居として勧めて参りたい。

もう２年経っておりますんで、担当には、もっとリニアにあたる家はわかるんだから、そこに

出向くようにと再三言ってるんですが、事務も多いのかどうなのかちょっとわかりませんが、

その辺がまだ進んでいないという状況。そしてまたＪＲ東海もですね、説明会は何回もしてお

りますけども大体の概要は皆さんお分かりだと思うんですね。ただ自分の家はどういう補償を

してくれるなのかという、具体的な話が一つもない。ですからＪＲ東海の方にもですね、もっ

と個々の家の方へ行って、膝を詰めて親切丁寧にお話をするようにと。当然補償の問題はそれ

ぞれの家で違うはずです。それを全体の中で、お宅はこうですよ、こちらの家はこうですよな

んて事は言えないはずですから、それぞれの家へ出向いてですね、やっていかなきゃいけない

かな。これもＪＲ東海へ要請をしております。 

それとですね、３点目の水の問題でありますけども、先ほど調査を行うとともに応急措置を

行いというのがありました。これは、ともにですから、応急措置をまずして、そして因果関係

の調査をしてということになると思います。これはしっかりですね、ＪＲ東海の方へやってい

きたいなと思ってます。それと組織の問題でありますけども、担当はつくってありますけども

どうも動きが悪いということから、この４月からは、財務課の中の課内室でありますけども、

「室」に格上げいたしまして、当然リニア用地事務所にも人を派遣をしなきゃなりません。そ

ことは、綿密な連携をとって行かなきゃなりませんので、そこの職員も含めてですね「室」に

格上げをしてもっと住民の皆さんに、町の方も積極的に行って、住民が何が今問題なのか。当

然一般の住民の皆さんは素人でありますから、そういう細かいことはわからない訳です。また

気が付かないところもあるとこう思いますんで。リニアに直接かかる家、または一部かかる家、

そして周辺の皆さん。いろんな不安を持っていると思いますからそういう人たちのところへ出
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向いてですね、一緒に町も被害者であります。そうは言いましても国家的プロジェクトありま

すので、どうにもすることはできないと思いますから、町は町の要望もしていきますけれども、

地域の皆さんが本当に困らないような対策ができるように。対応ができるように、組織編成を

この４月から作っていきたいと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     今、町長の方から組織編制をというようなことを言っていただきました。本当に大変な問題

でありますので、ぜひしっかりとした体制をですね、整えていただいて対応していただきたい。

そんなふうに思います。それでは、４つ目の質問ですけども、リニアのも線の地図を見ますと

ですね、利根川クランドは、北側に斜めに一部かかるだけではないかなと思います。グランド

として十分機能するのではないかなと思います。夜間照明を設置したまま、グランドとしてを

使えるようにですね、ぜひお願いしたい訳ですけど。その辺のお考え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） 

     ただいまの質問にお答えいたします。リニア中央新幹線が、利根川公園スポーツ広場北側か

ら児童センター西側駐車場に掛けて、斜めに通過するため、現在の使用形態を変更しなければ

なりません。 

つきましては、スポーツ広場から西側駐車場までの区域について、側道及び橋脚の位置、高

低差を考慮する中で、明年度の利根川公園スポーツ広場利用計画策定業務において、グランド

使用、及び夜間照明も含めた、公園利用計画を検討して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     先日もですね、小林区ではですね、３世代交流グラウンドゴルフ大会というのを行いました。

これはもう１７回を超えるものですから、もう２０年は経っているんじゃないかなと思います。

１００人からの参加があります。またですね、サッカースポーツ少年団なんかが夜に照明を使っ

たりして練習をしている。夜もグラウンドの照明がついてる。こういう事がですね、非常に地

域の人たちにとってはですね、いい事なんですね。声が聞こえるとかというの事は。そういう

中で、なくなるということになると、本当に寂しくなってしまいますので、ぜひとも対応をよ

ろしくお願いしたいと思います。５つ目の質問に入ります。小林区から、新町民体育館を小林

区内に建設してほしいとの要望書が出されました。場所の選定はどのように検討されるのかお

伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     齊藤議員の新町民体育館の場所の選定についてのご質問にお答えをいたします。町民体育館

の移転には、広い面積が必要なことから、昨年６月に「富士川町民体育館建設検討委員会」を

設置し、新たに建設する町民体育館の望ましい規模と機能について検討していただいたところ
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であります。 

こうした中、２月２２日に、検討委員会から検討結果の報告を受けたところであります。 

    今後は「富士川町民体育館建設基本計画検討委員会」を立ち上げ、報告内容を精査した上で、

アクセスや利便性などを考慮し、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。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     今ですね、建設基本計画検討員会ですか、立ち上げて町民が利用しやすい場所を選定してい

くとの答弁をいただきました。この検討委員会ってのは、どういった方で、メンバーは構成さ

れるのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

建設基本検討委員会のメンバーにつきましては、これから、委員会の設置、立ち上げをし

ていくということで、要綱等を定める中で今後の選任をしていきたいと考えておきます。以上

でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     それでは６つ目の質問になりますけども。２８日の山日に掲載されておりましたけれども、

それまでは、新町民体育館建設検討委員会からの答申というのは、私たちは知らなかったんで

すけども。新聞でこれを見たということのなかのですので、若干タイム的にはずれてる訳です

けども。昨日も説明も受けましたんでですけども。一般質問を通告しておりますので、もう一

度説明をお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

答申の内容についてのご質問にお答えいたします。検討委員会からは、「多彩な機能を持つ施設と

し、現在の規模を拡大することが望ましい」という報告を受けたところであります。 

その主な機能としまして、すべての町民が利用しやすいよう冷暖房設備を導入することや、多機

能トイレ、キッズルームが必要であることのほか、競技大会の控室としても活用できる会議室、剣

道や少林寺拳法、音楽を使いながら活動する団体の練習会場として、防音性がある多目的室の設置

が望まれることなどが示されておりました。 

また、災害時に避難所として活用するに当たっては、多目的室を要援護者の避難スペースとして

活用することのほか、屋外マンホールトイレの設置を望むことなどが、示されておりました。 

体育館の規模につきましては、町内の競技人口が も多いバレーボールを軸として、アリーナの

競技スペースをコート３面分とすることや、器具庫に移動式バスケットゴールや、防災備品の収納

スペースを確保すること、観覧席の通路をランニングコースとして活用することなどから、延床面

積５，０００㎡程度を確保することが望ましいとされておりました。 
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用地面積につきましては、災害時にも活用できる広い駐車場が必要であり、２６，０００㎡程度

を確保することが望ましいとする報告内容でありました。 

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     ありがとうございました。新聞の報道だったと思うんですけども。再質問しますけども。２年

後の３１年までに取り壊しを予定して、３６年までに完成させる方針と書かれていました。そ

の間、町民体育館はないというようなことのようでございますので、どういった対応をされる

のかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

町民体育館の取壊し後、完成までにつきましては、平林体育館などの社会体育施設や、学校

の体育館などを利用していただくことになりますけども。社会体育施設等は、平林体育館等、

学校の体育館でありましたので規模も小さいわけですけれども、大会等では工夫また調整をし

ながら利用をしていっていただくように考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     後になりますけれども。私が調べたところですね、今の体育館のですね、北側になります

けども、道路を入り組んでいる訳ですけども。その農地がですね、一画の部分においてですね。

２３０００㎡ぐらい、小林にあります。今、２６０００というような数字も出てるわけですけ

ども、駐車場を入れればということにの中での話だと思いますけども。道路を挟んで駐車場を

造るとかということをすればですね。十分これだけの土地は体育館の北側にあります。先ほど

ですね、大変すばらしい答申が出されているわけでですね。ぜひですね、これをですね、小林

にですね、作っていただければ、本当にありがたいかなって思うのは、おそらく私だけじゃな

いと思っています。そういうことでリニアの側道、そういうものを利用をしてですね、既存の

駐車場に使える、そういうことがすればですね。非常にいい場所じゃないかな。そんなことを

ですね、強くですね、要望しましてですね、次の質問に移ります。 

     すみません。移る前にただ、今回ですね、私、避難所の問題等については、あえて質問の中

には入れておきませんでした。しっかりですね、その間のですね、避難所という部分について

もですね、対応していただきたいと思っております。私あの、体育館を作っていただくことし

か考えていませんので。あえてその前の経過のことは言いませんでしたのでよろしくお願いを

したいと思います。 

それでは 後の質問に移ります。２９年度予算に空き家解体補助金が計上されています。厳

しい財政状況の中で、補助金を創設していただけることは非常に良いことだと思っています。

空き家として放置されることはですね、一番の理由は更地にすれば固定資産税が上がるという

ことだと思います。例えば有ることによって、土地の固定資産税が 大６分の１まで、優遇さ

れる特例があります。建物が無くなれば、評価額の７０％が、課税基準額になるということ聞
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いています。単純に計算すれば４．２倍に増えるということだと思うんですけども。今回、解

体の補助金を出していただいたと、大変いいことだと思ってますけども、それだけで解決策に

なるのか、お聞きしたいと思います。 

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） 

ただいまの齊藤議員の空き家解体費補助金についてのご質問にお答えします。所有者の多くが、

空き家として放置している理由は、様々な事情があると認識しておりますが、解体費用や固定資産

税が増額となる負担もその１つであると考えております。 

こうした中、平成２９年度当初予算に計上しました、危険空き家解体費補助金は、今年度実施し

た空き家実態調査を基に、町が「危険空き家」と指定した住宅を解体する場合、その費用の一部を

補助するものであります。この補助制度は、そのまま放置すれば倒壊等の恐れがある住宅に対して、

行政が主導することにより解体撤去に結び付け、防災、防犯面から地域住民の生命、身体の保護、

また、環境面や景観面の保全目的としております。さらに、危険空き家と指定してもなお解体が進

まない場合は、固定資産税における住宅用地の特例が適用されない、空家等対策の推進に関する特

別措置法上の「特定空き家」に指定し、指導、勧告、命令を行うこととしております。 

このようなことから、この補助制度を利用することにより、これまで手がかけられなかった危険

空き家の解体が、進むものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤正行君。 

〇１４番議員（齊藤正行君） 

     非常にですね、この空き家の問題というのは、分かりづらいところがあるんですね。そうい

うことであのただ単に補助金を出すっていう部分においても、町民の方にですね、分かりやす

く説明をしていただいて、解体が進んでですね、危険空き家がなくなるということにつながっ

ていくと思いますので、ぜひですねよろしくお願いをしまして私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告２番 １４番 齊藤正行君の一般質問を終わります。 

続いて、通告３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。一般質問に入る前に、通告書の訂正の方をお願いしたいと思います。通告

の２の消防団についての（３）、運転免許証が２０１７年３月１１日から準中型免許が創設され

とありますけれども。これを、２０１７年３月１２日からに訂正をお願いいたします。申し訳

ありませんでした。 

それでは、通告に従って質問したいと思います。今回大きく分けて、２点について質問いた

します。大きい項目の１つ目、森林活用についてです。これは前回も質問したんですけれども、

町内の伐採適齢期を迎えた山林活用、これは喫緊の課題だと思っています。今回はですねこの

林地台帳の活用も含めて質問をしていきたいと思います。それでは 初の質問に入ります。林

野庁の計画に、「林地台帳制度を平成３１年度から本格的制度運用を開始する。」とあります。

森林所有者、境界の明確化は、森林活用していく上で大いに期待されます。富士川町でも平成
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２９年度一般会計予算に、林地台帳作成業務、５６３万７０００円が計上されましたが、どの

ような内容か伺います。 

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） 

     ただいまの林地台帳作成業務の内容についてのご質問にお答えします。平成２８年５月に森

林法が一部改正され、平成２９年４月１日に施行されるところであり、改正森林法では、市町

村は林地台帳及び森林の土地に関する地図を作成し、公表することが義務づけられたところで

あります。そのため、今定例会に林地台帳及びその森林の地図を作成するための所要の経費を

計上したところであります。内容につきましては、「森林の土地所有者の氏名又は名称及び住所」、

「所在、地番、地目、面積」や境界に関する測量の実施状況や森林の土地の所在を明確にする

ための地図を作成することとなります。      

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     再質問させてもらいますけれども、面積も出すという話ですが、やはりこの面積というのは

測量をきちんとしないと正確な数字は出せないと思いますが、今回の５６３万７０００円とい

う金額の中で測量業務までちょっと非常に厳しいと思うんですけれど、この境界の出し方とか、

またこの面積の出し方っていうのはどのようにするのか教えてください。 

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） 

ただ今の台帳の作成に係る面積の出し方、また境界の確認というご質問にお答えいたします。

面積につきましては、登記簿がございまして、登記簿情報の提供を受けることとなります。そ

の情報を面積としてに記載をすることになります。また、境界につきましては、境界の確定を

する業務はございませんので、回の業務の方には、林地台帳にについては境界の確認はしない

ということになります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

それではもう一つ再質問させてもらいますが。登記簿台帳を基に出していくっていうような

内容ですけれども。この林地台帳は境界や所有者を明確にして、森林の利活用するための事業

だと非常に僕は期待したんですけれども。ちょっと曖昧だなと思いますけれど。はっきり出さ

ない状態でこの台帳使って何かできるんでしょうか。また、これはどのような活用をしていく

ということなんでしょうか。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） 

まず、森林台帳の活用についてでございますが、森林台帳につきましては、境界と言います

か、林地の集積とか、いろいろ情報をまとめて今後の林業の振興に進めていくというようなこ
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とになります。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この林地台帳につきましては、もう制度を作ってから、林野庁の方で予定した年度より若干

遅れてきております。と言いますのは、今、山の状況は本当に全然わからない状況なんですね。

今持っている森林所有者も、うちの土地がどこにあるのか、どのぐらいあるのもわからない。

そこで、県の持っている民有林のいろいろな資料、そしてまた、登記簿等を使いまして、それ

で林地台帳を作成する。そして、それを公表しながら個人情報もありますから、そこには注意

してやるんですけど、役場の方で公表をしながらですね、皆さんに見ていただいて、「あっ、こ

れがうちの山だ」と。まだ登記が済んでないとか、相続手続きがしてないとか、そういうのを

直していただきながら、この林地台帳整備をしていく、その先には森林環境税の、国のですね、

森林環境税の活用先として、民有林をまず把握をしとかなきゃならんというのがあります。こ

の林地台帳の整理ができなければ、今、国の方で検討事項に入っています、全国的な森林環境

税の導入をしても、その使い道がないということでありますんで。まず林地台帳を整備する。

先ほど課長が言いましたように、今回測量はいたしません。今の土地所有者の名称また氏名、

住所、そして山の所在の地番、地目、面積。この面積は境界に係る測量の実施、どういう実施

状況でその面積をつくったか、公図ともし違っていれば、その辺の確認をするための資料をっ

て公表をし、皆さんに確認をしていただくという作業が、３１年までの作業であります。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     やはり、これから山を管理していくには、しっかりとした境界とその地権者の明確ってのは

絶対必要な条件だと思いますんで。今回この台帳である程度その部分は把握してくるという考

えですけれど。ぜひ台帳が仕上がって、この辺はちょっと見て、またわからなければ質問して

みたいとますけれども、それでは、（２）の方に移りたいと思います。林地台帳の対象は地域森

林計画の民有林が対象となっています。森林法第１９１条の４に、「市町村が一筆の森林の土地

ごとに林地台帳を作成する。」とあるように、町で、所有者の把握、所在地、地権者との立会い

など、膨大な業務を抱えなければならないと思いますが、２年後の運用開始に間に合うのかタ

イムスケジュールを伺います。 

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） 

それでは、林地台帳のタイムスケジュールについてのご質問にお答えします。林地台帳の作

成は、改正森林法では、平成３１年３月末までの経過措置が設定され、平成３１年度の運用開

始となっております。運用までのスケジュールにつきましては、まず、平成２９年度に山梨県

が、森林簿情報や登記簿情報から計画対象民有林に係る所有者情報を抽出し、林地台帳の原案

を作成し町に提供されます。町では、提供された原案を町が保有する森林情報を活用し、林地

台帳管理用システムとして構築します。平成３０年度は、県からの情報データを受け取るとと
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もに、登記情報の変更に伴う、追加・修正や台帳公表に伴う準備作業を行い、平成３１年４月

には、林地台帳等を公表することになりますが、所有者からの申し出等により追加・修正作業

を行う中で、徐々に精度を上げて行くことになります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     国からの事業ということで、ちょっと、やっつけ仕事のように感じるんですけれど。やはり

これ、明確な境界がでないと非常に無駄な事業に、これから先なってしまうのかなっていう懸

念がありますんで。やはり地籍調査というのも、これからこつこつ、予算もかかる、お金もか

かることですので大変だと思いますけれども、時間をかけてでもしっかりとした境界というも

のは出していくべきだなというふうに思いますので、この林地台帳もですけれども町独自で、

もう少しこの精度の高い測量をしての台帳作成はどうですか。考えはありますか。 

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） 

今回の隣地台帳の作成につきましては、境界の確認、測量等は入ってございませんが、林地

台帳の堺等につきましては、徐々に精度を上げていくというようなことにもなっておりますの

で、今のところは、実施をすることにはなっておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

これは本当にちゃんとやってもらいたいと思うんですけれど。あの再質問ですけれど、林地

の地籍調査っていうのは、今どのようになっているんですか。わかる範囲でいいので、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） 

地籍調査の状況ですけども、旧増穂地区につきましては、山林はほぼ終了してるというよう

なことでございます。旧鰍沢地区につきましてにはまだ入っていないというようなところでご

ざいます。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

ぜひ、地籍調査の方も進めてもらいたいというふうに思います。それでは３つ目の質問の方

に移りたいと思います。相続していない土地、所有者不明の土地が出てきた場合、どのような

措置を講ずるのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     相続していない土地、所有者不明の土地はどのような措置を講ずるかのご質問にお答えしま
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す。林地台帳は、森林の土地所有者届出制度に基づく新たな所有者情報や森林簿、登記簿情報

の既存資料を元に作成しますが。相続していない土地につきましては、固定資産課税台帳情報

を確認し、所有者とみなされる者をデータに反映させていくこととなりますが。所有者不明の

土地については存在しないと認識しております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     再質問です。所有者不明はないという認識っていうのは、いまいち意味が分からないんです

けれど。町としてはすべて把握・・・・・例えばあの何というのかな・・相続もしていない、

すごく昔の先代、先々代とかの人の例えば土地も入って、そういうもので把握しているってい

うような考えなんですか。 

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） 

     土地にはやはり登記簿情報がございまして、登記簿には所有者の名前が記載されております。

ですので所有者は不明ではないということで、今お答えさせていただきましたが、先ほど議員

さんからも、代も前から相続がされてなくてという、そして不明な方いるのではないかという

ようなご質問だと思いますが、そこはですね、固定資産税の課税台帳の情報を確認して、所有

者欄にみなされる方を記載するというようなことになります。また、それでも、もう何代も前

でわからないというような場合がございましたら、近隣の所有者などの情報の提供と申します

か、確認をして精度を徐々に上げていくというようなことになろうかと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     それでは４つ目の質問の方に移りたいと思います。この林地台帳ですけれども、作成後、こ

れから先、継続的に利活用していかなくてはならないと思うんですけれども。これを職員でも

更新できるシステムにするべきと思いますけれどもお考えを伺います。 

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） 

     職員でも更新できるシステムにするべきという質問にお答えします。林地台帳は、土地所有

者の登記情報等の台帳と地図情報の連携が考えられるため、台帳管理の情報であれば、職員の

更新作業が可能と考えられます。 

しかし、地図情報の修正については、専門的な技術が必要となると思われるため、専門業者

での更新作業となります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     再質問させてもらいますけれど。今ですね、他の自治体では統合型ＧＩＳ基本システムとい

うものを取り入れているところもあるんですけれども。これはですね、林地台帳に限らずです
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ね、農地台帳、道路台帳、固定資産台帳、更には避難行動なんかも管理できるシステムっての

があるんですね。これを、富士川町としても入れれば、トータル的に管理できると思うんで、

是非この部分が入れば、非常に町として管理がしやすくなると思いますけども、これは課長が

答えられるかどうかわからないですけど、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） 

     この台帳をＧＩＳの統合型にしたらいかがかということだと思いますけれども。今回につき

ましては、対応できるようなことは可能だと思うんですけども、現在は統合型、情報を一つに

集めるというような、この台帳の作成という事には今回はなっておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

多分これから先、この統合型ＧＩＳ基本システムって多分主流になってくると思いますんで、

ぜひ富士川町も先駆けて導入に向けて検討してもらいたいなというふうに思います。それでは

次に、５つ目の質問に入りたいと思います。林地台帳の公表はどのようにするのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     林地台帳の公表についてお答えします。林地台帳の公表につきましては、個人が特定できる

情報を除く、林地台帳に記載された事項及び地図を、市町村の窓口での閲覧という方法になり

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君）   

     分かりました。それでは次の質問に移りたいと思います。６番です。先の１２月議会定例会

の一般質問で、森林を活用したＣＬＴ製造などの産業に力をいれるべきと質問をしましたけれ

どもそれに対して峡南森林組合、森林所有者に有効活用を促したいとの答弁をもらいました。

その具体的な連携、活用策を伺います。 

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） 

     具体的な連携、活用策についてお答えします。本町の人工林の８割以上が、齢級４１年生以

上の標準伐期齢に達し、木材として利用できる状況にあります。 

しかし、本町の森林は勾配がきつく、林道及び作業道への搬出が困難な場所が多いことから、

今後整備する林地台帳や地図を活用し、森林所有者への関心を高め、森林組合や林業事業者等

による効率的な施業集約化を進めて参ります。 

また、今後建設を進める公共建築物には、できる限り地元木材の活用を進めて参りたいと考

えております。 

〇議長（秋山貢君） 
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     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     再質問ですけれど。峡南森林組合もですね、今、木材の加工に非常に力を入れていますので、

ぜひ、その辺を視野にですね、加工製造の産業に力を入れてもらいたいというふうに思います。

あと今言った８割以上ある、伐採適齢期の木材のこれから先のサイクル計画というものをしっ

かり立てないと、多分、今度は木材が逆に災害の方に繋がってくると思いますんで、ぜひその

辺は町の方で指導をしてもらいたいんですが。質問ですけど、森林組合さんのその加工技術っ

ていうものを有効活用するかどうか考えを伺います。 

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） 

森林組合の加工の技術の活用という質問ですが、まず木材等の需要がなければ利用もないと

いうような事だと思います。そこで、町の方でも木材の活用を呼びかけたいと思いますし。ま

た森林組合におきましても、木材の活用、また森林組合の加工の技術もアピールしていただく

よう働きかけを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） 

需要というのは、供給先が決まればどんどん需要は出てくると思いますんで、この森林の加

工技術。町内の森林の有効活用について、町として力を入れていってもらいたいというふうに

思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤議員、途中ですけれども、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０８分 

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

再開 午前１０時１６分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

それでは、大きい項目の２つ目について質問に移ります。消防団についてです。僕も昨年ま

で消防団の方に所属していました。消防団の存在は、士川町の町民の安心安全を守るだけでは

なく、富士川町の活力にも繋がっていると思います。そんな富士川町の宝でもある消防団も、

団員確保に苦労しているのが現状です。消防団には思い入れも僕は本当にありますので、消防

団の発展のために後押しができるように質問をしていきたいと思います。それでは（１）です。

少子化に伴いまして、町でも消防団サポート事業などを展開しながら団員確保に力を入れてい

ますけれども、更なる少子化が予想され、町、区をあげて団員確保に取り組まなければならな

いというふうに考えています。天神中條区では来年度から団員のいる世帯の区費を免除するな

ど、団員確保の策を講じると聞いています。しかし区の大きさによっては支援できない区もあ

ると思います。そこで町として、団員確保の支援策の考えを伺います。 
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〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     長澤議員の団員確保の支援策についてのご質問にお答えします。消防団は、「自らの地域は自

らが守る」という精神に基づく、地域住民を中心とした組織であります。この消防団が地域の

安全安心を確保していくためには、団員の確保が極めて重要であると考えております。 

     こうしたことから、本町では、消防団員の確保を図るため、団員の声を反映した諸行事の見

直しなど、入団しやすく活動しやすい環境整備に努めているところであります。 

また、団員確保への支援では、消防団員のサポート店や消防団員協力事業所の拡充をはじめ、

団員の勤務先への消防団活動の協力要請などを講じているところであります。今後も、各区や

各分団などと一体となって団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） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     支援策の中に消防団サポート店という話も出ました。これは僕も現役をやっているときに始

まった事業ですけれども。このサポート店を取り入れて、成果の方はどのようになったでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

消防団員のサポート店につきましては、平成２６年度から始まっております。現在２５店舗

で、平成２８年度には５店舗が増加しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

非常に協力する店が増えているということですので、これからも続けてもらいたいというふ

うに思います。もう一点ですけれども、先日の新聞の方にですね、消防団の報酬のことが載っ

ていました。山梨県内の消防団の報酬というのは全国でも 下位という記事です。富士川町消

防団の報酬も非常に、かわいそうなくらい少ない金額です。お金のために消防団活動をしてい

るという訳ではないんですけれども、時には仕事を犠牲にして消防活動に出かけるという団員

もいますので。その辺についてですね、報酬の低さというところで、今後どのように考えてい

るか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

先日、新聞報道の確か一面だったと思いますが。県内の消防団員の報酬についての記事が掲

載されておりました。本町の消防団員の報酬につきましては、この近隣と比較しましても、ま

あ概ね同水準であります。報酬だけで考えますと新聞の報道で、近隣の市町村が１番高いとい

ような市町村も拝見しましたけども。本町の場合は、報酬ばかりでなく、分団への活動の補助

金には１人当たりという部分も加味してございます。ですから報酬とさらに分団活動としての
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補助の部分においては、それに見合った部分が含まれているものと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

ぜひこれからも消防団員確保の支援として報酬の部分も、隣町は非常に、うちの町より倍近

く多いという部分もありますので、そういった部分もぜひ検討してもらいたいなというふうに

思います。それでは、次の（２）に移りたいと思います。４月から、いよいよを女性消防団員

が入団するというふうに聞いています。今回入団する女性団員は、本部所属ということでこの

要綱を見ると、職務は主に広報啓発というふうにあります。今後、本部だけではなく各分団の

方にも女性消防団が入団してくると思いますけれども、この本部所属と分団所属の女性消防団

の職務の違いという部分について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただ今の女性消防団の職務についてのご質問にお答えします。これまで、消防団活動は、男

性が担う役割とのイメージが先行しておりましたが、東日本大震災以降、防災への関心が高ま

り、防災意識の啓発や救護活動などへの女性団員の活躍が期待されております。 

こうした中、本町消防団に、女性が分団に所属した場合は、火災現場での消火活動など、男

性団員と同様の役割を担うこととしております。 

一方、４月に入団予定の女性団員は、団本部に所属し、広報啓発班として火災予防のための

広報活動や防災知識の普及・啓発活動をはじめ、災害時の救急、救護活動などに、女性の持つ

ソフトな感性や、女性ならではのキメ細かな視点などを活かした活動を展開し、地域防災力の

充実のために、力を発揮して頂くこととしております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     分団に入る女性団員は、男性と同じように作業をするということですので、非常に危険が伴

いますけれども。これから先、やはり団員確保の部分では、女性も確保していかなければなら

ないと思います。ただですね非常に危険が伴う職務でもありますので、その辺もう少し要綱の

中でも、多少配慮していった方がいいのかなというふうに思いますんで、この辺もまた検討を

お願いします。 

それでは、（３）の質問に移りたいと思います。運転免許証が、２０１７年３月１２日から「準

中型免許」というものが創設され、普通免許では２ｔ車に乗れなくなります。消防の機械係に

なると自ずとポンプ車に乗らなければならないので、あと何年かすると乗れなくなる団員も出

てくると思います。ＡＴ限定の免許を持っているという団員もいますけれども、それも同様に

ポンプ車運転について今後の対応を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

ただ今のポンプ車運転についての、今後の対応についてのご質問にお答えします。改正道路
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交通法が、明後日（3月 12 日）に施行され、本町の多くの消防車両は準中型自動車に定義され

ることから、法施行後に自動車運転免許を取得する場合は、これに対応する準中型自動車以上

の免許取得者でなければ、運転することができなくなります。 

     こうした中、消防活動に車両の運転は不可欠でありますので、新入団員の勧誘の際に、準中

型自動車以上の免許取得者であるかの確認を行うとともに、未取得者の場合には、必要な免許

取得に応じて頂けるように努めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     その部分に関して、４番に関連するので（４）に移りたいと思います。ポンプ車を運転する

ために、わざわざ準中型免許を取得しなければならない団員というものが出てくると思います。

今後の団員勧誘にですね、「僕は免許が無いから入らない。」っていうような、また言い訳が出

来るようにもなってくるということで、さらに団員の確保が難しくなってくるんではないのか

なというふうに思います。そこで消防に入ればこの準中型免許証が取得できますよ、というふ

うなことになれば、非常に勧誘もしやすくなるのではないのかというふうに思いますが。そこ

でですね、免許を取得する団員への補助金について、考えを伺いたいと思います。   

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただ今の準中型免許取得への補助金についてのご質問にお答えします。この度の法改正によ

り、今後の消防団活動で消防車両を運転するためには、改正前の普通自動車運転免許、または、

新設された準中型自動車運転免許が必要となります。 

     こうした中、現在は消防車両を運転するに、充分な資格を持つ団員が確保されておりますが、

近い将来、団員の交代等による有資格者の減少が加速することも懸念されております。 

こうしたことから、資格取得に向けた支援につきましては、法改正に伴う喫緊の課題として、

準中型自動車運転免許証の取得経費の一部を助成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） 

     その一部を助成してくれるということで、前向きな答弁本当にありがとうございました。そ

れでは、次の質問の方に移りたいと思います。今、富士川町消防団、非常に独身の団員が増え

ています。消防団で婚活という話も、かなり聞かれているんですけど、なかなか、何回か実施

されているんですけれども、余りしてませんが。やはりこの消防団というのは、地元に住んで

いる若者が多く在籍しているので、是非ですねこの富士川町に世帯を増やすためにも、町を挙

げて婚活に取り組んでもらいたいんですけれども。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） 

     ただいまの長澤議員の婚活イベントのご質問にお答えします。町では、今年度２回の婚活イ

ベントを開催いたしました。１回目は、３０歳から４５歳の年齢条件を設け、２回目は、年齢



 ５１

条件を設けず実施したところであります。 

いずれも町内在住者の参加は少なかったものの、出会いのきっかけづくりとしては、充実し

た時間を過ごせたのではないかと考えております。 

 このようなことから、結婚、定住へとつなげられるよう、明年度も婚活イベントを予定して

おりますので、消防団員をはじめ、町内在住者の方々が参加しやすい内容を企画しながら、開

催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） 

     是非ですね、富士川町の世帯が増えるためにも、町内の若者が結婚してもらえるように、婚

活イベントは数多く開催してもらいたいなというふうに思います。 

それでは、 後の質問の方に移りたいと思います。東日本大震災の時にはですね、携帯電話

やメールは、使用不能というところが非常に多かったんですけれども。その中でツイッターと

かフェイスブックってのはつながっていて、連絡手段として非常に有効に使えたという話を聞

いています。なので消防団も災害時には、皆さん活動に出ると思うんでぜひその消防団用とし

て、このＳＮＳをバックアップ的に何か活用するような考えがないか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただいまの消防団員用のＳＮＳの活用についてのご質問にお答えします。東日本大震災の際

には、携帯電話の不通やメールの遅延が発生する中、ＳＮＳは、被害情報をはじめ、安否情報

の確認や被災地の住民間、あるいは被災地と支援地域を結ぶ情報交換手段として活用されたと

ころであります。 

このように、ＳＮＳの特徴であります速報性や双方向性は、災害時に効果的な活用が期待で

きることから、今後は、懸念されるＳＮＳ情報の正確性や活用に向けたルール作りを検討した

後に、可能であれば、消防団における災害情報伝達手段の一つに位置づけて参りたいと考えて

おります。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     富士川町でも、フェイスブックを立ち上げて非常に見ている若者が増えています。その富士

川町のフェイスブックとリンクしてですね、消防団でもこのフェイスブックを立ち上げれば、

災害時に「どこどこに物資が足りない。」とか「どこどこが火災ですよ。」とか「どこどこがこ

んな状態ですよ。」っていう何ていうですかね、情報が共有できると思うんで、今課長の方から

前向きな答弁をいただきましたんで、是非検討の方をよろしくお願いいたします。 

以上で、通告すべて終わりましたけれども。森林活用の方はまだまだ見えていませんので、

今後も、森林活用の方には知恵を絞っていきたい、というふうに思っています。また、消防の

支援のにも、力を入れていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上で一般質問を終

わります。 

〇議長（秋山貢君） 
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     以上で、通告３番 ８番 長澤健君の一般質問を終わります。 

続いて、通告４番、５番、堀内春美さんの一般質問を行います。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ５番、堀内春美です。それでは一般質問をさせていただきます。大きな項目の一番の新体育

館建設についてでございますが。昨年末にですね、志村町長の後援団体であります志学会の町

政報告会がございました。その席上でですね、志村町長が今期成し得た事業の報告と、それか

ら、これから行う事業の発表を行なっておりました。その中にですね、リニアで移転を余儀な

くされる体育館の建設をですね、３５億かけてバレーコート４面作り、V リーグの試合ができ

る体育館を造ると出席者の前で明言しておりました。今回ですね。新体育館建設検討員会の答

申が出たところでありますので、質問をさせていただきます。まずその一番ですが、（１）です

が齊藤議員とちょっとダブるんですけれども、その新体育館の規模についての考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     堀内議員の体育館の建設のことについてでありますが。まずもって認識を訂正していただき

たいのは、私が、まあ町政報告会をいたしました。その時には、体育館の規模、機能はこれか

ら検討委員会で決めていただきますが。私は全日本の合宿ができるぐらいなものが欲しいとい

うことは言ったのはありますけども、V リーグとか、なんか東京体育館と同じとか、４面とか

そうことは言った記憶は全然ありませんので。これは議員の認識不足かと思います。それは間

違ってると思いますんで、まずそこははっきり訂正をしていただきたいなと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     体育館の規模についての答弁を当局からお願いします。 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     堀内議員の体育館の規模についてのご質問にお答えします。体育館の建設に当たっては、先

般、検討委員会から報告を受けたところであります。 

こうしたことから、今後は「富士川町民体育館建設基本計画検討委員会」を立ち上げ、報告

書の内容を精査し、施設の規模を検討して参りたいと考えております。      

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     先ほど、齊藤議員の質問の中でですね、そのときの答弁には、建物の床面積５０００㎡とかっ

ていう答えはなかったでしょうか。あったように思いますが。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     先ほど、齊藤議員にお話させていただいたのは、検討委員会での内容ということで報告させ

ていただいております。ここで新体育館の規模ということでございましたので、町としまして
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は、今後これらの報告を基に精査して規模を決めていきたいということで、お答えさせていた

だきました。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     よろしいですか。 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     検討結果報告書というか・・・の概要版とそれから・・・・えーっと・・検討委員会の資料

がここにあります。それを見ますとですね、体育館の延床面積が５０００㎡、必要な用地の面

積が２６０００㎡、バレーコート３面、固定の観覧席が１０００席、移動席を合わせると

２０００席、駐車場は車８００台、バスが１０台。体育館の延床面積だけでも、今の体育館の

２倍です。駐車場約車１０００台分ですね、人口１万５６００人のこの小さな町にですね、こ

んなに大きな体育館も本当に必要なのでしょうか。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） 

     この提言につきまして、今後ですね、精査していくということでございますけども。報告書

につきましては、委員の皆さん、それぞれの専門的な知見の中で貴重なご意見をいただいてい

るということで、これを今後精査して規模、機能をを決めていきたいということでございます。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

検討委員会の人たちが決めてきたというもので、これから検討に入るということでございま

すけれども。検討委員会が始まるときにですね、町からの指針、ある程度のたたき台というよ

うなものが出されているんではないかと思います。そしてそれに沿って、委員会のメンバーが

こういう答申を出してきたのだと思います。それから、先ほどですね、齊藤議員の質問の中に、

これから建設基本計画設置委員会を立ち上げて、検討していくというお答えがありました。こ

のですね検討員会委員のこれからメンバーを決めていくんですけれども。この検討委員会のメ

ンバーにですね、是非ですね小林地区、舂米地区、現在の体育館の避難場所になっている地区

の人たちからもですね、そのメンバーの中に委員として選んでいただけたらと思いますがいか

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） 

     地域的なものもございますし、町全体の中で設置場所、いくつかの選定肢を設けながら決め

ていくということになります。避難所機能につきましては、ボランティアさんとか、障害者団

体の方のご意見等も伺ってきております。今後、この基本計画検討委員会につきましては、町

全体の中で選任をしていきたいということで考えております。 

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） 

     是非、前向きにお願いしたいと思います。それからですね、これから私が質問をする質問を

ですね、是非これからの検討委員会の参考にもをしていただきたいと思います。 

再質問です。県外スポーツ団体の強化合宿等の受け入れを随分考えているようですが、年間

どのくらいの人たちがくるというのを見込んでいるのか。またそれに対する経済的効果、それ

からどういう競技団体がくるというのを予測しているのでしょうか。 

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） 

     ただいまのご質問にお答えをいたします。今年度におきましては体育館をスポーツ合宿等に

使っていただきました団体が、県外ですけれども、バスケットボールで一つございました。そ

の他ですね、富士川町はスポーツ合宿の方に力をいれてますので、殿原スポーツ公園、そして

殿原野球場、そして弓道場、それと利根川プールなんかで利用をいただいております。すみま

せん。もう一つはなんでしたか。経済効果はですね、スポーツ合宿の利用に当たっては、町内

の宿泊施設を利用していただくことということを、条件に定めておりますので、それに伴って

ですね、町内の宿泊施設と商店街の方にも、経済効果はあるものと考えております。競技団体

はですね、これから新しく建設具体化につきましては、主にバレーボールを軸にということで

すが。今年度、先日もですね、東京都内のマーチングバンドで、体育館を利用したいというよ

うな申し入れがありました。そういうことで、体育館の競技団体につきましては、利用される

多岐にわたりまして、受け入れの方を考えて参りたいと思います。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） 

     多分ですね、バレーコート３面というのは、バレーの合宿が大分あるんではないかというふ

うに想定しているのではないかと思います。富士川町はですね、増高バレーの卒業生が多くマ

マさんバレーが非常に盛んな町ですから。バレーだけではなく他の競技もそうですが。バレー

で言わせていただきますと、合宿に行くときは、行く先のバレーの強豪がいるところへ行くん

です。それは強豪校と練習試合が出来て、強化合宿でできるという目的があるから、そういう

ところへ行くわけですね。強豪の練習相手がいない土地へ、ただ自分たちだけの練習での合宿

というのは余り考えられないんじゃないかと思います。強豪の練習相手がいない土地へですね、

ただ、自分たちだけの練習だけの合宿っていうのでは、何もお金を出してそこ行かなくても自

分のところでもできるわけですね。それから、増穂商業高校の場合も、合宿でよく県外へ行き

ますけれども、全部強豪校がいるところへ、練習試合ができるからということで行きます。多

分ですね、増穂商業高校のバレーがあるから、バレーでの合宿と考えたのだと思いますが、残

念ながら増穂商業高校は・・・・ 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内議員。堀内議員の通告されている１番の質問はですね。新体育館の規模についての考え

を伺うとなっていますので。例えばスポーツ合宿についてですね、お聞きするとかの通告が出

ていればですね、沿った質問だと思うんですけれども。今のはですで、だんだんこう離れてい

く質問をなさっていると思いますので、戻ってですねこの新体育館の規模についての再質問を
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お願いいたします。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     はい。それではですね、再質問をさせていただきます。富士川町はですね、これから１３年

後の平成４２年には、人口を１万２０００人に減少していきます。６５歳以上の人口が

４７８４人、生産年齢が、１５歳から６４歳の人口が６５４１人、１４歳以下代が１１６９人。％

から言いますと、働いて税金を納めてくれる生産人口が６５４１人で５２．３％。非生産性人

口がですね、５９５３人で、４７．７％。約半数になるわけです。さらにその７年後、今から

２０年後の平成４９年には人口が約１万人をきる町になるのです。しかも、生産年齢者より非

生産年齢者の方が多くなり、人口減少に伴う税収入が減少し、国からの交付金も毎年減らされ、

厳しい財政状況が続くことが見込まれることが、わかっているんですね。それから昨日町長の

予算のところで話がありましたけれども。その中にも、これからの地域経済や地元企業を取り

巻く環境はさらに厳しさを増し、町民生活や本町財政の影響が今後一層強まることを危惧する

ものでありますと言っておりますね。そういう状況の中、人口が減少する、それから収入が減っ

ていく、こういうことを踏まえてですね、新体育館建設についてはですね、慎重に進めなけれ

ばいけないと思いますが。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） 

今後のこともありますけども、人口等もありますけども、町としては町民の皆さんにスポー

ツの推進を進める、また生涯学習の場としてもを使えるように、幅広い年齢の皆さんに使える

ような体育館に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） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

是非ですね、その辺のところをしっかりと踏まえて検討していただきたいと思います。それ

では次の（２）番の質問に移ります。体育館の建設後のですね、毎年の維持管理費っていうの

はどのくらいかかると考えているのでしょうか。 

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） 

     ただいまの建設後の維持管理費についてのご質問にお答えします。新体育館の維持管理費につ

きましては、体育館の規模をはじめ、管理運営方針や、設備の詳細などが決まっていないため、現

段階では、算出できておりません。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） 

     現在の体育館の毎年の維持管理費は年間７３０万円かかっているんですね。新体育館は現体

育館の２倍ですから、ざっと計算しましても毎年１５００万円くらいかかるんではないかと思

います。先ほども人口減少を言いましたように、。あと１３年経つと人口減少で、働いて税金を

納めてくれる人口が少なくなる訳ですね。それなのに後世にこんなツケを回していいのかって
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いうことを考えます。今、私たちがしなければならないことは、子どもたちの明るい声が聞こ

える町、緑豊かな自然あふれる町。そして一番大事なところです。健全な財政の町を子どもや

孫たちに引継ぐことが、私たちのしなければならない大事な責務だと思っております。決して

ですね、大きな箱物を造ることではない。むしろ大きな箱物が次世代の負の遺産になる恐れが

大きいということを考えるべきではないでしょうか。夢を持つことも、もちろん大事なことで

すが、そのために次世代が困窮するようなことがあったら、何のための行政なのかと思います。

これからこの町の人口と経済状況の推移等を考慮し、この町に合う、俗に言うですね身の丈の

あう体育館にするべきで、慎重に進めていただきたいと思います。これはこれから検討委員会

で決めるということですが。是非、そういうことも参考にしていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

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） 

     先ほども申しました通りですね、これから設置をします、町民体育館の建設基本計画検討委

員会において、そのような意見についても十分精査する上で進めてい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） 

ぜひ、慎重に検討をしていただきたいと思います。それでは（３）の質問に移ります。先ほ

どの齊藤議員の質問ともまたダブりますが。小林地区から提出されている要望書ですが。リニ

ア建設のために小林地区が過疎化されないように、分断されないように、小林地区のことをしっ

かりと考慮してですね、体育館の建設場所を決めていただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     あの堀内議員。堀内議員が通告されているのは、建設場所が示されていないが計画はどうなっ

ているのか伺うということでそこからお願いします。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

先程ですね、齊藤議員の質問の答えの中に、建設場所のことはありましたので、私の方はそ

れはちょっとあの・・・・これから決めるということですから、ぜひそれを参考にしていただ

きたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内議員、通告している以上ですね、聞いていただく義務もありますので、まずそこから初

めてください。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

じゃあですね、建設場所は・・・・。重なってもよろしいんであれば、建設場所が示されて

いませんが計画はどうなっているでしょうか。 

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）  

     ただ今の建設場所の計画についてお答えいたします。新体育館の建設場所につきましては、今
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後「富士川町民体育館建設基本計画検討委員会」を立ち上げ、報告内容を精査した上で、アクセス

や利便性などを考慮し、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。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） 

     再質問です。小林地区から要望書が提出されたときにですね、小林区では土地が少し狭いと

の対応だったようですが。小林地区では土地ならいくらでも提供できるという話も聞いており

ます。また児童館建設予定場所であった、現在の体育館の北側付近にですね、建設すれば。現

在のグラウンドをリニア建設で少しとられても、残りの３分の２は駐車場として使うこともで

きますし、そのあたり一帯がプールもある、テニスコートもあるとして、スポーツゾーンとし

て使えて効率もよいと思うのですが町の考えはいかがでしょうか。 

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）  

検討委員会からはですね、２万６０００㎡程度が望ましいという意見を受けたところであり

ますが。それもですね、先ほど申しました通り、建設基本計画検討委員会において、どの程度

の用地の面積が必要かを。そういうことをですね、精査した上で適地についても判断をして参

りたいと思います。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） 

是非ですね、その検討委員会で検討をしていただきたいと思います。 

再質問です。先ほどの齊藤議員の質問の中にありましたが。現在の体育館は３６年に完成、

それから２年後に解体。そうしますとそこに４年くらいのブランクがあるんですが、それは町

内のあちこちの体育館を使うということですね。ということであれば、４年間あちこちの体育

館を使って、それで賄えるということであれば、そんなに３５億なんていう体育館は要らない

ん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） 

町内の体育館の関係についてお答えをさせていただきますが。町内の社会体育施設の体育館

につきましては、先ほど申し上げましたように、学校の体育館を基に社会体育施設にしており

ます。あと学校のそれぞれの体育施設でございます。社会体育施設といいましても、基が学校

の施設ということで大変大きな建物でないということがありますので、この間につきましては、

大会等を開催するに当たってはそれぞれ工夫が必要だと思います。調整しながら、大会をいろ

んな体育館に分けてやるとかということで、不都合も生ずると思います。やっぱり総合体育館

としては、ある程度の大きさの体育館が必要ではないかと考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
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ある程度の体育館ということはわかります。是非ですね、将来の富士川町と次代を担う子ど

もたちに負の遺産を残さないように。またですね、３５億の体育館をを造るということですが。

リニアの方からの補償をされるのは、８億くらいと伺っております。そうすると２７億は町民

の税金、あるいは借金で賄うということになるのではないかと思うんですが。町民みんなが納

得するようなですね、新体育館の建設をぜひお願いしたいと思いますが、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） 

財政計画につきましては、慎重にもちろんして参りたいと思っております。今後、また検討

員会の中でその辺のことも精査さしていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

是非よろしく検討をお願いいたします。以上で体育館の１番目の質問は終わらせていただき

ます。それでは大きな項目の２の買い物難民について伺います。町のですね、東部にあるフォ

レストモールが非常に盛況なのはとても良い事なんですが、そのために旧国道から西側にある

お店が衰退しているのが現状です。そこで１の質問ですが、 近町の中間にありましたスーパー

がなくなり、買い物難民が増えているのが現状です。このことに対する町の考えと対策につい

て、何か考えているかを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     ただいまの買い物難民と、町の対策についてお答えします。現在、高齢化や後継者不足を背景と

した地域商店街の閉店により、近所に食品や生活必需品を扱う店舗が少なくなり、日常の買い物に

不便を感じている高齢者がいることは、承知しております。 

     町では、商店やスーパーが遠くなった方には、デマンドバスなどの利用促進や、福祉事業の有償

ボランティアによる、買い物代行等の支援、また介護が必要な方には、家事支援などを利用してい

ただいているところであります。今後も、各種サービスの向上と周知、また更なる支援策に取り組

んで参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     今ですね、答弁の中に買い物支援をしているってお答えになりましたけど、具体的にこれは

どんなふうなものなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。有償ボランティアによる買い物支援ということで。生

活支援サービスということで、２８年度、お一人で買い物に行けないっていうような高齢者の

方ですけれども。この方々の買い物の支援をいたしております。それと、介護が必要な方には
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家事支援ということで、これは家事支援サービスということで、介護保健事業の方でそれぞれ

の状態の方のプログラムを組んで、食材の買い出し等の支援をしているところです。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、生活支援サービスっていうお答えがありましたけれども。これは、どんなふうな人たち

がやっていて、そして利用者はどのくらいいるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

基本は、社会福祉協議会が、ボランティアを募って行っております。２８年度、少な目です

けれど１０件程度の利用があったようです。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） 

この１０件程度というのですが、これは費用はどのくらいかかるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

１件確か３００円程度の手数料がかかったと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今一緒に伺えばよかったんですけれども。この支援サービスをしている人は何人くらい。登

録制ですか。何人くらいいらっしゃるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

社会福祉協議会の方に登録ということでお願いをしている形になっております。人数につい

てははっきりとは申し上げられませんけど、数名程度ということを伺っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

この利用についての、町民への周知徹底はどのようにしてるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

社会福祉協議会の広報誌等で、周知をしているという形で行っております。 

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） 

     先ほどの質問の中に、買い物難民がどのくらいいるか把握していますかという質問をしたん

ですけれども、その辺の把握状況はどうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

先ほどの、通告の１でですか。通告の１は、 近スーパーがなくなり買い物難民が増えてい

るが、現状の認識とそれに対する町の考えと対策について伺うということで、既に答弁をいた

だいておりますので。質問の中にですね、買い物難民は何人かっていう質問は入っていません

のでご了解ください。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは再質問です。買い物難民についてはですね、以前議会で、他の議員がデマンドバス

と絡めて質問したことがありましたが。この町に買い物難民がどれくらいいるのかを把握して

いるんでしょうか。それとまた調査したことはあるのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     人数については調査はしてございませんが、平成２７年度に山梨県が実施した富士川町の買

い物環境実態調査というのがございまして。これは抽出によるアンケート調査ということにな

りますけども。富士川町において対象人数がですね、抽出ですので２４９人という人数になり

ますけども。買い物に不便を感じている割合が４４．４％、感じていない割合が５２．８％と

いう報告を受けておりまして。また、その買い物不便を感じているという内容でございますけ

ども。お店までの距離が遠い、また歩いて買い物に行けないというような、回答でございまし

た。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     山梨県の調査で 249 人。これは全然参考にならないのではないかと思います。現在７５歳以

上の世帯がですね、人数にして２８００人。世帯数にして１４７０世帯ある訳なんですね。で

すから、そういうことを調査をするんであれば、買い物難民というのは、大体高齢者の多い訳

ですから、７５歳以上世帯全部へ調査するとかっていうですね、そういうことをしていただけ

なければ。山梨県の抽出したそれでは全然意味がないんじゃないかと思いますがいかがでしょ

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） 

買い物難民の方々につきましては、やはり高齢者が対象と考えられますので、福祉サービス

と連携しながら、これから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） 

ぜひ進めていただきたいと思います。これからですね、これから先高齢化は年々確実に、し

かも速く進みましてですね。こういうことを考慮して、例えば商工会とタイアップして、中間

地域に、小さくてもいいので日用品を扱うような小売店を出すとかですね。あるいは、車での

移動スーパーを出すとかですね。現在町の小売店で移動スーパーを出しているところが２軒あ

りますが、１週間に１度くらいなものですから、非常に不便だということですので。これをで

すね、何回か出してもらうように、町の方で補助を出すとかですね。そういうふうなことも考

えていかなければならない時代に入っていくんではないかと思います。ちなみにですね。南部

町では、スーパーが撤退しないないように、スーパーに補助金を出しております。そういう町

もある訳なんですね。ですから、この町もそういうことをだんだん考えていかなければならな

いじゃないかと思うんですが、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） 

今後ですね、商工会にも働きかけをしていきたいと考えておりますが。助成とか対象、支援

の内容につきましては、やはり福祉サービスと連携しなきゃならないということでございます

ので、今後取り組みの検討をさせていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

是非ですね、あの縦割りなくて、横の連絡をしっかりととっていただきましてですね、進め

ていただきたいと思います。田舎だとですね、高齢者でも運転ができることが不可欠でありま

して、しかもですね、 近高齢者の運転も非常に危惧をされている現在ですので、そういった

福祉の面からですね、ぜひ考えていただいて、高齢者が住みやすい町、そして住んで良かった

町にしていくっていうことが、我々のしなければならないことだと考えておりますので、ぜひ

対策を早急に行っていただきたいと思います。 

続いて買い物難民と関連しまして、２の質問に入らせていただきます。 

     今町が運行を行っている定時定路線バス、デマンドバス、コミュニティバス、ホリデーバス

の４つの交通システムが、町民から使いにくいとの意見が非常にあります。集約して定時定路

線巡回バスに変更できないものでしょうか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ただ今の堀内議員の、町内の交通バスを巡回バスに変更できないかという質問にお答えした

いと思います。現在運行している交通システムは、住民の幅広いニーズに対応できるように、

これまで利用者アンケートを実施したり、地域公共交通会議等で検討を重ねて構築して参りま

した。定時定路線バスとデマンドバスは、高齢者等の生活支援を目的に、コミュニティバスは、

通勤通学者を対象に、ホリデーバスは、観光振興を目的に、それぞれ運行しているものであり

ます。 

このようなことから、町内の交通システムにつきましては、きめ細やかな運行をしているも
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のと考えており、定路線型の巡回バスへの変更は考えておりませんが、今後におきましても、

さらに、利用者のニーズを把握しながら、これらのバス運行事業に取り組んでいきたいと考え

ております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     町民からは、電話をしなければ、例え目の前にバスが来ても、空席であっても乗れない。電

話するのが高齢なため非常に面倒であるという意見が、すごく寄せられるわけなんです。です

から、毎日決まった時間に決まった場所で乗れるように、巡回を徹底すれば、この時間にこの

場所に行けばバスに乗れると。こういうふうにすれば何本ものバスを出さなくてもよいし、そ

れにかかわる費用も削減できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     デマンドバスの導入はですね、その前は旧増穂町も路線バスで運行していました。穂積線、

平林線。こうした中、この町内にもですね、長澤新町の人、竹重の人、大久保の人、大久保も

ですね寺尾の人、全然そのバス停まで行けないんですね。そんなことからデマンドバスを導入

したところであります。そしてまた、鰍沢町と合併して富士川町になりましても、地域の方々

からやはり増穂と同じようなデマンドバスを出して欲しいと。というのは柳川の人、雨戸の人、

あの坂を下りてこなきゃならない、また帰りは上っていかなきゃならない。今はバスが回転で

きる場所までは行ってくれますんで。そういった、これからもっと高齢化が進めばですね、さ

らに、その利用価値が上がってくるんじゃないかな。まあ電話をかけるのが面倒ということも

あります。本当のお年寄りは携帯電話も持っていないかもしれませんけども、ただ、家から電

話をすれば何分後ぐらいにはそこに行きますよという連絡はできますんで。それでまた用事が

終われば、そこのお店から電話をかけてもらえれば、また家まで行けるということであります

んで。このデマンドバス、富士川町のデマンドバスを参考にですね、全国からも視察もきてお

ります。そして、この県内でもデマンドバスを導入しているところがあります。決して悪い路

線ではないと思います。 

また、コミュニティバスは、コミュニティバスでですね。高校生もまだまだ通っております。

ＪＲの駅がない町でありますから、駅と学校とまた駅を結ぶようなこの路線も必要ではないか

なと思ってます。路線バスですべて行くということであれば、本数も見直しをしなければなり

ませんし、本当にそれを住民の皆さんが望んでるなのか。バス利用者とバス利用者以外からも

アンケートをとらせていただいてます。そしてこの地域公共交通会議は学校の方、区長さん、

いろんな方に入っていただいて、路線の形態等々を決めておりますんで。今後もですね、この

地域公共交通会議を中心に、この町の公共交通を考えていきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

町民にですね、全部が良いということはなかなか難しいと思いますが、議会の度にこのバス

の質問は出ているんですね。ですから非常に町民もこれで困っているという意見が多いのだと
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思います。ですからこういう町民の声を反映できるように、もうちょっと何か工夫して考えら

れるのであれば考えていただきたいというふうに思いますが。それからじゃ、再質問させてい

ただきます。デマンドバスとかこういうのは買い物に行くために必要、まあ病院にいくってい

うふうなこともありますけれども、ほとんどは買い物なんかに利用しているんじゃないかと思

いますが。参考までにお見せしますけれども、南アルプス市ではですね、７５歳以上の高齢者

にですね、高齢者タクシー利用助成回数券というのを１カ月７３０円掛ける２枚。ですから

１４６０円ですね、出しております。これがそうですけれどもね、こういうものを出しており

ます。そして、７５歳以上のアルプス市の人口は９０００人いるそうです。ですが、これは個

人の申請で欲しい人は市役所に行ってですね、申請してもらっているということですから、

９０００人が全部利用しているわけではありませんけれども。利用状況を聞きましたらば、年

間利用する人数は２３００人くらいだそうです。ですから、年間の費用が２４５２万円という

ことだそうです。 

富士川町でもですね、これにならって取り入れるということになりますと、７５歳以上の人

口にすると２８００人、世帯ですると１４７０件ですのでね。まあ世帯だと年間ですね

２５００万円かかります。、７５歳以上が無理であれば８０歳以上ということになりますと、世

帯にしますと９９０件ですので、年間１７３４万円かかりますね。それから富士川町では、も

う一点ですね、１回５００円で買い物をするサービスをしている買い物券というのですね、出

しているＮＰＯ法人もあります。こういうところを利用してですね。月二回お買い物依頼券を

出すということになりますと、７５歳以上の世帯で、何人ではなくてですね。世帯でだせば年

間で１７６４万円。８０歳以上で１１８８万円。これは全部出すとですよ。ただ本人の申請と

いうことになりますともっと少しになると思いますね。こういうこともこれからは、検討して

いかなければならない時代になっていくんではないかと思いますが。その辺どうでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

南アルプスでは、、７３０円の券を月２回出しているというのは承知をしております。これ以

外に東京から南アルプスに来る人には、１０００円の補助を出しているというのもあります。

ただ、南アルプスみたいに、本当にこう平らなところにですね人が住んでいて、旧町単位がしっ

かりしているんですね。甲西の人が八田に行くことはないし、一番遠いところは平岡の人たち

が、小笠原まで出てくるのが遠いかもしれません。うちの場合は平林にありますし、穂積があ

ります。穂積も髙下地区もあります。そして五開地区の中には十谷も控えています。そういう

人たちに 730 円の１(ワン)区間のやつをやっても、もしタクシーを使えば２５００円、

３０００円かかるんですよね。そこに７３０円をやっても、今のデマンドバスで６５歳以上

１００円で動いた方が、ずっと使い勝手がいいと思います。経済的にも負担にならないと思い

ますんで。町の方ではこれからデマンドバスを、しっかりもっと皆さんに利用していただくよ

うなことを考えていきたいと思っています。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） 

先ほども言いましたように、議会の度にデマンドバスの質問が出るということは、それだけ
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町民たちがまたそれに納得していないということがあるわけですから、その辺のことをもう

ちょっと考慮していただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

路線バスを通して、バス停に近い人は便利だと思います。何もしなくてそこに立ってればお

おむねの時間に行けば乗れるわけですが。路線バスは道路際の人だけでなくて、先ほどもいい

ましたように、ここは、小林地区でも旧甲西に近い地域もありますし、 勝寺も小室地区もあ

りますし、そういった所の人たちがそのバス停まで行くのにものすごく労力が要るんですね。

それを家にいて、まあ電話も労力になるかもしれませんけども、電話をすることによって、バ

スが回転できる場所まで迎えに来てくれる。また送ってくれる。このほうがずっと便利ではな

いかなと思っております。また、先ほども言いましたけども、こうした議会でのバスの質問も

ありますから、地域公共交通会議で各区長さんにもですね、そんな話もしながらいい方策を皆

で検討していきたいと思っています。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） 

     ぜひですね、検討の方をよろしくお願いいたします。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４番 ５番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２２分 

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

再開 午前１１時３０分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて、一般質問を再開します。 

続いて通告５番、１０番 齊藤欽也君の一般質問を行います。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、通告に従って順次行っていきます。一つ目はリニア側道計画について。現在町の

状況をみた時ですね、リニア建設工事終了後に整備されている側道用地の先行取得は、すべき

ではないと考えております。側道建設は県が主体となって行うべきであり、リニア新駅につな

がってこそ意味があるものと思います。この問題は２６年１２月にはじめて議会に測量費とし

て６００万円が計上され、そこから議論の的となっております。そこで、以下質問して参りた

いと思います。まず、この問題を整理していくために、一つ目として。側道を計画するに至っ

た経緯についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     齊藤議員の、リニア中央新幹線建設計画に伴う、側道の計画に至った経緯であります。 
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平成２３年６月にＪＲ東海からリニア中央新幹線の概略ルートと中間駅の候補地が示され、

中央市、南アルプス市、富士川町を高架により通過することを発表しました。 

こうしたことから、平成２４年２月に、この２市１町により「リニア中央新幹線 甲府駅西

部沿線地域活性化対策協議会」を設立し、工事用道路として整備される側道を、生活用道路と

して利用することの協議に入りました。これは、中間駅への交通アクセス網の充実、及び沿線

地域の環境整備の促進が図られることや、将来にわって広域的な地域間を結ぶ生活用幹線道路

としても利用でき、地域の活性化につながることを目的としたところであります。 

     また、リニアの説明会の折りにも、残地がどうなるかとか緩衝帯をもう少し大きくとれとい

う話もありました。そうしたことから町としましては、リニア中央新幹線建設によりまして、

家の直近を高架橋が通過することを少しでも緩和させるために、緩衝帯を広く設けることが第

一の目的であります。 

     また、側道を整備しない場合には、ＪＲ東海の管理地は、フェンスが建てられ、地域が分断

されることになり、円滑に往来ができなくなり、宅地や農地の土地利用においても支障をきた

すところであります。 

     このようなことから、ＪＲ東海と協議をいたしまして、ＪＲ東海の敷地を無償で利用しなが

ら、さらに左右に町が２．５ｍずつを買収させていただき、車道の外側に歩道をつけた側道を

一体的に整備することとしたものであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     まず、再質問ですけれども。その前にですね、現在計画されている側道の幅っていうのは、

リニア幹線も含めて何メートルなのか。ちょっとお答え願いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただいまのリニア側道の幅員はどれだけかということですけども、側道を含めた中で６．

５メートルということになります。歩道が２メートル、車道全体は４メートルの中に作ります

けども。歩道が２メートル、歩道側の路肩が７５センチメートル、それから車道の幅員を２．

７５メートル、それからリニア側に余裕幅としまして５０センチメートル、その他に防護柵の

ところを５０センチメートルということで、あわせて全体で６．５メートルということになり

ます。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

すいません。聞いている方にもイメージがわくようにしたいので、再度ちょっとお聞きした

いんですけれども、リニアの本線と側道、両方含めたときどれだけの幅になるのかちょっとお

願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 
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リニアの全体幅が２１．６メーターなります。それに、左右２．５メートルづつになります

から、５メーター足しますので、２５．６メーターということになります。・・・２６．５メー

ターになります。申し訳ございません。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

当初、側道計画の当局の説明では、リニア新駅までつなげていくと、そのために必要だとい

う説明がなされ。その後、途中からいわゆる緩衝帯、広い緩衝帯という話が出てきたように私

はお伺いしているんですけども、その点について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） 

先ほども言いましたが、２４年の２月に、中央市、南アルプス市、富士川町でリニア中央新

幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会というのを立ち上げました。この立ち上げた時には

リニアの側道を活用して新駅まで入るようにということで、それを３自治体にまたがるもんで

すか、ら県道として整備して欲しいという要望を１回出しました。県の方では、借地を県道に

したことはないという事から、そしてまた、釜無川には架けられないというふうな話から。ま

た中央市さんも、今、南部環状道路がありますから、その側道が十分ある。並行して走ってい

るもんですから、中央市さんは工事用道路はそのまま置きますけど、それを生活用道路として

新たに整備して使う予定はないという事でありました。南アルプス市さんはうちと同じように

やって行こうという事でありましたが、前市長の時代にそれはやらないというふうな状況であ

りましたが、今、若干様子が変わってきております。町としてはそういう事を受けながら、南

アルプスも当分考えないのであれば、ニスカさんの南の道路から戸川の左岸までを側道として、

そこまで生活用道路が出来れば、あと甲西バイパスの方にも入って行けますんで、そして南ア

ルプス I.C.も使える。こういう事からうちの町としては、約２キロメートルの側道計画をこれ

までも発表してきたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今生活道路という表現がなされておりますけれども。聞くところでは、この側道というのは、

いわゆる利根川、体育館の南側の信号は、ま、川なんですけども、あそこは橋を架けるのは大

変だろうということで、迂回するような話も伺っているんですけども。まずですね、先程フェ

ンスが作られると、地域、近隣への行き来が不便だという話が、これは前から度々町長はおっ

しゃっているんですけども。例えば、私たちもあのリニアの実験線地域を見に行って参りまし

た。であそこは周辺が畑、民家はちょっとありますけども。畑なんで自由に行き来できるよう

な形になっていて、そしてなおかつ境川の部分ですね、それなりに行き来できるようなフェン

スの張り方をされている訳で、分断されるからというのは理由にならないのかなと思っており

ます。その点についてはどうでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

JR 東海は２１．６メートル用地買収をする訳でありますけども、その外側にフェンスを立

てたいと。自分の管理地は人が入らないようにして行きたいと。そう致しますと残った畑もも

う活用方法がない、都留のオガタ山の所は周りに畑がありますから、その工事用道路を今普通

の道路として使っておりますけども、うちの方も西の入地区はそのようにして行かなければな

らないと思っています。ただ小林、天神中條、 勝寺地区は民家が非常に多い訳であります。 

戸川左岸から以北はですね、そこは連続して道路として使って行かなければ、道路が寸断さ

れたのでは意味がありませんから、そこは繋げていこうという事で、約２キロの側道計画を出

したところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

側道計画については、 近とりわけ必要なのかという思いが強くなっています。それは昨年

町長が発表された７つの事業、大事業を受けて、非常に、より一層危機感をもっています。先

日、実は太鼓堂の一番上に登る機会がありまして、あそこから眺めました。お天神さん、体育

館、あの高さから見た時に、ここをリニアが通る。リニアが通るのはある意味国策の話ですか

らやむを得ないとしても、そこになおかつ側道を作るんだと。本当に小林から 勝寺に至る、

この挟んだ地域というのは、より一層地域の分断になるのではないかという事を思いながら眺

めてきました。そういう意味では、例えば管理道路がそっくりフェンス張られちゃうというよ

うなお話がありますけども、その辺も含めてもっとリニアと協議すべきではないか。そして住

民の身近な生活が、出来るだけ壊されない方法で、例えば生活道路が必要であれば、それは JR

にお願いしながらやっていく事だろうし。また全体で、県全体を考えるんであればまたそれは

それなりの対策があるんだろうと思いますけども。その点についていかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

既存の道路は付け替え等々もしながらですね、しっかり確保していただきます。ただ街中で

ある小林、天神中条、 勝寺の戸川以北につきましては、都留の小形オガタ山のところは山か

ら山の間のところが、トンネルからトンネルまでの間ですね。境川の前間田地区にしても、果

樹園の中を通っているんですね。うちのところは人家があるんです、非常に。ですから、南ア

ルプスさんもこれから考えていくと思いますけども。中央市さんは南部環状道路の側道がある

から、同じような道路は二つ要らないという事でありました。また私も先ほど言ったようにい

ろんな説明会へ行って、地域の皆さんから残された土地が困るとか、隣近所の分断されちゃ困

るというふうなことから、側道をということで、地域の皆さんにもお話をしながら。イメージ

とすれば、中部横断道路の下を甲西道路が通っておりますけども、ああいう形になります。あ

れがただ単に建設用道路の幅だけで、歩道もなく、ただ単に舗装もされない道路であればそこ

の地域の後の利用がほとんどないと思う。今はああやって甲西バイパスになっていますからコ

ンビニエンスストアも出たりとか、いろいろと活用策が出ておりますが。今回の小林、中条、

勝寺の中にコンビニエンスストアが出るかどうかは分かりませんが、地域のみなさんが今後

も、そこで行き来が出来、自分の残った土地が利活用出来るような方策として、側道は、私は
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必要だと思っています。そういったことで、今側道の整備計画の説明会を先般させていただい

たところです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは二つ目の質問に移りたいと思います。先程、少し町長の方からも発言が出ているん

で重なるかもしれませんけども。これについて県や関係市町村との協議内容はどのようになっ

ているのか。改めてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

齊藤議員のリニア側道計画に関する県や関係市町村との協議内容についてのご質問にお答え

します。 

リニア側道計画につきましては、中央市、南アルプス市、富士川町で構成する「リニア中央

新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会」では、設立時から、山梨県に県道での整備を要

望して参りましたが、平成２６年５月に県より、県道としては、道路整備の要件が合わず、県

道では実施できないとの回答がありました。これを受け、それぞれの市町で側道に関する考え

方を検討し、平成２６年７月に本協議会において、それぞれの市町の考え方が示され、中央市

では、環状道路の側道を活用することとし。南アルプス市については、市単独費用で市道とし

て整備は考えていないとの回答がありましたが、平成２８年８月に市民団体から、富士川町と

同様の側道が必要との要望書が出され。市では、軌道の両脇にＪＲが設ける緩衝帯に、市民の

要望に応じて一般車両の通行できる道路を整備すると、本日、新聞報道があったところであり

ます。今後、甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会におきまして、さらに連携をしながら、市、

町間に架かる橋梁の整備をＪＲ東海へ要望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） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

西部沿線協議会で、県にも強く要望したけど県は駄目だよという話。確か昨年でしたか。そ

れに代わって県は側道を整備するんであれば、いくらか県としても補助金を出すような、対案

というか、ちょっと頭をなでるような話できている訳ですけども、私はやはりこれは県が主導

すべきであるという事を、もっと強く打ち出していく必要があるんじゃないかと思うんですけ

ど、それについてはいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

側道につきましては、 初、県道として整備して欲しいという要望もしました。駄目になっ

た結果は先程言った通り借地を県道とする訳にはいかないという事でありましたんで、道路整

備は出来なくても技術指導はやって下さいという事で、これは協力をいただいていると思いま

す。これからもまだまだ出てくると思います。それと、今度県が市町村振興資金の貸付をしま

す。これは元利償還の２分の１を県がみましょうということであります。 
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これは側道に限ったことではなくて、リニアに関わる費用負担についてですね。まず交付金

あるいは補助金を充当し、その後に地方債を充当し、残った部分に対して、県が振興資金を使っ

ていいよと。その２分の１、元利償還の２分の１は県がみますよという。実験線の時にもあっ

た制度でありますから、今回のこれに限って県がやったわけではないと思っています。ただ、

私とすれば、今言ったような交付金、補助金を入れ、そして地方債を入れ、残った部分に振興

資金であれば、そんなに無いんですね幅が、２月の広報に掲げたやつもリニアにかかわるもの

は一般財源０(ゼロ)と書かしていただきましたが、これは、当面要らないわけです。振興資金

を充当すればいい訳ですから、それが地方債の部分に入っていますが。リニアの中でも、建物

とすれば合併推進債を使ったり、そして振興資金が充当されていたりという事で、１１８億の

内、９４億余の借金が必要。そしてその内の後年度負担とすれば、今現在では２８億円と見込

んでますけども。今言いましたように残りの部分に入れたんではあまりメリットがないから、

もう少し、元利償還の部分にも県が考えたらどうだろうという話は今進めております。今回の

市町村振興資金はですね、側道に限ったものではなくて、リニアに伴う地方自治体の必要経費、

当面の経費に振興資金を充当し、元利償還の半分を県が負担するという制度であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

    先ほどですね、県が駄目だと言った段階で、中央市では環状道路が近くにあるんで、リニア

へつなぐ側道という考え方それは利用したいと。一方（南）アルプス市では、今日、ちょっと

新聞に一部載っているんですけど。さしあたって、私が質問を出した段階ではですね、お金も

ないという事で、多分作らないというような判断をされているのかなと私は感じるですけども。

町長その辺はどのように。両市はどのような立場でそういった対応をとられているのか、お考

えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

南アルプス市も側道の事は、一旦考えながら一緒に協議会を作りながら、駅からこちらの方

に人の誘導を考えたところでありますが。南アルプスさんは、リニアが民地というか、平坦地

を通過するのが約５キロあります。そういう中、５キロを市独自で整備するのはエライかなと

いう事で一旦は断念をしましたが。今回県のそういった制度も出まして、それであればという

事。また地域か、ら富士川町と同じように側道整備をして欲しいと言う地域が、何か所か挙がっ

てきておりますんで。そういったところを、今のところは整備をしたいというのが今日の新聞

の内容のようであります。そこが一般道であれ農道であれ、整備をして行きたいという事のよ

うであります。南アルプスさんも側道整備の方に考えが移ってきているのかなと感じておりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要はですね、うちの町より非常に財政規模も大きく、人口も多いという町ですら、予算とい

う事がネックになっているという事だと思うんですよね。ましてうちの町はですね、今後数年
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間５，６年ですか、大きな事業を１２０億円規模で実施しようと考えているわけであって。私

はそういったことを考えた時に、この側道計画そのものを中止すべきではないかなと思ってい

るんですけど、町長の考えを簡潔に時間も少ないんでお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

    これから側道について詳細な設計に入っていく訳なんですけども。今のところは２．５メー

トルという事で地域の皆さんにもお話をしております。実際にリニアに用地をとられ、あるい

はまたかすめられ、残った土地の皆さんがですね、側道が要らないということであれば、緩衝

地帯も４メートルでいいという事であれば、これは変更することもあり得ることだと思ってま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先程、アルプス市の新しい動きが今朝の新聞に載った訳ですけども、私も実は驚いたもんで、

すぐ議員や関係者にお伺いしました。要は今すぐ予算をもってどうこうするという事ではなく

て、一部地域から強力な声があがっていて。地域によっては、もったいないから要らないよと

いう所もあれば、今までの農道程度のもので十分だよというところもあるし、もっとしっかり

した歩道をつけたものが欲しいというところもあって。そこが協議が終わらない事にはある程

度まとまらない事には市としても対応しないし、議会も対応しないといったようなお話のよう

です。 

三つ目に移ります。側道用地、今この段階で、今日のアルプスの新聞もそうなんですけども、

進捗状況において順次考えて行こうという事は、ちょっと記事になってましたけども。今この

段階で、今年の予算にも載ってますけども、先行取得を考えながら計画を順次やっていくとの

理由についてお伺いしたいと思います。そんなに急ぐ理由ですね、よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の側道用地の先行取得を行う理由というご質問にお答えします。 

地権者に対しまして、ＪＲ東海でリニア本線の用地を取得をしたのちに、再度、町がリニア

側道分の用地提供をお願いすることは、地権者に二度のご負担をかけることになります。 

また、補償物件がある場合には尚更であります。 

このようなことから、リニア側道用地の取得につきましては、基本的に、ＪＲ東海と並行し

て行いたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     ちょっとあきれたんですけども。地権者に２度手間になるから、今ここで協議をして土地の

先行取得を進めていくという。いったいそのお金はどこから出すんですか。今町に有るのかと

いう事を私は言いたい。それと、町長にもこれから頑張っていただきたい。県が、やるんであ
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ればもっと主体的にやっていくと、もっと主導的な力を発揮するという事も、まだまだやって

いく余地があるんだろうと思っています。今言われた先行取得をここでやって行くんだという

理由がですね、なんで今やらなくてはいけないか。もっといろんな事業が終わったあとに、リ

ニアの工事はまだまだ先の話ですし、完成はもっと先の話。それかでもいいんじゃないかと思

いますけど、それはできないんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     これはリニアの用地の延長上の２．５メートルであります。リニアの用地のところに、例え

ば、用地だけですときれいに土地で分けることが出来ますが、そこに家屋がある場合、例えば

リニアで２メートルかかると、うちが底地を買うのに今度は建物が２．５メートルかかるとい

う家も出てきます。この家の補償は JR 東海がしなけりゃならない。それを送って後でまた町

が買う２．５メートル分の建物補償を町に背負わされても困りますんで、リニアと一緒に進め

るのが一番合理的ではないかと、考えているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今のお話というのは、今やって行こうと、そしてそれだけの財源も確保出来てるよと。それ

が必要だという事が前提でなければ成り立たない話だと思うんですよね。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     財源はですね。社会資本等整備交付金を確保してありますし、あと道路事業債が入る事になっ

ています。そして先程言ったように、一般財源を出すところは、本当は５パーセントある訳で

ありますけども、これは市町村振興資金を充当するという事で、財源は確保してあります。そ

ういう中で進めていくという事でありますんで、先程言った JR 東海さんと一緒にしていかな

いければ、二度手間になるというのは、JR 東海は JR 東海で、JR 東海の２１．６メートルだ

けの用地取得と補償をすれば終わってしまうんですね。これを一緒にする事によって、まだ２．

５メートルの家屋にかかる部分の補償を JR 東海に一緒にさせる事が出来る。これを別個にや

るとうちがその補償を全部みなきゃならんという事であります。そして、なおそれよりもその

一軒の家は、二回交渉をして行くよりも、町も当然入りますけども一緒に交渉をして全体の補

償額、そして自分の後をどうするかという事が出来るんじゃないかなと思ってますんで、町と

すれば JR 東海と並行しながら行っていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     ちょっと、ちなみにお伺いしたいんですが、JR の工事日程というのはどういうふうになっ

ていますか。現段階で。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 
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〇財務課長（齊藤靖君） 

     ただ今、JR 東海と協議をしている 中でございますが、今知り得る情報ですと、町の施設

に関しましては、３１年度の上半期までに取り壊していただきたいというような情報を得てい

るところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     お伺いしたいのは、町の施設ではなくて、JR が実際に用地交渉を終わって建設に入る、工

事に入る日程はどうなっているのかという事です。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ３１年度の上半期までに、町の施設を取り壊していただきたいという情報でございますので、

判断するに、３１年度の後半から工事に入りたいというふうにふんでおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     今の３１年度に工事に入るというのは、多分、現状ではなかなか難しいんだろうなと、感覚

的には思います。 

     ４番目。ちょっと財源の話も出たんで、側道用地取得の財源について、どのように考えてい

るのか、改めてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

側道用地の財源取得という事で、先程町長の方からもお答えがありましたけども、リニア側

道用地取得につきましては、社会資本整備交付金事業等を取り入れて、実施する予定でござい

ます。この交付金事業は、事業費の５０％が国から交付され、残りの４５％を道路整備事業債、

残りの５％を、山梨県市町村振興資金を充てることとしております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

側道用地の予算については概ね１３億という話がちょっとあった訳ですけども。用地取得に

ついてどのくらい見込んでいるのか、ちょっとお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     土木整備課長 細野幸男君。 

〇土木整備課長（細野幸男君） 

用地取得につきましては、２９年度の予算の中で詳細設計を見込んでいます。その後、用地

測量をしてからになりますんで、用地測量、それから補償費用を算定しなければ、詳細な事は

出てきませんけども。２キロ×(かける)２．５メートルの用地という事と、補償物件が概ね８件

ほどあるという事でございます。以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先程社会整備の資金を使うという事なんですけども。当然これは起債もかなりあるんだろう

と。それらの償還等々については、例えば何年据え置きで何年後から何年かけて返済していく

のか、この点についての考えについて、ちょっとお伺いしたいと思うんですけども。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

現在想定している道路事業債は、交付税の負担が５０パーセントみていただけるというよう

な、非常に有利な起債でございます。据え置き等はございませんけども、概ね通常の道路債で

すと、２０年の償還になるものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

一旦ですね、この予算のところは次の庁舎の方の 後のところで、一括してちょっと意見を

述べさせていただきますんで。側道用地については、ここで質問を終了していと思います。 

 

〇議長（秋山貢君） 

     それでは途中ですけども、ここで暫時休憩します。 

再開は午後１時といたします。 

休憩 午後１２時０３分 

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

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは、午前中に続きまして２つ目の、大きな２つ目、新庁舎の整備計画について、とい

うことで質問して参りたいと思います。昨年９月議会において、大規模事業の事業費の概要が

明らかとなり、その規模の大きさに大変驚きました。２８年８月に役場庁舎整備についての検

討委員会の報告が出され、その後、町の基本構想が示されていますが。現在の構想のまま実施

することを大変危惧しております。そこで以下質問したいと思います。一つ目としまして、検

討委員会の報告では、実施に当たって幾つかの検討課題が指摘されていますが、その内容の検

討をされたのか。また、その内容と実施段階で策定するとなっている基本計画の内容について

お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 



 ７４

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今の斉藤議員のご質問にお答えします。 

新庁舎整備基本構想の策定にあたっては、庁舎整備検討委員会から、基本構想の内容とは別

に、耐震・防災や財源・コスト、施設・機能などの7 項目に関する、ご要望とご意見をいただ

き、その内容の一部について、基本計画、基本・実施設計の各段階で検討する必要があると考

えているところであります。 

こうしたことから、明年度、基本計画を策定するにあたり、新たに富士川町新庁舎整備基本

計画検討委員会を設置し、その中で、検討すべき項目について、検討することとしております。 

策定する基本計画につきましては、新庁舎の設計及び工事を進める上での根幹となる計画で

あり、基本構想をより具体化した整備方針、施設計画、事業計画等を定めることとして、今定

例会に、現役場の敷地測量調査などに必要な経費を計上しているところでございます。以上で

ございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     検討委員会の指摘事項の中にはですね、やはり予算についていくつか指摘がされております。

それと、一応３０億というおおよその概算の町長の発言がある訳ですけども。３０億では済ま

ないんじゃないかという意見や、分棟を立てればもっと経費が安く、しっかりしたものができ

るんではないかといった意見がある訳なんですけども。この点について、現段階どのようにお

考えなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     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。先程の議員のご質問の中に、新庁舎の建設の規模とし

まして２６億円程度という事で、構想の中ではじいてある訳なんですが。この構想段階では㎡

当たりを４０万円と想定しておりますんで。検討委員会の委員の中ではその耐震係数をさらに

上げるとその㎡単価が上がるんではないかという、ご指摘というかそういったものもあるん

じゃないかという事で、基本計画の策定の段階で耐震重要度性を考慮してほしいという意見で

ございました。 

     もう一つにつきましては、分散化、分棟方式についてなんですが。このことにつきましては、

今現役場から東別館、旧町民会館までが道路等で分断されておりますんで。そのことを含めま

して敷地調査をした中で、配置計画等の土地利用計画を今後策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） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

これは 近のニュースで流れている訳なんですけど。南アルプス市や中央市の場合だと現庁

舎の近辺に新たに分棟を立ててやっていこうと。おそらくこれは財源の問題もあるんでしょう。

うちのこれまでの考え方はですね、建物が老朽化していると、経年劣化も激しいからという事

と、もう一つは分散化している施設、課をですね一か所にしたいという事で進めてきている訳
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ですけども。そしてこれまでの町長の発言なんかでも基本的には一つの建物へと、かつては建

設関係の新聞には、４階建てでどうのこうのという記事も載ったりという事で。わたしが承知

している限りでは一つの建物でという事が基本のように思っている訳なんですけど。現段階で、

町長も特にそうなんですけど、その点についてもう一回、今回土地の測量を行うという事のよ

うなんですけども、そういった事も含めて検討する余地があると理解していいのかどうか、お

願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

庁舎整備検討委員会からは４階建てと、４階建てもという報告を受けたところでありますが。

先程課長が答弁させていただきましたように、明年度基本計画を策定して参ります。新たに基

本計画策定検討委員会を設置しながら、いろんな課題について精査をしながら、より具体的な

ものを作っていきたいという訳でありますけども。分棟方式を、どういう形の分棟方式にする

のか、行政機能を分けた分棟方式なのか、それとも ICT みたいなものがこれから進んできます

から、サーバ室、機械室みたいなもの、それはもう一般の行政とか関係ありませんので、そう

いうものを分棟方式にしながらやっていくのか、それらにつきましても、基本計画検討委員会

の中で具体的な検討をやってもらいたいなと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

そうするとですね、今から実際に費用面も考慮しながら、分棟も視野に具体的な基本計画を

ねる段階では、再度検討していくという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

庁舎の総額も３０億とまさにつかみのあれです。検討委員会からは２６億ぐらいというあれ

をしていただいていますけども、周辺整備等々も含めればそのくらいにはなるんじゃないか、

本当につかみのあれです。これからは詳細な設計をして行けば、より近いお金が、額が出てく

るんじゃないかと思ってますけども。町といたしましてもいろんな事業がからんでおりますん

で、全体でどのくらい予算がかかるのか、つかみではありますけどもやった。そして議会へま

ず発表させてもらった後に２月の広報に。議会で言った１１８億の施設ごとの金額、そして財

源内訳を出させていただいたやつであります。金額は今言いましたように㎡４０万円を想定す

ると２６億という事でありますけども。これから耐震度の問題、そして中の設備の問題、それ

等が出てくるとは思いますんで、より現実に近い数字が出てくるんじゃないかなと思ってます。。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは二つ目の質問に移りたいと思います。建設終了の年度はですね、合併推進債の期限、

平成３６年となっています。今からだと要するに７年後の完成ということになろうかと思うん

ですけれども。７年後では町の人口あるいは行政規模というものも、大きく変わるだろうと想
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定されます。であるならば、当然それは計画に反映されなければならないと思うんだけども、

町の考えをお伺いしたいと思います。 

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） 

ただ今の議員のご質問にお答えします。 

想定する新庁舎の規模の算定につきましては、基本構想策定時において、 も一般的な方法

であります総務省起債対象事業費算定基準を採用しており、その算定の基礎要件として、勤務

する職員数が基本条件の一つであります。 

こうしたことから、職員数等につきましては、平成 28 年 3 月に策定いたしました富士川町

定員管理適正化計画に基づき、新庁舎に勤務する特別職を含む職員などを想定した人数、及び

議会の議員の定数を定める条例の定数を用いて算定したものであり、他の自治体でも同様な庁

舎規模の算定基準としており、町の人口、行政規模、事務量の増減を反映させたものではあり

ません。 

なお、基本計画策定にあたっては、将来的な行政需要の変化により、定員管理適正化計画の

見直しや、庁舎における新たな機能を導入することなどが考えられた場合は、あらためて適正

規模を検討して参りたいと考えております。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今おっしゃられた職員の数と、検討委員会ではいろいろな広さの算定において職員数と人口、

人口にい基づいての庁舎の利用率や、それに伴う、例えば駐車場においてはこれくらいの広さ

が必要だとか、庁舎の広さについてもいろんな計算をされたようですけども。であるならば、

当然、私が想定するのに、今この検討委員会の想定時では人口は１５，６００くらいの想定で

いろんな計算を行っている訳なんですけど。７年後の人口というのは、あまり言いたくはない

ですけども１３，０００人規模に、たぶん落ち込むだろうと。そうであるならばその点はしっ

かりと考慮すべきではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。 

庁舎の規模の算定の考え方につきましては、職員数を基本に新たに求められる機能を加え検

討いたしましたが、今後の社会状況の変化や政策などによって、組織や職員数の変動が生じる

ことから、絶対値的な基準年度及び職員数を特定することは難しいものと考えられます。こう

したことから、基本構想では基準年度及び職員数につきまして、庁舎の、今おっしゃるように

３７年度を想定するわけなんですが。策定致しました定員管理適正化計画では、 終年度３２年

となっていることから、それを採用しております。また国立社会保障人口問題研究所の社人研

の推計値では、平成２７年度から３７年度まで、約１，８７０人が減少しますが、２７年１０月

に策定いたしました富士川人口ビジョン総合戦略では、人口は平成２７年度と比較して３２年

度及び３７年度わずかな減少に止める戦略となっておりますので。職員数もわずかな減少にな
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ると考えられますが、新庁舎の規模に、想定規模については影響がないものと考えております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今おっしゃったように、人口ビジョンのことにかかる話なんだろうと思います。別に私は、

庁舎を建てるんなら狭くしろという事を言いたい訳ではなくて。かなりの額を要する、分棟に

しろ一棟にしろ庁舎の整備そのものに相当のお金がかかるという事であって。したがって、例

えば新しく用地を取得するという考えは、もともとないだろうという考えになるんですけれど

も。建物の規模というのは、できる限りコンパクトにする考え方持たなくちゃ駄目でしょうと、

いう事で言っている訳で。人口ビジョンにそって物事を考えるというのは、以前人口ビジョン

についても質問させてもらいましたけども、希望と現実というのは違うんだよと。ここはしっ

かり押さえておいていただきたいなと思いますけど、どうでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

人口予測はですね、減少するという予測は私ども承知をしております。そうはいいましても

町の方もですね、人口ビジョンをつくりながら１万６，０００人を維持していこう。５００人

アップ作戦も含めてですが。ただいくら頑張っても日本全国で減っていく中でありますんで、

多分減少していくとは思っております。ただ人口が減ったからって役場の機能が減るわけじゃ

ありませんので。その辺はですね正規職員が減っても臨時職員、非常勤嘱託職員が増えてきた

り、その人たちも当然、執務の机、いす等を置かなけりゃ業務ができませんので、そんなには

変わってこないんじゃないかな。ただ、今までの役場というよりも、これからは子育て支援の

一つの部分、あるいは子供を連れてきた、キッズコーナーを作ったりとかですね。新たな要望

が、住民ニーズが出てきております。今この役場には、かつてありました住民相談室みたいな

個室もありません。当然、他には聞かれたくないような話が役場へ来ることもありますんで。

そういった、今までになかった住民サービスもできるような機能も、これから基本計画の検討

委員会の中で、より具体的にですね精査をしていただきたい。 

そして我々も華美なものを作る予定も全然ありませんが、これからの町の事務の基幹として、

拠点として、しっかりしたものは 低でも作っていかかくてはいけない。それと同時に、町民

会館が鰍沢の方に移りましたが、あれを移したときに、地域のみなさんが来て出来る会議室も

欲しいという意見もありました。いろんな意見をですね、これから入れながら住民のみなさん

と共に、みなさんの拠点となる施設でありますんで。それの具体化に向けた検討委員会の中で、

議論をしていただければありがたいなと思ってます。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今でも、実は私はですね、ここの現庁舎、これを耐震化してまず利用すべきだと。というの

は、この間ちょっと強く感じたのは、この間の議論で一番強く感じているのは、老朽化してい

るんで、それを今後長年維持管理していくと費用がかかりますよと。だからここで、ちょっと
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大変だけども、新しく建て直せば将来的にはいいんじゃないか、という議論がうちの町の場合

されてきている訳なんですけども。去年、安部さんとプーチンさんがお会いになるというんで、

長門市の市役所がちょっと映像に流れた時に、実は大変驚きました。見られた方もいると思う

んですけども。本当、つぎはぎだらけの壁で、ちょっとおう、もうちょっとこう壁だからきれ

いにしたらと思ったんですけども。あんな状態で、首相の地元でさえ、多分お金が大変だから

何とか維持管理していこうということでやってるんだろうと思いますけども。そういった考え

方を、皆が、町長はじめ皆さんが持っていただきたいと思うんですよね。やっぱり使えるもの

はできるだけ使って。今言った分庁舎なども完全に駄目だったんで、こうやって緊急避難的に

今、旧町民会館等に来ていますけども、当然機能はある程度まとめないと、いろんな不都合が

あるという事は理解しています。そこのところの考え方を、今一度この際持っていただきたい

と思いますけど、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今、老朽化と耐震度が無い庁舎でありますんで。今なぜ平成３６年までをいうかというと、

合併推進債の適用期間も延長されております。それも今のところ平成３６年が期限です。で耐

震化もやっても、執務室として本当に使えるかというところがあります。当然梁を入れたり、

間仕切りを入れたりすると狭くなりますんで、そこに追いやられた人を、またどこか入れる所

を作らなきゃなりません。そしてもう一つが、耐震化工事をしたとき、庁舎自体に補助金が全

然ありませんから。例えば１０億かかる、２０億かかって新設した場合には合併推進債が使え

ますんで、１０億で、同じ額で２０億の建物がでる訳です。そういう事を考えれば、この推進

債のある期間のうちに将来にわたってしっかり使える役場を作っていく方が、より公的な予算

の使い方になるんじゃないかと。そんな事から、庁舎の整備検討委員会を立ち上げ、答申をい

ただき構想を作って、それを今度より具体化する基本計画の検討委員会を設置しながら、いろ

んな人のお考えも伺いながら、そして使いやすい建物にしていきたいと、こんな予定でおりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは三番目に移って参りたいと思います。今町長は庁舎単独の話をされました。三番目

ではこのような質問をしたいと思います。町は現在多くの事業を計画しています。これが

１２０億と一言で概算では言われている訳ですが、他の事業計画との兼ね合いとこの庁舎に関

わる財源確保、この対策についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

庁舎の財源確保という質問にお答えします。今町では７つの大規模な事業を掲げています。

この７つの事業は、現在、直面している喫緊の課題に対応するために、７つの事業が、１０億

円以上の事業ですが、掲げさせていただいております。これをなんとかしていかなければ、近

い将来には、小・中学校や保育所の建て替えというのも視野に入ってきます。これらに着手し
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なければならない状況となり、後年度に先送りすることは、ますます財政を圧迫させるという

事になると考えております。 

このようなことから、７つの大事業に取り組むことにつきましては、中長期の計画として位

置付けております。今後、厳しい財政状況が続くことは明らかでありますが、財源をしっかり

と確保するとともに、毎年度の実質公債費比率や将来負担比率などを見極める中で、実施をし

て参りたいと考えております。庁舎整備における財源の確保につきましては、後年度の財政負

担に支障がないよう、償還時に５０％の交付税措置のある有利な合併推進債を活用して、その

期限である平成３６年度中の完成を目指して、事業化の道筋をつけて参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それではちょっとお伺いしたいんですけども。他の事業の年度、３０億や何１０億といった

事業を計画している訳ですけども。私が一番心配しているのは、何年にどれだけの起債をしな

がらどういう事業をやるのか、例えば２カ年なら２カ年でやっていく、３カ年なら３カ年でやっ

ていくという。こういう事をしっかり組んでおかないと、この計画というのは大変な事になる

んだろうと思いますが。その辺の計画があればお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 斉藤靖君。 

〇財務課長（斉藤靖君） 

現在７つの大規模事業。今想定している事業期間というものでお聞きいただきたいと思いま

すが、児童センターに関しましては平成２８年度から３０年度の間。町民体育館につきまして

は今後用地の検討してきますので、まだ期間には入れてございません。町民交流広場につきま

しては、グラウンドにつきましては平成２８年度から３０年度ということで、残工事は３１年

度以降というような事で想定をしております。リニアの側道に関しましては、用地交渉等も含

めまして２９年度から３０年度、建設工事はリニアの建設以降とこうということになりますか

ら、３７年度以降と想定をしております。町民図書館につきましては国の合同庁舎との兼ね合

いがございますけれども、国の予算化がされたということで、現在２９年度から３４年度を想

定しております。また、給食センターにつきましては今後基本計画の策定やら用地の選定をし

ていくということで、まだ事業年度は明確にしてございません。役場庁舎につきましてはこれ

まで町長が答弁してますとおり、平成３６年度に完成を目指しているというような状況でござ

います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今、ぱっと聞いた限りでは、大体３０年度がいくつかの事業が重なってくると。庁舎につい

おては３６年度ですから、おそらく３年かけるとしても、３３年には当然予算を執行していく

という状況になるだろうし、体育館もおそらくそれに準ずると。そうすると体育館と庁舎とい

う大きな事業が丁度３３年、３４年から。この３０年にかけては児童センターやリニアの側道、

そして町民交流広場は継続事業ですから、金額的にはそうでもないのかなと思いますが。こう
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いった形で進めていくのは大変厳しいのではないかと思いますけど、その点についてのご認識

をお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 斉藤靖君。 

〇財務課長（斉藤靖君） 

ただいまの町長の答弁の中にございますとおり、厳しい財政状況が続くことは明らかであり

ます。そうは言いましても財源を確保しながら、毎年度の実質公債比率それから将来負担比率

などをを見極めながら、それらを注視しながら、財源確保して事業を執行していくというよう

なことで考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

常々町長は、優先するもの、あるいは後に送れるものという考え方は、大事だという事をおっ

しゃっていたんだと思うんです。確かに合併推進債を使える間にという発想がかなり強いんだ

ろうと思いますが。そうは言っても、有利とは言っても借金には変わりない訳で。当然町の財

政運営には非常に大きな、一挙に公債費、あるいは債務の返還がくれば、当然財政も硬直化す

るし、非常に他の事業も縮小していかなくていけない、というような場面にも出くわすのかな

という危機感を持っています。そういう意味で、その点についてのご認識はどうなのか、お聞

かせ願います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先程来言っておりますように、この７大事業をやっていくのは非常に大変だと思っておりま

す。当然、何度も言いますけども実質公債比率も上がるでしょうし、将来負担比率も上がって

参ります。ただ、これにもイエローカードを出すようなラインがありますで、そこを見極めな

がら、それに行かないような形で、今のところ計画をしているということであります。先程来、

先程も言いましたけども、県の市町村振興資金につきましても、今の、事業充当であれば、そ

んなにメリットがない。ということから、さらなる事業の適用範囲の拡大も今お願いをしてい

るとこであります。こういう事をしていかなければ、町の将来負担比率が多分上がっていくん

だろうと。３５０％というのが率でありますんで、これはまあそこまではいかないんじゃない

かなとは思っておりますが。事業費も増減する場合もありますんで、それらも見極めながらで

すね、慎重に事業遂行をやってきたいなと思ってます。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

前回の議会の時ですかね、私は財政シミュレーションのお話をさせていただきました。その

時の私の資料というのは、平成２７年度決算時における資料でして、そこから３７年まででし

たか、のシミュレーション計画でしたんですけども。実はこれを見ていて、今年度予算とのこ

とで、シミュレーションはやはりシミュレーションだなという事を感じております。というの

は、２８年度ですけども、当初予算７４億６千万、約、で実際には８１億、決算ではなく現段
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階で。まだ決算にはなってないんで。今回もらった補正予算の段階で行けば８１億を超えると。

これ実はシミュレーションでは７９億ちょっとというシミュミレーションになっているんです

ね。で今回２９年度はどうかというと、当初、今回もらった資料ではすでに８４億という当初

予算ですね。大体町は５％前後の余裕をみて当初予算を組んでいるという話で、今までの例で

行けば、 終的には９０億近くなる可能性が非常にある。シミュレーションではね、２９年度

のシミュレーションでは、２７年度に作った２９年度のシミュレーションでは８２億、こうい

うシミュレーションが出されている訳ですね。この２年間の流れを見ても２７年度に作った、

２７年度決算に基づくシミュレーションってのは、多く乖離してきている。と私は思います。 

これは非常に大変なことだと。あの私たちは、議員もそうなんですけども、シミュレーショ

ンってのを非常に大切にする。もちろん行政当局も大切にしていると思う。それで予算だてを

していろいろな事業をやると。いうことだろうと私は思いますけれども。また意見があったら

お願いしますが。やはりシミュレーションというのは財政運営にとって非常に大切なものであ

ることは間違いない。したがって、私は合併推進債がある期間に全ての事をやろうという、こ

の発想自体をやめるべきであると。で、午前中に質問したリニアの側道なんかについては、ま

だまだリニアの側道については、ＪＲの工事もいつ始まるのかまだまだはっきりしない部分が

たくさんあると。先送りできるものやっぱりちょっとしたほうがいいんじゃないか。先ほど町

長は、小中学校の新築も今後控えているということもあるから、やれるうちに無理してもやっ

ておかなくちゃという発言ですけども、その点については、考え直すべきじゃないかと思うん

ですけれどもいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

７つの事業につきまして、議会の質問にお答えする形で発表させていただきました。当然、

町では、そういった事をいろいろ考えながらやってるわけでありますけども。議会で発表した

以上は、住民の皆さんにもこれはちゃんと説明をしておかなきゃいけないということで、２月

の広報に、７つの事業を数字をいれながら、１１８億の事業を出させていただきました。 

当然、この７つの事業は目標事業であります。中長期事業でありますから、その中ですべて

が計画どおり行くかどうかわかりません。先程言ったように、将来負担比率、そして公債費比

率等も見極めながら、やっていかなきゃならんと思いますが。それが上がらないような財源確

保をしていきたいということであります。当然、先程言ったように全額を町費で物事をするの

にも、有利な財源があるときにそれを活用しながらやるのが一番の、やはりこう知恵を絞った

ところではないかなと思いますんで。今現在想定できるのは、合併推進債３６年まで。これも

また、その時点になってですね５年先送りというか、延期がされるかもしれません。先のこと

はよくわかりません。先ほど財政シミュレーションの話も出ましたが、財政シミュレーション

ありきで町が予算を組んでることはありません。あれはあくまでも将来の財政予測であります

んで、決算をしてみて初めて。それと、今度、翌年の財源が確保できて初めて歳出予算が組め

るもんでありますから、財源確保を何しろ一番に考えながら物事を進めている。役場の予算も

そういう事であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 
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〇１０番議員（齊藤欽也君） 

町長もご存じかもしれませんけれども。 近ですね、町民の間ではやはり１２０億って数字 

が非常に衝撃な数字だったようで、多く町を心配するという声が聞かれております。この間、

国民健康保険の審議会があって、私委員ですので行ったところですね。うちの町は国保税が、

平均ですけども、平均っていうか、４０歳家族の平均ということなんですけども、約４６万円

なんですね、国保税が。これは他町に比べると圧倒的に突出している金額です。市川なんかだ

と３０万と。これはまだ改正を近々するのかわかりませんが、３０万円と。いうようなことで、

そのときも議論が出ましたけれども。国では横だしをですね、当面は認めていると。いうこと

で、多分、低いところは一般会計から出してるんだろうなと。そうしないとそれだけこの医療

費が上がってるときに、押さえるなんてことは難しいことであると思いますけれども。町民は

ですね、富士川町の町民は特にこういう国保税なんかの話をすると、非常にやっぱり辛いと。

大変だと町民は今思ってるんだと思います。だから、町がまあ建物を建てるのはいいよ、庁舎

の、あるいは何を建てるもいいけども、やはり、予算を考えてくれないと困るよという声が圧

倒的に多いんだろうと思っています。そういう意味で、私は改めて、今の事業計画そのものに

ついて、町民の声を聞くための場を設けるべきではないかと思いますけども。町長その点につ

いてお考えをお聞かせください。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

７つの事業、４つの喫緊の課題に対する７つの事業につきましては、議会にまず 初にご 

説明をいたしました。そして町民の皆さんにも、決して新しい事業が飛び出していたわけじゃ

ない。これまでもずっと議論はしてきた部分だと思います。そして、町民の意見は個々の建物

中で、建設検討委員会を作りながら、住民の皆さんにも入っていただきながら、その事業を進

めているところでありますけども。全体の事業をいいか悪いかというのを町民の皆さんでなく

てそれは議会の皆さんにご審議をいただければと思います。 

そういう中で、どれをとりましても、例えばもう体育館は要らないよという住民の意見であ

れば、これはもう造る必要もないと思います。庁舎も、今のままでいいよということであれば、

これ建てなくてもいいと思います。ただ、ここの庁舎もいざ災害のときに拠点になる施設であ

ります。そういったところがなくなっちゃっていいのか。後は警察のなんかも、もし警察署が

つぶれた場合には別のところへ借りれるような全部協定を結んでいます。うちも、このままい

くんであればそうところも探していかなければなりません。ただ、今いろんな電算機器も使っ

ておりますから、いざ災害の時にそういうものを復旧をするというふうなシミュレーションと

いいますか、計画も立ててはいますけども、これだけの量が入れるところがあって、じゃ、電

算機器も早急にもって行けるかというと、そういうものでもないと思います。かつてのただ単

に箱があれば、そこに人がいけば仕事ができた時代ではありませんので。これは有利な財源が

確保できて、初めてやるもんでありますんで、その財源確保に 大限努力をしながら、安心し

て住めるまちをつくっていければと私は思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     １０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 
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今ちょっと町長に一言ご注意申し上げたいと思います。って言うのは、「要らないって言うん

だったらいいよ」という、こういう発言だけは、例えば先ほど言った「体育館、要らないっ

て言いうだったらいいよ」と言う、こういう発言だけは控えていただきたいなと思います。

私はあの、先程町長もおっしゃいましたけど、個々のものについて、それぞれ検討委員会を

沢山お作りになってやっていますけども。委員の方からやはり話を聞くと、町の検討委員会

というのは体育館もそうですけれど、場所等は抜きでまずどんなものがいいんだということ

しか言われないから、なかなかその全体の話をしたくても出来ない。本当にそんなに自分は、

これを造るとなると、こういうのを欲しいってことを言うけれど。でも、本当にそれを造っ

ちゃっていいのかどうか、という疑問があるという声がよく寄せられます。やはり検討委員

会で決まった、あるいはその町の予算のことは議会全体で考えるんだということも、確かに

そうなんだろうけども、もっと大事なのは町民が何を望んでいるのか、そしてどういう形の

ものを望んでいるのか、よく考えを聞く。そういうことが必要ではないかというに思います。

これをもって私の一般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、１０番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

続いて、通告６番、４番 青栁光仁議員の一般質問を行います。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ４番、青栁です。大きく分けて二つですね。当町の歴史的遺産の保存について、行政当局の

考えをお伺いしたい。と言うのと、峡南医療センターへの財政支援と短期貸付金について、

お伺いをしていきます。 

まず初めにですね、２月３日の山日新聞、「歴史２建築取り壊し」と大きい表題で新聞報道

もされましたけれども。町長に周辺活性化の考えと矛盾するんじゃないかと。そこで、活性

館とかやなぎ亭ですか、の耐震化と保存についてですね、町長は以前、中心街へ人を誘導し

て、賑わいの町の拠点にするんだというお話しになっておりました。まず初めに、その計画

が変わったのか、考えが変わったのか、お伺いしたいと思います。 

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） 

     ただ今の中心街へ人を誘導し、賑わいの拠点にする計画が変わったのかとのご質問にお答え

します。青柳宿活性館、追分館の両施設は、共に倒壊の可能性が高い建物と診断されたことか

ら。公共施設として活用できないと判断し、他の活用策がない場合は、取り壊す方針としたと

ころであります。 

     しかし、本施設があるこの場所は、本町の中心街で、インターチェンジも近く、まとまった

広さも確保できることから。賑わいのまちづくりの拠点とする計画は、変わっておりません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     賑わいのまちづくりとの考え方が、変わってないというお答えをいただきました。再質問で

すけれども。町は、じゃ今の活性館、追分館は耐震化をする方向ということでよろしいでしょ
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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） 

この２施設につきましては、耐震化がないという診断がされたところでありまして、町とし

ては耐震化をする予定はございません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そうするとやっぱり、賑わいの拠点ではあるけども、取り壊すという事になろうかと思いま

す。２番目の質問の方に移りますけれども。活性館他の取り壊しの後の計画ですね。耐震不足

であるから耐震化もしないということであれば、まず取り壊し。基本方針ですね。そうすると

取り壊し後の計画、それから青柳商店街の賑わいを取り戻す活性化計画について、現在の考え

をお聞かせください。 

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） 

お答えします。活性館・追分館については、「歴史的文化施設を保存する要請書」の提出があ

り、明年度、古民家再生を手がける民間会社と、利活用調査を進めることとしたところであり

ます。 

なお、青柳宿の施設は町所有であるため、町において、利活用調査を行って参りたいと考え、

今定例会に所要の経費を計上しております。 

また、青柳町商店街の活性化については、中小企業及び小規模企業振興基本条例を制定する

とともに、これまでの商工業事業振興資金利子補給制度に、新たに運転資金の利子補給を加え、

商店街の持続的な発展に取り組む事としております。併せて、地域の皆様と一緒に、賑わいの

まちづくりの検討も進め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） 

     まず、今日は拠点のことをお伺いしておりますけれども。先程は、耐震化はしないというお

答えがありましたけれども。コンサルタントに、町の所有物だから見てもらうと。、取り壊しは

新聞報道と違ってペンディングにして、そのコンサルの意見を聞いてやるんだと。だけど耐震

化はしない。その辺の矛盾点はどういうことですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青柳宿の活性館、追分館、この施設については耐震度がありませんから、町の公共施設とし

てはまず使わない。ただ、他に活用策がない場合は取り壊すと、こういう方針は打ち出してい

ます。しかし、先程言ったように、歴史的文化施設を保存するというの要請書が、先般ありま

した。こうしたことから、明年度古民家再生を手掛ける民間会社に、利活用調査をお願いをし
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ていくと。で、その要請書を持ってきた人たちが、私たちがやってもいいという話がありまし

たが、あの施設は町の施設ですから、町が今後どうするかというのを決めていかななりません

ので、町において利活用調査をやっていく。そのために、今定例会にその経費を計上させてい

ただいたという事でありますから。もともとほかに全然もう使い道がなければ、もう危ないで

すから潰したい。ただ、その間にですね、今もこの町の中でフューチャーセンターといいます

か、子どもからお年寄りまで、自分の家へ人を集めてですね、月に何回かやってくれてる人が

います。自分の家ですから子どもも来ると非常に家も傷んでしまう。私も行きましたけれども、

このままじゃ家もかわいそうだと。追分館が空いてますから、もしよければそこも利用したら

どうですかというお話もしてあります。そうした。利用価値があればですね、潰さなくてもい

い訳でありますけれども。そうは言っても耐震度がありませんので、夜とか、火を使うとか、

そういうのは避けなければならない。そういう中で、先般歴史的文化施設を保存をしたいとい

う要請書をいただきましたから、今言いましたように、明年度町が利活用調査をやって、その

結果を見ながら、今後のことは考えていきたいということであります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

申し分けないですけども、あの意味はよくわかります。西側の活性館は、１５センチか２０セ

ンチぐらい東側にちょっと傾いています。震度３か４で崩れるかもしれません。それは私も承

知してますけども。その要望書があって、古民家再生のコンサル、今都会でもブームになって

ますけども、そこが、もし借り手を連れてきたと。そういう場合にですね、先程課長の答弁で

は、耐震化は考えていないということですから、借りる人に耐震化をしてもらうという理解で

よろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     その通りであります。私共聞いている範囲では、ファンドなんかも利用しながらですね資金

集めをし、そしてその人たちが利用しやすいような改修をし、そして営業施設として民間でやっ

ていただけるという話がありましたんで、どういう利活用ができるか、それでは依頼をしよう

ということで今回予算計上しております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

本当はですね、気持ちとしては耐震化をしてもらいたい。歴史的遺産を残してもらいたい。

そこを賑わいのまちの拠点とするんであれば、うれしい限りですけど。そうでなくて潰すとい

う考えであれば、当初町長がおっしゃっていた３２号線ですか、高速道路からあそこの賑わい

の中心地までお客さんを引っ張るんだという３２号線は、必要ないんじゃないかと。その２億

５千万円を先に耐震化に使った方がいいんじゃないかなという事を思っていましたけども。こ

の質問は、川口議員も重ねて質問があるようですから、このくらいにして。 

次の３番の鰍沢河岸跡地をヤマト運輸へ貸し出すということを、ヤマト運輸の地域への説明

会がありまして、その件についての質問をさせていただきます。ヤマト運輸主催の説明会があ
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りました。２月１日にありまして。その時、ヤマト運輸の方の説明では、２０年以上の長期借

地を希望してると。あそこは合併当初は、まだ舟運資料館とか山車保存庫とか河岸跡公園とい

う構想がありまして、合併してからもまだ土地買収を確かしていたと思います。けど、あの土

地をヤマトへ貸す。希望通りに２０年以上の賃貸借になると、２０年以上がそういった河岸跡

公園の構想はなくなるかと思いますけども。町としてはその河岸跡公園委構想はもう無いとい

うふうにとっ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） 

     ただいまのご質問にお答えします。鰍沢河岸跡地の明神町白子地区は、幾度か富士川の氾濫

による浸水被害を受けていたことから、昭和６２年度から国による富士川の河川改修が始まり、

その後、国道５２号の計画決定を受け、平成８年度に県が、宅地嵩上げ事業を、旧鰍沢町が、

明神町白子地区区画整理事業を計画し、平成１３年度の完成を目指したところであります。 

しかし、埋蔵文化財調査により大幅な遅れが生じ、区画整理予定地の地権者から、生活再建

のため、旧鰍沢町に土地の買い取り要望が出されたため、山梨県土地開発公社と債務負担を組

み、取得したところであります。その後、区画整理事業について、地権者に聞き取りを行った

ところ、希望者が少なく事業が成立しないため、計画を取り止めたところであります。 

このようなことから、旧鰍沢町では、平成１３年度に区画整理予定地と、富士川河川敷の堤

外地を河岸跡公園として、その中に観光交流センターとなる舟運の館を計画したところであり

ます。しかし、合併後の平成２２年に、旧増穂地区・旧鰍沢地区の都市再生整備計画に位置付

けられている施設の配置を検討し、類似施設となる道の駅の整備事業が進んでいたことから舟

運の館整備計画を取り止めたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     先程言いました、２月１日にヤマト運輸の出店ということで、近隣住民説明会がヤマト運輸

の主導で開催されました。約４２００㎡の借地との説明がありました。広さから言って若干残

るわけですけども、単に時間がかかってしまう開発行為を避けたのかなという感じもあったん

ですけれども。ローソンの北側にある売店がある建物がありますよね。この建物やそれを含む

そのヤマト運輸が借りない地所ですね。そこは町が貸さないって言ったのか、ヤマトが 初か

ら４２００㎡でいいですと、北側の４２００㎡でいいですと言ったのか。もう一つは、今後、

一旦出店してからあと５００か、１０００㎡貸してくださいといった時には、それに応じるの

か応じないのか。その交渉経過をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     まず、あの直売所の部分をヤマトの方で希望していたかどうかですけども。交渉の時点です

でに町では直売所がございましたので、その部分は抜いていただきたいと、抜いてというか予

定に入っていなかったという事でございます。また、この後追加の面積を欲しいと言いますか

という件につきましては、現在あの詳細について打合せをしている、協議をしているところで
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ありますが、その希望はないと聞いております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     じゃ、ほぼ４２００㎡いうことでいいかと思います。あの是非ぜひ町の残った土地ですね、

何か有効に考えていただきたいと思いますけれども。あとその地区説明会では、借用金額です

ね、月額といいますか、貸地料、町からすれば貸地料ですけれども。それから、今のお答えで

４２００㎡はほぼ決まったと思うんで、貸地料の月額が決まっているかどうかを教えてくださ

い。（４）です。すみません。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答します。地区説明会では、町と出店希望のヤマト運輸株式会社との

合同で開催し、町有地の貸付に至る経過や、営業所の出店計画の概要などについて説明を行い

ました。これまでに、町とヤマト運輸株式会社との間で、貸地面積等について協議を重ね、す

でに直売所として貸付けている建屋があること、敷地内に公共下水道本管が布設してあること、

形状が不正形であることなどを勘案し、 終的に、営業所として必要な面積４，２６５㎡を貸

付けることとしたところであります。 

なお、貸地料につきましては、賃貸借契約の内容と併せて、現在、協議を進めているところ

であります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ５番の方へ移りますけれども。この質問を提出した後に、あの当時は不明だったんですけど

も、後で、決まったことのようですから確認の質問になりますけれども。あの現地を借用して

いる朝市実行委員会ですね、。こちらとの立ち退きについて、移転交渉については円満に交渉で

きたのか。また、移転先が決まっていれば教えていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     朝市実行委員会の移転の交渉とまた移転場所という質問でございますが、朝市の移転につい

ては、１月３０日に開催された富士川町朝市実行委員会において、町の土地利用方針を伝え、

了承を得たところであります。 

また、移転場所についても検討いただき、塩の華駐車場を候補地としたところであります。

実行委員会からは、出店者へ２月１２日に開催場所の移転のお知らせをし、その後、塩の華の

管理運営を行う株式会社富士川と協議がまとまり、使用可能となりましたので、２月２６日の

朝市終了後、塩の華駐車場への移転を説明したところ、特に異論もなく、了承を得たところで

あります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

     ご答弁ありがとうございました。この青柳宿とそれから鰍沢の河岸跡について質問している

訳ですけども。 初に述べましたようにやっぱりできるだけ、歴史的遺産を残してもらいたい

と。というのは、いろんな事ですよね、第１次総合計画、それから町のマスタープラン、観光

振興計画、ホームページ。そういう中で町長は「舟運のまち富士川町」ということをうたって

おります。ちなみにマスタープランの中にはですね、「本町は富士川舟運の河岸として古くから

栄え、人・物・文化・風習が行き交う拠点としての役割を担ってきた。長い歴史と営みの中で

培われた本町の誇るこれらの財産を損なうことなく、次代に継承していくことは、今を生きる

私たちにとってとても大切なことだ」というふうにマスタープラン。コンサルが書いたのか、

でも了承すれば町長の言葉になっちゃうわけですけども。 

是非、１０月にはですね兎王サミットも開かれ、全国のお客様もお見えになる、富士川町が

事務局を受け持つというようなことも聞いておりますので、その中で、歴史的、特に富士川舟

運についての歴史的なものがなくなってしまうという事で、町長も半分は、耐震化がとても出

来ないということだから、私も理解しますけれども、町長の気持ちの中でその歴史的遺産を残

すじゃなくて、その潰してしまうってことに関する所感を伺えたらと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     これまでの増穂町、鰍沢町の両町のですね、やはり営みの歴史というものはこれを今後も後

世に伝えていかなきゃならないと思ってます。ただ、形としてあるものは、いずれは朽ちもし

たりしていきます。そういうものをですね、再現をしたりしていくのも非常に重要だと思いま

す。鰍沢河岸跡と言いましても、明神町も今はありません。船着場もありません。そういうよ

うに時代とともに変わっていくものはあるかもしれませんが、両町のですね、歴史については

これからもしっかり富士川町の文化として、後世に引き継いでいく。また忘れないようにして

行きたいと思っています。 

ただ、すべてが残せるわけでもありません。今度、今、裁判所を建替えをしています。あの

表には、船をつないだ石があります。二つしか残ってないはずなんですね。どうしてあそこに

行っちゃったのかもわかりませんが、一つは、児童館のところにあると思いますけども。そう

いうものもですね、集められるものは集めたりしながら、やはりこう当時の形はありませんけ

ども、そういった遺産的なものはまだまだあると思いますんで、そういうものはですね、しっ

かり残していきたいなと思っています。舟運の館、白子での構想はなくなりましたけども、舟

運の資料もまだまだありますんで、それらを展示する施設もですねこれからいろんなまあ町有

施設を活用する中で、また、後世に伝えていければと思っております。 

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） 

お答えありがとうございました。町長の話の中にも出てきましたけど、歴史的遺産は、後世

に伝えたいということで。私見ですけれども、できれば活性館か、新図書館ですね、その中へ。

何も私鰍沢の出身ですけど、鰍沢河岸跡地へということは全然考えていません。富士川町の住
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民ですから、活性館が耐震化できれば活性館か、それか図書館が今から新しく整備されるんで、

そういうところへ舟運資料館をですね、開設してもらえたらと思って。今後もぜひ、歴史的遺

産の存続に、保存にですね、力をいれていただきけることを期待してこの質問は終わって、次

に移りたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁議員、途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０３分 

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

再開 午後 ２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。  

     青栁光仁君。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     それでは、大きい２番目の峡南医療センターへの財政支援と融資についてという事で、まず

初めに１番として２月２４日の議会の全員協議会で、当局から説明がありました。両町からの

峡南医療センター宛の２月１７日付の通知。これには経営改善計画が着実に実行されると確認

できた時点で支援すると。一番下に明記してあります。通告してある以下の２番から５番も関

連すると思いますけれども、今回の支援でもって経営改善されるとした根拠を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）     

     峡南医療センターへの支援で、経営改善されるとした根拠という質問についてお答します。

峡南医療センターは、設立当初の企業団が策定をいたしました「中期経営計画」や新たな経営

改善として策定した「第２次中期経営計画」に基づいて、経営をしてきたところでありますが、

平成２６年度から３年間にわたり資金不足が続いている状況であります。 

その大きな要因として、昨日も言いましたけれども、 初の計画どおり医師が来ていないと

か、経営分科が遅れているとかいろいろありますけれども。大きな要因として、市川三郷町が

病院と老健施設の固定資産と固定負債の差額を現物出資いたしました。富士川町では、現物出

資として、市川の固定資産と固定負債の差額の１億５千万円余ありましたけれども、現金出資

するということで、企業団が市川の負債の部分を引き継いだことから、この債務が経営を圧迫

しているのが現状であります。一番大きな要因だと思っています。このため、企業団への明年

度の財政支援にあたりまして、市川三郷町と協議をした結果、これまで運営費の負担割合とし

て特別交付税の要因額の２分の１を目安としていたものを、特別交付税の要因額とすることに

改め、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や、統合時における債務に

関しまして、平成２６年度から償還をしている訳でありますけれども、本当であれば２６、２７、

２８年分を一気にですね、両町が負担をしてやればもっと経営は楽になると思いますが、２６年

分からまあ３年遅れになりますけれども、順次両町で負担していく必要があると判断したとこ

ろであります。 
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     こうした支援により、医療センターは 本来、企業団に起因しない債務負担分が無くなりま

す。そしてもう一つが繰出基準どおりの医業外収入を得ることから、財務内容は、大幅に改善

されていく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） 

     この医療センターへの財政支援について、２７年の１２月に１億５千万円の長期貸付けと

２億１５００万円の短期貸付の補正予算案が１２月に出されました。私は、その当時判断材料

がなかったんで、短期貸付はともかくその１億５千万円を長期３０年で貸すと、しかも運転資

金だということで、貸付について反対して減額修正案を出しましたけれども、原案賛成で当局

の通りに支援することになりました。 

また、昨年の第２回定例会６月ですね。短期貸付４億円の補正予算が出されました。ここま

では、先ほど町長に答弁していただいた特別交付金の半額、約１億７千万円ぐらいがいわゆる

支援金として出されて、そのほかに短期貸付金４億と昨年の６月にはなりました。その時にも

議会には、なんら検討資料が提示されない中でこれも議案賛成で可決されました。 

今回は、特別交付金全部、３億超を支援すると。それにプラス今度６億５千万の短期貸付と

いう提案がなされております。今回も議会に対して、判断材料も何にもないわけですよね。こ

れで賛成、反対、原案賛成ということはどの議員も出来ないじゃないかと思いますよね。その

資料、今町長にも根拠を伺ったんですけれども、根拠については、当初のなんて言ううんです

か、市川から約１０億円の債権を引き継いで富士川町は１億５千万円現金を出して、そこから

始まったけれども 初から苦しかったというお話がありましたけど。今回の６億５千万円の貸

し付け、当町の審査会がありますけども、審査会が資料をもらって判断したのか、それとも、

設置者でですね、両町の町長が話し合いでもって決まったのか、２番目の質問をしたいと思い

ますけれども。短期貸出金を２９年度、６億５千万円とし、これにより経営が改善されるとい

う根拠をですね、お話しいただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）     

     ただいまのご質問にお答えします。峡南医療センター企業団から、平成２９年度の資金不足

として１４億円の貸付金要求があったところであります。しかし、今般、貸出基準を見直した

ことから、要求額から１億円減額し、両町で１３億円、それぞれ６億５千万円ずつ短期貸付す

ることとしたところであります。 

     申し訳ありません。見直しをいたしましたのは、貸出基準ではなくて、繰出基準を。先程町

長も申しましたように繰出基準。国の基準のところに合せてというところで見直しをしており

ます。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     ちょっと分かりづらい答弁ですけれども。経営改善、これで持ち直すんだというその根拠が

ですね、議会の方には何も資料をもらってないんですよ。貸付審査会ではもらってるかもしれ
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んけれども。で、繰出基準を変えたと。いいんです。国から特別交付金で、町が病院を抱えた

場合には特別交付するよという事でもらってるから、あえて２分の１にしなくて満額でいい。

満額１億円ずつ両町がプラスオンして出すんだから、１４億足りないっていうやつを１３億に

した。その理屈も分かりますけども、２６年に２億円、２７年に４億円、今回は６億５千万の

短期貸付をするわけですよね。そうすると、橋を直す、道路を直す、どこかの崖を直すと言っ

ても、６億５０００万円は、医療センターへ貸付けなきゃならんから、当然使えないわけです

よ。町の予算が硬直するじゃないかと思うんですよね。改めてそのこの前の２４日の全員協議

会で、病院議員が私どもにも５名いますけれども、議員に聞いても、まだ説明を受けてないと。

２７日の一般質問提出期限の日にたまたま、なんていうんですか、病院議員と当局の話し合い

が、定例会があるんで、その時説明があると思うというお話でした。両町で負担をするその特

別交付金と、それから両町で貸付ける１３億円。あそこの売り上げが約４０億だと思うんです。

ついこの間いいただいた資料は１月までの入院患者数とか、デイサービスを使う利用者数とか、

それを見ると、若干ではありますけども増えています。増えているけれども売り上げがそんな

に伸びているわけでもないし、市川の病院は売り上げが下がっている。富士川病院の方は若干

上がってると。それから入院率も若干上がってると。いうことで少しではありますけども、何

で去年４億で、今年の６億５千万になるのかなと。４０億の売り上げの中で、両町から支援金

を５億円ももらって、なおかつ１３億の貸し付けをもらって、そうすると売り上げの半分くら

いは融資がないと回って行かないと。市川の方では今までも病院を抱えてましたから、分かっ

てるのかもしれませんけど。私どもは初めて病院を抱えたわけですから、このままだとどこか

の農園と同じになるんじゃないかということを非常に危惧しています。出来ればですね、今後

の交渉は県へいって引き取ってくれんかと。あるいはを医大の分院にしてくれないかというよ

うなをお願い、あるいは独立行政法人に衣がえして、もう少し人件費を下げるとか、いろんな

改善計画はあると思うんですけれども。ぜひ、なんといいますかね、何かそこに縛りがあるん

でしょうか。病院を引き受ける時に例えば、５年はだめだよとか、１０年は経営してくれとか。

そこを伺わせてください。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）   

     富士川病院、特に峡南医療センターの中の富士川病院ですが、旧の社会保険鰍沢病院を医療

再生基金を使って、買い受けました。総資産は相当あると思いますけども。いろんなまあ、向

こうも、ＲＦＯの方もですね、譲歩していただきまして５億円で、今までの借金はすべてＲＦ

Ｏみるということで５億円で、あの病院を買い取らせていただきました。病院の条件とすれば

１０年間は病院経営をしろということであります。病院の敷地以外の施設については、これは

処分を任すというふうなあれで受けております。 

今回の６億５千万円ですが、両町で１３億になります。先ほど課長が答弁いたしましたよう

に、医療センター企業団からは、来年度の資金不足として１４億円という話がありましたが、

うちの方で繰出基準を見直したんで、１億円減額させていただきましたが。これは病院の２９年

度の予算編成の中で、医業収入、医業外収入、そしてまた医業費用、医業外費用、これを差し

引くとやはり１３億から足りないということからですね。まだはっきりした数字が出ておりま

せんが、１４億円の要請を受けたときに病院とすれば、両町から７億円ずつ短期で借りれなきゃ
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あやっていけないというお話でした。その後、繰出基準を見直しましたんで、１億円を差し引

いた１３億円を両町で当面貸し付ける限度額としようということで、今回の予算に出させてい

ただいております。６億５千万円、多分借受申請が出てくるんじゃないかなと思いますが。

２９年度は、本当にですねこれを少しでも少なくしていただけるように、注釈をつけながらで

すね。病院の方には繰出基準の見直しの方の通知もさせていただきましたが、本当にもう単年

度、儲けなくても±０ぐらいになっていってもですね、また、同じ金額をまた来年貸していか

なきゃならんと思っています。ですから、病院の経営が改善をしていただかなければ、この額

は減ってきません。増えるばかりです。でこれ以上増えるわけにはいきませんので、何とか繰

出基準も見直しながら病院の自助努力を、もうちょっと促していきたいなと思っています。ま

た、病院でありますけどもぜひですね、これからこの１３億が増えないような形をとってもら

うのは当然でありますけども、いろんな角度から、どこがこう赤字の原因なのか、その辺を確

かめていただければと思っています。 

それともう一つは、６億５千万を出すと町が硬直化するんじゃないかという指摘がありまし

た。これはですね、町の方にもをいろんな基金もありますから、町の方が一般歳出に影響がな

い範囲でのまだ額であります。これ以上ほんとに増えてくると、そういった町が今度、逆に短

期借入をしなければ回らないような状況も想定できますから、今回、繰出基準を見直しながら、

これ以上も増えないようにということで、病院の方には注釈をつけながらやってるところであ

ります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     経過はわかりましたんで、残り７年くらいは見て行かなくてはならないのかと。増々ちょっ

と不安が増しました。それから短期貸付については、決算時点の３月３１日、昨年度の私ども

の町で貸したのは、４億円ですけれども、おそらく市中金融で手当てして、３月３１日には返

していただく約束ですから。そうすると決算に載らない。そうするとなんていううんですか、

その間の４億円は、何で資金調達したのか。いわゆる、例えば財政調整基金でもって他のもの

に使ってそこで浮いたお金を向こうへ回すと。いうことでやっぱりね、町の財政に影響はして

ると思いますよ。６億５千万という大きい金だと。その分は資金手当をしなきゃならんわけで

すからね。それだけ余裕がこの町にあるのかというふうに逆に思いますけども。まあそれはい

いとして、今回の６億５千万の貸付審査会はいつ開かれたのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     貸付審査会につきましては、まだ具体的な申請も上がってきておりませんので、開催をして

おりません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そうすると、申請が上がってきてないということは、この６億５千万円の予算は、福祉保健

課の総務費へ計上したのは、両町の開設者が決めたということですか。申請がまだされてない、
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議会議員も承知してない。こういう中で６億５千万円の貸し付けをどこで決まったんですかね。

予算化したってことは決まったってことじゃないですかね。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）   

     これはあくまでも予算であります。まだ貸付決定をした訳でありません。予算がなければ、

貸付はできませんので、予めの算出ということで予算、字のとおりでありますけども、２９年

度の当初予算に、両町で話し合いをしながら６億５０００万ずつ計上しておきましょうと。い

うことで計上したところであります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     それでは３番目の質問に移ります。当初、当然貸付審査を行うにあたっては、医療センター

に資料を提出させると思います。経営改善計画の年次計画ですね。それから実行計画について、

取り寄せた範囲で結構ですので、あるいは今年度まだ審査会が開かれてないんで、その前２年

間でもいいですから、年次計画と実行状況についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。病院統合前の平成２６年３月に、「峡南北部二病院統合事務組合」が策定

しました「中期経営計画」における収支の年次計画では、平成２６年度がマイナス３億

８３４７万５０００円、平成２７年度がマイナス１億９２２６万３０００円の損益となってい

ます。しかし、実行状況は、平成２６年度が  マイナス７億１２２万５０００円、平成２７年

度が特別利益を除くとマイナス３億７６０２万３０００円でありました。 

     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） 

     質問をして、話を伺うと益々ちょっと不安になります。で昨年の決算状況を見ますと債務超

過が２億１０００万ぐらいたしか出ていたと思います。普通の会社ではとっくに倒産です。 

４番目の質問ですけれども。これも当然取り寄せてると思いますけれども、この予算を作る

にあたって、２９年１月までこの間の、つい２、３日前に入院状況、それから受診状況、外来

のですね。あるいはデイサービスの利用状況をみたいなものは出されましたけれども、その収

益状況について資料を取り寄せてあったら伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

お答えいたします。峡南医療センター企業団の平成２８年度の収益概況、いわゆる決算見込

みにつきましては、医業・医業外収益が４３億８２９万６０００円で、医業・医業外費用が４６億

７３１３万２０００円であり、さらに特別損益が１０４７万３０００円ありましたので、差し
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引き３億７５３０万９０００円の損益見込みであると報告を受けております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     そうすると、２７年度が３億７０００万の赤字だと。２９年度見込みが３億７５００万の赤

字だと。いうことで何で６億がいるのか、ちょっと、増々分からなくなりますけども。 

５番目の質問ですけれども、２９年度の改善計画は既に出されてるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。峡南医療センター企業団では、平成２９年度から平成３２年度までを対

象期間とした、「新峡南医療センター改革プラン」を、本年度中に策定することとしております。 

     このプランは、平成２６年３月に策定した「中期経営計画」、並びに平成２８年３月に策定し

た「第２次中期経営計画」に代わって策定されるものであります。 

     現在、プランの目標達成に向けた具体的な取り組みを掲げた実行計画も、同時に作成してい

るところであります。２月２７日には、素案の段階ではありますが、企業団議会全員協議会に

お示ししたところであります。しかし、両町からの追加財政支援の内容が反映されていないこ

とから、再度、財政見通しの見直し作業を行っているところであります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     予算を審査する時にですね、経営が順調ならともかく債務超過状態の事業所の支援を判断す

るのにですね、議員に何にも資料がなくて判断しろっていうのは、それに賛成する議員は、今

現在一人もいないと思うんですよね。私個人としては、いつも町長がおっしゃるように地域医

療が大切だと同様に思っています。ぜひ、残れるものであれば残していきたいと思いますけれ

ども。このままいくと町の財政が逆に苦しくなるんじゃないかなと。。現段階では、交付金相当

額の支援はともかく、短期貸し付けについては全額は認めたくないと。判断材料が何もありま

せんから、と思っております。 

今まで質問させていただいた２７年、２８年度の経営改善計画や実行状況について、また

２９年度の、今、素案を病院議会には提出されたと。一旦、再度積み上げるところがあるとい

うお答えでしたんで、それが出来ましたらですね、出来れば積み上げが出来てなくて病院議会

へ提出した素案でも結構ですから、私ども議会で１５日から始まる予算特別員会の委員長あて

にですね、ぜひ資料を提出していただくようにお願いして、本日の質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告６番 ４番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

続いて通告７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） 

     通告に従いまして、大きく３項目をお伺いします。 初の１項目は町民の健康を守るために

公共的な空間での禁煙対策についてです。喫煙によりがんになる確率は３～４倍になると言わ
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れています。受動喫煙を居酒屋では全面禁止にする法案の具体化が検討されています。３年後

の世界に向けての準備でなく、国民や町民の健康を守り、医療費給付額を削減するためします。

この町が公共施設において、率先垂範で禁煙対策を具体化するよう考えていきたく質問いたし

ます。１点目です。町の健康増進計画では、喫煙はさまざまな疾病を引き起こす も危険な要

因であると指摘しました。２４年の実績に対して、２８年は喫煙率がどれほど減少したか伺い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     それではただいまのご質問にお答えします。富士川町健康増進計画では、平成２４年度の国

民健康保健団体連合会のレセプト及び健診データ分析システムによる喫煙率は男性が２７．

９％、女性が５．０％となっております。この数値は、４０歳から７４歳の国民健康保険被保

険者の数値で、２年遅れで確定値が出されるものであります。そのため、現時点では平成２６年

度のデータが 新となり、男性が２７．１％で２４年度から０．８ポイントの減、女性は４．

７％で、０．３ポイント下がっております。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） 

     この４年のですね、改善率は非常に低いかなと思うんですけれども。山梨県の「健やか山梨

２１」の目標では、２４年の男性の喫煙率２４．５％。この町は３％ほど高かった。そして１０年

後の３４年には県では１３．９％を掲げています。町でも、県の目標以上に減少するよう、関

係者の理解とご尽力の中で、改善を図るお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいま喫煙に関する健康被害ということで、町内で禁煙教室、事業所ですとかそういう所

でも行っておりますし、広報等を行って喫煙による健康被害防止のＰＲを続けているところで

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） 

     福祉保健課と町民生活課を中心として、より積極的に禁煙対策というのに取り組んでいただ

きたい訳ですけれども。では２点目ですね、具体的に、町立施設敷地内での禁煙の２８年度実

施状況について、目標と対比した評価について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。県が認定しました町立施設の敷地内禁煙実施数は、平成２６年４月現在

で１２施設であり、その後、富士川病院と介護老人保健施設が除かれ、鰍沢児童センターと、

ますほ南児童クラブが加わったことで、現在も変わらず１２施設が認定されております。町の
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健康増進計画では、２９年度までの目標値として、町立施設内での敷地内禁煙実施施設数を増

加することとしております。現在、県の認定は受けていないものの、町内の小・中学校は敷地

内禁煙が、既に実施されております。 

今後は、県の認定を受けるとともに、タバコによる健康被害について、周知・啓発を実施し、

公立施設の禁煙に対する理解を深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） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この町立施設内でもですね、目標に対して変わらずと言うことで、禁煙のですね。被害が明

らかなのに努力が足りないということですね。３点目ではですね、健康増進法では、受動喫煙

防止を規定している。公共的な空間では原則として全面禁煙を実行するべきと考えます。国も

あるいは県の薬剤師会を含めてですね、そういう方向で進んでいる訳ですが、見解を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。健康増進法第２５条では、多数の者が利用する施設を管理する者は、受

動喫煙を防止するために、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定しております。

町の健康増進計画においても、がんや糖尿病など、さまざまな疾病の原因となる受動・能動喫

煙の防止対策が、健康被害を回避する重要な課題であるとしております。 

     一方、本通常国会へ提出する健康増進法改正案では、受動喫煙への対策として、医療機関や

小中学校などは敷地内禁煙。大学や官公庁、社会福祉施設は、建物内禁煙とする動きがありま

す。今後、その動きを注視しながら、町においても、周知啓発活動や禁煙教室などを継続して

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） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     禁煙についてですね、話題になりますと町はたばこ税１億円余りがあるとか、たばこをやめ

るのであれば町外へ住んだ方がいいという人もいますけれども。私自身の経験から言いますと、

先輩たちですね、愛煙家の奥さんは早くに亡くなっている例もあります。日本禁煙学会が１万

人にアンケートして、禁煙学会というのがあるんですね。例外なき屋内禁煙について、賛成・

やや賛成が７３％だったと。また、他人のたばこの煙に対して、非喫煙者の９０％が不快に思

うという結果でした。まあこの場内でも愛煙家も多々いる訳ですけれども。受動喫煙は、がん

の発生率が自身の喫煙よりも高いとも言われていて、町は受動喫煙防止のためにどのように高

い目標を掲げて、具体的に対策していくのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     町では、やはり周知活動ですとか禁煙教室などを行なっていきたいということと。現在県の

禁煙の認定を受けてない施設につきましても、多々施設内禁煙とかございますので、その辺を

しっかり県の認定を受けるように進めまして、町の公共施設の禁煙活動が計画進んでいるとい
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うなこともＰＲしていきたいと思っております。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） 

     是非ですね、町民の健康を守るために、町長を筆頭にですね、県内で先駆けて公共的な空間

では全面禁煙を目標に取り組むように期待しております。 

では、２つ目の項目ですね。歴史文化施設の青柳宿活性館の保存と運用の方針についてです。

総合計画では、豊かな人材と文化を育む町づくりをめざして、「歴史資産の活用と伝統工芸の継

承」を掲げたました。また、都市計画マスタープランでは、富士川舟運の歴史文化を活かした

景観の創出として、あおやぎ宿活性館、追分館の観光活性化も施策の方針として掲げました。

町内には富士川舟運保存審議会、舟運資料調査委員会などがあり、歴史と文化を学ぶ民間の活

動も熱心に行われています。歴史文化資産を小学生が見学して、教育的にも役立っていた。旧

増穂町時代には、県の考古学研究コンテストで、増穂小学校６年生が、富士川舟運を探る団体

研究部門の 優秀賞に選ばれたこともあります。これらの背景の中で、３点を伺います。 

１点目ですね、都市計画マスタープランでは富士川舟運の町として、「自然と歴史文化が息づ

く郷土の誇りを継承するまちづくり」が掲げられました。この６年間でどのように具体化して

取り組んできたのか伺います。 

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） 

     ただいまのご質問にお答えします。本町の都市計画マスタープランでは、住民アンケート調

査やまちづくり住民会議でのご意見をもとに、まちの将来都市像を「魅力と交流を育み、心豊

かに住み続けられるまち」と定め、土地利用の適正な誘導、道路等都市基盤の整備、中山間地

などの豊かな自然環境や農地の保全、さらに良好な景観の形成など、計画的なまちづくりを行

うための指針を示しております。 

また、「自然と歴史文化が息づく郷土の誇りを継承するまちづくり」等、４つのまちづくりの

目標、及びまちの将来構造を設定して、平成４２年度を目標年次と定め、現在計画実現に向け

て各担当課においてまちづくりを進めているところであります。 

こうしたなか、計画策定後、「観光交流・活性化・定住促進」など７つの分野別、及び３つの

地域別まちづくりの方針に基づいて、計画を進めてまいりました。 

具体的には、市街地の骨格道路の整備推進、大型店舗の誘致、フォレストモールや道の駅富

士川のオープン、山王土地区画整理事業の推進、また平成２７年度には富士川町景観計画を作

成して、地域固有の自然や風土、歴史に育まれた良好な景観を町民共有のかけがえのない財産・

資産として、次世代に受け継ぐまちづくりを進めているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     先程の答弁の中では、やや方向としては漏れているのかなという部分があるんですが。富士

川町のですね町民には誇りを持って、例えば総合計画の主な事業施策の中でですね、地域の歴

史文化の再評価と資料等の収集保存が挙げられました。どのように具体的に行われたでしょう
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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） 

     まちづくりマスタープランの中ではですね、いろんな目標を掲げて取り組んでいる訳でござ

いまして。その中でただ今申し上げたとおり、道路整備とか景観とかというようなことを６年

間では実績として挙げられます。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ぜひですね、富士川町の歴史を大切にしながら。また、秋には兎の瀬の全国的なイベントも

あります。将来に向けて、歴史文化を大切にする町ということで、胸を張って取り組んでいき

たいと思いますんでよろしくお願いします。２点目お願いします。 

     １２月議会において活性館を取り壊すと答弁されました。１月１０日に私は議員レポートを

町内に発行しました。一方、内閣官房が古民家を改修して地域の活性化を図る動きも出てきま

した。２月の山日には「歴史２建築の取り壊し」について大きく、記事の内容はかなり客観的

にその通りだと思うように報じられました。この２カ月余りでどのように慎重に検討された経

緯と状況の変化について伺います。 

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） 

     お答えします。活性館・追分館については、「歴史的文化施設を保存する要請書」の提出があ

りまして。明年度、古民家再生を手がける民間会社と利活用調査を進めることとしたところで

あります。 

なお、青柳宿の施設は町所有であるため、町において、利活用調査を行って参りたいと考え、

今定例会に所要の経費を計上しております。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） 

     ２９年度にはですね、富士川舟運の有形無形の歴史遺産について慎重に検討して配慮をして

いくという状況について伺っております。先ほどの青栁議員に対する答弁の中で民間に対して

ということで、賃貸なりを考えていくということですが。何か条件をつけるというか、要望を

つけるというか、そういう予定はお考えでしょうか。 

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） 

     今回の調査は２９年度に予定ということですけども、調査結果を待って協議していきたいと

いうことになります。 

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） 

     よろしく慎重にお願いいたします。３点目お願いします。今度は、町の観光振興計画ですね。     

観光づくりの方向では、「観光・地域資源の活用として、青柳宿活性館と追分館は他の拠点と連

携して観光交流ゾーンの形成を図るべき」としました。町は、「地域の特性を生かした魅力ある

地域づくりを進める」としているが、活性館に関して、どのように町民の知恵も集めて、慎重

に検討していくか伺います。 

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） 

     お答えします。富士川町観光振興計画では、青柳宿活性館は他の観光交流施設と連携し、魅

力の向上を図るとしたところでありますが。安全性の確保が難しいため、今後は、追分館と共

に施設の利活用の調査結果を踏まえ、観光振興計画の見直しを図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） 

     国、あるいは県は２９年度予算にですね、峡南歴史文化ツーリズムという構想推進事業にわ

ずか１００万円ですけれども計上したりということで、古民家や町並みの保存と利用策を通じ

て地域を活性化しようと動き出しております。ぜひこの町もですね、歴史文化の資産、魅力を

十分に生かしながらですね、取り組んでいくようにお願いしたいと思います。 

それでは大きい３点目に移らせてもらいます。今度は、国の将来あるいはこの町を揺るがす

大きな影響についてです。リニア事業の町内の大規模工事による不安と影響への懸念について

伺って参ります。町内にトンネルや土砂埋立て、非常口、保守基地、変電所、高架橋はもちろ

ん建設され、町民の不安も大きく、町には重大な影響があります。町民に計画の概要を示して、

問題点と不安を解消する対策について周知していくことが町の責務です。２０１４年７月には、

国土交通大臣は、地元の理解と協力を得ることが不可欠だと、 大限の情報公開をして透明性

を図ることと、総論で意見しました。町は、行政の責務として、ＪＲ東海に情報を提供させる

よう指導徹底するように願いながら、ＪＲ東海と打ち合わせした状況なども伺って参ります。 

１点目です。大型車両の往来や工事により、温室効果ガスの発生量と、対策について事業者

から聴取している状況を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     川口議員のリニア事業による温室効果ガスの発生と対策についてのご質問にお答えします。

リニア中央新幹線の工事実施時における建設機械の稼働、または資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行等による温室効果ガスにつきましては、環境影響評価書において、山梨県内全体の

予測と環境保全措置の検討結果が掲載されております。今後、施工業者が決まり、工事説明会

が行われる折には、ＪＲ東海から環境影響評価書に基づき、工事中に実施する環境保全措置に

ついて具体的に示されると考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君） 

     県内全体ということでは、とらまいてるようですが。富士川町に対してですね、どのような

被害が及ぼされるのかと。この調査をですね早期にするように、予測を立てるるように要求さ

れませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

 川口議員も、住民説明会には熱心に御出席されておりますので、恐らく十分ご承知のことと

は存じますけれども。現在は中心線測量が終りまして、用地測量に向けた作業を進めていると

ころでございます。まあこれはＪＲ東海がでございますけれども。それが済みまして、用地幅

が決まり、または家に係る用地補償等が決定いたしましたら、用地の取得されると。その後に

今度は工事計画の段階に入っていくというところでございますから。まだまだその段階には達

しておりませんので、現時点では富士川町内の工事について、こういう部分につきまして、要

望していく考えはございません。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） 

     この町にはですね、平林、穂積の澄んだ空気、すばらしい景観のために、移住定住して来て

いる人達が明らかに増えている訳です。この現状の澄んだ環境がですね、間もなく、大気汚染

され、環境が悪化し、住民の健康を害するという事態がですね、もうすぐそこまで来ているわ

けです。それに対して先ほど課長の答弁ですね。まあ午前中の側道に関する答弁で、かなり教

科書的な答弁だと言われましたが、やはり環境影響評価、予測調査、こういうものを適切に早

めにして、要求すると。そして地域と町が一体となって対策をとっていく。で、影響を 小限

に抑えると。そういう姿勢と方針がありませんか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     議員がおっしゃるようにもっともなことでございます。町もそういうことを認識しながら、

現在ＪＲ東海と直面しながら、いろんな交渉を行なっている段階でございまして。現時点では

まだ用地交渉等の直前の段階でございますから、もう一歩進んだところの話をしていない状況

でございます。当然その段階になりましたら、議員がおっしゃるような思いを持ちながら、Ｊ

Ｒ東海と交渉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） 

     おそらく町も調査結果を聞いてると思いますが、髙下地区における建設機械の稼働による二

酸化窒素濃度の予測調査をされています。どのような結果だったか、いつ行ったかご存知です

か。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 
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〇財務課長（齊藤靖君） 

     現在、町が入手している情報につきましては、ＪＲ東海が行いました環境影響評価書に公表

されている部分だけでございますので、詳しい状況は把握しておりません。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） 

     私もいつ行なったかを聞きたかったんですけども。 大濃度が１６．３８倍。直近の住居等

の濃度では２．５７倍だったという。数値が出ているんですね。現状のこの平穏なですね、す

ばらしい自然に対して、山間地ですから特に静かな音響、山紫水明という中でそういう、これ

までの格段と違う影響が出てくる訳ですね。ということでやはり、この町も町民も被害にあう

訳ですから、もう少し主体的に前向きに毅然としてですね、ＪＲ東海に定例会なり、あるいは

さまざまですね要求していっていただきたいと思います。それでは次の質問ですね。２点目で

すね。緊急時対応では、ＪＲ東海から町や消防署、警察、そして病院、地元に協力を要請され

る内容を入手していますか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     緊急時の対応について、地元に協力を要請されているかというご質問でございます。緊急時

の対応等ついては、ＪＲ東海が事業者の責任におきまして、ハード面及びソフト面での対策に

ついて万全を期すものと考えており、ＪＲ東海が定める「東海旅客鉄道株式会社防災業務計画」

に基づき、開業までに関係行政機関等と協議のうえ、緊急時の対応計画を作成するものと考え

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） 

     毎回そうなんですけど、まあ課長の答弁ですね、これもＪＲ東海の答弁に聞こえます。緊急

時とは地震、豪雨など天災や車両のトンネル内の停電、火事などの事故発生の緊急時に、高下

の県道生活道路の非常口近くで停止できれば良いですが。時速５００ｋｍのリニアは、停止す

るまで９０秒、停止距離は６ｋｍとなります。トンネル内の避難路を脱出する方法について基

本的な情報を問い正していないようですが。あまりにもですね、町も安全対策なり危機管理に

対して安穏としていませんか。いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口議員、それは（３）の質問ですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、緊急時対応ですから、（２）です。 

〇議長（秋山貢君） 

     内容の趣旨が、（３）と重複していないですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     今、緊急時の２です。緊急時対応ですね。 

〇議長（秋山貢君） 
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     では、当局で答えられますか。 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     町も決して安穏としている訳ではございませんで。住民の皆様方の環境を守るためにＪＲ東

海と向き合いながらいろんな交渉を進めております。環境問題につきましても今後そのような

ことで対応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） 

     現在２点目のですね、緊急時対応何ですけれども。緊急時にですね、この町に非常口がある

ことをもっと認識してですね、髙下地区だけの問題ではない。町の行政にも大いにかかわる訳

で、それらに対しリニアを誘致したいならば、町は安全性の確保、万一の事故被害を 小限に

収めるための対策について、適正に情報を入手しなければなりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口議員、認識として今議員の方から意見がありましたけれども、町が誘致してってことは、

駅を誘致っていう運動はありましたけれど、リニアの中央新幹線を誘致ってことは町でしてな

いですけれども。その認識は改めてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     あの、国策民営事業だから致し方が無いということですね。対応を余儀なくされているとい

う状況を今言っている訳ですし、町長も推進協議会の長としてですね、進める方向で汗をかい

ていると思うんですけれども。そういうことを言っているんです。 

〇議長（秋山貢君） 

     発言はですね、正確に言ってください。質問はどんな内容なんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     そんなことで、十分事前にですね、その緊急時に対する情報を入手するということで、例え

ば、私の不安は町民の不安でもあり町全体に関わってくる問題ですよね、まあ申すまでもなく。

ということで、次回以降のですね、ＪＲとの定期打合せ会ではしっかり問い正してください。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満議員、ここで途中ですけれども暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時０９分 

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

再開 午後 ３時１８分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
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     先ほどの関係で２点訂正させていただきます。 

     町長は２市１町の対策協議会の長ということで失礼しました。それと町とＪＲ東海とはです

ね、「定期的な打ち合わせ会」ではなくて、打合せ会はやっているよということでよろしいです

か。はい、ありがとうございます。 

     じゃ、すみません３点目でお願いします。この町にも非常口が建設される訳ですが、実験線

には非常口が既に５か所あります。「安全対策を確認」できるよう、また町民の不安を解消する

ためにも見学を要求できないかどうか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

実験線の非常口の見学に関するご質問でございます。リニア実験線の非常口は、上野原市に

１個所、大月市に２箇所、笛吹市に２箇所の計５箇所ございますが、ＪＲ東海では、リニア実

験線施設内の見学については、セキュリティの関係上対応できないというふうに聞いておりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     山梨県はですね、体験乗車を非常に盛んにＰＲしていて、もう何度も乗った方もいると思い

ます。しかし、万一事故ある場合の情報は適正に提示されていないと思います。髙下線に建設

される非常口からの乗客の安全な救出救助については、いつまでに設備の情報を開示して、ま

た見学を受け入れる計画を公表するのかとか、県とともに事業者に回答を要求できませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     非常口の見学に関しましては、セキュリティ上、ＪＲが出来ないということですので、これ

以上の要望はできないと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     これまでの歴史の中で、富士川町に国のですね、施設が来た事は無かったという中で。山梨

県には実験線があり、そしてこの町にもですね、さまざまの大規模な施設ができるということ

で、この４月以降ですね、改めてリニア推進室も格上げされると。取り組みをですね、さらに

加速化しなきゃいけない状況の中で、ぜひ安全対策はですね、 優先で的確な情報をつかんで

いただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

 ただいま、「リニア推進室」というようなご発言がございましたが、４月以降に設ける室は「リ

ニア対策室」でございますのでよろしくお願いいたします。 

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） 

     ありがとうございます。じゃあ、実験線のこの非常口に関しましてもう１つですね、例えば

国土強靭化計画もある中で、地震の場合、町も被災していることなります。緊急時に関してで

すね、ＪＲ東海と緊急時の安全協定などを結ぶ考えはどのように進めますか。いかがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     ここに、ＪＲ東海東海旅客鉄道株式会社の防災業務計画というものでございまして。この中

の防災対策の基本方針というところには、関係行政機関環境公共機関、関係する地方公共団体

及び関係会社とも密接な連携のもと、万全の措置を講ずることということがございますので、

これに対してＪＲ東海は真摯に対応していただけるものと町では考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町になりあるいは町民ですね、私は、皆さんと共に知ること、そして対策を適切にとること

のために、多々聞いてる訳ですけどれも。ぜひ意識を変えながら取り組みを慎重に、早くに進

めていただきたいと思います。４点目ですね。町内２４０万立米の土砂を埋立てて、保守基地

は３ヘクタールの中に作業庫が建設されます。町の景観計画の届出対象となりますが、どのよ

うに計画提出を要求するのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

     お答えします。本町の景観条例及び景観計画については、３つの景観形成地域があり、その

中の森林景観形成地域においては、床面積が１０㎡を超える建築行為について、届け出を義務

付けております。現在、沿線市町で構成する山梨県景観行政団体連絡会議リニア中央新幹線部

会において、山梨県とＪＲ東海との間で、「景観計画における中央新幹線構造物の取扱いに関す

る確認書」の協議を進めているところであります。 

こうしたことから、町でも、保守基地等の大規模な建築物の届け出前に事前協議を行い、周

辺の景観と調和するよう指導を行っ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） 

     町の景観審議会の委員に対してですね、どれほど事前に、工事、行為が行われる前に計画提

出、資料提出を要求されるのでしょうか。 

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） 

     あくまでも届出前に事前協議をすることとなっておりますので、それに従って進めたいと考

えております。 
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〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     まとめに入りますけれども、国策民営事業としてですね、ＪＲ東海は、大規模の施設計画な

どに関して、工事業者が決まり次第、工事説明会などで説明するということですが。初めに工

事ありきではなくて、十分事前に計画について説明を行い、住民に理解と納得を求めて、協力

を得られるような手順を踏むべきだと思います。町は常々、その観点でですね、今後ともＪＲ

には毅然として対応していただきたいと思います。特に町は県と共に事業者から計画の概要に

ついて事前に情報を入手し、町民に周知すること、町民とともに必要な安全対策協議会を設け

るなどの、行政の任務的、応答的な責任を果たして欲しいと思います。説明や情報の提供、要

求への対応において、住民を軽視して、計画の段階で町民に不安や危惧を解消できないならば、

この事業は、不適格で無責任だと思います。町は、県や国を通じて、事業実施計画の修正を求

めることも必要です。 

町長には、今後住民目線で適正に判断をしていただき、歴史に残る適正な責任と義務を果た

していただきたいと思い、質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告７番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

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す。本日 後の登壇となりますので、よろしくお願いいたしま

す。まず、１つ目の障がい者支援についてお伺いいたします。現在「第２次富士川町地域福祉

計画」の策定に伴うパブリックコメントを、本日まで実施していますが。その中の、町民アン

ケート調査の結果によると、富士川町に対してのイメージとして“障がいのある方が暮らしや

すいまち”と、“町民の福祉活動が活発に行われているまち”との項目が「そう思う」と答えた

人数が、全体の約３割に止まっています。また、福祉への関心がある人は７割を超えています

が、多くが高齢者に関する福祉を挙げられています。本町において、障がい者福祉に対する、

町民の意識を高めることが、課題であることが伺えます。 

町では、平成２４年から、基本理念に「つながりを大切にする 思いやりのまち ふじかわ」 

そして３つの目標を掲げて、福祉計画を実施しています。 

そこで１番目の質問ですが、障がいのある方が、自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、町としてどのような支援を行っているのかをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただ今のご質問にお答えします。誰でもがお互いの人格と、個性を尊重して支え合う共生社

会の実現に向けて、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援することは重要であります。

こうしたことから、町では、障がい者が在宅で暮らしていけるように、身の周りの世話をする

ホームヘルパーの派遣や、一般就労が困難な方へのために、就労の機会の場を提供しておりま

す。 
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また、移動が困難な方への移動支援では、外出時の円滑な移動を支援し、聴覚障がい者の方

には、手話通訳者の派遣を行っております。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） 

     地域生活支援事業を市町村に委ねられているわけで、本町としても、今おっしゃっていただ

いたように、いろいろと取り組んで下さっている事がわかりました。しかし、町の地域福祉計

画の新たな３つの目標として、１つ「コミュニティの充実で住民がともに支え合うまち」、２つ

「だれもが利用しやすい福祉サービスの充実したまち」、３つ「地域の協働によりすべての住民

が安心して暮らせるまち」を掲げていますが。実現するためには、障がい者に対する偏見や社

会の理解不足といったバリアを取り除く「心のバリアフリー」が大事であると考えます。 

そこで再質問ですが、障がいのある方と交流する機会として、小中学校の学校教育などにお

いての交流とか共同学習などの取り組み、または障がい者の方と健常者の方が共に参加できる

ようなスポーツ大会などは開催していらっしゃるでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     障がいのある方との交流等についてですけれども、毎年秋に、障害者、高齢者スポーツ大会

を実施しております。競技につきましてはどなたでも参加出来る軽スポーツ等を行って交流会

を行なっています。また暮れの１２月には、「ふじかわふれあいクリスマスパーティー」を行い

まして、子どもさんからお年寄り、障がいのある方まで、交流を行いながら障害者団体のたん

ぽぽの会で太鼓の演奏などを行っております。また、学校等につきましては、鰍沢小、中学校

の生徒につきましては、わかば支援学校富士川分校の生徒さん方と、年数回交流を行なってお

ります。また増穂南小学校につきましては、県立のあけぼの支援学校と交流を行なってる等の

事業がございます。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） 

     ありがとうございます。本町で、本当交流を積極的に行ってくださっているということは本

当に素晴らしいなと思います。本当に子どもの頃からの福祉教育が本当に大事だなと思ってお

ります。かえって私たち大人が、身近な地域で積極的に交流する機会を設け、自然に支えたり、

支えあったり出来るような環境づくりに取り組むことが課題だと思っております。そこで 

２番目の質問として、障がいのある方の、緊急時や災害時の支援に対する課題と対応策をお伺

いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えいたします。緊急時や災害発生時には、障がいの状況により情報が伝わらないこと、

周囲とコミュニケーションがとれず孤立すること、自由に移動ができないことにより避難が遅

れること、また、障がい者が求める支援の情報が周囲の方々に伝わらないことなどが課題であ
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ります。 

このようなことから、町では民生委員や福祉推進委員などの、地域の方の協力を得ながら、

災害時要援護者登録の推進に努めており、防災訓練では支援者による車イスや寝たきりの方の、

福祉避難所への移動訓練を行っております。 

また、防災ラジオの普及にも努めているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     町の福祉避難所は、何か所あるでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     大きな所ですけれども福祉保健課、町民会館、あと町内の福祉関係の事業所とも協定を結ん

でおります。４か所くらいあります。 

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） 

     災害時の福祉避難所をしっかり設けて下さっていると思いますので、そういう部分では要援

護者の方が避難される事を、しっかりと想定した対策を整えていただきたいと思います。 

そこで３番目の質問として、障がいのある方が緊急時や災害時などで困った時に、周囲に配

慮や手助けをお願いしやすくなるための情報を伝える「ヘルプカード」の普及が必要と考えま

す。「ヘルプカード」の導入に対する、町の見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）   

     お答えします。ヘルプカードとは、コミュニケーションに困難のある障がい者などが携帯す

るカードで、緊急連絡先や支援して欲しい内容が記載してあり、東京都を中心に取り組みが行

われております。町では、障がい者等が日常的に携帯し、地震等不測の災害が起こった場合に

備え、迅速に円滑な支援が出来るよう、ヘルプカードを導入して参ります。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） 

     「ヘルプカード」を導入して頂けるとの嬉しい答弁を頂きました。大変にありがとうござい

ます。「ヘルプカード」は、今おっしゃって下さったように、手助けを必要とする方と手助けを

する方を、繋ぐための意思表示カードです。日常生活や災害時の困った時に、「ヘルプカード」

を差し出して、周囲の人に理解と手助けをお願いする。特に聴覚障害者や内部障害者、知的障

害者など、一見障がい者とは分からない方が、周囲に支援を求めやすくするものです。ちょう

ど６年前の東日本大震災の時に亡くなられた方は、岩手・宮城・福島県の総人口に占める死亡

率が１．０３％。これに対して、障がい者の方の死亡率はおよそ２．０６％と２倍に上ってい

たことがわかりました。国は、平成１７年から、各自治体に障害者など「災害時要援護者」の
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避難対策の策定を促していましたが、この対策が有効に機能されていなかったようです。 

 富士川町においても、大地震がいつ起こってもおかしくない事を認識した備えを、万全にし

ていかなければならないと感じます。防災や災害時の避難において「ヘルプカード」に、必要

な情報を事前に記載しておくことで、周囲に必要な支援がはっきりと伝わり、緊急時のコミュ

ニケーションを円滑にすることが出来ます。災害時の避難所生活が必要な時には、家族や連絡

先、必要な配慮を伝えることが出来ます。また、普段から「ヘルプカード」を持つことにより、

本人の自立した日常生活の支援にも繋がります。すでに、中央市で導入されておりますが、障

がいのある方や高齢者の方にも活用されているそうです。 

再質問ですが、今後、多くの方に「ヘルプカード」を認識して頂くことが大事だと思ってお

ります。目的と活用方法などは今後どのように周知していく考えがあるでしょうか。今言って

いただいたばかりなんですが、どのように考えますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君）   

まず経費について調べまして、また議会の方に経費についてのお願いをすることになるかも

しれません。障がい者の方ですとか、妊娠されてる方、高齢者の方と。いろんな方がいると思

いますので、順次その周知をしながら、広げていきたいと思います。また、障がい者の方は年

に一度、障がいの制度の手続きに役場の窓口がお見えになる方々もおりますので、そういう時

を利用して周知をしていきたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですけれども、特別支援学校に通っている子どもさんとか保護者の方とか、福祉事業

所で働いている方などに、活用方法などは本当に丁寧に教えていただきたいと思いますので、

そういう場合には、担当課の方で出向いていただくことは出来るのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただ今おっしゃられましたように、周知をしたりそれを持っていただくことが、障がいを持

たれている方の状況が、周りの人にもわかるということになりますので。いろんな施設ですと

か、また民生委員会、区長会とかいろんなところで、スタートする時には理解をしていただい

て支援する側もされる側も、共通認識の中で運用をしていくようにして行きたいと考えており

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、丁寧な指導を関係機関の先生方としっかりと協議して、取り組んで頂きたいと思いま

す。その方が求めている手助けを素早くサポートしてあげられる「ヘルプカード」は、町民福

祉に重要な役割を担っていくものと考えます。一日も早く活用していただけるよう、ぜひよろ

しくお願い致します。 
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では、４番目の質問として、「ヘルプカード」に使用されている「ヘルプマーク」ですが、援

助や配慮を必要としていることが、外見では分からない方。例えば義足や人工関節を使用して

いる方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など。障がいの有無にかかわらず、周囲に援助

や配慮を必要としていることを知らせるための「ヘルプマーク」の導入について、町の見解を

お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ヘルプマークについては、ただ今小林議員がおっしゃられましたように、援助や配慮を必要

としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるストラップ

状のマークです。来る２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、国内統一マー

クとして、全国的にも広く周知され、普及が見込まれております。このようなことから、町で

は、ヘルプマークを導入して参ります。 

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） 

     ありがとうございます。「ヘルプマーク」は支援が必要な方のためのシンボルマークです。身 

体機能など特に基準を設けていませんし、外見では健康に見えても、疲れやすかったり、同じ 

姿勢を保つのが困難であったり、歩くことや階段の昇り降りなどの動作が困難な方、また、視 

覚障害者・聴覚障害者の状況把握が難しい方、肢体不自由で自力で迅速な避難が困難な方など、 

外見では分からなくても、援助や配慮を必要としている方は大勢いらっしゃいます。そういう 

方にぜひ使っていただきたいマークです。これから、国としてそういう方向で動くのであれば 

ぜひそれと共に本町でも導入をお願いしたいと思います。 

再質問ですけれども、地域社会で助け合う心、支え合う心を育むためにも、「ヘルプマーク」 

を身に着けた方が、これから、今東京を中心にされていますけれども。これからこういう物を

付けた方がいらっしゃった場合に、すぐに思いやりのある行動が私たちが一日も早くできるよ

う、そういうことに対しての「ヘルプカード」を導入する時に「ヘルプマーク」の意味や形も、

一緒に周知していただきたいと思います。この「ヘルプマーク」は、今おっしゃっていただい

たのは国としての方向ってことですので、そうするとまだちょっとしばらくあるかなと思いま

すので、「ヘルプカード」を導入するにあたって、「ヘルプマーク」もぜひ意味や形も周知して

いただければと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     「ヘルプカード」と「ヘルプマーク」が一体となって、効果が上がるものと考えております。

国につきましても、現在、東京都ではもう既に利用しているようですので、できれば同じ時期

に活用をしたいと思います。もし、それが無理であれば、時間差が出ますけれど、早い段階で

行うということと、その両方のカードとマークの周知は、併せて進めていきたいと思っており

ます。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  
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     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。ぜひお願いします。 

     それでは、大きい２つ目の質問に移ります。子育て支援についてお伺いいたします。１番目

の質問ですが、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、おおむね平成３２年度末

までに、全国展開を目指すとされている「子育て世代包括支援センター」について、昨年９月

議会で、設置を訴えましたところ、この４月より子育て支援課に設置していただけることにな

り、大変うれしく思っております。町の人口ビジョン・総合戦略の基本的方向に沿った、子育

て支援に関する施策を更に積極的に進めていただけるものと期待しております。改めて「子育

て世代包括支援センター」設置にあたっての、目的と今後の取り組みについて、お伺い致しま

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） 

 ただいまの子育て世代包括支援センターの目的と今後の取り組みについてお答えいたします。

「子育て世代包括支援センター」は、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じ、妊娠期

から子育て期までを安心して過ごせるよう、切れ目のない支援を行うことを目的とした包括支

援拠点です。 

 今後の取り組みとしましては、妊娠届時や出産後の相談の折、子育て世代包括支援センター

の保健師が、従来の保健指導を行うと共に、個々のニーズに合わせ、ご自身やご家族で取り組

むセルフケアを含めた、「子育て応援プラン」を作成し、子育て支援事業と合わせ、切れ目のな

い支援を行って参ります。 

また、子育て世代包括支援センターの役割として、妊娠、出産及び子育てに関する関係機関

との連絡調整、協議及びネットワークの構築がありますので、それらに取り組んで参ります。 

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） 

     ぜひ、切れ目のない子育て支援の充実を期待しております。そこで２番目の質問ですが。妊

娠時における「母子健康手帳」、通称「母子手帳」ですが、妊娠期から乳幼児期までの健康に関

する情報が、一つの手帳で管理されているもので、母親になった証として大切な記念になるも

のです。お母さん方の活用状況と課題があるかお伺いいたします。 

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） 

 ただいまの母子健康手帳の活用状況と課題についてお答えします。「母子健康手帳」は、母子

保健法の定めにより妊娠届をした全ての妊婦に交付し、その内容は厚生労働省令に定められ、

時代に合わせ改正がされています。 

 活用状況は、妊娠期から日頃の生活状況を記載し、妊婦健診や自己管理に役立てられ、急な

体調変化の対処に備えることができます。 
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 また、出産後は、出生を証明するものとなり、子どもの成長発達の記録、健診・訪問・相談

支援の記録であるばかりでなく、支援者と手帳を介し、子どもの成長を確認する大事なツール

であり、小中学校では授業で使用されてます。特に予防接種については、接種薬剤のロット番

号も貼付され、任意の予防接種管理には重要な記録であり、大学進学時にも活用され、乳幼児

期だけでなく、生涯にわたって大切に使用されています。 

 課題としましては、紙製の冊子ですので、長期使用による劣化が考えられますが、専用のケー

スやカバーが利用されています。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） 

     母子手帳は、今お話をしていただきましたけれども。昭和１７年から日本が世界で 初に始

めた、全ての妊婦に配布するシステムで。妊娠から出産、予防接種、母子の健康状態などを１冊

にまとめて記録する、行政からの 初の贈り物です。お母さん方に良く活用されることを期待

している訳ですが。今いろんなこういうものが使えるってものの内容のことをおっしゃってい

ただきましたけれども。再質問ですけれども、お母さん方にこの母子手帳を実際に利用されて

この利用実態調査とか、そういうものはされたことはありますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）  

     お母さん方、皆さん使って下さっていますけれども、実際にどのようにっていう調査は行なっ

ておりません。 

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） 

     母子手帳は、子どもが乳幼児期からあらゆる機会に母子手帳を提出することが多いですし、

本当になかなかプライベートなことは書きにくいですし、必要 低限なこと以外はあえて記入

していない、というお母さんの声も聞いております。実際、私も奥深くしまっていた母子手帳

をｘｘ出して見ましたけれども、数字ばかりで、残念なことに思い出になる書き込みがありま

せんでした。毎日、子育てに必死で格闘している時は、書き込むのが面倒だったり、書く時間

がなくて、後になって忘れてしまったりで余裕がないものです。   

そこで再質問ですが、母子手帳をお母さんひとり一人に手渡しで交付する際に気を付けてい

る事、また、その時に出産に向けての悩みや心配事があるお母さんがいらっしゃった場合の対

応などは、どのようにされているのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）   

     母子手帳をお渡しするときには、丁寧にお母さんと関わりまして、これからのいろいろな町

のサポートついて説明をしております。そしてそのお話をする中で、お母さんの状態とか、よ

く、観察いたしまして、ちょっと心配なようなお母さんについては、こういう相談もあります

とか、そういうところでつなげていくようにしております。 
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〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、継続した支援をしていただければと思います。 近、児童虐待などの事件が増加をし

ておりますので。本当に核家族化が進み、子育ての孤立感や育児放棄など、孤立しがちな若い

母親に対しての包括的な支援が求められています。乳幼児期の母親の使命の重要性を考え、母

親の育児不安や知識不足を解消出来るよう、手帳を交付する際に気軽に相談ができるよう、時

間をかけて面談をして頂きたいと思います。それから、課題としてありました母子手帳は紙と

いうことで、長い年月の間には、私もそうなんですけれどもボロボロになってしまったり、紛

失する場合もあるのではないかと思っております。実は、東日本大震災の時にも津波でありま

したけれども、多くの母子手帳が失われました。岩手県ではその際、周産期医療の電子カルテ

ネットワークを持っていたため、再発行や医療機関の妊娠受け入れが、スムーズに出来たそう

です。 

そこで３番目の質問ですが、平成２７年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしたこ

とに伴い。保育を初めとする、さまざまは情報提供や相談、助言等を行う利用者支援事業の実

施が自治体に求められ、独自の支援事業が展開されています。妊娠期から切れ目のない子育て

支援の実現のため、「母子健康手帳」の電子化を活用するべきと考えますが、町の見解をお伺い

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）   

 ただいまの小林議員のご質問にお答えいたします。母子健康手帳の電子化については、「母子健康

手帳アプリ」や「妊婦手帳」、「育児手帳」など、様々なアプリケーションサービス提供がされてお

り、本町においても、利用しているお母さん方が見受けられます。 

「母子健康手帳アプリ」は、親が子どもの成長や健診・予防接種を記録・グラフ化し、保存でき

ることに利点があり、自治体側は、ユーザーとなった住民に情報配信サービスを利用し、保健事業

やイベントなどの情報発信に役立つもので、個別の関わりの難しい大都市での活用が始まっており

ます。母子健康手帳アプリは、単独で利用するものでなく、紙の母子健康手帳と合わせて利用され

ています。 

 本町においては、事業の情報発信に関して、町の広報誌やホームページの活用、対象者への個別

通知だけでなく、電話や訪問・来庁時に声掛けをすることで、妊婦や乳幼児の健康状態や相談事を

いち早く把握する対応をとっており、４月から始まる、子育て世代包括支援センターにおいて、一

層強力にすすめて参ります。 

 このようなことから、母子健康手帳の電子化は考えておりませんが、子育て支援サービスに関係

する情報発信の方法については、今後研究をすすめて参ります。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     本町では、丁寧に保健師さんや担当課の皆さんが、ひとり一人お母さんに母子手帳を手渡し

てお話ししていただいたり、状況を聞いていただいたり、子育てのアドバイスをして下さって
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いる事は、本当に伺っていてとても素晴らしいと思っております。それが基本ですので、紙の

母子手帳は継続していただき、なおかつ現在の若いお母さん方は、ⅠＴというか、ＳＮＳの時

代で育ってきていて、常に身近にスマホやパソコンを使った生活をされている方がほとんどだ

と思います。 

再質問ですが、静岡県焼津市では、昨年の１１月から、マイナンバーカードの個人認証機能

を活用した「母子健康情報サービス」を始めています。これは、妊娠や子育て中の保護者がパ

ソコンやスマホを使って、子どもの健診記録や予防接種履歴などを、いつでも閲覧できるよう

情報を配信するほか、子どもの成長段階に合わせて必要な情報を届けるサービスです。マイナ

ンバーカードを活用した情報サービスで、全国的にも先駆的な取り組みですが、高いセキュリ

ティーが確保されるので、個々の子どもの情報を安全かつ確実に配信することが出来るそうで

す。 

このような、マイナンバーカードを活用した「母子健康情報サービス」は、外出時や緊急時

に母子手帳が手元になくても、スマホを持っていれば母子手帳と同様の情報を病院などに提示

できるのも大きな利点だそうです。このようなマイナンバーカードを活用した「母子健康情報

サービス」などについては、どのようにお考えでしょうか。お伺い致します。 

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） 

     ただいまのマイナンバカードを利用した母子健康情報サービス実施についてのご質問にお答

えいたします。これらのサービスについても、町独自にシステム開発をしなければなりません。

国では、マイナンバーカードを利用したマイナポータルのサービスの開始を、来年度から順次

開始することとなっております。 

山梨県では平成３０年度から「やまなしくらしねっと」を利用して、子育てワンストップサー

ビスを開始すべく準備を進めております。マイナポータルサービスの開始により、子育て情報

などの町の情報を利用者に提供できることも予定されていますので、これらの活用について、

今後も研究して参りたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     今後国レベル、また県として検討されているということを聞いて、大変うれしく思います。

期待が膨らみます。現在、群馬県前橋市でも、ⅠⅭＴを使って子育てしやすい地域をつくるこ

とを目指して、母子健康手帳や各種健診結果、学校からのお知らせなど、子どもに関わる様々

な情報をサービスしています。自治体が保有する各種情報、妊婦健診、乳幼児健診、予防接種、

健康診断に係る情報等と、市内の病院や学校が保有する情報を一元化に管理し、個人番号カー

ドを模擬したⅠⅭカードを認証のカギとして、パソコン等で閲覧できる仕組みとなっているそ

うです。 

また、小学校に通う児童を持つ保護者を対象に、学級担任からのお知らせや提出物の確認、

学校行事の予定表をはじめとする学校からの情報をパソコン等で閲覧することが出来ます。保

護者があらかじめ児童のアレルギー食材の情報を登録しておくと、該当する食材を使った給食

の前日に注意喚起のメールが通知される機能も実現しています。 
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電子母子手帳は子育て情報を提供するだけではなく、災害時等にも貴重な記録媒体となって

いるそうです。日本産婦人科会や総務省でも、母子健康手帳の電子化を勧めています。忙しい

ご主人と、遠く離れたおじいちゃんおばあちゃんとか、そういう方とも情報を共有出来る。そ

ういう時代になったということで、本当にこういうことが今後あらゆる国、県でも「やまなし

くらしねっと」というのが３０年度からという話がありましたが、こういうあらゆる可能性を

考えて、ぜひ前向きに検討していただけますようよろしくお願い致します。 

以上で私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で、通告８番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、一般質問を終わります。 

     本日の日程は、全部終了しました。 

     本日は、これにて散会とします。 

     起立願います。 

     ご苦労さまでした。 

 

散会 午後４時０１分 



 １１５

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 

 

 

富士川町議会３月定例会 

 

 

３月１４日 

 

 

 

 



 １１６

平成２９年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成２９年３月１４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 ５号 富士川町道の駅富士川整備基金条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ６号 富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定に 

ついて 

日程第 ４ 議案第 ７号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富士 

川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ５  議案第 ８号 富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ６  議案第 ９号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する 

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１０号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１１号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改 

正する条例について 

日程第 ９ 議案第１２号 富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について 

日程第１０ 議案第１３号 不動産の譲与について 

日程第１１ 議案第１４号 不動産の譲与について 

日程第１２ 議案第１５号 不動産の譲与について 

日程第１３ 議案第１６号 不動産の譲与について 

日程第１４ 議案第１７号 不動産の譲与について 

日程第１５ 議案第１８号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１６ 議案第１９号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１７ 議案第２０号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１８ 議案第２１号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１９ 議案第２２号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予 

             算（第１号） 

日程第２０ 議案第２３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第２１ 議案第２４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 
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（第５号） 

日程第２２ 議案第２５号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２３ 議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算 

日程第２４ 議案第２７号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２８号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２６ 議案第２９号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第３０号 平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３１号 平成２９年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２９ 議案第３２号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３４号 平成２９年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３５号 平成２９年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予 

             算 

日程第３３ 議案第３６号 平成２９年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３４ 議案第３７号 平成２９年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財 

産区特別会計予算 

日程第３５ 議案第３８号 平成２９年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予 

             算 

日程第３６ 議案第３９号 平成２９年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３７ 議案第４０号 平成２９年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３８ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第３９ 議案第４２号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結に 

ついて 

日程第４０ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第４１ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第４２ 認定第 ２号 富士川町道路線の認定について 

日程第４３ 認定第 ３号 富士川町道路線の認定について 

日程第４４ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 

日程第４５ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（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 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 田 辺 明 弘  防 災 課 長 秋 山 佳 史     

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利     
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開会 午前１０時００分 

○議長（秋山貢君） 

  平成２９年 第１回富士川町議会定例会 ３日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しい

ところ、ご出席いただきまして、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。 

本日の議事日程につきましては、お手元に配布したとおりです。 

本日は、質疑の日程になっておりますが、議案第１８号から第２５号までの補正予算案８件、

議案第４１号および議案第４２号の契約変更案件２件については、質疑終了後、討論、採決を

行いますので、よろしくお願いします。 

また、議案第５号および第６号の条例制定案件については、お手元に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。 

また、議案第２６号から、議案第４０号の当初予算案１５件については、予算特別委員会へ

付託しましたので質疑は大綱のみに留めて下さい。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します。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 議案第 ５号 富士川町道の駅富士川整備基金条例の制定について 

日程第３ 議案第 ６号 富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定について 

     以上の２議案は、条例制定案でありますので、一括して議題とします。 

本案は、常任委員会に付託しましたので、質疑は、大綱のみに留めて下さい。 

これから、議案第５号及び第６号を一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは条例制定の道の駅富士川整備基金条例について、１点だけお伺いしたいと思います。

今回、今後道の駅の整備にお金がかかるということで、多分、剰余金を積み立てていくという

ことなんだと思うんですけれども。この積み立ての基準についてどのようにお考えなのかお伺

いしたいと思います。剰余金が出た場合ですね、よく２分の１を例えば積み立てるとかいう対

応がとられる事が多いと思うんですけども。その辺の考え方について。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

道の駅は指定管理にしてありますので、通常の利益の２分の１を町のほうに納入するという

規定になっております。それ以外にもまだ利益が出るわけでありますが、一般的な企業であり



 １２０

ますと、減価償却費あるいは租税公課費は経費でおちる訳なんですけど、道の駅は町が作った

ものですから、減価償却費あるいは租税公課、町の固定資産税とかそういうものですが、それ

が経費にカウントされません。今回はですね、それを基準といいますか、一つの頭の中に入れ

ながら、当初の契約どおり。利益が出た部分の２分の１は町へ納入金として入れていただきま

す。それ以外に利益が出たときに、今後、、道の駅の整備に多額の経費が想定されることからで

すね。まっ、それの範囲内位で、利益が出なけりゃ積み立てる事はできませんが、出た時には、

特に作ってありません。以上です。 

それともう一つ、道の駅の方も当初の基金から２年経過いたしまして、今 8,000 万円余の金

は持っております。そこを大きく膨らませるだけが能ではなくて、町の方もしっかり基金とし

て管理をしておきますから、一般財源に使うような事は決してありませんので、その辺は、先

程言ったこの確定申告の時期に通常の企業であると経費でおちる部分が、あそこは落ちない部

分がある。その部分を念頭に入れながら、出来る限り基金に積んでいただければ、いずれ道の

駅の為になっていくと思っておりますんで、今回基金条例を出さしていただいたところであり

ます。 

○議長（秋山貢君） 

     齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

丁寧な説明ありがとうございました。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５号及び第６号の質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（秋山貢君） 

日程第４ 議案第 ７号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富士川町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第 ８号 富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

   日程第６ 議案第 ９号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第７ 議案第１０号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第１１号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて  

以上の５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７号から第１１号まで、一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（秋山貢君） 

     ４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

一点だけすみません。資料の４ページ、富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の一
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番 終のページの方ですけども、・・・あっ、一つ間違えました。結構です。 

○議長(秋山貢君) 

質疑は取り消しという事でお願いします。 

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７号から第１１号までの質疑を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

日程第９ 議案第１２号 富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について 

を議題とします。 

これから、議案第１２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

ふれあいの家条例を廃止する条例ですけども、これはこの後にある不動産の譲与と関係して 

いますので、そこでお聞きしたいんですけれども。今回は５カ所ですね、廃止すると。区に移

管するという事なんですけども。それはそれで結構だと思うんですけども、問題は、区に移管

した場合、今後のふれあいの家の、例えば管理、修理あるいは改築といったような事について、

どのような考えを持っているのか、それだけお願いおしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

ふれあいの家につきましては、今回５ケ所について協議が整ったから上程した訳であります 

が。これまでも穂積のゆずの里センター、そして平林の改善センターなどを各区の方に譲与し

ながらやってきました。残ったのがふれあいの家という事でありますが。今おかしげに思って

いるのが、ふれあいの家は町の建物で管理を区にお願いしている。今回、大久保の例が出てき

たんですが、トイレを改修するのに町が町の施設に補助金を出すというおかしげなかっこうに

なっています。それであれば、それぞれの区で管理をしていただいて、これまで通り補修、修

繕の補助金を継続していく。また、建て替えをする時には、町の公共施設等整備事業貸付金も

ありますし、建て替えの場合はコミュニティの補助金もあって、普通の公民館みたいに建て替

える事も可能となっています。町の方もこれから地域の介護の拠点の施設となっておりますん

で、そちらの方は今までの制度は変えずにやって行くつもりでいます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございました。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。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。  
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以上をもって、議案第１２号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１０ 議案第１３号 不動産の譲与について 

日程第１１ 議案第１４号 不動産の譲与について 

日程第１２ 議案第１５号 不動産の譲与について 

日程第１３ 議案第１６号 不動産の譲与について      

日程第１４ 議案第１７号 不動産の譲与について 

以上の５案件は、不動産譲与案件ですので一括して議題とします。これから、議案第１３号 

から議案第１７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１３号から第１７号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１５議案第１８号 平成２８年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１６議案第１９号 平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第１７議案第２０号 平成２８年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８議案第２１号 平成２８年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第１９議案第２２号 平成２８年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０議案第２３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２１議案第２４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第２２議案第２５号 平成２８年度富士川町水道事業会計補正予算（第３号） 

以上の８議案は、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１８号から第２５号まで一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。  

以上をもって、議案第１８号から第２５号までの質疑を終わります 

これから、議案第１８号から第２５号まで一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ）  

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１８号から第２５号までの討論を終わります 

これから、議案第１８号から議案第２５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。 

     （ な し ） 

「異議なし」と認めます。 
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したがって、議案第１８号から議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２３ 議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算 

日程第２４ 議案第２７号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２８号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２６ 議案第２９号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第３０号 平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

   日程第２８ 議案第３１号 平成２９年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２９ 議案第３２号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３４号 平成２９年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３５号 平成２９年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

   日程第３３ 議案第３６号 平成２９年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３４ 議案第３７号 平成２９年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 

日程第３５ 議案第３８号 平成２９年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

   日程第３６ 議案第３９号 平成２９年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３７ 議案第４０号 平成２９年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は、平成２９年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

本案は、特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから、議案第２６号から第４０号まで一括して質疑を行います 

質疑はありませんか。 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

それでは質疑させていただきます。 

予算書の８ページの継続費についてちょっと質問させていただきます。 

図書館の設計業務について、質問します。 

国では、、2,800 万円かけて設計すると聞いていますが、平成 29 年度に何故町民図書館建設

設計業務の経費を、町が計上しなければならないのか伺います。 

○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）。 

ただ今のご質問についてお答えをいたします。平成２９年度、３０年度の２年間におきまし

て、町では新たに建設される合同庁舎の中に図書館を建設するということで。用地の測量費そ

して設計費をですね、２年間で、２９年度、３０年度でやっていく予定で組んでおりまして、

２９年度の教育費の中にですね、予算が計上されております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 
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この部分でもう一点。平成３０年度の事業の内容と継続費とする必要性について。もうちょっ 

と教えてください。 

○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）。 

はい、初めに事業の内容ですけれども。平成２９年度におきましては、新たに建設される建 

物のところでですね、敷地の測量費、それと２９年、３０年の２カ年におきまして、建物ので

すね設計費、この二つが内容になります。事業の必要性ですね。事業の必要性につきましては、

今回、この事業につきましては、国が主体となって行うわけですので、町の方もですね国の予

算の盛り方に合わせて、町の方も２年間の予算の計上しております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。次に峡南医療センターの財政支援の貸し付けの部分で、ちょっとお

伺いしたいんですけれども。峡南医療センターへの運転資金不足に対して短期貸付を反復かつ

継続的に実施することは、短期貸付の趣旨を逸脱している気がします。富士川町から貸し付け

るお金は、年度初めに貸し付けて、年度末に瞬間的に返済される。その間そのお金は町が使え

ないような感じがするんですけども。実態としては、町は貸し付けたお金を使えず、町の財源

に負担が生じているのに、年度末に瞬間的に返済するという手法をとることで、負担が生じて

いないように見えているだけに感じています。平成２７年１２月に議会が付帯決議で指摘しま

した内容が、このまま峡南医療センター企業団の経営改善が進まず、今後もこうした財政支援

を続けていかなければならないとすれば、富士川町の財政負担は際限なく広がり、町自体の財

政への圧迫は必至で、ひいては町民サービスの低下など、町行政への多方面への影響を危惧す

るところである、という付帯決議をしました。まさにこの通りの現実になりますつつあると思

います。実際、町民生活に直結する事業の先送りや事業のスピードなどを、落とさざるを得な

い状況にある可能性が今後あると思います。今後の町財政への影響をどのように考えているの

か、お伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長 齊藤靖君 

ただ今の峡南医療センターの貸し付けに関しまして、町の財政への影響という事でございま

すけれども。まず一つ、予算の考え方でございますが、予算というのは地方自治法の第２１０条

で、総計予算主義というものをとっております。これは１会計年度の一切の収入と支出は、歳

入歳出予算に編入しなければならないということでございます。当初予算を見ていただきます

と６億５千万円の貸し付けは衛生総務費のほうで貸付をしておりますが、収入の方で諸収入の

方で、貸付金の元利収入というようなことで６億５千万円盛ってございますから、そこで収入

と支出は１対１になっております。 

もう一つは資金運用の部分だと考えております。それは町のいろいろな支出というのは、歳

計現金というものを持っております。これは、一切のその歳入歳出予算に関する現金というよ

うなことでありますけれども、これは、それぞれの月によって違いますけれども、大体１０億



 １２５

前後の現金を普通預金の方で管理をしてると。いうことでございます。収入というのは一度に

８０億の予算を組んだからと言って８０億が一度に得られる訳ではなく、町税に関しても納期

があります。また地方交付税に関しても年４回ということですから、一度にそういうお金が入

る訳ではありません。従ってそれらの入ってくるお金をうまく使いながら支出もしている訳で

すけれども。そういうところで、まあ資金が足りない時があります。そういう時には基金の繰

り替え運用が出来るいうことになっておりますから、財政調整基金も一度に崩すという訳では

なくて。満期がきます。２億とか３億の定期預金に預けておりますけどもその満期がきた時点

で、一度現金化してその歳計現金の中に入れると。その中で支出をしていくという事でござい

ますから、一度に６億５千を貸し付けるという事でございません。 

２８年度の例で言いますと、医療センターには３回に分けて貸し付けをしております。従い

まして１度ではありませんから財政的な影響もないということ。それと資金的な部分も一度に

６億５千を貸し付ける訳ではありませんから。２億とか３億とか１億とかと言ったような感じ

で、貸し付けをしておきますから、現状の段階では財政には全く影響がないというところでご

ざいますし、財源につきましても、予算書上は、その収入をもって支出に当てていますから基

金を取り崩す訳でもなく、という状況でございます。また医療センターにおきましては現在新

たな改革プランをつくっておりますから。その中で改革をしていっていただければ、現状の財

政の範囲内の貸し付けでは、町の事業が遅延するということは考えておりません。以上でござ

います。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。もう１点、２月２４日の全員協議会へ、資金計画を査定した結果に

基づき貸し付けると説明を受けましたが、議会が判断する材料としてその資金計画を議会に示

していただく事は出来ますか。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長 依田一利君 

ただいまのご質問にお答えいたします。資金計画につきましては、企業団の方で、現在全て

網羅出来るかどうか分かりませんけども、今の範囲で分かるものを精査しております。明日の

議会の委員会へ提出する予定で今進めております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

よろしくお願いします。 後もう一点なんですけれども。平成２５年３月２８日に開催され

た、峡南北部２病院統合協議会の会議録を見させてもらったんですけども、資金調達の手段と

して、町民参加型市場公募債の発行について検討されていました。そこでは、資金不足を町に

頼るだけでなく、企業団ではこの公募債の発行を検討されたのかお伺いしたいと思いますけど

も。 

○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 

企業団から聞き及んでいるところによりますと、その検討はしていないというところでご 

ざいます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

３点になったので終わります。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。 

２番 深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄君） 

     私も峡南医療センターについて質問させていただきます。議会初日の一般会計の概要の中に

も第４款衛生費の中で、保健衛生費として地域医療、救急医療体制の確保のために予算を計上

したとあります。私は平成２５年の２月２８日の第４回の峡南北部２病院統合協議会の議事録

を見させていただいたんですけども。そのときの議事録によると、統合後は、富士川病院は、

３６５日、２４時間稼働するということを前提にしつつ、峡南地域全体の救急医療における砦

となっていただく。また市川三郷病院はマンパワーの問題で、休日、輪番には加わるが、夜間

輪番には加わらないが、夜間に急患が発生した場合には、オンコールできる体制を整えていき

たい。ということが書かれていました。しかし現在、この計画のようには全くいっていないの

が現状だと私は思います。この大きな要因を町はどのように捉えているのかちょっとお聞きか

せ願えればと思います。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

○福祉保健課長 依田一利君 

ただいまのご質問にお答えいたします。言われるように救急医療の砦という事でスタートし

たわけですけれども。スタート後に対応出来る医師の確保の問題ですとか、病院のそれぞれの

医療機関の業務のすみ分けですとか、その辺に時間を要しておりまして、現状、そこが完全に

進められている状況ではありません。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

峡南医療センターにつきましては、統合前にいろんな皆さんのお知恵を借りながら統合計画

をつくり、そして医師の確保を図り、医業分科を図りという事でやってきたわけでありますが。

当時の経営計画は破たんをしていると思っていいと思います。ですから中期経営計画、第２期

中期経営計画、そして今経営改革プランと、この３年間で３つも変えてきているんですね。で

すから当時のやつは、その通りやってたんではもっともたなくなってしまいますんで、改善に

改善を重ねながら今やってきております。 

今議員ご指摘のとおり、当初はそういう計画をいたしましたが、私も冒頭言わしていただき

ましたけれども、医師の確保がまず出来ない。予定通りいってない。それと医療センターの方

も、まっ医師がいないのが元なんですが、医業分科が当初の予定どおり進んでいない。それと
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当初は財政シミュレーションでも、富士川町からいただく１億５，５００万で、十分巡って行

けるんじゃないかという、甘い考えがあったと思います。そういう中で、潤沢な運営費が無かっ

た。ですから、当初貸付金という計画は無かった。これがいざ運営をしてきて初めて２６年度

に７億円という数字が出てきましたから、２８年度から貸付を始めてきた訳でありますが。今

のところこういった自転車操業をしばらくしなければ改善できない。 

ただその一番の基が、やはり統合時に市川三郷町が相殺をして不動産の価格を提供した借金

と敷地の価格がありますが。不動産の価格と、負債の価格を差し引いたその残りが１億５，

５００万でしたから、富士川町も、その分何も持っていませんので現金で出した。そこのとこ

ろがですね、病院に背負わした約１０億円の借金の返済が毎年１億ちょっとかかっている。そ

れを２６，２７，２８とやってきているんです。これをこのまんまやっていくと、どうにもな

らない。 初のボタンのかけ間違いかどうかわかりませんが 初の通りのことはもう無理だと

いうことから、今回、繰り出しの基準も見直しながら、そして当時の負債を、病院に背負わし

た負債を２町でみましょうと。ただ一気にみる訳にもいきませんので、明年度２９年度は２６年

度に病院が返済をした方を見ましょう。来年は２７年度に返済した分を見ましょう。３年遅れ

でその分はみていく訳でありますけども。そういった苦肉の策もしながらですね、病院の方に、

病院に起因しない負債はやはり両町でみてやるべきではないかという結論に達したから、今回

こうやっている訳でありますけども。 

当初の統合協議会で議したやつがその通り行っていれば、こういう状態にはならなかった訳

ですが、もう私どもはそれは破綻をしてると。ですから、今コンサルも入れながら、また新た

なやつをですね、統合前に作ったやつが破たんをしてますから、中期経営計画、第２期中期経

営計画、今度は経営改善プラン、３つ目を今作っております。この詳細が近々出ると聞いてお

りますんで、それを見ていただきながら。ただ私どもも議会からも付帯決議もいただいており

ますんで。この改革プランも作らせておりますし、そして今回出てくるやつも素案の段階でも

見せていただきましたが赤字が生ずる訳です。これ以上の赤字が出るのは病院としてもうまく

ない。両町としても好ましくありませんので。２９年度は、せめて±ゼロにして欲しいという

要望は、強くしているところであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

２番 深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄君） 

１０億円の借金ですか。私にはその事が非常にわかりずらく、説明を受けてないんで、そう

いった事も、我々もちゃんと教えていただきたいと思います。それと、やはり救急医療という

のが、一番病院では大事だと思うんですよ。救急車を受け入れるというのが。町の中でももう

富士川病院は入れないよという噂も出てるんで、その辺は早急に改善していただけるようにお

願いしておきます。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

議員おっしゃる通りでありまして、私の方にもですね病院へ行けば断られてしまったとか、 

電話をしてもそっけない電話の応対だったとか、いろいろ苦情があります。昨日も企業長を部

屋に呼びまして、その辺は言いまして、これから病院はみんなに愛される病院にならなきゃだ
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めだと。お医者さんの対応は良くても、周りにいる職員の対応が悪いと。電話してもそっけな

い返事である、例えば病院へ行って応対していただいても、なんかつれないそぶりだというふ

うな意見もたくさんありますんで。病院の職員育成する責任者にも、あなたの責任だというこ

とで、昨日は強く言いました。 

これからは、当然救急医療と言っても医者が診療科目全部いる訳ではありませんので、見れ

ない病気もあります。例えば、脳がつまった、切れた、というのは富士川病院へ行くよりもい

ち早く脳外科、脳神経外科のいる病院へ行った方が、これは救命率が高くなると思いますから。

そうは言いましても、救急隊も富士川病院の体制も知ってます。そして、夜間、休日の当直勤

務もだれがいるかわかります。そういう中で、救急隊とも連携をとりながらですね。見れるも

のは富士川病院見ていただく、そういうふうなことをしていただけるように、昨日も要請をし

たところであります。 

今後も是非ですね、そういう言葉がもう私どもにも議員の皆さんにも耳に入れないような病

院経営をしていただくように、これからも病院の方はしっかり見ながらやってみたいと思って

ます。 

○議長（秋山貢君） 

２番 深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄君） 

     ありがとうございました。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。 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

     大綱ということなので。土木費の道路改良舗装費の中に、リニア側道の測量設計業務という

のに今回２，１００万円入ってます。昨年の予算の中にも３，０００万円というのが入ってま

した。今回この予算の、この業務のですね目的と内容を教えていただきたい。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の、２９年度の土木費の中に、リニア側道設計委託が入っているとことですけども。

２８年度も確かに予算が入ってまして委託しました。それはリニア側道は戸川沿いからニスカ

の通りまでという事で、２８年度におきましては戸川沿いから利根川沿い１号線のところまで、

約半分くらいの中を測量詳細設計ということで出しました。まだ残りがございますので、２９年

度に残りの部分を出す予定で、予算計上してございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

確認です。前に一般質問のところでも、そこら辺がいろいろ側道の話が一般質問の中でも出

たんですけども。確認させていただきたいんですが。一番先に予備設計ですかね、予備設計

６００万出ました。その時にどんなふうな成果が出たんですかというお話を聞いたらば、予備

設計は、本当に図面上でやることだから細かい事は分からないんですと。いうことで、今度は
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詳細設計を出しますということで、３，０００万の詳細設計で。私たちは、それが出れば非常

に細かい事が分かるんだろうなという事だった訳です。今のお話ですと、２，１００万円を追

加して、やってないところというか、もうちょっと予算がかかるというお話だと思いますが。 

ここから質問ですけれども、詳細設計をする意味は、側道有きの話なのか、それともこうい

うふうに側道を作る場合は、こういう例えば不具合が生じるところがありますとか。不具合が

生じないところが多々ありますとか。そうゆうことを私たちは知りたい為に詳細設計てのはあ

るものだと思ってるんで。側道ありきのものだと思ってないんですが、そこら辺の執行部の考

え方はいかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

当初といいますか、前につけた６００万、これはリニアの既存の道路とどういうぶつかり方

をしてくるか、既存の水路がどういうふうな関わりになってくるか。それをどういうふうに廻

していけばいいのか。その辺の調査の６００万であります。今年度つけております側道の調査

費というのは、 勝寺の戸川の左岸から利根川まで。中條の体育館の西側に交差点がある、あ

そこに天神吊り橋というのがある。そこまでの間の詳細測量です。２９年度はそれからニスカ

までの一部です。３０年ももう一度お願いしなきゃならないと思ってます。全部が出来きれま

せんので。ですから 初の６００万は既存の水路と既存の道路とリニアがどういうふうに関

わってくるか。そうするとただ単に鋭角の交差点を作る訳にはいきませんから、ＪＲさんもど

の辺からこの道路は回したらどうでしょうかというのが来ますんで。うちの方とすればうちの

方として、この辺からこういうふうに回した方がいい交差点になるんじゃないですか。水路も

こうした方が使いやすくなるんじゃないですか。 

そのための設計です。で今回やっているのは今度は側道の部分の幅がどのくらい必要か、今

２．５ｍと言っておりますけども、地形ですから高低差はあります。そういうところはもしか

して３ｍくらい買わなきゃいけなくなる。ちょっと広く必要になるかもしれない。 低２．５ｍ

は必要なんですけども、高低差もあります。川もあります。当然、高低差ありますから石垣も

あります。そういうところはバッサリする訳にもいきませんので、そういう所は若干法面もつ

くらなきゃならん所もあると思いますから、どのくらいデコボコに買っていかなきゃならんか

という詳細設計をやっている訳です。それと合わせて協議をやっておりますが。既存の道路を

どの辺で曲げながらくると、交差点がどういう形になっていくか。そういう細かい設計をやり

ます。これから２９年は天神吊り橋からニスカまでの区間の一部をさせていただきながら、ま

だ、どこが出来るとは申し上げられませんけども。多分その間は３０年度もかかるんではない

かなと思っておりますから。もう一度設計費というのは出てくると思っております。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

     小林の地区の方へ、確か側道の説明を執行部の方で行きましたよね。私その時に行ったんで

すけども。その時の様子をみると、地元の方々はまだまだそこの側道っていうものに対する理

解というか、作ってもよいというようなことを、承知してるなという感じはまったく無かった

です。今ここの町長の答弁を聞きますと、その側道を作るという形で設計を、測量設計をして
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いるというように聞こえいるんですけれども。その地元の人たち、あるいはその全体的にそれ

がいいのかどうなのかっていうところの判断というのは、どこですればいいんですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

これからは詳細にですね、JR 東海さんそれから町も一緒に地権者のみなさんと、補償交渉、

用地買収と合わせて補償交渉に入ってきます。私ども掌握しいているところは、今リニア中央

新幹線の用地幅にかかる皆さんは、側道を是非欲しい。今説明会にも行ったという話もありま

した。あの時も反対者がいました。リニアに全然かからない人なんです。あの時の小林区で、

測道はどうの言っていた人たちは。翌日町の方にもそんな話はとうの昔に説明したと、側道は

是非欲しいから作って欲しいというFAX がたくさん来ています。 

そういった関係で町では、当初、一番 初リニアの説明に行ったときに、やはり話が出たの

が、残された土地が、使い物がなくては困る。それと近所の行き来ができなくなっちゃ困る。

緩衝地帯をできるだけ広くとって欲しいという意見からですね。町は側道計画をしながら、こ

れは南アルプス市にも中央市のもそういう話をしながらですね、やってきた訳でありますけど

も。中央市は南部環状線の道路があるから側道は作らない。ただ工事用道路は残して置くよう

ですが、側道は新たに作らない。南アルプスさんは、先般の新聞でいくと富士川町と同じよう

な範囲のところがいくつかでている。ただ、あの新聞でもですね、農道と一般道が一緒という

方がありましたけれども。農道でやると一般道とは違った補助制度になりますから、多分無理

があるんじゃないかな。一般道に多分やって行くんじゃないかなと思ってますけど。そういっ

たのがもう相当前の話なんですね。これも町の方でもずっと言い続けてきて、昨年、側道に限っ

て町が説明会をし、そして今のような状態ですから、町は側道を進めるために、中長期計画の

中にも側道整備というのを１３億という事で掲げながら、今回 JR 東海と一緒に、どこまでど

ういうふうに用地取得をすればいいのかの、詳細設計をしているところであります。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

３回なので終わります。 

○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） 

先ほどの深澤公雄議員の質疑のところで、ちょっとひっかかった部分があったんで、質問さ

せてもらいます。峡南医療センターのですね、当時の計画はもう破綻してしまって、今、第２次

経営計画、正式名称は分からなかったんですけども。第２次経営計画だったと思いますが、そ

れを策定しているという事なんですが。やはり同じ過ちは繰り返したくないんで、是非、この

計画というものをしっかりとみて、我々も判断したいんですけれども。この第２次経営計画と

いうのは、今議会中に出てくるんですか。そうしないと、６億５千万という金を何の計画も見

ないで判断するというのは、非常に不安でありますし、第１次ももう計画が破綻してるとこな

ので、その辺、この議会中に出るのかちょっと教えてください。 
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○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 依田一利君 

○福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。第２次の中期経営計画につきましては、昨年の３月

に策定をいたしました。その後、新しい改革プランということで、現在素案の方をお示しして

ございます。現在、精査の方を進めております。 

○議長（秋山貢君） 

今定例会の審査に間に合うのかとお聞きしていますが。 

○福祉保健課長（依田一利君） 

現在策定中でありまして、年度内策定という事なので、素案の状態でお示したものを現在精

査しております。明日お示しできるのは、そこのシミュレーションの部分の現状でのものとい

う事で、プランについては、今議会で間に合うかどうか医療センター方に確認してみないと不

確定なので、申し訳ありませんけども、そういった回答にさせていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

今議会中に出ないとですね、何を判断に、この病院計画を僕たちが判断しなきゃならないの

か、ちょっと分からないんですけれど。催促出来ないものですか。まだ全然出来てないという

事ですか、病院の方では。それで６億貸してくれという話がきているんですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今回の医療センターの貸付金６億５千万円でありますけども。これは年間を通しての予測で

あります、今のところ。これから貸付申請が来て、そして、それがその時期にこの額がいいな

のかどうなのか。６億５千万が今の限度であります。で、この間の一般質問でも答弁させてい

ただきましたが、病院からは７億円づつ貸して欲しいという話があったわけであります。ただ、

私どもの繰り出し基準を負担割合を見直すという事から、１３億あれば十分ではないかという

事で、市川と協議をする中で、上限枠を６億５千万としているわけであります。 

峡南医療センターばかりでなくて、峡南広域にも中巨摩広域にも三郡衛生にもいろんな負担

金を出しております。中身を承知して、この議会で議決をしているのではないんですね。それ

よりそれぞれこの町から議員さんが出て、それぞれの議会でまだ詳細はしているわけでありま

す。そちらの方で細かく審議していただければ、その６億５千万が妥当かどうかという事は今

後出てくる訳であります。従ってですね、今回町が提出しているのは、峡南医療センターから

の要望、市川三郷と協議をした中で、６億５千万あると２９年度病院は運営できるんじゃない

かと。こういう意味から６億５千万を提案しているところでありますで、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

分かるんですけども、議会として、今回の議決の時にですね、我々には何の資料も無い中で
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やらなきゃならないところなので。もうすでに先ほどの答弁の中でもですね、当初の計画は破

綻してると、医師の確保も、当時、開業時２０名居たんですけども、今実際に数えてみたら１９名

しかいないというそんな状態の中で、同じ過ちは繰り返して欲しくはないんで。やはりもっと

綿密な経営改善計画というものを、議員側としては出してもらいたいという思いで。決して病

院を潰したいという意味ではなくて、良い病院にしてもらいたくて、この改善計画もしっかり

したものを見たいんですけれど。もう一度聞きますけども、我々は何を見て判断すればいいで

すか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     新しい改革プランの方は、ほぼ固まってきてると思います。シミュレーションの方がですね、

当初は作って素案を企業団議会の議員さんにお示しをしましたが、その金額が相当変わってる

と思います。というのは、一般質問でもお答えさせていただきましたが。その後、市川三郷町

と富士川町で協議をした結果、交付税に対する繰り出しの限度額も変えましたし、そして、先

ほど来言ってます統合当時に病院に背負わした病院に起因しない負債を両町でみていこうとい

うことから、医業外収入が増えているはずですんで、今シミュレーションをつくり直してると

こであります。先ほど福祉保健課長が１５日の日に何か示すような話をしましたが、その時に

それが出てくるのかどうなのか。細かい表は相当の資料をやっぱり積み上げ方式だと思います

んで、相当の手間はかかると思いますから。幾つお示しできるかわかりませんけれども。全体

はですね、正式なものは。今年度中という事は聞いております。今年度中にしなければ県の方

にも出さなきゃなりませんから。多分、今年度中は出ますが、うちの議会の 中に間に合うか

どうか。これは病院に聞いてみなけりゃ分からないところであります。病院の議会にはですね、

多分正式なものが出ていくんじゃないかと。病院の議会が、それぞれの議会が終わった後とい

う事が病院の議会になってますんで。多分今月末に病院の企業団議会が開かれると思いますが、

その時には正式なものが出るものと承知しております。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

     今議会で判断材料がはっきりしないようなんですけども。３回ですので質問の方を終わりた

いと思います。 

○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） 

議案１８号の一般会計予算ですね。３ページの歳出の表をみていただけますか。よろしいす

か。この中で、歳出、６款、７款、農林水産業、商工費ですね。前年度比で２０%、あるいは

１７%減になっている訳ですね。これは農林、商工、稼ぐべき生産的な分野で、少なくとも２億

とか１億とか少ない中でさらに減額だと、この辺の背景または理由を教えていただけますか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君 



 １３３

○財務課長（齊藤靖君） 

ご質問の６款と７款の減額についてのご説明をいたします。まず人件費の部分で、機構改革

が昨年ありましたから。昨年の予算というのはその前の機構改革でやっておりますから、それ

ぞれの所属している職員の数が違っております。それで行き来がありますから減額があります。 

それと６款の農林水産業費でございますけれども、昨年度は湛水防除関係の耐震診断等の予

算を持っておりましたけれども、それはもう終了しましたからということで。事業をどこが削っ

てるといような部分ではございません。また７款についきましても、同様でございます。７款

につきましては、人件費の部分でやはり人数が変わっているという事と、観光の中の大きな事

業を削ったということで、今年度はやらないというような事でございますから、全体的には、

枠組みとしますと、事業を取りやめになったとかって事は考えております。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

説明ありがとうございます。是非、財政、町税等の厳しい見通しの中で、稼ぐべくよろしく

お願いいたします。ちょっと３７ページをお願いできますか。総務費です。１３節の委託料で

すけども、公会計システム支援業務委託２５２万円ですね。これについては、今年度どのよう

な内容で作業を行なって、いつまでに公会計システムを完了させるのか教えていただけますか。 

○議長（秋山貢君） 

川口議員、これは予算特別委員会に付託してありますんで、詳細な審査については予算特別

委員会で出来ますんで。この質疑については取り消していただいて、他の質疑があれば移って

ください。 

○３番議員（川口正満君） 

大綱という事ですけども、全庁の業務に差しさわりがあるので伺いましたが。わかりました。

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） 

予算全体について、１点危惧しているところがあるんで、お伺いしたいんですけども。今年

度は、前年度に比較して１３．０%総額が増えると。先程から議論になっている、この主な原

因というのは峡南医療センターへの行って来いの貸付、６億５年万と。これが大きな要因になっ

ている訳なんですけども。ただ、財政をですね、みていくときに、この行って来いのやり方で、

これが。昨年も私一般質問で多分言ったと思いますけれども、同じ額が行って来いであればま

だいいだろうと。これは赤字が増えないという意味で。やっぱり赤字部分が増えていくから行っ

て来いの額が膨らんでいく。その要因は先程も出ている債務の返還をやったり、いろんな事は

あるんでしょうけども。しかし明らかに、先程から出ているこの３、４年の間で改善計画、改

善計画と。要は、思った事は全然、全てがいってないと、医師の確保も出来ていない、医業分

科も進んでない。いうことが先程も議論されてますけども。要はそうやって赤字が膨らんでき

ているとの現れではないかと思うんです。私が思うに、先ほど財政課長の方からは、現実の財

政運営上は支障はありませんと。これはいろんな基金がある、でそれは今やりくり出来ている。
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だけども、これが膨らんで結果的に返還不能になるという事も、今の状態であれば想定してい

かなくてはならないと思います。であるならば、予算の立て方として２町の問題もあるんです

けども。例えばもう毎年度繰り出しといったような形で予算を整理していく、そういう考えを

して行けば、私たちとしても、全体として予算をはっきりと現状を把握することが出来るんで

はないかと思うんです。その点についてをどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     峡南医療センターへの貸付金を今度は出資に変えたらどうだという。公営企業法では追加出

資を認めているのか認めていないのか、定かなところがありません。で今回、繰り出しの部分

は負担金ですから、それはそれで皆さんの議会の了解をいただければ、今まで特交の１／２相

当額を要因額の 高額の範囲内で出していくと。これは市川と合意をしてますんで、是非そう

いうふうにしていただきながら。この部分で大体７千万位は増えていくんじゃないかなと思い

ます。それとまた、今全体の予算の話もありました、今回８４億出させていただいております

が、その内の約１０億が医療センターの部分です。今までは当初予算に載せていなかった部分

が、今度は当初へ載せましたから、貸付の部分と負担金の部分、負担金の部分が今年度３億円

ばかり、そしてまた貸付の部分が６億５千万ですから、約１０億円ぐらいが増えておりますん

で、それを差し引けば例年の予算とほぼ規模的には変わらない、というところは認識しており

ます。医療センターへの貸付金をですね両町で出したらどうだと。出すという事は返ってこな

いお金になりますんで、町の財政に本当に影響が出ます。例えば１億でもですね。今回負担金

の見直しをした部分だけでも、町は相当厳しい状況に追い込まれている部分があるんですが。

さらにこれに増して貸付の部分を医療センターにやっていくとなると、これはまさに今度は歳

出だけ出ますんで、うちの財政に影響が出てくるということであります。 

今は年間を通してですね、歳入が確保出来るから歳出が組めるという状況でありますが。た

だ議員さんが懸念してますように、私共もこのまんまがどんどん膨らんでいいとは思っており

ません。ですから繰出基準の見直しをしたり、そして医療センターの方もですね、先程も言い

ましたけども、昨日も企業長に来ていただいて、２９年度医療センターの予算は予算としてい

いんですが。決算として黒字とは言いませんけれど、±ゼロを目標にやって欲しいと、いう事

は言ってあります。昨年も言いましたけども、いましばらくこういった自転車操業やっていか

なきゃいけんじゃないかなと思ってます。これが決していい方法とは私どもも思っておりませ

ん。ただ今の病院の赤字部分、資金不足部分をですね、市中銀行から借りなければならないと

いうところなんです。そこに公営企業法は借り換えのための借入をしてはいけないという規定

がありますんで。そこに両町が入りながらですね、両町がその部分を出して、そしてまた医療

センターは市中銀行から借りて、そして医業収入で市中銀行へ返していく。どうしてもそこに

はですねポッカリ穴が開いてますから、そこを両町がなんとか補ってやらないと、医療センター

は息詰まるということになります。こういう状態がいい訳ではありませんので、先程来言って

ますように１日も早く収支バランスがとれる、また出来れば黒字に転向出来る経営をやってい

ただきたい。こんなふうに思っておるとこであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 
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○１０番議員（齊藤欽也君） 

     町長のですね、希望あるいは考え方というのはよくわかるんですけども。仮に、今年度、私

昨年もちょっと 後にあと一年だけ様子をみましょう、という発言をさせてもらったんですけ

ども。もう２９年度で正直これ以上増えるような状態であれば、これは先程も言った町の財政

にも大きな影響出てくるだろうけれども。こういう方法、援助の方法はやはり少なくともその

時点では見直す必要があるだろうということと。場合によっては、平成３６年度と１０年とい

うひとつの目安が出るんでしょうけども、それに向けた現在の企業団のですね再編なり、そう

いった事もですね考慮した計画もですね。まっ、あと１年、２９年度の様子によっては考えな

くてはいけないんじゃないかなと思うんですけども、その辺についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

医療企業団の方もですね、 初、統合前には経営計画、そして次に作ったのが中期経営計画、

そして第二次中期経営計画、で今回作っているのが改革プランです。この改革プランは、相当

長くを視野に入れながら当面の中期計画を作っているはずです。と言いますのは、富士川病院

も、もうそんなに５０年、１００年もつ病院じゃありません。当然経年劣化もしてきます。そ

ういった時の、将来の病院の姿も見据えながらの、今回改革プランを作っております。本来で

すとですね病院に背負わした２６、２７，２８の３億３千万程の立て替えを、立て替えと言う

か病院に起因しない負債を出している訳です。今回２９年度で２６年度分の１億円を２町で払

うということにしております。本来であれば、２７、２８も払ってやれば、２億円は安くなり

ますから、６億５千万の貸付が５億５千万になるはずなんですが。それは一時だけなんですね。

それよりも先に、今後、将来を考えれば病院は病院として独自のですね、うちの方の負担金も

増える訳ですから、それらを元にしっかり経営をやっていただきたいということだと思います。 

これが、今公営企業の全適をやっていますけども、中央病院と同じような法人化をさせても、

同じことだと思います。そこに居る人たちが経営感覚がなければ、どうにもならないと思いま

す。それは公営企業であれ、一般の病院であれ、医療法人であれどこでもそうなんです。やは

り、まさに病院というのが医業収入、収入があって皆さんの給料が払えるところだと思います。

私どもは努力をしなくても、税金というのは法律で決まってますから出来るんですが、どんど

ん紙をきれば、中には滞納者もいますけども、入ってくる部分がありますが。病院は一人ひと

りが働かなくては、そして愛される病院でなければお客さんは逃げて行くんですね。役場の場

合は、転出していけが税金をかけれませんけど、全然様子が違うんです。そこに公務員が行っ

てやってる部分がありますが。まっ民間の人も入れて、病院へ長く携わっている人も入れてま

す。そういう中で、しっかり経営をしていただくということが大事だと思っておりますんで。

今回、これをですねこれ以上増やさないように、若干、来年、また今年の決算 29 年度決算に

よってはですね前後はするとは思うんですけども。そんなにびっくりするようなですね、４億

円が６億５千万になる億単位で増えるようなですね、経営をされてたんじゃあ町も今後もちま

せんので。私の心の中にも色んな病院の将来の姿がありますけども、まだそれは口にする段階

ではなくて。もう少し病院にですねしっかり病院としての経営をやっていただけるよう。病院

の関係者からすれば、口うるない町長かもしれませんけども、そこは絶対やっていきたいなと

思っておりますんで。今しばらくですね。皆さんも、暖かく見守っていただければと思ってお
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ります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

今言った、働いている人たちがもっと熱心になるのが大事だろうと思います。 

あと１点だけ、これは観点がかわりますけども、昨年の１２月議会の予算編成というところ

について、事務事業評価の話をさせていただきました。その時、どなただったか、今年度やり

ますという、そして予算に反映しますという答弁をされているわけです。それは今回どのよう

に生かされてるのか、ちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

大きなもので廃止したものはありませんけども。こうした財政が本当に厳しい時代でありま

すんで、当然めり張りはつけながら予算編成をさせていただきました。廃止というのはありま

せんけども、見直し事業は結構したつもりであります。例えば農地費の農道整備なんかもです

ね、ペースダウンをさせております。これは未来永劫、多分農道等の整備、県道も町道も含め

てですが、そういうのもありますんで。道路改良にしても農道等の整備にしても、普通の道路

整備にしてもですね、ペースダウンをさせております。そういったもので６千３００万ほど予

算の削減をしている。あるいは先程来出てます病院みたいな拡大をするものもあります。４億

円が６億５千万、それに負担金の見直しがあったということで増える部分もありますが、そし

て他会計への繰出金の見直しもやっております。営農飲雑用水なんかのやつもですね。額は小

さいですが後期高齢者の特別会計の繰出金あるいは国民健康保険の繰出金、不用なものは見直

して、これでも３千万円弱の見直しをやっております。そういったところで、見直しをやりま

す。明年度に向けてはもっとメスを入れた見直しをやっていかなきゃいけないかな。 

本当に住民の皆さんがあれば便利の事業ではなくて、真に欲しがっている事業に予算づけを

するという。まさにスクラップアンドビルド、これを全職員と一緒にですね、早い時期からやっ

ていきたいなと思っております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

以上で私の質疑を終わります。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。 

     ４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

     ・・・・ 

○議長（秋山貢君） 

     青栁議員すいません。ここで途中ですけど暫時休憩させていただきます。 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時２２分 
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○議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて質疑を再開します。 

○議長（秋山貢君） 

     ４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

     大綱的に聞こうと思いますけども、まず補正予算の３２ページの地方債残高見込み調書が出

ております。当年度見込み額というのは、この３月の見込み額ですね。で予算案の方の、２９年

度予算案の１５９ページ前年度地方債の見込み額、という事はこの３月の見込み額ですね、こ

の数字が違っておりますけども、こういう事はあり得るんでしょうかね。 

○議長（秋山貢君） 

     財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

     ご指摘をいただきましてありがとうございました。見込みの誤りだと思われますので、また

数字は訂正させていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

     ４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

まず同じ３月の見込みが違ってましたんで、是非慎重な精査をお願いします。 

次の質問ですけども、医療センターについてですけれども。医療センターの２７年度は１２月

補正、２８年度は４億が６月補正ですね。今年度は当初予算から盛り込まれております。当初

予算で採決して、枠、６億５千万の短期貸付けの枠を確保しておかないと、病院が経営が大変

というような感じがする訳ですけども、とすると６月補正では間に合わないのか。その辺をお

聞かせください。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     今の質問にお答えします。２８年度は６月補正で４億ずつ。市川三郷町と富士川町で。当初

病院の方の貸付限度額は９億円だったと記憶しています。その時に病院と話をして、病院議会

の方の貸付限度額は９億円という議決をいただいておりますが、８億あればなんとか２８年度

行けるんじゃないかというところできました。この年が明けてからですね、やはりこう支払い

を先送りする訳にもいかない経費も出てきておりまして、その分を約１億円、また市中銀行か

ら借り入れなきゃならん。その部分が１億増えている部分ではありますが、そういった部分を

ですね。その１億円分を、今回当初予算に計上するよりも、年間を通して計上しておこうと。

分割して出すよりも、今回もですね病院から１４億という話がありましたが、他の方の補填が

ありますんで、そこは１３億ということで２町で６億５千万。これは当初にしておかなければ

２８年度に一借りをした部分の返済がとどこおるということになりますんで当初に計上したと

ころであります。 

○議長（秋山貢君） 

     ４番 青栁光仁君 
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○４番議員（青栁光仁君） 

     再度お伺いしますけれども。６月の補正になれば、議会の方でも、資料が完全なものが提出

されるでしょうし。２９年度の計画案、改善計画案も出されると思うんで。ここで一旦、貸付

金についてはですね、交付金で特別交付税で両町から約６億近い、いわゆる資金繰り出しがあ

ると思いますんで、それで例えば２，３カ月回してもらって、で６月の補正で再提出。その額

がいくらになるか分かりませんけども。そうすればもっと近い数字が出せると思うし。見込み

で病院が１４億貸してくれと言われたから、１億削って 13 億って事じゃなくて。再度一旦取

り下げて、再度病院から資料が出た段階で計上するという、考えがあるかどうかお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先程福祉保健課長が答弁させていただきましたが、１５日の日に資料が出るようです。私は

詳細は知りませんが、１５日の日に出ると思います。それでご判断をいただければと思ってお

ります。私共も、しょっちゅうしょっちゅう同じ項目でするよりも、当然皆さん、心配をする

部分だと思いますんで。全容を見せておいた方がいいんじゃないかなと思いますんで、私ども

とすれば当初予算で年額の通年経費をお願いしたいと思っております。 

○議長（秋山貢君） 

     ４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

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。 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

     １点だけお伺いしますけれども。先程から医療センターへの支援について話が出ていますよ

ね。この内、今改革プランがどうなってるかって話が、今質問の中にも出ていましたけれども。

改革プランはしっかりしものを作ってもらわなきゃ困ると、これは年度末に出てくるでしょう。

また明日、委員会の方にも何らかの資料が出てくるということで、それを私たちは見せていた

だいて判断をしたいと思いますが。この支援というのは、現状、病院、医療センターがどうなっ

ているかで支援するんですよね。私はこの支援はもっと自治体として町の責任として、手厚い

支援をするべきだという考え方をずっと持ってるんです。２７年度には７億３千万の資金不足

が生じて、町からですね長期貸付けと短期貸し付けをしました。私はその当時、長期貸付けを

もっと多くした方が、多くしないとこのままだと短期貸付けですと、貸してまた返ってくると、

その部分がまた残るんですよね。ですから、資金不足っていうのは、当初の短期貸付分２７年

度は４億としますと、２８年度分も別途４億、８億になるんですよ。で２９年度分ていうのが

４億とか５億とすると１０何億になるんですよ。その部分で今回１４億貸付て欲しいという、

企業団からの。そのまま膨らんでいくんですよ。黒字にならない限りその資金不足というのは

膨らんで、膨らんで、膨らんでいくんですよ。ですから、今回私は各町からの支援というのは、

繰り出し基準に沿った支援をして欲しいという考えをずっと持ったんですが、今まではそうで

なかった。今回町でもこの予算にですね繰出基準に沿った金額が出てくると、これは、非常に
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改善に向かった方法なんですね。 

私の質問したいのは、今回６億５千万を短期で貸し付けます。そうしますと資金不足という

のはまた次の年に送られるんですよ。短期っていうのは、町で貸付ても企業団では年度末にそ

れを全部、また町に返さなきゃならない。それは、市中銀行から借りて返すんで、市中銀行に

はまた借りた分が残ってしまうんですよ。ですから長期にして欲しいというずっと思いがある

んですが。その部分でちょっとですね、町の財政としてもし６億５千万全部とは言いませんけ

ども、一部でも長期にした場合、町の財政にどういう影響があるのか。その１点だけお伺いし

ます。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     先程、財務課長が答弁させていただいたとおり、町も単年度ではありますけれども自転車操

業をしてるんですね。というのは、自転車操業、悪い意味の自転車操業じゃなくて、通年の予

算を組んでますんで、４月の１日に歳入が全部あるかというと、そういうものではありません。

事業が終わらなければ補助金も入ってきませんから。当然、その間は前払い金とか工事の支払

いは町が立て替えで払っておきながら、そして実績報告を出して補助金をもらって、あるいは

年度がを変わるときに起債の申請をして起債の部分が入ってくる。通年通せば同じことになり

ますんで、短い意味では自転車操業しております。で歳計外現金に切り替えながらやっており

ますから、常に１０億近い金は普通預金に入っていると思っておりますが。町の今、基金の総

額が３８億ぐらいだと思います。その内の、多い時には１０億、当初予算でも崩して、基金を

崩しながら予算編成をし、年度内の補正予算でまた戻したりしながら、これまでも基金は増え

ては来ておりますが、今３８億ぐらいだと思います。 

その中には実は運用している基金もありますし、しますんで、まっ１０億位が町の限度額か

なと思ってますんで。この内の一部をですね、長期貸付で、長期貸付は一旦は支出になります。

いずれは戻ってはきますけども、その間の余裕があるかと言うと、前回に１億５千万づつを長

期貸付けし、残りを短期貸付したというふうなところ。短期はまあ単年度予算を組んでますん

で、何とかやっていけるんですが。長期貸付にした場合、先程齊藤議員からも、一部負担でし

たらどうだと、出資を増やしたらどうだと。当然長期貸付は出資と同じような格好になります。

返ってはきますけども、長い年月がかかりますんで。そういたしますと、うちの方も歳出だけ

が出て歳入が伴いませんから、町の財政の硬直化につながってきます。そういった意味で、負

担金の方はですね、これは企業団に起因しない部分を背負わしたという部分がありますから、

今後やります。今年は２９年度は初年度ですから、すぐ病院の、多分予算上は黒字にはなって

こないとは思いますけど。先程来言ってますように、私は２９年度から黒字にはならなくても、

±ゼロぐらいには努力をして欲しいと。病院にもまだまだを放出する財産もあるんですね。そ

ういう物も含めてですね、中長期の予算をしっかり作って欲しい。今回出てくるシミュレーショ

ンまだそこまで加味していないかもしれませんが。１５日の日にはそういった物が出てくるん

ではないかなと思っております。 

今質問のありました今回の６億５千万の一部でもいいからといっても、うちの町だけの財政

状況ではまたこれも行きません。市川三郷との相談もしなきゃなりませんので。市川も相当苦

しい時代に入ってきていると思います。うちもそんなに楽ではありませんので、今回は貸付金
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で行きながら、そしてまた１日も早く赤字を解消していただいて、議員おっしゃる通り、赤字

が出ればその分だけはまた翌年の貸付けに入ってかなきゃならんと思ってますんで。２９年度

すぐさま繰出基準を見直したから好転をする事はないと思いますが、相当好転を、財務状況は

してくると思っています。これが２，３年続くと、単年度で何とか黒字化出来るんじゃないか

なと思ってます。２９年度決算の時にはゼロというふうな形にもって行けるよう、やってきた

いなと思っております。今回、町にもお金がですね、裕福なお金があるんであれば、また長期

貸付というのもあるかもしれませんが。長期貸付すると病院も負担なんですね。今度は元利と

利子がついてきます。元金、利息が付いてきますんで、病院も負担になります。そういった負

担を軽減するために、短期貸付で行きたいと思っております、以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

     短期貸付を６億５千万で両町で１３億ですよね。これを貸し付けた場合に町で分かるかどう

か分かりませんけれども資金不足比率っていうのは、どの程度なのか。１０%超えると起債が

出来ないという、公営企業法でありますけども。その辺の比率がどういうものか。分からなけ

ればいいです。決算段階ではゼロになるという事なんですね。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     資金不足比率がどのくらいになるかは、決算を見なければわからないと思います。２７年度

の決算ですと、資金不足比率は６．３％でした。今回また若干増えるとは思いますけども、そ

うは言いましてもまた単年度の部分もありますし、決算の状況を見てそこは考えていかかくて

はならないと思います。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

わかりました。また教育厚生常任委員会の方において、この辺のところはしっかりやると思

いますんで。私は委員会が違いますけども。委員会の方にはこういう所は質問して欲しいとい

うようなところは申し入れをしておきたいと思います。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。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第２６号から第４０号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３８議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第３９議案第４２号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結について 

以上の２議案は契約変更案件ですので、一括して議題とします。 

これから、議案第４１号及び議案第４２号の質疑を行います。 



 １４１

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。  

以上をもって、議案第４１号及び議案第４２号の質疑を終わります。 

これから、議案第４１号及び議案第４２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４１号及び議案第４２号の討論を終わります。 

これから、議案第４１号及び議案第４２号を一括して採決します。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

     したがって、議案第４１号及び議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４０ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を議題とします。 

これから、議案第４３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４３号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――ー 

○議長（秋山貢君） 

日程第４１ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 

   日程第４２ 認定第２号 富士川町道路線の認定について 

   日程第４３ 認定第３号 富士川町道路線の認定について 

   日程第４４ 認定第４号 富士川町道路線の認定について 

   日程第４５ 認定第５号 富士川町道路線の認定について 

以上の５議案は、道路認定案ですので、一括して議題とします。 

これから、認定第１号から認定第５号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

道路認定についていくつかお聞きしたいと思います。まず１点目はですね町道認定の基準、

どういう基準で町道というのは認定していくのか。特に３２号線を念頭におきながらお聞きし

たいと思います。 

○議長（秋山貢君） 



 １４２

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

     町道認定の基準というのは、まず県から払い下げになった場合の町道認定。それと土地整備

の段階で、開発する場合、町道認定しないと家が建たらないという事で町道認定。それからい

ろいろな事業、道路を作っていく上で補助金の要綱、それから道路基準を満たすために道路認

定を行って、新規路線として認定していくという。そういう事で町道認定しております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

     一般的には、先程言った事もそうなんでしょうけども。３２号線の場合には、いわゆるあそ

こは用途地域が変更になっているかどうかは分かりませんけど。本来の目的というのは、青柳

中心街へ人を誘導するという一つの目的がある。あそこは住宅地域にするとかという話ではな

いんだろう。新しく道路をつくる場合には、それなりの目的があって作る。私のこれまでの経

験だと、町道認定というのは一般的に、計画道路というのは別としても、一般的には大体出来

上がる、あるいは出来上がる段階で、町道認定というのはこれまでやってきたのかなという思

いもあり、記憶もあります。計画道路と別な場合には、事前に計画道路として議会にも諮られ

るので、それはそれでいいんでしょうけども。町道認定はそういった形で進められるべきもの

で、今回のこの３２号線については、議会の中でもこの目的、有効性あるいは本当に必要なの

か、まだ議論の 中なんですけども。その辺についてどうお考えなのか、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（細野幸男君） 

     ただ今の質問の中で、道路認定は道路が出来たときに認定するとおっしゃってましたけれど。

それは道路を延長した場合の道路認定をする場合があるんですけども。それは道路が出来た時

点でしますけども。その他の道路認定は道路事業を開始しようと、補助金事業で進め始めた頃

には道路認定していく事になりますので。青柳３２号線が出来てから認定という事ではなくて、

出来る前に認定しなければならないという事の中で、道路認定を行なっております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

はいわかりました。進め始めるというときに認定を出すという事ですね。議会ではまだ私も

そうなんですけど、その必要性について疑問があります。という事だけ言っておきます。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、認定第１号から認定第５号までの質疑を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 



 １４３

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４５分 
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平成２９年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成 29 年 3 月 23 日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 ５号 富士川町道の駅富士川整備基金条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ６号 富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定 

 について 

日程第 ４ 議案第 ７号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富士

川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第 ５  議案第 ８号 富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ６  議案第 ９号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１０号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１１号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ９ 議案第１２号 富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について 

日程第１０ 議案第１３号 不動産の譲与について 

日程第１１ 議案第１４号 不動産の譲与について 

日程第１２ 議案第１５号 不動産の譲与について 

日程第１３ 議案第１６号 不動産の譲与について 

日程第１４ 議案第１７号 不動産の譲与について 

日程第１５ 議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算 

日程第１６ 議案第２７号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１７ 議案第２８号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１８ 議案第２９号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第１９ 議案第３０号 平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２０ 議案第３１号 平成２９年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２１ 議案第３２号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第３３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第３４号 平成２９年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計
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予算 

日程第２４ 議案第３５号 平成２９年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計 

予算 

日程第２５ 議案第３６号 平成２９年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２６ 議案第３７号 平成２９年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護 

財産区特別会計予算 

日程第２７ 議案第３８号 平成２９年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計 

予算 

日程第２８ 議案第３９号 平成２９年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予 

             算 

日程第２９ 議案第４０号 平成２９年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３０ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第３１ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第３２ 認定第 ２号 富士川町道路線の認定について 

日程第３３ 認定第 ３号 富士川町道路線の認定について 

日程第３４ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 

日程第３５ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 

日程第３６ 議案第４４号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を 

求めることについて 

日程第３７ 同意第 １号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め 

ることについて 

日程第３８ 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第３９ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第４０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

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  
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３．欠席議員 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 増 原 俊 郎  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 田 辺 明 弘  防 災 課 長 秋 山 佳 史     

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利     

子育て支援課長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男     

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 永井たかね     

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

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 小 林  恵 
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開会 午前１０時００分 

 

○議長（秋山貢君） 

本日は第１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、委員会にと慎重にご審議をい

ただきました。第１回定例会も本日が 終日となりますが、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより平成２９年

第１回富士川町議会定例会４日目の会議を開きます。 

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

○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、お手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案として、富士川町人権擁護委員人事案１件及び公平委員会委員人事案１件、

閉会中の継続調査申出書３件が提案されています。 

よろしくご審議くださいますよう、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） 

日程第２ 議案第 ５号 富士川町道の駅富士川整備基金条例の制定について 

日程第３ 議案第 ６号 富士川町中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定について 

以上の二議案は、条例制定案でありますので、一括して議題とします。 

去る、３月１４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５号及び第６号

について、委員長の報告を求めます。 

     １１番 井上光三君 

〇１１番（井上光三君） 

    ――――  委員会審査報告書の朗読  ――――  

○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５号及び第６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５号および第６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５号及び第６号の討論を行います。 

討論ありませんか。 



 １４９

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第５号及び第６号の討論を終わります。 

これから、議案第５号及び議案第６号を一括して採決します。 

お諮りします。 

議案第５号及び議案第６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。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

     したがって、議案第５号及び議案第６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 ７号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富士川町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第 ８号 富士川町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第 ９号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第７ 議案第１０号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第１１号 富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

以上の５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７号から第１１号まで、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

     以上をもって、議案第７号から第１１号までの討論を終わります。 

     これから、議案第７号から議案第１１号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第７号から議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第９ 議案第１２号 富士川町ふれあいの家条例を廃止する条例について 

を議題とします。 

これから、議案第１２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。 



 １５０

以上をもって、議案第１２号の討論を終わります。 

これから、議案第１２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１０ 議案第１３号 不動産の譲与について 

日程第１１ 議案第１４号 不動産の譲与について 

日程第１２ 議案第１５号 不動産の譲与について 

日程第１３ 議案第１６号 不動産の譲与について 

日程第１４ 議案第１７号 不動産の譲与について 

以上の５案件は、不動産譲与案件ですので一括して議題とします。 

これから、議案第１３号から第１７号まで、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１３号から第１７号までの討論を終わります。 

これから、議案第１３号から議案第１７号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第１３号および第１７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 議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算 

日程第１６ 議案第２７号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１７ 議案第２８号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１８ 議案第２９号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第１９ 議案第３０号 平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２０ 議案第３１号 平成２９年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２１ 議案第３２号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第３３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第３４号 平成２９年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３５号 平成２９年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第３６号 平成２９年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２６ 議案第３７号 平成２９年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会
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計予算 

日程第２７ 議案第３８号 平成２９年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第２８ 議案第３９号 平成２９年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第２９ 議案第４０号 平成２９年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１５議案は、平成２９年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

なお、本予算案につきましては、去る９日の本会議で予算特別委員会へ付託しました。議案

第２６号から第４０号について、予算特別委員長の報告を求めます。 

     １２番 神田智君 

○１２番（神田智君） 

     それでは、予算特別委員会の報告をしたいと思います。 

     平成２９年３月２３日、富士川町議会秋山貢殿。予算特別委員会委員長神田智。 

     委員会報告書。本委員会に付託された事件は、次の通り委員会で決定したので会議規則第

７７条の規定により報告します。議案番号、付託議案、審査結果、議案第２６号平成２９年度

富士川町一般会計予算原案修正。議案第２７号から議案第４０号までにつきましては、原案ど

おり可決でございました。去る３月９日、本会議において本委員会に付託されました上記の議

案について、３月１５、１６、２１日に委員会を開き慎重な審査を行いました。全体会の主な

内容を申し上げます。全体会の冒頭、財務課長より峡南医療センター企業団への貸付金の説明

がありました。分科会の主な内容は別紙のとおりです。 

総務産業建設分科会報告、青柳３２号線関連予算、リニア側道関連予算については分科会で

の討論があったかとの質疑に対し、討論はなかったとの答弁がありました。報告はすべて了承

されました。 

     教育厚生分科会報告、峡南医療センター企業団経営改革プランについて、井上光三企業団議

員からの報告の後、質疑応答がありました。報告はすべて了承されました。 

     議案第２６号については、２件の減額修正の提出があり、質疑討論がありました。１件目の

減額修正案は、リニア側道と青柳３２号線の関連予算、８２２０万円を減額とするもので修正

案提出の理由として、大きな事業を控え、財政状況も悪化する中で今やるべきではないとする

ものでした。それに対し、リニア側道、青柳３２号線は整備が必要との修正案に反対の意見が

あり、採決の結果、修正案は否決されました。 

     ２件目の減額修正案は、峡南医療センター企業団への貸付金について、２億５０００万円を

減額するもので、修正案提出の理由としてこれまでのが改善計画の達成状況、今後の改善計画

が示されていない、また、峡南医療センター企業団議会でも審議されていない等の状況で、議

員としての可否判断が出来ないことから、貸付金は２８年度並みとするものでした。これに対

し、峡南医療センター企業団の資金繰りに厳しい状況で、減額すべきではないとの反対意見が

あり採決の結果、賛成多数で修正案が可決されました。 

     引き続いて、議案第２６号について、修正部分を除く原案については、採決の結果原案どお

り可決するものとして決定しました。 

     その他、議案第２７号から議案第４０号については、原案のとおり可決するものでした。 

    予算特別委員会の現地視察については、下記のとおりですのでまたご覧ください。 

     それから、議案第２６号平成２９年度富士川町一般会計予算の修正案につきましては添付し

てあるとおりでございますので見ていただきたいと思います。 
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     以上で、委員長としての報告を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

神田委員長、しばらくお待ちください。 

以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 

お諮りします。予算特別委員長の報告に対する質疑は省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、予算特別委員長の報告に対する質疑は省略します。 

神田委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 

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

○議長（秋山貢君） 

ここで、お手元に配布しましたとおり、市川淳子さん他２名から議案第２６号平成２９年度

富士川町一般会計予算修正案が提出されましたので、修正案の説明を求めます。 

     ９番 市川淳子さん 

○９番（市川淳子さん） 

     （修正案 朗読） 

     詳細につきましては、事項別の明細書で説明させていただきます。まず 初に歳出の方から

説明させていただきます。４款衛生、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の中の２１節貸付

金でありますが、６億５千万を４億５千万と修正いたします。これは峡南医療センター企業団

貸付金であります。それに伴いまして歳入の変更を致しました。 

     続きまして、提案理由を述べさせていただきます。 

峡南医療センター企業団は平成２６年４月に統合し、平成２６年度から３年にわたり経営を

進めて参りました。統合前の峡南北部２病院統合協議会が策定した、２病院統合にかかる基本

計画の財政シミュレーションでは、市川三郷町が病院と老健施設の固定資産と固定負債の差額

を現物出資し、富士川町では、現物出資と等価の金銭を出資することで、企業団が負債を引き

継いでも、将来的には影響がないとの判断から、この計画に基づき経営を進めてきたところで

あります。 

しかしながら。統合当初から資金不足が続き、さらには統合前の債務が経営を圧迫し、初年

度には７億３千万を金融機関から借り入れをし、その後、平成２７年度には６億５千万の借り

入れをし。その返済には医業収入をもって充てることから、計上の支出に対する資金不足の補

てんのため、両町では平成２７年度に長期貸付金３億円、短期貸付金４億３千万円を。平成

２８年度には、短期貸付金として８億円を貸し付けて参りました。この間峡南医療センター企

業団では経営改善計画、第２次経営改善計画を立てて、経営努力を進めてきておりますが、そ

の取り組みはまだ半ばであり、今後は、国の基準に基づく経営改革プランに引き継がれ経営改

善を進めていくことになります。 

峡南医療センター企業団の資料によりますと、平成２８年度末には９億円の借り入れを予定

し、その内４億円は両町への返済、残り１億円は資金不足に充てるというものです。この借入

金の返済にあたっては、平成２９年度に医業収入をもって充てることとなり、返済のための基

金が不足する分は、両町が貸付金で支援することとなります。金融機関からの借り入れには、
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確実に返済できる資金の支援として、両町の予算計上が担保となり、 低でも１町、４億

５０００万円の貸付金が必要となります。そこで、峡南医療センター企業団が資金ショートを

起さずに、経営破綻とならないための 低保障として、当局が提案した予算案に対して、２億

円を減額し４億５年万円とする修正案を提出するものであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

市川議員、その場でしばらくお待ちください。 

これからただいまの修正案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也） 

それではちょっと、質問させていただきたいと思います。 

今のご説明の中では、 低の補償という事で減額修正を出されました。その点についてご質

問したいと思いますけども。 

その前こ一言述べたい事があるので、言わせていただきたい。 

市川議員は、今回改めて予算特別委員会とは別の形で本会議で出されましたけども。市川議

員はうちの町の副議長であり、また同時に医療センターの企業団議員という立場であります。

で、企業団議員が企業団の現状に対する、議員として行うべき監視とチェック、こういったも

のを怠ってきた。なおかつ富士川町議会に対して、詳細な報告をしてこなかったという事が、

今回予算特別委員会では４億円、今回では４億５千万という形での修正動議となっている訳で

すけども。 

予算特別委員会で減額修正案に賛成した議員は、皆さん、企業団から、この融資にあたって

具体的な改善計画が出されていない中では、とても当局原案どおり６億５千万円は可決できな

いよという事だったんだと思います。それで修正案の額というのも前年度並みにされたと、い

うのが経緯だろうと。今回４億５千万という新たな修正案を出してきましたが。本来ならば組

合議員が企業団議会においてで改善計画を出させ、そして審議し、また計画の改善点の問題点

があればそれを指摘し、厳しく審査して行くべきだろう。そしてそれを富士川町議会なら富士

川町議会へ、市川三郷なら市川三郷へ報告出すべきだろうと。そういった手順が踏まれてない

という事で、町議会議員たちは融資を出来ないという事であったんだろうと思います。 

先の特別委員会で、融資を認めて欲しいとおっしゃいました。それは、私は企業団議員が言

う事ではなくして、本来ならば企業団がしっかりとした説明を行いやっていくべきもので、議

員さん達が企業団と一緒になって、とにかくお願いしますという事では話にならないかという

ふうに思っています。 

そこで質問させていただきます。特別委員会では減額修正案に対して、市川議員さんは、６億

５千万円どうしても必要だという事をおっしゃいましたけども。 低限とはいいながら今回

４億５千万円でいいよの修正案を出されましたけども。６億５千万の融資については今後いら

ないという事なのか、そうでなければ何等かのお考えがあるんだろいうと思いますけども、そ

の点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子議員 

○９番（市川淳子さん） 

ただ今の質問に対してですけども、６億５千万円は資金繰りの表を財政課長が説明したと思
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いますけども、それは絶対に必要な額です。それは、私はそう思っています。ただ、その６億

５千万円に対して、修正案が出された時に青栁議員さんの方から、改善計画がしっかり出され

て、そしてそのあと補正予算でも、その追加は認めるよと。ちゃんとしたものが出されれば、

認めるというお話でした。なので６億5 千万円を、４億５千万円でいいよとは今も思っていま

せん。だけれどもその改善計画の中身を見て審議なさるんでしたらば、それがそういうことで

あるならば、せめて３月のここのところを乗り切るための資金不足の９億円を、４．５億とい

うことで修正動議を出させていただきました。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也） 

企業団議員の皆さんは、私たちよりよく病院の内容のことについては、ご承知してるんだろ

うと思います。予算特別委員会が一昨日に行われまして、今日までに２日間ある訳なんですけ

ども、その間になんとかしようという事で、いろいろ努力されて今日に至ってるんだろうなと

想像します。青栁議員の言われた改善計画が出されなければということでありますから、当然

に企業団議員の皆さんもご承知だろうと。当然こういう厳しい指摘が議会からされているとい

う事を踏まえて、この２日間協議されたり、いろいろされたんだろうと思いますけど。 

今後ですね企業団はいつまでに改善計画を出すのか、基礎資料や今後の見通しについての数

値目標や具体的なものをいつまでに出すのか。その点についてどのような、２日間にやり取り

があったと思うんですけど、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 

ちょっと質問からそれるかもしれませんけれども。まず、私たちが毎回この資金不足の話は

出ておりました。その資金不足の解消に繰り出し基準を満額に、繰り出し基準の満額をしない

と到底無理じゃないかと。それが一点と。それから、統合する前に市川三郷の９億５千万とい

う借金が、病院でついてきたわけですけれども。これを病院が返すのはおかしいんじゃないか

と。そういう話は、議論が続いて参りました。それが資金不足の一つの要因だなということは、

私たちは確認しております。それが当局の方にですね、それを要請しながら、今回の話し合い

では、それが今度満額出るというお話になりましたけれども。先程の改善計画のことに関して

はですね、今改善計画を、２月の２７日ですね出されました。それは、この間お示ししました

けれども、２０１６年の確か１２月でしたかね、トーマツの方からですね、詳しい、本当に詳

しい内部を調査していただいた資料が出て参りました。それを元にですね、今度は企業団の方

で、それに対してを含めながら、総務省の方の改革プランというものが、作るようにという事

もありまして、それを元に、今作ったのが２月の２７日に出て参りました。そしてですね、今

度の２７日、３月の２７日ですけれども、それをこれから話し合う。中身についてですね、こ

れからもっと深く話し合うことになってます。そのときに、多分いろんなものが出てくるであ

ろうという事を私たちは思ってますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也） 
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今の話はわかりました。また聞いていて思ったのは、やはりいかんせん次の議会、３月２７日

で詳しい議論をして行こうと言うんであれば、いわゆる融資を要請されている富士川町議会あ

るいは議員としては、遅いなという事は感じてますんで。そこはしっかりと今後やっていただ

きたい。 

３つ目。これはちょっとお伺いしたい。予算特別委員会の中でですね、企業団議員の複数の

方から、今回、是非、今年はまあ何とかお願いしたいという意見がありまして。その中で、今

年１年、もちろんその時議員さん達が言われたのは、私たちも一生懸命頑張ると、厳しい事も

言っていくよということを前提にですね。この１年間みて、改善されなければ、これまで以上

の新しい方策についても、検討しなくてはいけないんじゃないかなと。あるいは、そういうつ

もりいますと。いったようなご意見があったんですけども。その内容というのはどのように感

じ、思っていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 

非常に漠然とした質問だなと思いますから聞いてましたけど。まず、その経営的な金銭的な

資金繰りの経営面と、それから内部の改善点、病院の中の内部の改善点。二つが大きな改善の

目標になると思います。資金的な改善点に関しましては、先程申しましたように、負債の部分

と繰出基準の分が、今度そのまま２億円から２億ちょっとぐらい入りますので、それを改善す

るようにうまく資金を回していこうと。少しずつ借入金の額が減ってくるだろうと私は思いま

す。今がマックスか、もうちょっといくかもしれませんが、それが段々減ってくるだろうとい

うのは、なぜそういう風に思えるかというのは、多分、マイナス収支が少しづつプラスに転じ

てくるだろう。すぐにはプラスにならないと思いますけども。それを一旦、借入ではなくてそ

のまま入るお金ですから、それで少し資金的な運用はうまく、少しずつうまくいくんではない

かというのが一つ。 

それから、今度、中身の話なんですけど。その中身の話、例えば医業分化とか。例えば、今

までは市川三郷は療養型にしましょう、という話だったんです。でも今求められているのは回

復期なんですね。それを、国の方も盛んに言っていて峡南医療の方では回復期のベッドはあり

ません。なので、これはこれから市川三郷の方を回復期にしようとか、そういう中身の中では、

非常に、改善策がこれから見込まれ。また地域包括ケア病棟も、今度から、２８年の１２月か

らスタートして、非常に成績を今挙げています。それも含めて、それを富士川病院でやりなが

ら、手術もしてながら市川三郷の１２診療科目、あるいは今の９科目の富士川の診療科目をど

のような編成をしていくかというのは、これから。実際的なところを検討していくということ

で、検討していくということになると思います。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也） 

質問が３つ終わりましたんで、これで終わりにしますけども。本町、富士川町がこの鰍沢病

院を買い取って、病院経営をやってきたという意味では、かなり責任がある訳です。だと思い

ます。しかし、かといってこのままあまいような対応では、とてもでないけれど、議員も町民

も納得できないだろうという事を一言申し上げておきたいというふうに思います、以上で終わ
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ります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

市川議員に一つだけ確認をしたいと思います。修正動議を出されたご意見の中で、後半部分

で両町への返済金８億と、それからとりあえず運転しなきゃならない１億と。９億がどうでも

必要なんだという中で。両町へ返済するために、必要なんだという、論点が。５行か１０行目

くらいにありましたけども。それはそういうことなんですか。両町へ返済するお金が今無いか

ら、というふうに聞こえたんですけど。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 

それはその通りです。貸付をですね、町から８億円借りているんですね。その借入は短期貸

付金ですので、３月３１日をもって、それを返金しなければいけない。それともう１億円は、

資金の補てんとしてもすでに借りてます。それを３月３１日までには返さなきゃいけないんで

す。ということです。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

それを銀行から借りるために、あるいは金融機関から借りるために、ここで４億５千万とい

うことで２億円減額で認めてもらいたいという事ですね。わかりました。ちょっと私が聞き違

いをしておりました。私は先ほど齊藤議員も発言しましたけれども、そういったその判断をす

るための資料が企業団の方から何も出されない中で、予算ですから概略このくらいは必要だろ

うという事で、６億５千万の貸付金予算というものを、これは必要だと思います。だけど、そ

れを判断する議員として、何ら資料を与えられていなかったんで、私は、昨年実績を一つの目

安として・・・ 

○議長（秋山貢君） 

青栁議員質疑ですか。 

○４番議員（青栁光仁君） 

すみません。わかりましたんで質疑を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

よろしいですか。この表に基づいて、ちょっと伺いますけれども。まず、私たちは２９年度

予算についてですね、６億５千万に対して４億ということで、特別委員会で議決された。で、

今１億円両町から５千万を何とかして欲しいというのは、２８年度末、２８年度末で資金が必

要になっているよと、いう事ですよね。 

それについては、この表を我々が入手したときも、この２８年度末については財政課からも
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特に説明が無かったし、我々は特に２９年度の１３億円、１４億円を１億円減らしてという討

議もしたんだけども。そこについてね、説明が出されなかった事はいかが考えてますか。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 

私は説明をされたと思います。理解ができてないから説明がなく、説明されてなかったので

はないかというふうにおっしゃっているように思います。まず、こちらの 初のこの表もきた

と思います。その次にこっちの表もきたと思うんですが。私たちの教育厚生の時、教育厚生常

任委員会の時にはこの説明がありました。それに伴ってもう一つの説明があったんですが、しっ

かり説明はされていると思います。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

この表を、今言われました、この表は２９年度ですよねあくまでも。ですから２８年度末の

資金不足という観点では、特には説明なかったのかなという事で、一同当惑しているんですけ

ども、その点いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 

資金繰りのまず考え方、考え方が合致してないと、今私が説明しても多分ご理解いただけな

いのかなと思います。詳しくこの場で説明するとなると問題が、分からないところをどんどん

話をしていかなきゃならないので。本会議場ですので。わからないところがありましたらこの

後ご説明させていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

もう一つ、先程ですね、医療センター企業団そのもの、あるいは議員団のチェックも甘かっ

たんじゃないかなという事ですけど。遅かったという観点ですね。例えば、経営改革プラン、

第２次で、執行部会議とか経営戦略会議を月次で設けます。というふうに、２８年度中走って

いたと思うんですけども、 

○議長（秋山貢君） 

川口正満君、修正案に対する質疑であればよろしいんですけども。それ以外の質疑であると、

質疑になじまないんで、止めていただきたい。 

○３番議員（川口正満君） 

そのですね、月次の資金収支については、こういう執行部会議、経営戦略会議において、月々

を追った収支、費用の見極めをみながら、必要性があったと思うんですけども。議員団のお一

人として、どの時点で資金不足を承知されましたですか。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん。 

○９番（市川淳子さん） 
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そういう資金不足があるので、繰り出し基準を満額に繰り出していただきたいとか。あるい

は、 初、その県がですね、県がと言いますか２病院統合協議会が策定した３年間の収支計画

では、も３年目に黒字ということで。それでいいでしょうということで統合したわけですよ。

ところが、全く話が違った。町長も一般質問のときに、あれは破綻した計画だという事をはっ

きりおっしゃいましたけども、そういう事だったと思います。 

それで、じゃあ病院が必要じゃあないかと言うと、そんな事はないんですよね。今いろんな

方々からご意見いただいてますけども、絶対病院は残してもらいたいという人達が圧倒的に多

いです。なので、そういうところから考えますと。資金不足という事は、もういつもいつも承

知していたことで、それをどういうふうにするかということで。要するに、町から借りて、そ

して銀行に返し、銀行から借りたものをまた町の方から、後ろ盾をやりながら、行ったり来た

りしながら、今やっているという状況です。それは承知してます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

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２６号平成２９年度富士川町一般会計予算修正案の質疑を終了します。 

市川議員ご苦労様でした。自席へお戻りください。 

○議長（秋山貢君） 

これから、議案第２６号に対する討論を行います。 

まず、原案に賛成者の発言を許します。 

（ な し ） 

次に、原案及び委員長報告の修正案及び市川淳子さんほか２名から提出されている修正案に

反対者の発言を許します。 

（ な し ） 

なければ、次に委員長報告の修正案に賛成者の発言を許します。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

４番青栁です。今修正案と３つで戸惑いましたけども。予算特別委員会で私が修正案を提出

させていただきました。先程来述べられていますように、色んな損益状況とか資金繰りとか、

あるいは計画に対する達成状況とか。企業団から議員に対して何ら情報が伝わらない中で、６億

５千万の貸付金と、それから特別交付金由来の負担金、これを承認してくれと予算案が出され

ました。判断する材料が無い中で、６億が正しいのか、６億なら回るのか、１０億出さなきゃ

いけないのか、これは議員が判断出来ない訳です、資料が何も出されていませんから。それで

私が修正案を出しました。だけれど、はじめに申し上げておきますけど。市川淳子議員の話に

あったように、地域医療は残さなきゃならない。それは皆さんと私と全く同じでありますけど
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も。修正案を出した原因は判断材料が無いという事でありました。３年前、２６年の１２月に

２億１千５百万の貸付金、昨年度に６月の修正案で当町４億円、両町で８億円の予算案が可決

されました。その時も材料が、判断材料が出ていおりませんでしたので、修正案を出したりお

願いをしたり、是非資料を出してもらいたいという事で言ってきましたけども、今だに資料が

出ておりません。病院議会議員も、今発言がありましたように今度の２７日で細かい説明があ

るという発言でした。そこで、予算特別委員会へ修正案を出して、多数の方の修正案に賛成起

立をいただきました。 

それで特別委員会で当初予算が否決されて、私が提出した修正案が可決された訳であります。

これは、その時賛成起立していただいた議員さんは、一人ひとりがかなりの決意をもって起立

賛成していただいたと思います。これが議員じゃないかなと思うんです。市川の議会は市川の

議会。当町の議会は当町の議会。何をもって判断するかと、予算でありますから概算でいいと

思います。１０億もっても１０億一辺に貸す訳でもないし、借入申請が出てきたらそれを、添

付資料をつけさせて、その時に貸付審査会が判断していく事だと思います。ですけども、まっ

たく資料が無いという事は議員にとって失礼じゃないかと。いう事がありますんで、修正案を

出させていただきました。 

私修正案を期限よりも何日も前に事務局へ申し伝えてあって、１７日に提出すればいいとこ

ろを、１６日には正式に提出してありました。ですけどだれ一人として当局からも、病院関係

者からも私に対する質問はありませんでした。という事は、うがった見方をすれば、青栁が修

正案を出しても賛同者は一人か二人だろうという事でたかをくくっていたのかもしれませんけ

れども。大勢の議員さん達が、先程申し上げましたように、一人ひとりがかなりの決意をもっ

て、賛成起立していただいたものだと思います。そういう事で市川淳子議員の４億５千万がい

いのか５億がいいのかも今だにわかりません。ですから私としては今もって、昨年実績の４億

までという事で、市川議員の提案には反対するものであります。 

○議長（秋山貢君） 

次に市川淳子さん他２名から提出があった修正案に賛成者の発言を許します。 

（ な し ） 

なければ、他に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２６号に対する討論を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

これから日程第１５ 議案第２６号を採決します。この採決は起立によって行います。なお、

起立しない場合は反対とみなします。 

お諮りします。 

委員長報告の修正案に賛成の方は起立願います。 

（４名 起立） 

起立少数です。従って委員長報告の修正案は否決されました。 

次に市川淳子さん他２名から提出された修正案に、賛成の方は起立願います。 

（１０名 起立） 
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起立多数です。従って市川淳子さん他２名から提出された議案第２６号 平成２９年度富士

川町一般会計予算の修正案は可決されました。 

次に、ただ今修正議決した部分を除く議案第２６号 平成２９年度富士川町一般会計予算の

原案に賛成の方は起立願います。 

（１３名 起立） 

起立多数です。従って修正議決した部分を除く議案第２６号は、原案のとおり可決しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

次に議案第２７号から議案第４０号を一括採決します。 

議案第２７号から議案第４０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。 

 （ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第２７号から議案第４０号は原案のとおり可決しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３０ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

これから、議案第４３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４３号の討論を終わります。 

これから、日程第３０ 議案第４３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第４３号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３１ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第３２ 認定第 ２号 富士川町道路線の認定について 

日程第３３ 認定第 ２号 富士川町道路線の認定について 

日程第３４ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 

日程第３５ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 

以上の５議案は、道路認定案件ですので、一括して議題とします。 

これから、認定第１号から認定第５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。 
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以上をもって、認定第１号から認定第５号までの討論を終わります。 

これから、認定第１号から認定第５号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、認定第１号から認定第５号は、原案のとおり認定されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３６ 議案第４４号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

について 

を議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で町長の提案理由説明が終わりました。 

     この議案については質疑と討論を省略したいと思いますが、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、議案第４４号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第３６ 議案第４４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第４４号は、原案のとおり適任とすることに決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３７ 同意第 １号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることに 

ついて 

を議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で町長の提案理由説明が終わりました。 

     この議案については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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     （ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、同意第１号については質疑と討論を省略します。 

これから日程第３７ 同意第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、同意第１号は、原案のとおり同意することに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第３８ 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第３９ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第４０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

  以上の３議案は、閉会中の調査案でありますので、一括して議題とします。 

 各常任委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり

閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし。の声 ） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの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。 

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

〇議長（秋山貢君） 

 以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

 １５日間という長い会期ではありましたが、議員各位には、慎重かつ熱心なご審議をいただ

き、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 

 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては、議案説明、答弁、委員会の出席にご協力い

ただき、誠にありがとうございました。 

 平成２９年第１回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

閉会 午前１１時００分 

        


