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平成２９年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２９年６月１６日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第  ４ 報告第 １号  平成２８年度富士川町一般会計継続費繰越費の 

              件 

日程第  ５ 報告第 ２号  平成２８年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第  ６ 報告第 ３号  平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計繰 

   越明許費の件 

日程第  ７  報告第  ４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計繰越

明許費の件 

日程第  ８  報告第 ５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出

について 

日程第  ９  報告第 ６号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類

の提出について 

日程第１０ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町 

税条例の一部を改正する条例) 

日程第１１ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

都市計画税条例等の一部を改正する条例)       

日程第１２ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例)  

日程第１３ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例の一部を改正する

条例) 

日程第１４ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町一般会計補正予算(第９号)) 

日程第１５ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

(第５号)) 

日程第１６ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第５

号)) 
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日程第１７ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第

６号))  

日程第１８ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する

条例について 

日程第１９ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について 

日程第２１ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条

例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第２３ 議案第５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号）  

日程第２４ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予

算（第１号）  

日程第２５ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

        ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢  

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

４．会議録署名議員 

 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田  智 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町      長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 田 辺 明 弘  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永井たかね  防 災 課 長 深 澤 千 秋     

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

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

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

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史    

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書     記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

○議長（秋山貢君） 

     富士川町告示第２８号をもって招集されました平成２９年第２回富士川町議会定例

会に、議員ならびに町長を始め執行部各位には、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２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２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

六月に入り、先週、関東甲信の梅雨いりが発表されました。田の緑も日に日に茂り、

紫陽花が大輪の花を咲かせる季節となりました。議員の皆様、執行部の皆様におかれま

しては、ご健勝にてご活躍のことと思います。 

高知県大川村で議会を廃止し、有権者が参加して意思決定する「町村総会」の設置が

検討されていると報道されました。人口流出と高齢化で、議員の担い手不足に陥ったと

いうことです。町村総会は地方自治法９４条の定めに基づき、議会に代わって有権者全

員で構成し、直接参加で意思決定する議事機関のことです。大川村の人口は４００人余

りですので、富士川町がすぐに同様の状況になるとは思いませんが、議員の人材確保の

環境整備は、富士川町においても喫緊の課題であります。現在、議会改革特別委員会で

検討が進められておりますが、次期町議選に間に合うように取り組んでいきたいと考え

ます。 

政府は、経済財政運営と改革の基本方針２０１７の素案をまとめました。基本方針の

中では「人材への投資」を掲げ、幼児教育・保育を早期に無償化し、待機児童も解消す

る方針を示しています。幼児教育の無償化の完全実施には年１・２兆円、待機児童対策

には年数千億円の追加費用がかかるとみられています。厚生労働省が発表した人口動態

統計では、２０１６年の合計特殊出生率は１・４４でした。政府は５０年後の人口１億

人維持を目指し、２０２０年代半ばの「希望出生率 １・８」の達成を掲げていますが、

遠く及びません。出生数は百万人を割り込み、人口減に歯止めがかからない状況が続い

ています。子育てを社会全体で支える仕組みづくりを検討し、しっかり財源を確保し、

一日も早く実効性のある政策としてほしいものです。 

去る六月一日には、リニア実験線の見学会へ議会も同行いたしました。ＪＲ東海の職

員が実験線の中心から２５ｍ離れた地点での騒音を測定し、７６・９デシベルでした。

また、５０ｍ離れた地点では７５デシベルという測測定結果でした。３・５ｍの防音壁

区間ではありましたが、音を体感し、数値を確認できたのは良かったと思います。今後

町は、環境基準の類型指定について住民との意見交換会を予定しています。住民の皆さ

んには身近で将来に渡る問題なので、一緒に考える場としていただきたいと考えます。 

     さて、今定例会においては、多くの町民の皆さまに議会を知っていただく機会としま

して、１７日の土曜日に一般質問を行い、昨年同様、休日議会を実施することとしまし

た。多くの方に議会の様子をご覧いただけるよう、議場内にカメラを据え付け、会議室
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にテレビモニターを設置いたします。議員及び執行部各位のご理解をお願い申し上げま

す。 

議会は言論の府と呼ばれます。今議会も重要な議案が多数提案されています。議員各

位には、住民の皆さんに信頼される議会を目指して、熟議を重ね、活発な議論を尽くし

て、住民の福利向上が図られる事をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

１１番 井上光三君 および 

１２番 神田智君 を指名します。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から２３日までの８日間にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。      

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から２３日までの８日間と決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。   

本日の議事日程、説明員として、出席通知のありました者(しゃ)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。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 

○町長（志村学君） 

改めまして、おはようございます。本日ここに、平成２９年６月 富士川町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、

全員の御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

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

厚く御礼を申し上げます。 
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     それでは、開会にあたり、本定例会に提出いたしました案件のうち、主なるものにつ

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

し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

 はじめに、昨年発生した熊本地震から 1 年が経過し、 近では、首都直下型地震の発

生確率が上昇したとの報道があったところであります。「阪神・淡路大震災」「東日本大

震災」「熊本地震」と２２年もの間に、３つの大きな地震が発生し、防災に対する幾つ

もの課題、教訓を教えられたところであります。 阪神・淡路大震災では、倒壊した家

屋から救出にあたられた方の８割は、家族や近所の住民であり、消防や自衛隊などに救

助された方は、２割しかいなかったとのことから、「自助・近助・共助」の重要性が認

識されたところであります。東日本大震災では、岩手県の大槌町のように、町長をはじ

めとする町幹部職員が津波で犠牲になり、行政も大きな被害を受けたことから「公助の

限界」と言われた一方で、日頃から防災教育を受けていた子どもたちが、率先して高台

へ逃げ、かつ途中で高齢者に声掛けをして、一緒に避難したことから「釜石の奇跡」と

いう自助・近助の取り組みが、共助にも繋がったという素晴らしい話があります。 

     また、熊本地震では、地震により亡くなられた方もおられましたが、間接的に亡くな

られた方が多かったことが特徴とされ、「車中泊を重ねたことによるエコノミー症候群」

や「医療機関が被災され、転院を余儀なくされたこと」による死亡者が多かったと言わ

れております。幸いにして、これらの地震において、本町には、大きな被害はありませ

んでしたが、いつ何時、我が町にも起こりうることと捉え、地域防災力のさらなる強化

に取り組んで参る所存であります。 

     さて、我が国の経済状況を見ますと、内閣府の発表による「景気の動向」につきまし

ては、一部に改善の遅れもみられるものの、緩やかな回復基調が続いており、設備投資

や個人消費は、総じてみれば持ち直しの動きが続いているとのことであります。一方、

先行きにつきましても、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、

緩やかに回復していくことが期待されるとしておりますが、海外経済の不確実性や金融

資本市場の変動の影響に留意する必要があるとしております。政府としては、海外経済

の不確実性の影響や、金融資本市場の変動の影響等に留意するとともに、地域経済の早

期回復や産業回復に取り組むとしており、経済の好循環の更なる拡大に期待していると

ころであります。 

     それでは、今定例会に提出いたしました、主な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、峡南医療センター企業団への短期貸付金についてであります。峡南医療センタ

ー企業団の平成２９年度の収支予算による借入金の必要額が１３億円であることから、

運転資金を確保する観点から、市川三郷町と富士川町が短期貸付を行うこととし、３月

定例会において本年度の当初予算に、本町の貸付額、６億５千万円を予算計上したとこ

ろであります。 

     しかし、企業団の経営改善計画の達成状況および、今後の経営改善計画が示されてい

ない等の理由により、６億５千万円から４億５千万円に減額修正した予算で、御議決い
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ただいたところであります。その後、企業団から、峡南医療センターの新たな改革プラ

ンと財政見通しが示され、平成２９年度の企業団の収支予算においては、一時借入によ

る収入は、１１億５千万円とし、不測の事態も考慮し、一時借入金の限度額を１４億円

とした議決を得ております。峡南医療センター企業団からは、２９年度において、両町

での１３憶円の予算貸付けの要望は変わらないことから、今定例会に当町分の短期貸付

金６億５千万円に対し、不足する２億円を計上いたしております。なお、企業団に対し

ては、平成２９年度は、単年度収支の黒字化を強く促して参る所存であります。 

     次に、コミュニティ・スクールの研究指定校についてであります。国では、一億総活

躍社会の実現と地方創生の推進のため、「次世代の学校・地域」創生プランを策定し、

全ての公立学校が、地域の人々と目標を共有し、地域と一体となって子供たちを育むコ

ミュニティ・スクールを目指して、学校と地域との組織的・継続的な連携・協働を図る

こととしております。こうした中、先般、コミュニティ・スクール推進のため、増穂南

小学校が「地域とともにある学校」として、組織体制や運営方法について、より実践的

な研究を行うため、２年間の研究指定校となったことから、今定例会に所要の経費を計

上いたしております。 

 次に、学校施設の環境改善についてであります。本町では、これまで保育所や学校施

設など、子どもたちが利用する施設の耐震化とともに、地震時に対応した環境改善に取

り組んで参りました。こうした環境改善事業の 後となっておりました増穂小学校の窓

ガラス飛散防止フィルム工事と増穂中学校の窓枠アルミサッシ化工事については、昨年

度の国の補正予算を活用する中で、本年度、校舎の約半分を、すでに第一期工事として

発注したところであります。こうした中、先般、本年度の国の予算配分を受けたことか

ら、今定例会に両校の残る工事に係る所要の経費を計上いたしております。これで、保

育所及び小中学校の窓ガラス等の飛散防止は、すべて終了することとなります。なお、

工事の実施につきましては、早々に第二期工事として発注し、第一期工事と同様、子ど

もたちの授業に支障が無いよう、夏休み期間中に執行して参りたいと考えております。 

     次に、第６回全国禹王サミットｉｎ富士川についてであります。「第６回全国禹王サ

ミット in 富士川」は、富士川、並びにその上流の国土交通省直轄区域、１５の市、町

で構成する富士川改修促進期成同盟会が主催となり、本年１０月７日、８日の２日間、

ますほ文化ホールを会場に開催されます。禹王サミット開催にあたっては、富士川改修

促進期成同盟会内に禹王サミット実行委員会を設置し、同盟会からの補助金のほか、公

益財団法人河川財団助成金、一般社団法人 関東地域づくり協会助成金、広告料等を予

定し、その準備を進めて参りました。しかし、主要な財源の一部として予定しておりま

した、公益財団法人 河川財団からの助成金が不採択となったことから、不足分１００

万円を開催地である本町において、開催地負担金として負担することとし、今定例会に

予算計上いたしております。なお、この負担金につきましては、加盟市・町に管内の企

業、団体などからの賛助金や広告料の依頼を行ったところであり、サミット終了後に相

殺することとしております。 

     次に、町民体育館建設基本計画検討委員会の設置についてであります。リニア中央新
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幹線建設に伴う町民体育館の移転につきましては、昨年度設置した「町民体育館建設検

討委員会」から、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、利用者等

からの意見を中心に取りまとめを行い、本年２月に検討結果の報告を受けたところであ

ります。町では、本年度、町議会議員、社会体育関係者、利用団体の代表者や公募町民

などで構成する「町民体育館建設基本計画検討委員会」を設置し、建設検討委員会から

の報告結果を踏まえ、さらに詳細な内容等について御検討をいただき、本年度中に、町

民体育館の建設基本計画を取りまとめていただくこととしております。 

     次に、リニア中央新幹線についてであります。リニア中央新幹線の事業用地となる土

地の用地幅杭の設置、物件調査、立竹木等の調査を含めた用地測量について、町内で高

架橋となる明かり区間におきましては、ＪＲ東海、並びにＪＲ東海から用地取得等の委

託を受けた、山梨県リニア用地事務所により、現在、了承を得られた場所から順次行っ

ているところであります。 

     また、仙洞田地内に建設される保守基地や変電所、工事用道路等の建設に関しまして

は、事業範囲の概要や工事用道路等について、地元説明会を行う中で、用地測量、及び

権利者調査などを行っているところであります。今後は、測量及び調査結果を踏まえ、

境界確認作業や補償金額の算定等を行い、個別の説明に入るものと考えております。 

     このような状況の中、町では、リニア高架橋に伴う騒音や日照に関する沿線住民の皆

さんの懸念事項を払拭するため、時速５００Ｋｍでの走行騒音等や振動を実際に体感し

ていただくことを目的とした、リニア実験線見学会を５月２４日、２７日、６月１日、

１０日の４日間開催をし、さらに今月下旬には、見学会を踏まえ、 勝寺、天神中條、

大久保、つき米、小林、長澤区の沿線住民との意見交換会を３か所で開催する予定でお

ります。今後は、見学会や意見交換会での御意見を踏まえ、リニア中央新幹線の騒音に

係る環境基準の地域指定に対する町の考え方をまとめて参りたいと考えております。な

お、リニア中央新幹線の騒音フードや防音壁につきましては、環境基準の地域指定とは

別に、地域の意見が も反映できる方策を用いる中で、決定して参りたいと考えており

ます。 

     次に、認知症カフェについてであります。認知症高齢者が増加する中、介護保険法の

改正により、認知症施策の推進が求められ、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向

けて、「認知症施策推進総合戦略」が策定されたところであります。町では、これから

益々増えるであろう、高齢者等の認知症対策は、大きな課題であることから、認知症患

者の早期発見や認知症について、正しい理解をしていただくための手段として、地域住

民や専門家と情報交換や相談交流ができる場「認知症カフェ」について、地域の中で医

療・介護に携わる方々とともに、認知症カフェ実行委員会を立ち上げ、準備を進めて参

りました。その結果、この度、お茶や音楽を楽しみながら自由に語れ、専門職による医

療相談も行える「認知症カフェ」の準備が整いましたので、７月２５日から毎月１回、

保健福祉支援センターで開催して参りたいと考えております。 

次に、児童センターについてであります。新児童センターにつきましては、基本設計

の協議が概ね整い、ＲＣ平屋建てで、児童センターを構成する集会室や遊戯室、図書室



 

9 
 

や学習室、創作活動室をはじめ、児童クラブ室は、一部屋の定員を４０人とし、３部屋

を設け、１２０人規模の受け入れ態勢を整え、安全に運営できるよう各所に配慮し、そ

れぞれの配置を決定したころであります。また、これまで、公共施設を転々と開催して

おりました、母子保健事業も部屋の配置を工夫する中で、乳幼児健診や各種相談事業も

行えるよう考慮いたしております。今後につきましては、実施設計書の詳細について詰

め、予定しております秋には、本体工事に着手して参りたいと考えております。 

     次に、資源ごみの回収品目の拡充についてであります。資源ごみの中でも、家電リサ

イクル法対象 4 品目とパソコンを除く、使用済家電製品については、国内外において不

当な処理がなされ、生活環境の保全において、大きな支障が生じる恐れや適正なリサイ

クルシステムを阻害する懸念が、問題となっております。本町では、平成２７年２月か

ら、使用済小型家電の無料回収を行っておりますが、こうした家電製品の不当な処理を

無くすため、本年４月から、家電リサイクル法対象 4 品目とパソコンを除く、使用済家

電製品の無料回収を始めたところであります。今後も、ごみ処理の適正化を図るため、

資源ごみの回収品目の拡充を進め、富士川町の生活環境の保全に努めて参りたいと考え

ております。 

     後に、廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に対する愛称についてであります。

富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例につきましては、町の皆様や事業者、

行政の協働により、ごみの発生抑制及び再使用及び再生利用の促進による、更なるごみ

の減量を図り、「循環型社会の形成」、「より快適な生活環境の保全」、及び「公衆衛生の

向上」を図り、もって、町の皆様が健康で快適な生活を確保することを目的に、本年３

月定例会において、御議決をいただいたところであります。こうしたことから、町では、

多くの町の皆様に親しみをもっていただき、更なるゴミの減量化に取り組むため、条例

の愛称の募集を進めて参りました。その結果、７件の応募があり、庁内で検討した結果、

環境意識を高く持ち、廃棄物の減量と適正処理に誰もが責務を感じるとともに、住民に

親しまれる愛称として、富士川町「きれいなふるさとづくり条例」と決定させていただ

きました。今後は、この愛称を用い、町民一丸となって、ゴミの減量化をはじめとする

「環境の町ふじかわ」の実現に取り組んで参りたいと考えております。 

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

いただきました。なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件６件、専決処分

承認案件８件、条例改正案件５件、補正予算案件３件、合わせて２２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、

よろしく御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げ、あいさつといたします。 

 

○議長（秋山貢君） 

これで、町長のあいさつは終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４ 報告第１号 平成２８年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 
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   日程第５ 報告第２号 平成２８年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

   日程第６ 報告第３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第７ 報告第４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第８ 報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第９ 報告第６号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出について 

以上の６議案は、報告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、報告を求めます。 

町長、志村学君 

○町長（志村学君） 

―――――― ６議案の提案理由朗読説明 ――――――― 

○議長（秋山貢君） 

まず、報告第１号及び第２号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君   

○財務課長（齋藤靖君） 

報告第１号及び第２号の補足説明をさせていただきます。この繰越計算書に関しまし

ては地方自治法施行令の規定に基づきまして、５月 31 日までに作成し、次の議会に報

告するというものでございます。まず初めに報告第１号でございます。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計継続費繰越費計算書、平成２８年度富士川町

一般会計繰越明許費計算書朗読説明） 

以上報告第１号、報告第２号の補足説明をさせていただきます。ご審議よろしくお願

いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

     次に、報告第３号及び第４号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君 

○上下水道課長（河原恵一君） 

 それでは報告第３号の補足説明をさせていただきます。画面表示ページが８ページに

なりますけれども、繰越計算書をお開きください。説明に関しましては、科目、事業名、

翌年度繰越額とさせていただきます。なお財源内訳は記載のとおりであります。 

（以下、平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費計算書、平成２８年度

富士川町下水道事業特別会計繰越明許費計算書朗読） 

以上、報告第４号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

次に、報告第５号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君 

○産業振興課長（秋山忠君） 

     それでは株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についての。次のページのか

がみ文をお開きください。それでは報告第 5 号の補足説明をさせていただきます。1 ペ

ージからが今期平成２８年度の決算報告書となります。２ページ目をお開きください。
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平成２８年度事業報告であります。抜粋して概要を報告させていただきます。事業の現

況として、株式会社富士川は、道の駅富士川、塩の華、つくたべかんの三つの観光関連

施設を富士川町から指定管理を受けて運営しております。 

まず道の駅富士川であります。道の駅は公共性の高い施設であることを踏まえ、多様

化するお客様ニーズや地域、地域特性をなどを意識しながら運営を軌道に乗せる、既存

客の固定化及び新規顧客を獲得するため、販売、消費の充実、観光バスの誘致等を継続

的に実施することにより、お客様の満足度の向上に努めました。また。周辺の道路情報

や近隣の観光情報、地域の文化や歴史、名産品、その他イベントを初めとする各種の情

報を積極的に提供し、まちのプラットホームとなる感動の道の駅を目指し、施設全体の

価値を高めることに取り組みました。次に、塩の華であります。塩の華は、道の駅富士

川のオープン以来、客数、売り上げとも減少傾向にあります。農産物の道の駅からの供

給や手づくり感のあるポップや、プライスカードを社員がみずから考案し、アットホー

ムな店舗づくりに努めてきました。次のページにうつりまして、つくたべかんです。こ

こ数年、お客様が漸減しておりますが、つくたべかんが典型的な中山間地域である十谷

地区に位置することを強味として、かつ効率的に運営するため従業員も少人数でも対応

できるよう、伝統料理みみに特化して運営をしてまいりました。下の表は、施設別損益

一覧であります。 

次のページをご覧ください。４ページから 8 ページまでが平成 28 年度の施策であり

ます。一つ目として、交流促進の機会の提供、二つ目として、地域資源の紹介。次のペ

ージに移りまして、3 つめとして地域への還元事業、次のページに移りまして、4 つ目

として催事への出店。次のページに移りまして、その他でございますが、富士川夜祭り

から８ページの中部横断開通のイベントなどを行なっております。9 ページに移ります。

貸借対照表の説明をさせていただきます。左側の試算のほうですが流動資産１億 4,595

万 4,228 円、固定資産 47 万 7,414 円、合計１億 4,643 万 1,642 円であります。次に、

負債の部ですが、合計 6,388 万 5,484 円であり、準資産の部が資本金 5,000 万円、利益

剰余金 3,254 万 6,158 円、合計 8,254 万 6,158 円となり、負債及び純資産の合計が１億

4,643 万 1,642 円であります。10 ページへ移りまして 10 ページは損益計算書になりま

す。科目、売上高は 4 億 9,672 万 3,560 円。売上原価３億 3,091 万 5,322 円で、売上総

利益金額が１億 6,580 万 8,238 円。販売費及び一般管理費が１億 3,500 万 5,837 円。営

業収益は 1331 万 2,964 円で、営業外費用 3,136 万 2,963 円。経常利益税抜き前当期純

利益が 1,275 万 2402 円で、当期純利益が 1,009 万 7,717 円であります。11 ページに移

りまして、11 ページ 1、販売費及び一般管理費の内訳であります。12 ページに移りま

して、12 ページは、貸借対照表の純資産を表す株主資本等変動計算書となります。13

ページに移りまして、13 ページは、個別中期表となります。 

14 ページからは、経営方針と今後の見通しになります。15 ページの、平成 29 年度予

算方針として、基本コンセプトは、さまざまな人々が集い、交わり活動する、ぷらっと

立ち寄れる、憩いの場であります。予算方針基本目標は、中部横断自動車道は平成 29

年３月 19 日に増穂インターチェンジから、六郷インターチェンジ間及び増穂パーキン
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グエリアが供用を開始し、数年後には、新東名高速道路新清水ジャンクションに接し全

線開通が予定されている。こうした経営環境の変化を好機ととらえ、道の駅富士川は町

の魅力と地域資源をアピールする場、地域住民の交流の場として県内外から訪れるお客

様にホスピタリティーあふれるサービスを提供するとともに、より付加価値のある店づ

くりを推進し、売上高５億円以上を目指し、当期純利益 1,200 万円以上を確保する。ま

た。当初の設立趣旨から利益の一部を民間企業ではなしえない、富士川町の観光振興等

の公益的な活動に充てることとし、もって地域社会の発展に寄与するものとする。とし

ております。 

２番の施策としては、1 つ目として、販売促進策。次のページに移りまして、2 つ目

として、新たな商品サービス開発、販路の拡大、3 つ目として中部横断道の開通の対応。

4 つ目として塩の華の増収策を行なって参ります。17 ページになりますが、こちらは第

5 期平成 29 年度株式会社富士川の予算の見通しであります。全体予算ですが目標数値の

一つとしてレジ通過客数見込みでありますが、47 万 9,165 人。売上を 5 億 1,353 万 9,765

円としております。また、税前利益として 3,621 万 9,503 円を見込んでおります。2 の

施設別予算につきましは、この表のとおりとなっております。 

以上、報告第５号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、報告第６号について補足説明を求めます。 

生涯学習課長 早川竜一君 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

それでは報告第６号について補足説明をさせていただきます。初めに、一般社団法人

ふじかわ第１期決算報告書について、その概要をご説明いたします。なお、当法人の事

業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までと定款で定められておりますが。第１

期決算につきましては、法人を設立した日、平成 28 年度 11 月 11 日から平成 29 年３月

31 日までの事業実績となっております。 

それでは、２ページをお開きください。設立初年度であります第１期は、ますほ文化

ホールの管理運営を平成 29 年度から行うため、富士川町に指定管理者指定申請書の提

出を行い平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間、ますほ文化ホール指定管理者

として指定を受けました。また、社員 2 名、理事４名、監事１名の体制のもと、臨時社

員総会を一回、理事会を二回開催し指定管理に関する基本協定の締結に向けての審議、

ならびに事業計画及び収支予算についての審議を行いました。次に、３ページから５ペ

ージには、計算書類として貸借対照表、損益計算書、財務諸表に対する注記が記載され

ております。なお３ページの表、左側の資産の部に記載されております 100 万円は昨年

度、富士川町が当法人の設立時出資金として支出したものであります。また表の右側上

段負債の部に記載されております 2 万 7,800 円につきましては、法人県民税及び、法人

町民税の均等割額であり、この納期限は本年５月 31 日となっております。 

次に、８ページをお開きください。第二期経営方針と、事業計画及び予算についてご

説明いたします。基本方針として町の文化振興施策の推進、町民の多様なニーズに対応
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した、多彩な文化事業を創造及び発信していくこととしております。また、事業計画と

いたしまして、これまで富士川町において、実施してまいりました多彩な事業を今後も

引き継ぐこととし、計 24 本の文化事業を計画しております。なお、事業ごとの詳細に

つきましては、８ページから 12 ページにわたり記載されておりますので後ほどご確認

ください。 後に 13ページをお開きください。第二期平成 29年度収支予算であります。

予算総額は 4,745 万 7,000 円であり、ますほ文化ホールの管理及び自主事業にかかる経

費が計上されております。以上報告第 6 号の補足説明を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の報告並びに担当課長の説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

   日程第１０ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町税条例の一部

を改正する条例) 

日程第１１ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町都市計画税条

例等の一部を改正する条例)  

日程第１２ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例)  

日程第１３ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

の一部を改正する条例) 

日程第１４ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

一般会計補正予算(第九号)) 

日程第１５ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

国民健康保険特別会計補正予算(第五号)) 

日程第１６ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

介護保険特別会計補正予算(第五号)) 

日程第１７ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

下水道事業特別会計補正予算(第六号))  

以上の８議案は、専決処分の承認案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

―――――― 議案の提案理由朗読説明 ――――――― 

○議長（秋山貢君） 

     次に、承認第２号から第９号の補足説明を求めます。 

まず、承認第２号及び３号の補足説明を求めます。 

税務課長 永井たかねさん 

○税務課長（永井たかねさん） 
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それでは承認第２号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお開きください。 

（以下、専決第２号 専決処分書朗読） 

改正内容につきましては新旧対照表でご説明をさせていただきます。新旧対照表を、

12 ページをお開きください。第３３条第４項でございますが、こちらにつきましては、

特定配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を

勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化するため、文言の改正と各号の追

加等による改正でございます。１３ページの第６項でございますが、こちらは、特定株

式等譲渡所得金額に係る文言の改正及び各号の追加等の改正でございます。続きまして、

１３ページの下、第３４条の９でございますが、こちらにつきましては、第３３条の改

正に伴います所要の規定の改正でございます。 

続きまして、１４ページの第４８条の１項から、１７ページの第７項まで、こちらに

つきましては、法人の町民税の延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備の文言

が変更になったことによる改正でございます。続きまして、１８ページの第５０条でご

ざいますが、こちらにつきましても法人の町民税の不足税額の延滞金についての文言が

変更になったことによる改正でございます。続きまして、２０ページの第６１条でござ

いますが、こちらにつきましては 震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産

等に対する、固定資産税の課税標準の特例についての規定の改正でございます。ページ

の中ほど、第６１条の２でございますが、こちらにつきましては、子育て支援のため、

第１項では、家庭的保育事業、第２項では、居宅訪問型保育事業、第３項では、事業所

内保育事業のそれぞれの用に供する家屋及び償却資産の課税標準額を特例措置により、

国の参酌標準である２分の１とする改正でございます。 

続きまして、その下の第６３条の２でございますが、こちらにつきましては、居住用

超高層建築物に係る税額の按分方法についての補正方法の申出についての規定の改正

でございます。続きまして、２１ページの第６３条の３でございますが、被災市街地復

興推進地域に定められた場合の、震災等発生後の減額按分方法の規定の整備の改正でご

ざいます。続きまして、２３ページの第７４条の２でございますが、こちらにつきまし

ても、被災市街地 復興推進地域に定められた場合の特例を適用する常設規定の改正で

ございます。それから、２４ページの附則の第５条でございますが、こちらにつきまし

ては、個人の町民税の控除対象配偶者の定義の変更に伴い、「控除対象配偶者」が「同

一生計配偶者」と変更になったことによる改正でございます。 

続きまして、２５ページの第８条でございますが、こちらにつきましては、肉用牛の

売却による課税の特例について、適用期限を３年間延長するもので、「平成３０年度」

が「平成３３年度」と変更になったことによる改正でございます。続きまして、その下

の第１０条でございますが、こちらにつきましては、固定資産税の課税標準の特例の改

正に合わせての改正でございます。続きまして、２６ページの第１０条の２でございま

すが、同じく固定資産税の課税標準の特例の項ズレの改正によるものと、２７ページの

中ほど、第１７項につきましては、特定事業所内保育施設の課税標準額を国の参酌標準

である２分の１とするもの、その次の第１８項につきましては、都市緑地法で規定する
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市民緑地の用に供する土地の課税標準額を、国の参酌標準である３分の２とする改正で

ございます。 

続きまして、その下の第１０条の３でございますが、２７ページから３２ぺージの中

ほどまで、これにつきましては、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定

資産税の減額を受けようとする申告書の規定についての項ズレの改正と各号の追加等

による改正でございます。続きまして、第１６条でございますが、こちらにつき まし

ては、軽自動車税のグリーン化特例についての適用期限を２年延長するという改正とな

り、３４ページの第１６条の２につきましては、その賦課徴収の特例についての規定の

改正でございます。続きまして、３５ページの第１６条の３でございますが、こちらに

つきましては、特定配当等に係る所得について、申告書に記載された事項、その他の事

情を勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化した改正でございます。 

続きまして、３６ページの第１７条の２でございますが、こちらにつきましては、優

良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例につい

て、適用期限を３年間延長する改正でございます。続きまして、３７ページの１番下、

第２０条の２でございますが、次のページ、第４項は、特例適用配当等に係る所得につ

いて、申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、町長が課税方式を決定でき

ることを明確化した改正でございます。続きまして、その次の第２０条の３につきまし

ても、条約適用配当等に係る所得について、申告書に記載された事項、その他の事情を

勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化した改正でございます。続きまし

て、４１ページの附則第５条でございますが、こちらにつきましては、現行の軽自動車

税の種別割に名称変更する等の規定の整備の改正でございます。続きまして、４４ペー

ジの第２条でございますが、こちらにつきましても、現行の軽自動車税の種別割の整備

の文言の改正でございます。以上、富士川町税条例の一部を改正する条例の補足説明と

させていただきます。 

ひき続き、承認第３号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をご覧ください。 

（以下、専決第３号 専決処分書朗読） 

改正内容につきましては新旧対照表で説明させていただきます。３ページをお開きく

ださい。附則第５項でございますが、こちらにつきましては、法改正に伴う項ズレの改

正でございます。第６項につきましては、先程の固定資産税の減免の特例が都市計画税

にも適用されますので、特定事業所内保育施設の課税標準額を国の参酌標準である２分

の１とするもの、第７項につきましては、都市緑地法で規定する市民緑地の用に供する

土地の課税標準額を国の参酌標準である３分の２とする改正でございます。続いての８

項から１５項までは、法改正に伴う項ズレの改正でございます。 

以上、富士川町都市計画税 条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただき

ます。ご審議いただき、ご承認くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

ここで途中ですが、暫時休憩します。 

休憩 午前 11 時 02 分 



 

16 
 

                                              

再開 午前 11 時 10 分 

 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。 

それでは、承認第４号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん 

○町民生活課長（松井清美さん） 

それでは承認第４号についての補足説明をさせていただきます。 

（以下、専決第４号 専決処分書朗読） 

今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴う改正で

す。主な内容は、国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世

帯に係る所得判定基準の改正です。新旧対照表をご覧ください。第２３条の国民健康保

険税の軽減判定所得の算定における、被保険者の数に乗ずる金額を、同条２号、５割軽

減の対象となる世帯については、２６万５千円を２７万円に、第３号、２割軽減となる

世帯については、４８万円を４９万円に改正するものです。 

前のページに戻っていただき、附則につきましては、施行期日でありますが、平成２

９年４月１日からとし、経過措置として、適用区分につきましては平成２９年度以後に

ついて適用し、平成２８年度分までについては従前の例による規定であります。 

以上で補足説明と、させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、承認第５号の補足説明を求めます。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

それでは承認第５号についての補足説明をさせていただきます。専決処分書をお開き

ください。 

（以下、専決第５号 専決処分書朗読） 

この条例につきましては子ども子育て支援法施行規則等の一部改正に伴い低所得世

帯、一人親世帯及び多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担額かっこ保

育利用料の軽減について定めるものであります。新旧対照表をご覧ください。別表第一

第３条関係は、１号認定。１号認定は、幼稚園、認定こども園を利用する方の表になり

ます。表のように第２階層、第３階層を一人親世帯等以外の世帯とし、保護者等がわか

りやすくいたしました。また、別表１の備考につきましては、７ページの３項を表のよ

うに改め、項ずれで３項を７項になります。２項については、各号を表のように改め、

項ずれで２項が３項になります。5 ページの１項を表のように改め、１項の次に２項を

加えます。この２項は、旧の４項の条ずれになります。４項から６項まで、表のように

改めます。４項につきましては改正に伴う市町村民税非課税世帯の第２子の保育事業の

無料化について示しております。 
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続いて、12 ページ 13 ページの別表第二第３条関係は２号認定、２号認定は保育所、

認定こども園の満３歳以上の子供の利用者、それから３号認定は保育所、認定こども園

の満３歳未満の利用の方の表になります。それぞれ表のように、第２階層から第５階層

までを表のようにいたしました。別表第２の２項につきましては、10 ページの３項を表

のように改め項ずれで 3 項が 8 項になります。9 ページの２項については、表のように

改め、項ずれで２項が４項になります。８ページの 1 項については、表のように改め、

１項の後に、２項、３項を加えます。これは、旧の４項５項の条ずれになります。５項

から７項まで表のように改めます。５項については、改正に伴う市町村民税非課税世帯

の第２子の保育の利用料の無料化について示してあります。施行は、平成 29 年４月１

日からとなります。 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、承認第６号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

承認第６号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いいたします。 

（以下、専決第６号 専決処分書朗読） 

平成２８年度富士川町一般会計補正予算第９号補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

第１表歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書にて説明をさせていただきま

す。事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町一般会計補正予算朗読） 

以上承認第６号の補足説明でございます。ご審議いただき御承認賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、承認第７号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん 

○町民生活課長（松井清美さん） 

それでは、承認第７号についての補足説明をさせていただきます。 

（以下、承認第７号 専決処分書朗読） 

平成２８年度富士川町の国民健康保険特別会計補正予算（第５号）次のページに移り

ます。 

（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朗読） 

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

だきます。事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上、補足説明と、させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 
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次に、承認第８号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは承認第８号についての補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願い

いたします。 

（以下、承認第８号 専決処分書朗読） 

補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成 28 年度富士川町介護保険特別会計補正予算書朗読） 

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

すので事項別明細書をお開きください。 

（平成 28 年度富士川町介護保険特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上、専決第８号の補足説明をさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（秋山貢君） 

次に、承認第９号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君 

○上下水道課長（河原恵一君） 

それでは承認第９号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をお願いいたしま

す。 

（以下、承認第９号 専決処分書朗読） 

詳細につきましては補正予算書によりご説明いたします。次ページにお進みください。 

（以下、平成 28 年度富士川上下水道事業特別会計補正予算書朗読） 

第１表歳入歳出予算の補正の詳細につきましては事項別明細書によりにより説明さ

せていただきますので、事項別明細書１ページにお進みください。 

（以下、平成 28年度富士川上下水道事業特別会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上の承認第９号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長並びに担当課長の提案理由及び補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１８ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する条例につい

て      

日程第１９ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を

改正する条例について 
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日程第２２ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

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、条例の一部改正案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

―――――――― 議案の提案理由朗読説明 ―――――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４５号の補足説明を求めます。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長 齊藤靖君 

議案第 45 号の補足説明をさせていただきます。今回の条例の一部改正でございます

が、国の法律の一部改正に伴いまして町にある３つの条例の改正でございます。１つは

個人情報保護条例、２つ目は情報公開条例、三つ目は特定個人情報保護条例でございま

す。この法律の改正の背景でございますが、情報通信技術の飛躍的な進展によりまして

個人情報を具体的に定義する必要があるという背景からでございます。 

それでは新旧対照表にて説明をさしていただきます新旧対照表の４ページをお願い

いたします。まず初めに、個人情報保護条例についてでございます。第１条に関しまし

ては鑑みを漢字に替えるということでございます。第２条が具体的な定義になりまして、

まず、２号におきまして、次のいずれかに該当する者ということでここから詳しく入り

ますが、アでございますが、当該情報に含まれる氏名生年月日にその他の記述というこ

とで、これは氏名生年月日と結びつくことによって、個人を識別できるものというよう

に解釈をするところでございます。それから５ページにお進めいただきまして、今度は

イでございますが個人識別符号が含まれるものということで。括弧２の２でございます。

個人の識別符号というもの、これが新たな区分として盛り込まれました。これでござい

ますが、まずアの中で特定の個人の身体の一部の特徴というような表現がございます。

これは何だと申し上げますと、ＤＮＡであったり、瞳の模様であったり、顔・体の骨格

さらには指紋ですとか、声紋と言ったような部分が、この身体の一部という部分に特定

されます。それから、イの個人に提供される役務の利用というような特定の利用者、も

しくは購入または発行を受ける者を識別することができるものという表現でございま

すが。これは何かと申しますと、旅券、パスポートですとか、基礎年金番号、あるいは

運転免許証等という部分が含まれるものでございます。それから括弧２の３でございま

すが、要配慮個人情報というものも新たな区分として盛り込まれました。これにつきま

しては、人種、それから信条、社会的身分、さらには病歴、犯歴、犯罪により被害をこ

うむった事実というような部分が要配慮情報として加わることになりました。 

続きまして６ページをお願いいたします。ここの項では先ほど申し上げました要配慮

個人情報という部分がここに新たに加わってきているというところでございます。７ペ

ージにお進めいただきまして、第 10 条でございますが、第 10 条の６号に要配慮個人情
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報が含まれるというようなものが新たに加わりました。これによりまして第 11 条は、

その第 10 条へ６号が加わったことによる号が一つ送りになってるということで第７号

でございます。続きまして８ページをお願いいたします。第 14 条の中にも個人の識別

するのが含まれるものということで、これが新たに加わったものでございます。第 15

条におきましても個人の識別符号ということが新たに加わりました。 

10 ページをお願いいたします。今度は情報公開条例の改正でございます。こちらの第

５条でございますが、当該情報に含まれる氏名生年月日その他の記述ということで、氏

名や生年月日が結びつくことによって、個人が特定できるものというようなことが加わ

りたものでございます。12 ページをお願いいたします。特定個人情報保護条例の改正で

ございますが、第２条の定義でございますがこれは記述の変更でございます。第 11 条

では先ほどと申し上げましたとおりに要配慮個人情報という部分が新たに加わりまし

た。これによりまして第 12 条でございますが、第 11 条に６号が加わったことによりま

して、号が一つ送られて第７号になるという部分でございます。第 15 条でございます

が 終の 14 ページをお開きください。こちらにも新たに文書、図画、もしくは電磁的

記録に記載され、もしくは記録されまたは音声動作その他の用いて表された一切の事項

という部分が新たに加わったということでございます。 

３つの条例ともいずれも公布の日から施行するというものでございます。以上議案第

45 号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４６号の補足説明を求めます。 

税務課長 永井たかねさん 

○税務課長（永井たかねさん） 

それでは、議案第 46 号の補足説明をさせていただきます。今回の改正は、過疎地域

自立促進特別措置法の一部が改正され、課税免除の対象業種が改められたことによる改

正でございます。改正内容につきましては、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

第１条中の、課税免除の対象業種について、「情報通信技術利用事業」を「農林水産物

等販売業」とする改正でございます。 

以上、議案第４６号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。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４７号の補足説明を求めます。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

議案第 47 号の補足説明をさせていただきます。この条例につきましては、特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準、及び子ども子育て支援法施行規

則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、保育の必要量など保育所等を利用するため

の認定内容が記載された支給認定証の交付について、保護者からの申請があった場合の
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みに行い、申請しない場合は、支給認定に係る事項を記載した通知を送付することと改

正されました。そのため、保護者が支給認定証の交付を受けていない場合において、そ

の保護者から保育の提供を求められた場合に支給認定書にかわる書類として支給認定

に係る事項を記載した通知によって、保育の必要量などを確かめることができる、とす

る内容に改正を行います。新旧対照表をご覧ください。第８条、求められた場合はの後

に必要に応じてを加え、また支給認定証の後に支給認定保護者が支給認定証の交付を受

けていない場合にあっては、子ども子育て支援法規則第７条第２項に規定する通知を加

えます。施行は公布の日からとなります。 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４８号の補足説明を求めます。 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

それでは、富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例の

補足説明をいたします。この改正は、府省令の一部改正がされ新たに、高速道路番号の

標識が追加されましたことに伴いまして、その識別番号が 118 の３になったことに伴い

まして、条例を改正するものでございます。改正内容につきましては新旧対照表で説明

させていただきます。新旧対照表の２ページ目、第７条のほうから説明させていただき

ます。第７条の中ほどに、総重量限度緩和指定道路 118 の３の AB、及び高さ限度緩和

指定道路 118 の４の AB とあります。高速道路番号が 118 の３になったことに伴いまし

て、総重量の限度緩和を 118 の４の AB。それに伴いまして、高さ限度を緩和指定道路

118 の 5 の AB と識別番号を改めるものでございます。前のページの第４条の２項、並

びに６条に、やはり高さ限度緩和指定道路の識別番号が 118 の４の AB とありますもの

を 118 の５の AB にそれぞれ改めるものでございます。施行日は公布の日からというこ

とになります。例規集だと、２巻の 2,933 ページから 2,940 ページになります。 

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

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４９号の補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君 

○産業振興課長 秋山忠君 

それでは議案第 49 号の補足説明をさせていただきます。富士川町特別職の職員で非

常勤の者の報酬及び費用弁償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

が、この条例の改正については、農業委員及び農地利用 適化推進委員の報酬の一部を

改正するものであります。条例改正の内容につきましては、２ページ及び３ページの新

旧対照表により説明させていただきます。新旧対照表をご覧ください。農業委員会会長、

農業委員会会長職務代理及び、農業委員会委員に「農地利用 適化に向けた活動及び成

果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額」を加える。３ページの農地利用 適

化推進委員の日額 7,000 円を削り、「年額６万円と農地利用の 適化に向けた活動及び
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成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額」を加えるとしております。なおこ

の条例は交付の日から施行し、規定は平成 29 年４月１日から適用であります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。途中です

がここで暫時休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

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

再開 午後１時 

 

○議長（秋山貢君） 

休憩をといて議事を再開します。 

日程第２３ 議案第５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

―――――――― 議案の提案理由朗読説明 ―――――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第５０号から議案第５２号の補足説明を求めます。 

まず始めに、議案第５０号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

議案第 50 号の補足説明をさせていただきます。平成 29 年度富士川町一般会計補正予

算、第１号予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成 29 年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

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

事項別明細書の１ページをお願いいたします。 

（以下、平成 29 年度富士川町一般会計補正予算書事項別明細書朗読説明） 

以上議案第 50 号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第５１号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 
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○福祉保健課長 佐藤洋子さん 

議案第 51 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 29 年度富士川町介護保険特別会計補正予算書朗読） 

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させていただきま

す。事項別明細書を開きください。 

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

以上、議案第 51 号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたし

ます。 

 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第５２号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一君 

○上下水道課長 河原恵一君 

それでは議案第 52 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。（平成 29 年度富士川町下水道事業特別会計予算書朗読） 

第 1 表歳入歳出補正予算につきましては事項別明細書で説明をさせていただきます。

事項別明細書１ページをお願いいたします。 

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

以上議案第 52 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。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会とします。 

起立願います。ご苦労さまでした。 

 

 

散会 午前１時１３分 



 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 

 

 

富士川町議会６月定例会 

 

 

６月１７日 
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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６月１７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 川 口 正 満 

通告 ２番 鮫 田 洋 平 

          通告 ３番 長 澤   健 

          通告 ４番 齊 藤 欽 也 

          通告 ５番 青 栁 光 仁 

          通告 ６番 堀 内 春 美 

          通告 ７番 小 林 有紀子 

 

 

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 

町      長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 田 辺 明 弘  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     
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開会  午前１０時００分 

〇議長（秋山貢君） 

相互にあいさつを交わします起立願います。相互に礼。おはようございます。着席し

てください。第２回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員ならびに町長をはじめ、

執行部 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、平

成 29 年第２回富士川町議会定例会、２日目の会議を開きます。 

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

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。一般質門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。 

なお本日は議会改革の一環として議場内にビデオカメラを設置し、会議室に中継し

ますのでご了承願います。 

また本日は報道機関から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたので

ご了承願います。 

〇議長（秋山貢君） 

日程第２ 一般質問。 

質問の通告者は７名です。 

      それでは通告 1 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） 

土曜議会ということですけど、本日は、まちづくりに関し、またリニアの騒音問題に

関して、まちの対応力について伺ってまいります。 

６つの項目。１つ目は、第１次総合計画の実行の評価についてです。第１次総合計画

では、平成 29 年の人口を１万 7,000 人と計画しました。町民対話集会での意見をもと

にして、まちと地域の課題及び解決策を提示して各分野の目標を決め、全体像としてま

とめました。それにより、そのためにも相まって主要課題ごとに相関的に重要性や必要

性を明示して目標達成を目指しました。それから７年。６月１日付では人口１万 5,538

人となります。そこで、１点目です。基本目標の「みんなで考え一緒に築くまちづくり」

では、住民参加の機会拡大、住民組織との連携を強化が上げられた。町づくりへの住民

参加の推進と、区長会などと連携を進めた実績の評価について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 
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〇政策秘書課長 （野中正人君） 

ただいまの川口議員の第１次総合計画の実行評価についてお答えいたします。第 1 次

総合計画においては、「みんなで考え一緒に築くまちづくり」を 6 つの基本目標の一番

目に位置付け、住民参加の促進を図るため、住民参画のまちづくりの推進、男女共同参

画プランの策定などを主な施策として、取り組んで参りました。「住民参加のまちづく

りの推進」の数値目標については、各区と連携し同じテーマにより、全地区を対象とす

る、町民対話集会を計画期間中に 6 回実施することを目標として取り組み、昨年度末ま

でに第 1 次総合計画や地域医療、公共施設再配置計画などのテーマで計 8 回開催してお

ります。 

     この他、学校の統廃合や地域の高速情報通信網整備、リニア中央新幹線など、各種テ

ーマにより、個別に該当地区において、対話の機会を設けるとともに、町長車座座談会

など小規模での対話の機会も設けてきたところであります。 

     また「男女共同参画プランの策定」については、平成 25 年度までに策定することと

しておりましたが、男女共同参画推進条例が当時の議会で否決されましたので、平成

28 年度に住民参画のもと、改めて策定したところであります。 

     行政の基本は、住民自治であり、地域や住民と行政との協働により、地域力を活かし

たまちづくりを進めることが重要であることから、各区と連携し、住民の声を取り入れ

一緒に築くまちづくりを推進してきた結果、計画以上の成果を上げているものと考えて

いるところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

一緒につくるまちづくりという成果があるということが上げられたということです

けど、第一次総合計画で、町内１９区の課題の２位は住民の力を引き出す取り組み。5

位には、人口対策、増加対策と課題に解決策も、１位と３位は防災や、教育文化の強化

による人口増加、4 位では国や組を核とした助け合う地域づくりが挙げられました。先

ほども述べられた住民自治、自治組織である区長会の役割は大きく、特に区長会とも働

きかけに対して、やり残した課題がなかったかどうか伺います。 

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） 

住民対話集会等、区と連携してのまちづくり、防災の計画等も地区で策定してまいり

ましたし、区と連携してやってきておりますので、特に、やり残したというようなこ

とはないかと。今後も続けてまいりたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今後ともですね、区長会との連携を通じまして地域、町民との協働ということで、町
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民総ぐるみの取り組みができるように努めていただきたいと思います。 

それでは２点目に移ります。先ほどもでました、「地域力」というキーワードを高め

るために、農林、工業の振興策に関して、基本目標では力強い産業と魅力に溢れたまち

づくりの中で、施策の方向をとして、農林業の振興では、担い手を育成するため遊休農

地の利活用など、工業の振興では、既存の伝統産業や中小企業への支援体制を充実し、

雇用の維持確保を図るとしました。地域の生産力を高め、農林工業を振興するために、

どのように問題点を克服したか伺います。 

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、川口議員のご質問にお答えいたします。第１次総合計画における農林業

振興の課題は、耕作放棄地の増加と鳥獣害対策となっております。 

これを克服するため、町では、国の「中山間地域等直接支払制度」や山梨県の「やま

なし農業・農村総合支援事業」などの制度の活用及び、活性化組合への支援を行い、耕

作放棄地の防止や解消に努めるとともに、農産物を生産しても販売する場所がないとの

課題の解決のため、町内の大型商業施設において、地元物産販売コーナーを設置いただ

いたことや、道の駅「富士川」による農産物の販路拡大を図り、農業振興支援を行って

参りました。 

このほか、森林環境税を活用しての荒廃森林再生事業の導入や鳥獣による農林業被害

を軽減するため、県単土地改良事業による電気柵の設置を行って参りました。 

また、新たに本年４月には、富士川町鳥獣被害対策実施隊を結成し、農林業被害の防

止に取り組んでおります。 

なお、第１次総合計画に掲げる農林業の目標数値達成状況については、計画途中であ

りますが、平成２８年度末で、遊休・荒廃農地率は目標値１５％に対して６．８％で２

６４％の達成率、鳥獣害防止電気柵設置は目標値８５％に対して８２％と９５％の達成

率となっております。 

一方、工業の振興につきましては、就労場所の確保のための工業団地の造成や企業誘

致が課題となっております。 

町では新たな工業団地の造成は難しい状況であることから、空き工場を含む空き店舗

等の情報登録制度やサテライトオフィス支援制度及び産業立地事業奨励金補助制度を

制定し、企業が進出しやすいよう、補助制度の整備を行って参りました。 

さらに、本年 4 月には、中小企業及び小規模企業振興基本条例を制定し、企業の活性

化を図り、町の経済の持続的な発展に繋げていくこととしております。 

また、企業誘致と雇用につきましては大型商業施設を誘致したことにより、平成 26

年度の経済センサスの町内企業の雇用者数は 5,342 人で、平成 22 年度より 106 人増と

なっております。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） 

     今の説明、回答は、おおむね達成だったかなというふうなお答えですけども、農林工

業の稼ぐ力が極めて重要であり難しい課題です。総じて町民は厳しく達成状況を見てい

るようにも思われます。農林工業の振興においては、問題点は明らかなので経営環境を

踏まえて反省もきちんと行って、町民には、具体的に目標と努力の経過を見えるように、

そして効果を還元できるように取組みをお願いしたいと思います。 

２つ目の項目に移ります。第２次総合計画にかかわる重点施策についてです。１点目。

近年、難題が質量ともに多くなり、一方人口減少と高齢化が進み町政運営の環境は厳し

い。町民は、福祉医療の充実や買い物に不便を訴えている。町長は、特に高齢者の不安

を解消するために、重点施策をどのように進めるのか伺います。    

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） 

     富士川町第２次総合計画は、明年度から平成３８年度までの８年間の計画として、本

年度から策定に向けた作業に取り掛かっているところであります。 

これまで、１回目の寄り合いワークショップを開催し、各地域が抱えている課題や問

題点について意見を出していただき、課題の重要度ごとに順位づけを行ったところであ

ります。 

今後は、町全体に対する住民の意見を伺うため、町民意識調査を実施するとともに、

９月には２回目の寄り合いワークショップを開催し、地域の課題に対する解決策につい

て、「地域でできること」「行政の支援を受ければ地域でできること」「行政が進める

こと」の３区分に分類する作業を行うこととしております。 

なお、１回目のワークショップでは、人口減少問題や高齢化による医療、生活支援の

課題などが出されておりますので、ワークショップや町民意識調査の意見を集約し、町

の全体の現状と課題や施策の方向性について、何度か総合計画審議会でご審議を頂く中

で、11 月ごろを目途に重点施策について取りまとめを行っていきたいと考えております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町内の高齢者は３人に一人となり、町民対話集会等でも支え合いなどの地域のつなが

りに期待するとの声も多くあります。町民対話集会には参加できない高齢者の声を吸い

上げて、毎日の買い物不便を解消する対策など盛り込まれると思います。３月に公表さ

れた第二次新規福祉計画では、買い物の不便の実情を把握するアンケートの設問がなく、

計画にも盛り込まれていなくて残念でした。住民の要望に沿って、先ほどもあります、

買い物は生活支援、暮らしの一部であり、人々が交流できるという観点で住民の強い要

望に沿って３０年度４月からの第２次総合計画に高齢者の不安を解消するために、どの

ように施策を検討していくか町長のご意見を伺いたいと思います。 
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〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

第２次総合計画における重点施策をどのように位置づけるかというご質問でありま

すが、先ほど、政策秘書課長が答えましたように、今ワークショップをやりながら、地

域での課題をお聞きしているとこであります。８年前とはまた状況は違うと思いますん

で、現状についてですね、地域の皆さんのご意見を伺いながら、それをもとに、地域で

できること、行政の支援を受ければ地域でできること、行政がやるべきこと、三つに大

別しながら。その中で当然ですね、これは第１回のワークショップでも、高齢者の問題

もたくさん出ておりますんで。これは富士川町のみならず、全国の高齢者、またあるい

は独居の方の一つの大きな課題でありますんで、当然重点施策が入ってくるとは思いま

すけれども。これから総合計画の審議会もありますんで、そちらのご意見も伺いながら、

第二次総合計画の重点政策は決めていきたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町の基本施策としての総合計画づくりに向けて、よろしくお願いしたいと思います。

それでは３項目をお願いします。姉妹都市交流の具体化について。１点目です。27 年９

月議会で答弁された、姉妹都市交流を検討することについて、具体化についてこれまで

どのように検討されたか経緯と見通しについて伺います。 

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） 

     姉妹都市交流につきましては、総合戦略会議の中で検討の結果、「富士川町人口ビジ

ョン・総合戦略」の施策のひとつとして盛り込んだところであります。 

     現在、町では、町田市と防災面での協定を提携している他に、韓国の慶星大学との文

化交流、八王子市の拓殖大学や山梨県立大学と地域づくりについて、協働での取り組み

を行っているところであります。こうした交流や連携を行っている関係団体や海に面し

ている地域を中心に、姉妹都市の提携について探っているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

姉妹都市を通じた老若男女の町民の交流は、生涯学習を通じて暮らしや生き方に張り

合いを生み出し、人づくりまちづくりにも寄与できます。身延町では、鴨川市と姉妹都

市協定を結び同市のホームページでも、身延町を紹介しています。市川三郷は西伊豆町

を町の広報でも紹介コーナーを設けて交流を推進しています。町では富士川にご縁があ

る市や町とのかかわりをつくるのも一案です。例えば富士市に富士川町という町もあり

ました。 
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そこで町長いかがでしょうか、「富士川町」があったご縁のある、市にプロポーズす

るというふうなお考えいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

今、政策秘書課長が答えた通りでありまして、姉妹都市というのはにわか的にですね、

やるもんではないと思ってます。これまでも八王子市とは防災面で協定を結びながら、

何かあった時には相互応援ができるような形をとっております。今学生の皆さんが、こ

の町に大勢いろんな県から来ていただいてます。そういう人たちが富士川町の魅力をど

う感じるかということも、十分視野に入れながら、そしてまた、お亡くなりになった長

澤議員さんからも姉妹都市をと、これはアメリカでありましたけども話がありました。

アメリカと日本では、距離的にも非常に遠いところであります。それが果たして、ここ

でにわか的に提携を結んで、将来的に安定して交流ができるかどうかということも、検

討していかなきゃならんと思います。長澤議員さんの質問のときも山梨県、特に富士川

町は海のない県ですから、海のあるとこと交流をしていきたい、そういうとこで、神奈

川県あるいは静岡県の海のある、面している町村との模索をしているわけでありますけ

れども。町長同士では、今すぐでもいい話だということもあります。ただ、それが個人

の話であって、町と町が協定を結んで、未来永劫しっかりした交流ができるか、しっか

り議論をしてならやっていかなきゃならんと思ってます。 

政策秘書課長が言いましたように、そうしたここへ、この町を訪れてきていていただ

いている若い人たちの意見、あるいはまた、海に面している地域を中心に、今模索をし

ているところでありますけども。今、市川三郷の例も述べられました。あそこは、花火

つながりがあるんですね。西伊豆町は手筒花火、こちらは打ち上げ花火ということで、

花火を通じての交流なんです。ただ単に町の名前がいっしょだから、ということでやる

のは、いろんなサミットはありますけれども、交流を結んでいるところはまず無いと思

います。 

うちでも柚子ではですね、茨木の茂木町とか高知の馬路村とかありますけれども、果

たしてそれがいい交流につながるのかどうか、その辺も十分検討しながら、もうちょっ

と長い時間をかけながらですね、決して富士川町がなくなるわけでありませんので、し

っかりした相手を見つけながら交流先を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） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

時間をかけながらということですが、これソフト運用面でそんなにお金かからなくて

ですね、各世代にプラスのある交流事業ということなんで、是非よろしく推進をお願い

したいと思います。４項目お願いします。若年層の移住定住の具体化についてです。１

点目は２８年６月議会で、移住された方々たちとの追跡調査とかアンケートで声を吸い

上げて事業の参考にしたいと答弁されました。その後検討された状況と今後の取り組み
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予定について伺います。 

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） 

     町では、移住者の実態を把握するため、平成 29 年 2 月から、移住者を対象とした移

住者実態把握アンケートに取り組んでおります。 

     このアンケートは、移住者の声を吸い上げ、今後の移住・定住対策の参考とするもの

であります。アンケート結果では、移住者が富士川町を選んだ理由として、「子育て環

境・教育環境や気候・自然環境」が上位を占めており、移住を決めた情報の収集方法は、

インターネットでの収集や空き家バンク情報を利用したことが把握できました。その他

のアンケート項目としては、移住後の住居の状況や生計維持者の職業などを調査してお

ります。これらのアンケートは、今後も継続的に実施し、移住者受け入れなど今後の事

業への参考としていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。  

〇３番議員（川口正満君） 

     ありがとうございます。今アンケートを通じて前向きにですね、状況をつかんでおら

れるということですが、移住者から、町の良さや町への要望を聞く中で、県外にいる友

人のネットワークにも、町の良さをＰＲしてもらう。あるいは移住や来町のお誘いに協

力してもらうなど、まちづくりに積極的に参加できる機会を設けられる具体化について

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

人口減少の中で、定住人口を増やすことは非常に重要なことだと思っております。こ

れが一つの施策だけでできるわけなくて、先ほどアンケートの結果にもありましたよう

に、工場がでたから人が来る、あるいは、なんか面白いお祭りをするから人が来るとい

うことではなくて、うちの町へ移り住んでいただいて、皆さん、子育て環境が良い、教

育環境が良いあるいは医療環境が良い、また自然環境が良いということから来ておりま

す。一方で、I ターン、U ターン、J ターンもあります。漢字で書くと移住というのは

移り住むであります。I ターン、J ターン、U ターンこれでも移住と言います。 

いろんなものを使いながらですね、このまちの魅力を、外につくりながら、それをま

た外に発信していくことによって、この町に人が集っていただいたり、また移り住んで

いただける事ができるんではないかなと思っておりますんで。これは一つの施策という

よりも、いろんなですね。住民の人間性も含めてですね、しっかりしていかなければ。

この町にとは移ってくれないと思いますんで、役場また住民の皆さんと総がかりで、今

後はやっていきたいと思います。今、どの事業をしたから人が来るとかそういうことで

はないと思いますんで。住環境のいい町、あるいは自然環境が残されてる町、田園風景
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のある町とか、いろんな目から入るもの、耳から入るもの、実感するものあると思いま

すんで。総合的な移住対策を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。  

〇３番議員（川口正満君） 

まちづくりのためには何といっても若い移住者に力になってもらうことが必要です。

町民対話集会においても、穂積等ではですね、30 代の若者達も参加されたと伺っており

ます。全国では、町村も流入人口を増やしている成功事例を見ますと、住民が危機意識

を持って何とかしようと、知恵を出し、汗をかいてと、そして、町長やリーダーがです

ね提案力、実行力を持ってということが、鍵を握っていたというふうにも聞いてます。

新しい人の流れを作るためにも町長にはぜひ今後とも大いに移住定住、上手に推進して

いただきたいと思います。 

それでは、５項目ですね。かじかの湯の現状と、まちの経営指導について伺います。

１点目。かじかの湯の現状と町の経営改善についてです。26 年 9 月予算分科会で、町は、

かじかの湯に対して、3 点の改善勧告をしたと聞きました。昨年 4 月から新たな経営委

託先が、28 年度にどのように「増客増収」を計画して実行したか、28 年度決算の見通

しと、町が監督指導している内容について、伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長 （秋山忠君） 

かじかの湯につきましては、平成 28 年 4 月より、新たな指定管理者として、株式会

社ビルネットが運営を行っております。平成 28 年度は、利用者サービスの向上として、

利用しやすい施設・心地よい空間・スタッフの親切な対応などの利用者に満足して頂く

サービスの提供。また、施設の利用向上として、販売促進のため充実した内容のホーム

ページ作成や地域と連携した取り組みを行い、新しい利用者、リピーターの獲得を計画

したところであります。実施状況としましては、交通手段を確保できない方々を中心と

した、無料送迎バスや食事つきプラン、企業と提携した利用プランなどを実施し、ＰＲ

につきましては、ホームページによる情報発信、パンフレットやチラシの配布、朗読の

会や音楽観賞会を実施して参りました。 

また、平成 28 年度決算の見通しにつきましては、当初の利用者数目標は 52,000 人で

ありましたが、47,098 人と利用者数が下回り、飲食部門の売上も減少したため、経営は

大変厳しい状況であります。こうした状況であったことから、町では、集客するため、

イベント会場でのＰＲ活動、飲食内容の充実、回数券の期限の延長、利用者へのサービ

スの向上、このほか、施設の適正管理、従業員の情報共有、また、新たな集客に向けた

取り組みを指導しているところであります。 

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） 

     １年目を経て厳しい経営状況だということです。５カ年のですね計画をもとにして、

民間委託にふさわしいということで選定した業者の経営に関しましてはですね、さらな

る経営指導の強化が必要かと思います。私もホームページを見ましたら、かじかの湯か

らこのような立派なすねパンフレットをいただいてます。これは田中先生がですね、こ

のやはりパンフレットのダイジェスト版あるいは情報の一部をですね、ホームページに

発信していくとか、より具体的にですね経営改善を実行できるように町は実行してもら

わないと、指導監督ですね。ということでですね強くお願いしておきます。よろしくお

願いいたします。 

それでは６項目、お願いいたします。リニアが町にもたらす騒音や水資源の甚大な影

響についてです。今、巨大な国策民営事業がこの町にどんとのしかかっている状況です。

町にはリニア事業に関して、騒音、住まいや農地の用地交渉、側道の問題、日照被害な

どの不安、負担がかかることになり、町民に、どんな利益があるか利益なんか全くない、

という町民が多い現状です。町への影響を深刻に懸念し、今回は町内に計画された防音

壁に代わり、防音フードの要望に関わる町の対応と、環境影響評価準備書に対する町の

意見などについて質問してまいります。１点目です。天神中條区の主婦を中心にして、

騒音対策のために防音フードを設けるよう、志村町長に４月末、知事に署名を届けるこ

との報告と５項目について要請書が手渡された。町長が、県やＪＲ東海に対して対応し

た状況について伺います。  

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

川口議員の、リニアが町にもたらす、騒音や水資源の甚大の影響についてのご質問に

お答えいたします。要請書の内容につきましては、直接町が対応できるものが２項目、

県やＪＲ東海に要請していくものが３項目であります。町に対しましては、町民の声を

聞く場を持つことや騒音基準に関する町の意見を公開することを求められております。 

こうした中、町では、昨年度末から計画しておりましたリニア実験線見学会を５月末

から４回にわたり開催し、実際の音や景観を体感していただく機会を設けました。 

また、県が指定する環境基準の類型の当てはめに対する町の意見の参考とするため、

６月末に、「リニア中央新幹線の高架橋に関する沿線住民意見交換会」を３か所で予定

しているところであります。 

なお、その他の項目に関しましては、これまでと同様に、県、及びＪＲ東海からの協

議内容に合わせて要請しているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町民とともに、リニアについてもっと知る、あるいは体感する、そして、今度意見交

換会を行うということで、取り組んでいただいておるところですが。そこで質問ですが、
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天神中条区住民７２１名を含む町内は 954 名など、２０９４名の署名要請書が後藤知事

に対して、５月 22 日に提出されました。今回、主婦たちが中心となった行動範囲の中

での署名活動だったですが、署名の貴重な重みを踏まえて、町長にはしっかり寄り添っ

て県とＪＲ東海にしっかりと対応され、県とＪＲ東海から回答を、いつまでに、どのよ

うな方法で、得ていくのか、町民に示されるのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。今要請いただいた内容につきましては、類型

基準の防音フードの設置の部分が強く求められているところだと考えております。この

件に関しましては、県が環境基準のあてはめを今年度中にされるというようなことを伺

っております。その中で町としましては町の意見を出すために、６月末に沿線地域の皆

さんの意見を聞くこととしているところでございます。したがいまして、県は今年度中

にその環境の当てはめ基準を設定したいとしておりますから、今年度中ということにな

ろうかと考えております、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

それでは、要請された項目の５点目ですね。軌道を両側 400 メートル以内に約 800 戸

が住み、保育所、老人保健施設など、公共または準ずる施設が多くあり、騒音も影響を

受けるので、町の考えを町民に公開することを求められました。これに関して町長の考

えるところを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

先ほどの回答で、その他の項目に関して町で回答、町で対応できるもの、それからＪ

Ｒ東海に対応すべきものということで、県及び JR にはですね協議をしているところの

中で、要請をするという回答もいただいてますけれども、それ以上の回答は、今のとこ

ろ当局ではないと思うんです。だから何度聞いてもですね、さっきの答弁に戻ると思う

んですけれども。他の質問に移ってください。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃ、残念ながら、現状はこれ以上の答えが無いということでしたので、次の残念な

がらですが２点目に移ります。 

後藤知事は、５月２３日、上記に関連して「住民の皆様の要望がきちっと反映される

ことが一番大切だと思う」、「住民の皆さん方の強いお気持ちがあるのであれば、ＪＲ

東海さんにもきちっとお伝えしていかなければいけないと認識しております」と記者会

見した。 

町長は、住民目線に立って、県とともに、ＪＲ東海に対してどのように意見していく

のか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。町としましても、ＪＲ東海に対しましては、

住民の皆さんの意見を 大限尊重しながら、住民の皆さんがかかえている不安を払拭で

きるよう、親切丁寧かつ分かりやすい説明と、十分な対策を講じるよう、引き続き要請

していくとともに、今後もこれまでと同様に、住民目線の対応をしていきたいと考えて

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今は、住民目線での対応ということで、県も当然それで対応していただけると思いま

すね。引き続いて工事の方は着々と進んでいる状況なので、しっかりとお願いしたいと

思います。それでは３点目、これは極めて重要なんですが、お願いいたします。町は環

境影響評価準備書に対して「国の基準未満であっても居住者にとっては、騒音苦情は一

生続くことになるので、犠牲を強いることの無いように騒音、振動等の苦情について、

十分な対策と補償を講じること」と、２０１４年に意見しました。騒音の不安が現実と

なり、町はＪＲ東海に対し、十分な対策と補償を講じるように、ＪＲ東海とどのように

具体的な打ち合わせを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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。環境影響評価準備書に対する町の意見につき

ましては、環境影響評価法第２０条第２項の規定により、山梨県知事から意見を求めら

れ、平成２６年１月に、騒音等を含む環境全般に関して、町の意見を提出したところで

あります。 

県では、関係する自治体から寄せられた意見を集約しながら、ＪＲ東海に知事意見と

して提出しております。 

これを受けＪＲ東海では、知事の意見や、一般募集により受け付けた意見を踏まえな

がら、環境影響評価書を取りまとめておりますので、騒音に関する町の意見も考慮され

ているものと認識しております。今後、ＪＲ東海では、環境影響評価書に基づき、新幹

線騒音に係る環境基準への対応として、音源対策、個別家屋対策といった総合的な対策

を、すべての沿線において行うこととしております。 

このような中、町としましては、５月末から４回にわたり、リニア実験線の見学会を

開催し、６月末には意見交換会を開催する予定であります。 

今後は、見学会や意見交換会での御意見を踏まえ、リニア中央新幹線の騒音に係る環

境基準の地域指定に対する町の考え方をまとめて参りたいと考えております。 

なお、リニア中央新幹線の防音防災フードや防音壁については、環境基準の地域指定

とは別に、地域のご意見が も反映できる方策を用いる中で、決定して参りたいと考え
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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２０１４年の意見、十分な対策と補償を講じることということについて、2、3

点質問をさせてください。まず JR と対策協議会ですね打ち合わせですね、については、

現在の静かな現況と乖離して受ける環境の影響と騒音の影響についても調査する、ある

いは等音線図等を作成して、住民に視覚的にわかりやすく適正に情報提供させること。

これを要求できませんか、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

騒音に関することに関しましては、JR 東海の中で環境影響評価書の中で記載をして

いるところでありますけれども、その等音といいましょうか、騒音が減衰する状況につ

きましては今後も要請してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

暮らしと自然が輝くまちが、騒音や日照阻害により暮らしが壊され不安いっぱいの地

域になるということを懸念してます。本来、町や県の意見を反映して、住民の暮らしや、

環境保全のため、慎重な環境影響評価調査を行うべきでしたが住民の不安が今、全く解

消されないままに工事が進められようとしています。そこで町は県とともに先ほど言わ

れました音源対策あるいは個別の体策について、今となっては、事後調査になるわけで

すが、十分必要な対策案を適時に提示するよう求めるべきと思います。いかがでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

先ほどもご答弁させていただきましたけれども、JR 東海では環境影響評価書に基づ

きまして、新幹線騒音に係る環境基準への対応として、音源対策、個別家屋対策といっ

た総合的な対策を、すべての沿線において行うこととしておりますので、これを着実に

実行していただくということだと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町は何度も重ねますが、十分な対策と補償を講じることとしております。これが実行

されるように町は対策案が適正で、町民が合意できるかどうか十分事前に検討していく

べきです。その協議をもとにして、３年前の意見重ねて申し上げますが保全対策措置と
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住民が合意できる補償を要求しなければなりません。町はＪＲ東海が、十分な対策と補

償を講じるように、また町民が理解して協力をできるようにＪＲ東海にきちんと要求し、

約束させるべきです。町長のご意見を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

対策と補償というのは、相反していると思うんですけれども、補償をとるのであれば

対策をしなければ補償はとれると思いますし、対策をすれば補償はなくなる。ですから、

補償をするなのか、対策をするなのか。当然 JR 東海のほうもですね、できる限りの対

策はする中で、そうはいいましても風の影響とかいろんなもんがありますから、もしか

すると、工事完了後に、実際に営業線を動かしたら、そういった振動あるいは騒音が出

てくるかも。そういう時には、当然、補償はしっかりと講じていくこととしております

けれども。今言ってるのが、何を中心に言ってるのか私ちょっとよくわかりませんが。

音の問題であればですね、先ほど、課長が答弁いたしましたように。騒音規制は騒音規

制として、指定をさせていただきますけれど。 

その地域で、どこをどういうふうに防音壁にするのか、防音フードにするなのか、こ

れはですね、地域のご意見が も反映できる方策を今検討していますので、それを用い

る中で徹底していきたいということであります。当然、そうやってもですね、それ以外

のところでも、音はたまには聞こえてくるとこもあるかもしれません。それが因果関係

がはっきりすれば、それは補償の対象とさせてもらうように、町としても JR 東海にし

っかり要請をしていきたいと思っています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

齊藤課長がおっしゃられた、音源対策や個別対策ですね。これはリニア中央新幹線の

場合は、高架橋を設けて時速５００キロで走ると。営業線後の音源対策あるいは個別対

策で、町民の生活に騒音公害が守られるかどうかと。その点をですね改めて認識してで

すね、町にもあるいは県にも対応してもらわなければならないと思います。 

４点目のですね、２８年３月議会で、「大柳川などの水量減少の調査地点を拡大して、

集水範囲と渇水影響圏について、持続的な影響調査を要望していきたい」と町は答弁し

た。その後、要望した内容と、追加調査する予定について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。ＪＲ東海では、環境影響評価書において実施

するとしていた、巨摩山地の水資源に対する水収支解析について、平成２７年１２月に

その結果を取りまとめました。 

解析にあたりましては、トンネルの工事、及びトンネルの存在に係る水資源への影響
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が生じる恐れがあると認められる地域を対象とし、町内７地点を選定したところであり

ます。 

     環境対策に関しましては、さまざまな打合せの都度、町民の皆さんの生活に支障をき

たさないよう、町の意見を述べております。今後、ＪＲ東海では、工事着手前、工事中、

工事完了後において、流量等の状況を定期的に監視、測定を実施していく計画としてい

ることから、町としましては、その進捗に合せて、適切な対応をされるよう要望して参

りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

    先ほどの工事前に定期的にというのはどのようなに予定あるいは計画でしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

現在のところまだＪＲ東海が公表しておりませんので、町としてもその回数、内容に

ついては、認識をしておりません。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） 

２０１４年の準備書の段階で、町は南川の川底を、トンネルが通るので枯渇するおそ

れがあると意見しました。案の定２７年１２月に、先ほどの水解析調査結果が出まして、

南川は、２５%減量すると公表されました。２８年３月議会で、町は保全措置が施され

ない状況での減量予測値ですと答弁されました。どのような保全措置なのか、長期間に

おける断面積７４平方メートルの本線トンネル工事や、またはトンネル貫通で地下水脈

が壊されれば予測値を超える、水資源の減量や枯渇を危惧します。町は大柳川の観光資

源の滝や、農業用水に影響が生じないよう追加の調査の結果を踏まえて住民と対策協議

会を設ける予定はありませんか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

水資源に関しましては、議員がおっしゃるように、その枯渇というふうに関しまして

は非常に懸念されるところでございます。また、住民を交えた、協議会等との話につき

ましては、以前の議員の質問にもお答えをさせていただきましたけれども、富士川町に

はリニア中央新幹線建設に対する検討委員会というのがございます。現在はその環境影

響評価書の意見を発しましたので、休止をしておりますけれども、今後工事が具体的に

なりましたら、この委員会を再開しまして、その中で協議して参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

この水の減量の問題、あるいは騒音を含めましてですね、我々をめぐるリニアにかか

わって、町への被害が日々増しております。住民を交えた情報の共有、あるいは対策を

ですね。適時に十分事前に具体的に行うと、時すでに遅いというふうな状態じゃまずい

し、相手は国策民営事業の民間会社が一社でやっております。その点を踏まえましてで

すね改めてその対策協議会、地域との協議など具体化を急いでいただきたいと思います。 

それでは、この関連でですね、３点目。工事に起因して水量が減少してさまざまな被

害が発生することも想定して、十分な保全措置や現状に復する賠償についてＪＲの東海

とは、協定書を交わす準備をしてもよい段階と思います。これだけの広域的な大きい被

害に遭う恐れもあるということで、ＪＲとの協議はどこまで進んでいるんでしょうか。

伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

前回の一般質問での答弁をさせていただきましたけれども。現在につきましては、ま

だ沿線の測量さえ十分にできていない状況でございまして、まだ完全にいつから工事に

着手できるという状況ではないと認識をしております。そういった中でＪＲとの協議の

中もまだ工事に関する協議というのは、ほとんどしていない状況でございますから、現

時点での協定を結ぶとかといったようなことは、まだ時期尚早であると考えております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

齊藤課長の答弁、あるいは町の姿勢はですね、対応が手一杯ということですけども。

この自然環境を相手にするですね、大きい工事に対して、決して早くはないし、今この

明かり部の対応で手一杯ということでは困るわけでして、静岡市大井川の減量について

は、毎秒２トンということで下流の市を挙げて、県とともにですね、もう取り組んでい

る。この町にとって、大柳川渓谷流域が水の減量だけでなくて、観光も破壊するやもし

れぬということなんで、やはり改めてですね覚悟を決めた町の対応をお願いしたいと思

います。 

それでは５点目に、 後の質問です。これも水資源に関して、戸川－大柳川の水収支

解析調査をいつ行うのか、町が要求した状況と、調査の見通しについて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齊藤靖君） 

     先ほどの答弁の中で、町としましては手一杯ということは一切言っていない状況でご

ざいます。現在の交渉の進捗段階に応じて協議をしているという段階ですので、その点
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はご理解いただきたいと考えております。 

ただいまのご質問に関してお答えいたします。ＪＲ東海では、水収支解析の結果を踏

まえ、トンネル工事に伴う水資源への影響の把握について、工事着手前、工事中、工事

完了後に、流量等の状況を定期的に監視、測定していくこととしております。 

さらに、ＪＲ東海では、環境影響評価書において、「工事中に減水・渇水などの兆候

が認められた場合には、水を利用される方に支障をきたさぬよう、代替水源の確保など

の対策を実施する。」と記述していることから、町では、新たな水収支解析調査の要求

はしておりません。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） 

いずれも専門的な領域なんで重ねてですね、やはり町の必要な有識者なり、あるいは

県とともにですね、取り組みを具体的に前倒して、お願いしたいと思います。 

まとめになりますが、リニアの騒音問題は高架橋など巨大な構造物の建設では、地域

への被害も現実となってしまいます。ましてやリニア営業後に、今の新幹線と同じよう

に速度減速による騒音を抑える保全措置は考え難い訳なんです。計画を修正するよう要

求すること以外に、他にどんな措置がありうるでしょうか。町の賢明な対応を要望しま

す。トンネルの影響では、実験線の天川などの被害の実態を踏まえて、大柳川などの滝

の水量が減少や、農業用水などの取り戻すことができない被害を生じないように対策が

必要です。これらの問題点や懸念をどのように解消するのか行政の責務が問われていま

す。県とともに民間事業者のＪＲ東海に対して、ぜひ住民目線で町民と町の将来を守る

ために毅然として対応を切望して、質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告１番３番川口正満君の一般質問を終わります。途中ですがここで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後９時５９分 

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

再開 午後１０時０８分 

 

〇議長（秋山貢君） 

     通告２番、７番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 

     ７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君） 

     改めましておはようございます。それでは通告に従いまして一般質問を始めます。今

回は、教員の多忙化改善への取り組みについて質問していきますので、簡潔に分かりや

すい答弁をお願いいたします。 

今日では、国を挙げて、働き方改革が行われようとしている中、子どもたちの教育と

いう重責を担う教員の多忙化解消は、待ったなしの重要課題であります。こうした中、
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学習指導要領の改定の動向などを踏まえた、授業改善に取り組む時間や、教員が子供た

ちと向き合う時間を確保し、教員一人一人が持っている力を高め、発揮できる環境を整

えていく必要があると考えます。全国的にも、多忙化による教員の長時間労働の実態は

明らかであり、文部科学省、初等中等教育局が、この４月に発表した平成２８年度は教

員勤務実態調査速報値の集計によりますと、年齢別、職種別に見ても、平成１８年度に

比べ、勤務時間が増加していることがわかります。また。学校が抱える課題が複雑化、

困難化する中、町内小中学校でも朝早くからの交通指導や、夜は職員室の明かりも遅く

までついていることなどから、教員の長時間労働の実態は明らかであります。このよう

な実態を踏まえて本町の教育の多忙化改善に向けた考えをお伺いいたします。 

それでは一つ目の質問に入ります。教員の多忙化について、本町の現状と認識をお伺

いいたします。 

〇議長（秋山貢君）  

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

鮫田議員の、教員の多忙化についてのご質問にお答えさせていただきます。近年の社

会情勢の変化に伴い、学校現場を取り巻く環境は複雑・多様化し、学校に求められる役

割や期待は、年々増加しております。また、学校だけで解決することが、難しい課題も

増えてきております。 

     さらに、教員が抱える業務は増加の一途を辿り、本来、 も重視しなければならない

子ども一人ひとりと向き合うための時間や授業の準備、教材研究などに費やすための時

間が、十分に確保できなくなっているものと認識しております。 

〇議長（秋山貢君） 

     ７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君）  

再質問させていただきます。現状と認識についてはよくわかりました。現状に対する

改善に向けた考えをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君）  

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

改善策についての考え方でございますけども、教員の多忙化改善に向けましては、学

校教育に携わる者が連携し、総合的かつ計画的に学校を支援する取り組みの推進に努め

ることが必要であると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君）  

多忙化改善に向けて、連携し総合的かつ計画的に学校を支援する取り組みに努めると

答弁がありましたので、本町だけでなく全国的にも課題となっている問題ですので先進

的に取り組んで頂きたいと思います。二つ目の質問に移ります。教員の多忙化が叫ばれ
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る今日、学校現場における業務の適正化に向けて取り組む必要があると考えますが、教

育委員会の考えをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君）  

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

教育委員会の考えについてのご質問にお答えいたします。 

各学校において教員の多忙化に伴う、長時間勤務の実態が見受けられることから、教

員の業務の適正化を図るため、昨年度末に県が各学校に対して、現状と課題の分析に基

づいた改善策の検討を指示し、本町では本年５月、各学校ごとに業務改善計画を策定し

たところであります。 

     こうしたことから、各学校では、教員が担うべき業務に専念できる環境の確保をはじ

め、部活動における負担の軽減や、長時間勤務という働き方の改善など、この業務改善

計画に基づいた、具体的な実行に入っておりますが、町教育委員会と致しましても、こ

うした学校での業務改善への取り組みを支援していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     ７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君）  

業務改善計画を策定したとのことですので、現状と課題をしっかり把握し、教員の多

忙化解消に向けて計画にそって取り組んで頂きたいと思います。 

再質問させていただきます。 

先ほど、答弁の中で、教員の担うべき業務に専念できる環境の確保に努めると答弁が

ありましたが、これまで具体的な取り組みがあるのか、ないのか。あればその取り組み

についてお伺いします。 

〇議長（秋山貢君）  

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

具体的な取り組みについてのご質問にお答えいたします。現在、本町では教員の業務

改善策の一つとして、学校に必要な校務支援システムを、先行的に一部の学校に取り入

れ活用しているところであります。このシステムは、教員の膨大な校務事務による負担

軽減と、教育の質の向上に向けて導入したもので、情報の一元化により、複数の教員で、

情報の共有できること。再利用によって、効率化が図られ、教育現場の解決課題につな

がって行っているものと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     ７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君）  

本町の教員の多忙化改善に向けての考え方や、また、業務改善に向けた方策として、

先行的ではありますが、校務支援システムの導入を図っていることなど、本町の先進的

な取り組み例を、この場で伺え、理解することができました。 
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後に、さらに、今後の多忙化改善への取り組みに対する考えをお伺いします。 

〇議長（秋山貢君）  

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

今後のことにつきましては、今後も県教育委員会や学校とともに、教員の多忙化の改

善に向け、これまで以上に踏み込んで改善策の実行と、研修によりさらに実効性ある対

策として、取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     ７番、鮫田洋平君。 

〇７番議員（鮫田洋平君）  

先生方一人ひとりが、本来の持っている力を無駄なく子どもたちと向き合えるよう、

改善に向けて取り組んで頂きたいと思います。 

今後は、先ほども教育長からの答弁にもありましたが、これまで以上に踏み込んだ、

さらに実効性のある対策を、継続的に取り組まれることを期待し、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 ７番 鮫田洋平君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

     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。今、第二次総合計画の策定に向けて、町民の声を反映するため、各

区で寄り合いワークショップを開催していますが、いくつかの区の話では、区の役員や

役場職員の方が人数の多くを占め一般住民の参加が少ない、特に若者の参加が少ないと

聞ききました。地域の課題、これも大事のなんですけれどもぜひ、若者の声を聴く機会

というものも設けていただきたいなというふうに思います。富士川町の今後を決める計

画に、そういった若い世代の声が届かない、偏った計画にならないようにお願いすると

ともに、今回の質問は、休日議会ということもありますので、子育て世代、進学就職し

た若者たちの声なんかも、何点か取り入れてみました。今日、傍聴者に若い人がいませ

んけど、頑張ります。 

はいそれでは、通告に従って質問したいと思います。大きく分けて、３点について質

問したいと思います。まず、大きい項目の一つ目、働き方改革について 初の質問括弧

１です。政府が進める働き方改革に残業時間の削減があります。富士川町役場は毎晩遅

くまで、庁舎の電気が点いているとの指摘をもらいました。で、ちょっと調べてみまし

た。ここに平成２８年度時間外勤務時間の課ごとの数字があります。1,000 時間を超え

ている課、税務課が 1,076.8 時間、福祉保健課が 1,129 時間、子育て支援課、児童館が

含まれますが 1,140 時間、保育所が 1,416 時間、教育総務課 1,206 時間、生涯学習課 1,112
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時間。逆に 100 時間を切っている課っていうのが、都市整備課が 96 時間、会計課 38

時間、100 時間台というのも防災課が 149 時間、土木整備課 167 時間、さっき言いまし

たね。ちょっと差があります。保育所とか子育て支援課というのは休日出勤や延長保育

っていうのもあり、時間外勤務は仕方ないと思いますけれども、やはり原因というのは、

特に事務系なんですけれども、課によっての仕事量の格差ではないかというふうに思い

ます。人員配置、専門職員の配置など、格差是正して、残業を減らすべきと思いますが

考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     長澤議員の働き方改革に関する質問にお答えいたします。働き方改革は、安倍内閣が

進める「一億総活躍社会」の実現に向けた 大のチャレンジであるとして、日本の企業

文化、日本人のライフスタイルなど、日本の働くということに対する考え方そのものに、

手をつけていく改革と位置づけられております。 

     改革の取組みでは、時間外勤務は、働き方の根本にある長時間労働の文化を是正して

いくこととされております。 

     本町の時間外勤務は、年度当初に昨年の実績に対して、マイナス目標を掲げて、時間

外勤務時間の配分を各課長あてに通知し、課長の命令によって実施しております。人員

配置は、各課における課題や各種事業計画を勘案して、課ごとに翌年度の要員計画を作

成して、年度末の人事異動において、仕事量に応じた配置をしているところであります。 

     また、税務部門や土木部門は、専門的な知識が必要なことから、異動サイクルを延ば

しながら、スペシャリストとしての育成を図っているところであります。 

     しかしながら、自治体が行う事務事業は年々増加傾向にあり、職員が処理する事務量

も増大しており、事務事業を見直すために、外部の委員による事務事業評価も実施して

いるところであります。 

     このようなことから、今後も継続して、事務事業評価に取り組むとともに、時間外勤

務の削減と適正な人員配置に努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） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     昨年この残業トータルが、10,842 時間ということで、時給としては職員によってそ

れぞれ違うんでちょっとはっきりしたデータていうのはないんですけれども、非常に大

きなお金もかかっているというふうに思います。残業を減らす手法としてですね、人員

配置は課ごとにやってるということですけれども、実際に来年度以降、例えば、残業時

間少ない課の人員を減らして、多い課に増やすというような考え方に取り組むというこ

となんですか。ちょっと教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 
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〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど申し上げましたとおり、各課における

課題とが毎年のその事業計画がございます。したがいまして、今年度でありますと、既

に平成 30 年度に向けました要員計画というものを各課で提出をしております。これに

基づきまして、来年度どの課でどの人員が必要なのかということを勘案しながら、人事

の配置をしておりますので、この時間外勤務が多いから少ないからという部分で、そこ

を減らすとか、増やすとかというようなことは考えておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

例えばですね、忙しい時期に季節社員とかを雇うとかという考え方ってのは無いです

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

現在の当町の、行政のスタイルにつきましては、担当制を敷いております。その環境

というのは、いわゆるスタッフということでありまして、課の中に幾つかの担当がある

わけですけれども、その職員の人事につきましては、課長の裁量に任せているところで

ありますから、忙しい時期には、他の担当に勤務をするとか、そのようなことで対応し

ておりますから、新たにその時期にという募集をかけて、職員を採用するということは

考えておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

わかりました。是非ですね早期退社を促すような取り組みというものをやっていって

もらいたいなと、いうふうに思います。 

それでは、次の質問に移ります。(２)です。この春、卒業した富士川町の若者が進学

や就職で県外へ出て行ってしまいました。とても寂しい限りです。一旦、県外へ進学す

ると働く場の無い県内に、U ターンする若者これは非常に少ないです。また、県内の高

校、大学へ進学していた子どもでも、働く場を探して県外へ就職してしまう子も非常に

多いです。 

実はうちの長女もこの春、県外に就職してしまいました。やっぱり若者がいないって

いうのは寂しいです。いずれ山梨に帰ってこさせるつもりでいます。知ってのとおり、

人口減少の原因のひとつに、２０代，３０代の女性の減少と言われています。日本創生

会議のデータでは２０４０年、富士川町の２０歳～３９歳の女性の減少率、これが５５.

７％、半数以下に落ち込む事になり、この町に若い女の子が半分になってしまう。これ

はあくまでもデータですが、現実にこの春、県外へ多くの若者が出て行ってしまいまし

た。 
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富士川町は創生会議のほうでも、消滅する町にも名指しされています。やはりそれに

は、２０歳～３９歳の女性の働く場の確保、この部分も人口減少の歯止めにもつながる

というふうに考えます。 

うちの長女の友達に、本当に明るくて元気な子が多くて、この富士川町に残ってもら

いたいなというふうに思って、町に就職しなって僕もいろいろお願いしたんですけれど

も。やはりですね、その中でも保母さんを希望している子もいて。ただ富士川町の保育

士は臨時職員、嘱託職員ですね正式名称は、が多くを占めていてやはり嘱託職員には就

職希望者が少ないんです。というか、したくないっていう話です。でですね、保育士の

方はやはり、仕事量が多い割に給料が安いことで、給料が高い東京の方に行ってしまう

のかなあと感じました。仕事量も多い保育士の嘱託職員の給料を生活保障できる水準ま

で上げられれば、就職もしてくれるんではないか。町長が掲げる 500 人アップ作戦と、

さらには保育所の職員不足の解消にもつながると思いますが、保育士の嘱託職員の給料

アップについて考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの質問にお答えいたします。職員の給料は、地方公務員法第２４条の規定に

基づき、条例により定めることとされております。本町においても、富士川町職員給与

条例で行政職給料表を定めて、職務の級と号給により、給料を支給しているところであ

ります。嘱託保育士の給料は、条例で定める給料表の１級 10 号相当に位置付けて、支

給しており、人事院勧告により給料表がプラスの改訂となれば、嘱託保育士の給料も改

訂することとなりますので、大幅な賃上げは予定していないところであります。 

     また、現在、保育所の適正規模と配置を検討しておりますので、これに基づき保育士

の配置をすることにより、職員の不足を解消して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

保育所の適正規模っていうことで、まあそれは少子化を考えれば仕方ないとは思いま

すけれども。人事院勧告で決まってるといますけれども、町としてこの嘱託職員の基本

給が決まってもすけど、例えば昇給とかそういうふうな考えっていうのはないでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

職員の給料というのは、その給料表で定めておりまして、それが人事院勧告によって、

プラス勧告がされれば上がるような仕組みになっております。したがいまして、嘱託保

育士もその現在のところ、一級 10 号相当に位置づけておりますから、そこの給料表が

プラス改定になれば、それに見合ったように賃金を改定していくということでございま
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すので。先ほど申し上げましたとおり、それでベースアップがされているというように

解釈しておりますから、現時点で大幅な賃上げをするというような予定はございません。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

やはりですね、若者を引きとめるには、そういった部分で、働く場所を作っていただ

きたいなと考えます。若者を引きとめる策として、例えば女性が減少しているという話

ですけれども、その世代の減少対策として何か考えがありますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇財務課長（野中正人君） 

長澤健議員の若者を引き留めておく対策というようなことで、20 代 30 代の女性の減

少というようなご質問でございます。働く場の対策につきましては、町の人口問題の大

きな課題の一つということになってる訳でありますけれども、平成 27 年 10 月に策定し

ました富士川町総合戦略の中では、４つの基本目標の第１つ目に、富士川町における安

定した雇用を創出するとしており、安定的な雇用確保を図るため、企業の誘致や起業、

起こすほうの起業の支援に取り組むとしているところであります。特に 20 代 30 代の女

性の働く場の確保というような具体的な策というわけでありませんが、若者が働く場の

確保をしていくということで、町では、産業立地事業の奨励補助や、サテライトオフィ

スへの支援事業、空き店舗バンクなどにより、起業がしやすい補助制度等も進めている

ところであります。これらの事業で、できるだけ雇用の確保に努めていきたいというふ

うに考えているところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇財務課長（志村学君） 

つけ加えて、20 代 30 代の女性が減少している。増田さんが発表したからこの町がつ

ぶれていくと発表してきましたけれども、決してつぶれることはありません。20 代 30

代の女性が少ないのは、今生まれてくる子どもがかつての３分の 1、4 分の１なんです

ね。それが 20 年、30 年たてば、そのまま成長していくわけですから、減ってくのは増

田さんに言われるまでもなく、全国の自治体がそれはわかっていたことです。ただそう

いう中で、働く場所が少ないということは、この町にも顕著に現れているように、高校

３年生卒業すると、県内に大学がないから、東京へ出てしまう。そして 4 年間、親が仕

送りをしてですね、今度帰ってきてくるかなと思うといい企業が無いから、向こうにみ

んな就職してしまう。そして、定年になって帰ってくる。あとは役場がまた医療費をみ

ていくと、今こういう悪循環が日本全国で起きてるわけであります。町がすべての人間

を抱え込んでですね、仕事場をみんなで分け合う。九州の離島のようなことをして、役

場職員の給与を半減してですね、倍の職員を雇う。そうするとできるかもしれませんが、
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それは一時のことであって、長くは持たないと思いますね。役場も職員の適正管理をし

ながらですね、やっております。 

議会からも常々、職員をもっと減らせ、もっと減らせということを言われております。

まだ多いんじゃないかと言われておりますが、それは計画に基づきながら、順次減らし

ていくわけであります。長澤議員の手元に持っておる資料のとおり、今年、臨時嘱託は

123 名おります。正規職員は 170 名です。保育所が 31 名、嘱託職員おりますけれども、

ここだけを上げるというわけにはいかないと思います。例えば 123 人、給料を上げると

すれば、多分他のいろんな事業を削っていかなければならないと思います。どの市町村

も同じですが、正規職員は給料表で条例で定めております。そしてそのどこに位置づけ

をするかのは、市町村によってそれはまちまちがあるとは思いますけども。おおむね同

じような、給与体系でやってると思っております。当然、臨時職員と嘱託職員の給与の

格差もあります。働く場所によって、非常勤嘱託職員の給与の格差もあります。それは

仕事の量と責任の度合いに応じて給与を決めてくもんでありますんで、一概にただ単に

給料を上げるとか、働く場所がないから、町の卒業生を役場で確保する、昔は失業対策

という施策もありましたが、今はそう時代ではありません。 

一般の企業にもですね、頑張っていただきながら、これは政府として、国として、い

ろんな支援策を講じているところであります。この町は工場を誘致では、ちょっと難し

い状況にありますけども、工場でなくて商業とか、いろんな他の部分であれば、誘致も

できると思っておりますんで、そういったことはこれからも町有地を活用したり、民間

の皆さんにも協力をいただきながら、人口減少に至らないように、頑張っていくつもり

でありますが、一朝一夕にいかないのがこの人口問題だと思っております。そして、今

日本全国が人口減少に入ってるわけでありますが、いろんな施策を打ち出して、日本の

減ってく人口を市町村で奪い合いをしてるわけですね。ただ、それがすべて、お金だけ

で解決できる問題でもないと思いますし、町の魅力度をいかに上げていくかというのが

この町の大きな課題であると思います。 

先ほども答弁させていただきましたが、一つの事業でできるわけでありません。いろ

んなものが相まって、このまちの魅力が出てくると思っておりますんで、役場も頑張り

ますけども住民の皆さんにも、このまち愛していただきながら、内外に、町の良さを広

めていただければありがたいなと思ってます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

人口問題というのですね、まあ日本全国の問題であって、確かにこの単町だけで解決

するというのは難しいのかもしれません。先ほどのですね、職員の数も減らすっていう

か、減らせないっていうことなんですけれど。例えばですね、今後職員の数を減らす施

策として、保育所の民営化のようなことがもし考えがあれば、伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇財務課長（志村学君） 

先ほどの、課長の答弁の中で、現在の適正規模、配置について、内部でありますけど

も検討をさせていただいてます。と言いますのは、第３保育所、第４保育所はかつては

120 人の定員があったわけでありますけども、今は減らして 80 人になってます。これ

が民間の保育所を設立するために、町全体の当然、全体の定数よりも人口が低い訳です。

子どもが少ないわけですから。新たに増やす訳にはいきませんので、町の定数を、そち

らのほうに与えながら、認可をとったという経緯があります。今、80 名だと思いますけ

ども、それにしても今半分しか入っておりません。いろんなことを考えて、公共施設の

総合管理計画というのも片方で立ってありますから、そういう中で、これからどういう

形が望ましいのか。そしてまた、やはり保育はですね集団の中で、生活ということが一

つの目的でありますので。余りにも少ないのはいかがなものかなっていうところもあり

ますんで、庁内の内部でまあ、検討をしていると。これで統廃合するかどうかはまだ分

かりません。今のところ、どういった方向が、これから人口推移も見ながらですね、ど

ういう方向がいいなのか。そしてまた、快適な保育施設の中で保育できる状況を確保し

ていかなきゃなりませんので、数だけあればいいというもんではなくてですね、やはり

しっかりした安全の中で保育ができるような方策も含めた検討をしているということ

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） 

統廃合、適正規模を考えながらも統廃合も視野に入れるという考え方で、はい、わか

りました。それでは、次の大きい項目の、職員の地元消費喚起についてに移りたいと思

います。これも政府が推奨する、プレミアムフライデーなんですが、これは、月末の金

曜日に、早目に仕事を切り上げて、夕方から買い物や飲食、さらには旅行などを楽しん

でもらうという消費喚起策ですが、民間企業ではまだまだこれは浸透が難しいようです。

富士川町の商店街の活気が失われている現状を少しでも明るくするために、役場職員も

地元消費を推奨してほしいというふうに考えます。 

甲府市街の衰退に一つにですね、県庁職員や市役所職員が、仕事帰りの寄り道をしな

くなったなんていう話も聞いたこともあります。公務員の皆さんにも生活というものは

ありますけれども、地域の納めてくれている地元商店街にお金を落としてあげるという

ことは悪いことではないと思います。月末の金曜日、というふうにこだわらず、プレミ

アムフライデーを「サービス業感謝の日」と銘打って、月一回、職員が町内で買い物、

外食をすれば、商店街の活性化につながると思いますが、職員の消費喚起についての考

えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 
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プレミアムフライデーは、経済産業省が中心となり、個人が幸せや楽しさを感じられ

る体験や時間を創出することで、生活スタイルの変革や地域等のコミュニティの強化、

デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる取組みをするものであります。 

     このような中、町では、町が関係する団体や役場内の課で行う飲食を伴う行事などは、

プレミアムフライデーの取り組みが始まる以前から、積極的に町内を利用するよう努め

ているところであります。 

     今後、プレミアムフライデーは、有給休暇取得の向上を目指して取り組むこととして

おりますが、地元消費は、特別な日を設けるのではなく、引続き町内での消費に心がけ

ていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     この地元消費は職員の意識だと思いますんで、余りそういうことも言えませんけれど

も。ぜひ、地元の商店の活性化に協力をしてもらいたいというふうに思います。 

では次に移ります。大きい項目の３つめ、教育支援についてです。保護者の収入だけ

では進学させられない時代になり、多くの学生、特に専門学校生、大学生は奨学金を使

って進学しています。貧困家庭の増加など、学生を取り巻く環境が厳しさを増す中、経

済的に苦しい学生を支援する動きが全国でも広がっている。富士川町としても、大学や

専門学校へ進学する学生への支援を拡充するため、奨学金特別会計を、専門学校、大学

へ進学する学生まで対象を広げることについて、また、若者のＵターン策として、地元

へＵターンした学生の奨学金返済を軽減するなどの優遇策の考えがないか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞義君。 

〇教育総務課長（川手貞義君） 

長澤議員の教育支援についてのご質問にお答えいたします。奨学金の貸付事業につき

ましては、基金を原資として行う事業であることから、奨学金の支給対象を大学や専門

学校まで拡大した場合、貸付金額が多額になり、基金だけでは賄えなくなることが予想

されます。  

また、国では本年度から給付型の奨学金制度を開始したことや低所得世帯の生徒に対

して、貸与型の奨学金の無利子貸し付けの学力基準撤廃を行ったことなどから、新たな

制度の運用や定着具合なども注視していく必要があると考えております。 

     こうしたことから、今後も奨学金の希望者には、これまでと同様に、国などの奨学金

制度の紹介により、対応して参りたいと考えておりますので、本町独自の奨学金給付や

返済の優遇措置については、考えていないところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     長澤健君。 

〇８番議員（長澤健君） 

     奨学金の部分なんですけれども、やはり今金利を例えばゼロに、富士川町に帰ってき
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た子にですね、金利をゼロにすれば、この町の納税者になってくるので、町には大きな

メリットになるとの思いで、今回これ提案させていただきました。もしその子が例えば

県外へ就職してもですね、金利分は富士川町に入ってきますし、富士川町に返金するの

で、富士川町を思い続けてくれる。そしていずれは帰ってきてくるかもしれないという

思いで、この質問をさせていただきました。人口 500 人アップ作戦の一助になると思い

ますし、今後も検討課題としてほしいというふうに思います。この部分、追って一般質

問やっていきたいなと思いますので、この辺で閉じたいと思います。 

それでは、次の質問に入ります。 後の質問です。さっきの鮫田議員の質問でもあり

ました教員の多忙化にも関連するんですけれども、学校の先生の仕事量の緩和、部活動

の活性策として、中学校の部活動へ外部指導員の導入というものがあります。技術的指

導員がいないため、部活動を希望しても教わることができない生徒がいます。野球やサ

ッカーでは町内のクラブチームに所属して、親が送迎しているという例もあります。既

に、全国で部活動、外部指導に関する要綱などのルールを設置して、学校の管理のもと、

外部指導員を採用している中学校もあります。スポーツに限らず、文化、化学、芸術等

でも楽しさ、喜びを、同じ学校の仲間と味わうことにより、豊かな学校生活を送ること

ができ、さらには母校の名を背負うことで、郷土愛もはぐくまれるのではないかと考え

ます。そこで、中学校の部活動への部指導員の導入の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

長澤議員の中学校への外部指導員の導入の考えについての質問にお答えをいたしま

す。 

今年度、山梨県教育委員会では、教員の多忙化の改善の取組みとして、運動部活動顧

問任用事業を実施したところであります。本町においては、各学校に導入について確認

したところ、外部指導員の適任者等の選任が困難であることから、今年度は見送ること

となりました。 

     こうした中、明年度に向けては、学校と協議しながら、導入が可能か否かを決めて参

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） 

はい、わかりました。良い指導者のいるところにはですね、生徒が集まってくる。例

えばですね、この辺では、陸上の足の速い子は、わざわざ富士川町に住んでいながら櫛

形中学校へ行ったり、また男子バレーボールは若草中学校へ行ったり、さらには卓球な

んかでは県外へ行ってしまう子もいます。やはり部活動っていうのもそうやって活性化

というのは考えていくべきだと思いますし、特にですね僕が考えているのが、昔、鰍沢

中学校、増穂中学校というのは、野球の名門校でした。今は増穂、鰍沢身延合同チーム

っていう形で試合に出てるようで、本当に野球人口の少ない。やはり良い指導書も迎え
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てほしい。復活を期待したい。これは要望なんですけれども、ぜひその部分も含めて今

後、検討していってもらいたいなというふうに思います。 

これで、今回の通告はすべて終わりました。若い子育てしてるお母さん方とこの間話

をして、富士川町ってのはとても子育てしやすい町だというふうに言ってました。本当

にいいことと思います。さらにですね、今度は子どもたちが学びやすい町、そして、若

者が住みたくなるような町、この部分にもまた力を入れていってもらいたいなと思いま

すし、これからも自分なりに、そういった提案型で、一般質問をしていきたいと思いま

す。以上で終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告３番 ８番 長澤健君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

続いて通告４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、私の一般質問を行なっていきたいと思います。 

大きなタイトルとしては、利用頻度の少ない庁舎、及び不要となる公的施設等の利活

用についてということであります。順次質問していきますけども、その前に、なんでこ

の質問行うのかと、その経過について、ちょっと私の問題意識を先に述べさせていただ

きたいと思います。公共施設再配置の議論の過程で、強く感じたことですが。町が保有

する施設や土地が多ければ多いほど、また、規模が大きければ大きいほど、その維持管

理費は大きくなります。町長が掲げている７大事業、約 120 億円と言われていますが。

この実施は、富士川町の財政規模や人口、将来のまちづくりを考えたときに、とても無

理な話ではないかと思っています。したがって、必要なものを造るにしても。財政負担

を考えた工夫が必要であると考えます。財政負担を軽減するためには、既存施設で利用

できるものは、できるだけ利用する。また新たに必要となる施設は、必要以上の規模に

しないことが重要であると考えています。そしてまた不要となる土地や施設は、整理や

統合を行い、新たな活用を考えることが必要となります。それでも不要となるものにつ

いては、売却や譲渡あるいは貸与、こういったことを行なっていくということが必要に

なるだろうと思います。 

思い起こせば昨年、リニア建設に伴う増穂北児童センターの移設をめぐって、施設の

地域バランスから、現在地周辺地の建設という話も出ました。また。児童生徒が、今後

減少していくことから、小学校の空き教室を使ってはどうか、というような意見も出さ

れました。しかし、結果的には小学校近くの土地を購入し、現在建設するということで

事業が進められております。そして今、町民体育館の移設建設場所が課題となっていま

す。また、給食施設のセンター化を進めるにあたっては、場所や規模、建設時期など議

論すべきことは、まだまだ今日あるものと思ってます。同様に、本庁舎建設についても、

すべての役場機能集約する必要があるのか否か。現庁舎の利用についても、再検討する
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余地があるのではないか、そのように思っております。いずれにしても、土地や施設の

利活用の問題は、今後のまちづくりにおいて極めて重要なことであると考えます。その

ことを前提に、以下、通告に従って質問して参りたいと思います。 

さて、青柳町の活性化館及び追分館、これはやなぎ亭のことですけれど。ついては、

３月定例会において。施設解体の方針が出されましたが、それが撤回され、利活用する

ということで調査検討するとなりました。また町は廃校となった小学校や、今後不要と

になる施設や土地を保有しております。同時に、今後、合同庁舎、国の合同庁舎建設等

により、不要となる国の施設が本町には存在します。これらの土地や施設の維持管理は

大変であると、いうふうに考えております。そこで、まず第１に活性化館及び追分館の

調査、検討状況について現在どのようになっているのかお伺いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

     活性館及び追分館につきましては、古民家再生を手がける、「キラク ジャパン合同会

社」と青柳宿利活用調査業務委託契約を締結し、現在、現地調査の日程、調査に必要な

資料の調整を行っているところであります。 

     また、調査内容につきましては、対象物件の現在価値や交通アクセス及び集客力など

のデータに基づいた分析を行い、利活用できる場合のコストや収入を想定することによ

り、利活用方法の提案を行っていただくこととしております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

１点お伺いしたいんですけども。この施設、特にやなぎ亭なんですけども、私が町会

議員なった約 15 年前に、町が１億５千万円をかけて整備し、そして青柳宿の活性化と

いう事をやって参りました。で、一旦昨年は、志村町長が、耐震化の問題が非常にあっ

て費用もかかると、いう事で解体したいと。いう方針をだされた訳ですけども。地域か

らの要望ということもあって、今に至っているという事だろうと思いますけれども。こ

の利活用、今後キラクというところが中心になって、調査検討されているようですけど

も。集客能力や施設の維持管理ということで、仮に難しいという話になる場合もあるだ

ろうと私思うんです。その場合ですね、これの施設について、私としては即解体ではな

く、それでもなお且つ利活用の方向に向けての検討をしていただきたいと思うんですけ

ども。その点について１点、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

産業振興課長が言いましたように、キラク ジャパン合同会社に、利活用の調査をお

願いしております。前々、耐震度がないということで町とすれば、今後の利用価値がな

ければ解体をしたいということでありましたが。あの建物もちょっと手を入れれば出来
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るんじゃないかという、民間の皆さんからの御提案をいただき、町の施設ですから町が

事業主体となって、キラク ジャパン合同会社と調査委託の契約を結んだところであり

ます。そうは言いましても、あれを直してですね、また集客・・。どうも考えている事

が旅館なんかを考えているようなんですが、そこの改修費用等々は、また民間からお金

を集めて、そしてやっていくという事で民間主導でやると。それが出来るんであれば、

町の方では無償提供もしながらですね。当然そんなに儲かる経営状況ではないと思いま

すから。建物は無償提供しながら、そういった街の賑わいをつくっていただければあり

がたいなと思っております。 

また、これがですね、もしそういった地域に観光資源がないとか、交通アクセスが悪

いとか、そういう事で駄目になった場合には、これまでも地域の皆さんが、お年寄りの

集めたカフェ的ものもやっていただいており、それも自分の家でやっていただいてます

んで。多分、子供からお年寄りまで大勢の皆さんを家に入れて、半日ぐらい遊んでおり

ますから、そういった所に使ってもらえるんじゃ、どうぞ使ってくださいというお話も

してありますから。町の皆さんから、活用策の提案型でやっていただいて、これがまた、

安全性とか色々考慮はさせていただきますけども、そういうところで使えるんであれば、

ぜひ活用していただければと思ってます。 

今までは、商工会以外にあったのは１ケ所だけで、そこも結局手をひいてしまった。

そういうことから、利用者がないであれば、 終的には、まあ旧国道に面している所で

ありますから、防災上の観点からも、解体という事は言いましたけども、使っていただ

けるところがあれば、今町は利用する予定がありませんので、是非活用していただけれ

ばと思っております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

活用する方向で、町も住民と一緒になって考えてくださるということで、今後、お願

いしたいと思います。 

続きまして、２つ目ですけれども。今日、中部小学校、そして平林の西小学校、統廃

合という事で、教育としては使っていない訳ですけども。一部グラウンドあるいは体育

館等、地域の方が使ってるというお話を伺っていますが。現実的には空いてるという事

になっております。維持管理費も非常にかかって参ります。五開については法人が子供

の教育にかかわる事で利用されているというお話を伺っていますが。中部小、西小につ

いて現状と今後について、町の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

斉藤議員の中部小、西小の現状と今後についてのご質問にお答えをいたします。旧鰍

沢中部小学校の体育館、プール、グラウンド部分につきましては平成 26 年度から。ま

た旧増穂西小学校の体育館、グラウンド部分につきましては平成 27 年度から、社会体
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育施設として、一般貸出を行っておりますので。今後も同様に活用してまいりたいと考

えております。 

旧鰍沢中部小学校の校舎部分の活用につきましては、地域から、地域のコミュニティ

ーの拠点施設として利用したいとの要望があり、地域での活用が可能であるか協議を進

めてきたところであります。しかし昨年度、地域から、施設を管理しての活用は出来な

いとの結論に至ったところであります。今後は、校舎の部分の活用策につきましては、

町主導で検討するわけでございますが、国庫補助事業の処分制限を考慮しながら、慎重

に検討してまいりたいと考えております。 

また、旧増穂西小学校の校舎部分の活用につきましては、民間事業者より宿泊施設等

への活用の申し出があったことから、現在、当該事業者による、具体的な活用案につい

て検討が進められているところであります。 

このようなことから。提案される事業内容によりまして、校舎の利用が可能であれば、

地域と協議を行う中で、土地建物の利活用を検討したいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     両小学校共、体育施設については社会体育施設ということで、これはおそらく教育委

員会が管理という事だろうと聞いたんですけども。今、新しい話で、私今はじめて聞い

たんですけども。西小の校舎についての話が今出されましたけども、これは具体的にど

んな形で例えば時期はいつ頃に、一つの目安をつける形で進んでいるのか、ちょっと、

もし述べられるんであれば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） 

     西小の校舎につきましてはですね。町とすれば、もう活用策がありませんので、取り

壊すということも検討を進めておりましたが。そういう中、昨年でありますけれども民

間の業者から、あれを何とかまあ耐震化をして、その上で宿泊、あるいはいろんな展示

とか、そういった事ができるような施設改修をしたいという話がありました。まつ、果

たして、そういった古い校舎でありますから。その耐震費用が賄える状況なのかどうか。

それらも含めて、そういった計画段階でも地域の皆さんにはお知らせをしてありますけ

れども。地域でも検討をする中で、果たしてそれが可能かどうか。一旦渡した後に駄目

になって、そのままどこか逃げられてしまったとかというわけにもいきませんので。町

だけでなくて、平林区の皆さんと一緒にですね検討をしてきた経過があります。現在、

また、細部にわたっての資料が出される予定でありますんで。それらを、また受ける中

で、当然町だけではいきません。これは平林地区にある学校でありますんで、平林の地

域の皆さんのご意向と、町の考えが合致した時に、そういった事業展開ができると思っ

ております。 

平林地域も、食堂はありますけども宿泊施設がまだまだ足りないようなところであり



57 
 

ます。あそこもいろんな体験農場もしながらですね、棚田のオーナーも見つけてはいる

んですが、日帰りが多いんですね。そういったものが出れば、また１泊２日で作業して

いただけるとか。新たな地域の活性化策が、地元でも検討できるんではないかなと思っ

てますんで。町としても慎重にですね、その業者との間を取り持ちながら、また平林の

意向を十分くみあげながら、この結論を見出していきたいなと思っております、以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

まだまだいろんな課題が残ってるだろうなと思いますけども。そういった取り組みは

ですね、積極的に行なって、良い方向にもっていくようにしていただきたいな、と思っ

ております。 

次に・・・ 

〇議長（秋山貢君） 

齊藤欽也議員、ここで途中ですけども、暫時休憩させていただきます。 

 

休憩 午前１１時０５分 

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

再開 午前１１時１３分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開します。 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは３つ目の質問に移りたいと思います。 

今町では、本庁舎を新たに建設するという事で具体的に計画検討段階に入っておりま

す。私は先程、出だしでも言いましたけども、本庁舎、役場機能の集約化という事につ

いて、使える施設もあるんじゃないかというように思っていますけども。さしあたって、

町の、この間の考え方、要するに全ての機能を集約するという事を前提にした場合に、

当然教育文化会館は教育関係、教育委員会に関する担当部署が入っております。そして、

まほらの湯のところの北側の施設、福祉保健センターには福祉保健課、そして後は上下

水道課が 勝寺の戸川添いに、これらを集約すると、当然その部分は空く訳ですけども、

その部分について、今後どのようにしていくのか、考えていらっしゃるのかその点につ

いてお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今の齊藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

教育文化会館の建物につきましては、かつて金融機関が使用しており、建築後５５年
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が経過し、大規模改修や建替え時期を迎えておりますが、現在は、教育委員会及び望月

百合子先生の記念館として活用しております。 

こうした中、平成２７年２月に策定した、公共施設再配置計画の整備方針では、教育

行政機能の新庁舎移転後の建物は、他の用途への転用を含めて個別計画で検討すること

としており、併設している望月百合子先生の記念館についても併せて検討することにな

っております。 

こうしたことから、機能移転後の建物については、地域住民の皆さまと協議する中で、

今後の利活用について、検討して参りたいと考えております。 

次に、保健福祉支援センターにつきましては、同計画の整備方針では、保健福祉窓口

機能の移転後について、保健センター機能を存続させることとしており、機能移転後の

建物は、特定健診や認知症カフェ等に特化した、活用を考えております。 

また、同じ福祉の郷エリアにあります地域健康福祉センターは、社会福祉協議会が事

業の多様化から、手狭な状態となっておりますので、社会福祉協議会としての活用を、

検討して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

教育文化会館については、百合子先生の記念館ということもありまして、地域と協議

したいというお話ですけども。あそこの施設はだいぶ広いです正直言って。１階があり、

上には広いホールというか、小ホールもあるという状況であるだろうと思います。 

そして福祉保健センターについては、先程、今回ですか町の広報にも町長の発言にも

ありましたけども、認知症カフェという、認知症対策というような事が非常に、町とし

ても注目して対応していると思いますけども。福祉保健センターというのは施設も非常

にガッチリしていて、私なんかは、いわゆる役場機能の統合というときに、福祉保健セ

ンターというのは特殊な部署じゃないかなというように思っています。どういう事かと

言うと、いわゆる民生的な相談が非常に多い。だからあそこには個別の相談用の会議室

も設置されているという事を考えたときに、個別対応的な発想ではなくして、いわゆる

利用者の立場にたって物事を考えるという事も、必要なのではないかなと思っています。 

特にあそこは旧増穂町時代には福祉エリアという事で、社協も一緒になって、当時は

先進的な事例という事で全国からも多く研修が来たという話も伺っています。非常に優

れた地域であるので、いま一度その点も含めて、集約した後にどうやって使うのではな

くして、本庁舎に集約するという現段階において、もう一度見直す。そういった必要が

あるのではないかというふうに考えますけど。いま一度その点についてお伺いしたいと

思います。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

平成 27 年２月に策定をいたしました公共施設再配置計画の時に、十分議論をしなが
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らですね、どういった配置がいいなのかという中で。やはりこう、転入、転出をする時

に、ご老人を抱えている方々は、役場だけでは出来ない訳ですね。やっぱり福祉保健課

へ行っての手続きがあり。また転入してくる人も、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、

そういった状況が見受けられたものですから、役場はやっぱりワンストップでしたほう

がいいだろう。これは日本全国的流れだと思います。そうした中で、当然、福祉保健課

の方にも相談室があります。この役場もかつては相談室があったんですが、今は子育て

支援の部門の相談しかなくてですね。当然、税の相談もあれば民生の相談もあればいろ

んな相談があるわけです。人には聞かれたくないような相談もあるわけでありますから。

そういった分も含めて、新たな役場の中には、これから詳細について検討されていくと

思いますけれども。そういった相談室もですね、それぞれの部署が複数重なっても使え

るような、そんな大きな部屋はいらないと思いますんで、そういうところも備える中で

やっていけばいいなと思っております。 

また、新しい家を建てるときにも建築確認があったり水道のお願いがあったりという

ところは、行ったり来たりをしなきゃならないですね。これから高齢化社会を迎える中

で、出来ればワンストップで出来るようにという事で、新たな庁舎につきましては、す

べての行政機能を１カ所で出来る。そういったことで、公共施設再配置計画の中で整備

方針をまとめさせていただいたところであります。 

かつて福祉エリアというお話も出ました。１番 初はあそこに病院を持ってきての福

祉エリア。それが、病院が来なくなったから診療所を設けたわけでありますけども。そ

の診療所も先生の確保が出来なく、今はただ閉鎖をしている状況でありますんで。福祉

というのは町全体でですね、これを支えていかなきゃなりませんので、本来であれば、

病院がうち単独であれば、病院の中に福祉機能があればですね、福祉と医療というのは

切っても切れないもんでありますから、そういう事も可能ではありますが、２町でつく

った峡南医療センターでありますんで、そこにという訳にはいきませんので。せめて行

政機能だけは１カ所で出来るように。これも一つで、大きな住民サービスではないかと

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） 

町長の説明もありますけれども。いずれにしてもですね、施設の利活用ということに

ついては、本庁舎をつくるということであれば、つくるという事は私もやぶさかではな

いんですけども。そのすべてを集約するということが大前提であれば、早いうちでの対

応というのが、どうしても必要になるだろうと、いうふうに思いますんで。そこは町と

してもじっくり考えていって欲しいなと思います。 

さて４つ目の質問に移りたいと思います。これはあの、今度、旧鰍沢病院跡地にいわ

ゆる国の合同庁舎をつくる。町としてはそこに図書館を一階部分に併設して、建設した

いということで今話が進んでおります。ここでですね非常に危惧される事はですね。国

の合同庁舎建設に伴う、国有施設が鰍沢地区に多数ある訳ですけども。今後どのように
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して行くのか。当然、その話し合いというのが行われているんだろうと思いますけども、

その内容、町の基本的な考え方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。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今の齊藤議員のご質問にお答えいたします。本町内にあります国有施設につきま

しては、国と町が連携して、国公有財産の 適利用を図ることを目的に、平成 28 年６

月、甲府財務事務所と本町との間で、国公有財産の情報連絡会富士川町を設置し、これ

まで、国と町の施設を合築整備することにより、利用者及び地域住民の利便性向上や、

財産の有効活用が図れるよう協議を進めているところでございます。 

これまでの協議の中で、国からは町所有である合同庁舎を予定敷地と、入居予定の５

官署のうち、鰍沢地方法務局を除く４官署の国有地につきまして等価交換が原則である

方針を示されました。その内容につきましては、合同庁舎の面積及び合築する図書館な

どの町有施設の面積が確定し、町所有である合同庁舎予定敷地の国と町の持ち分比率を

確定させた以降、国が交換対象となる国有地および町有地の土地鑑定評価を行い。その

評価結果を基に等価交換の協議をすることになります。 

こうしたことから、町からは５官署のうち、鰍沢地方法務局の敷地についきましては、

町有地を貸し付けていることから、更地での返却を要求しており、その他の４官署の国

有地につきましては、庁内の関係部署において、利活用についての検討をする中で。利

活用策がなかった場合には、交換の対象外とする旨を伝えてあります。また、等価交換

に足りない場合におきましては、現在、町が国有地を借地しております町民会館及び町

営住宅梅林第２団地などの敷地も交換対象として含めて考えているところでございま

す。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

私が非常に、この質問したのは、町が余分な、国の不要な施設を押しつけられるのか

なと、いった事が仮にあるとすれば、どうされていくのか。という事で質問した訳です

けども。今の説明で言うと、平たく言えば、国有地については基本的には等価交換して

欲しいよと。だけども町として利用価値が無ければ、それはだめですよと。いう確約の

基にやっているという事でよろしいんでしょうか。一言で言うとそういう事かどうか。

それだけお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

まだですね、新しい合同庁舎、富士川合同庁舎の中の、うちの図書館面積が確定をし

ておりませんから、はっきりはしてありませんけれども。確約と言われるとまだ確約ま

ではしてありませんけども、今までの話の中で、今課長が答えましたように、使える建
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物は町で活用させていただきますけども、活用策がない場合は、他にも町は借りてる施

設が、殿原団地もそうですし、町民会館の駐車場、建物の敷地も全部借りておりますん

で。そういうとこと、まあ国は全体の国の所有地が減ればいいわけでありますんで。そ

ういったところでやって行きたいと、いう話合いはしております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

まあ正直、国のですね施設じゃあ、私の乏しい頭で考えるとなかなか町が譲り受けて

活用するのは難しいのかなと。ただでさえ施設がいっぱいあるんで、それをどうするの

かという事でさえ大きな問題なのに、どうかなと思うんですけども。その点について。

ちょっとお伺いしたい、一言だけお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

今、町というお答えをしましたけども、町が関与するところでありますから、峡南広

域なんかも含めてですね、活用策があればということで。今、いろんなところへ投げて

あります。多分ないと思いますんで。それは、国で永久に持っていただくか、国が売却

をしていただくようになると思っております。町も不要の土地を取得することは毛頭考

えておりませんので。国と、もしそこに町がまだまだ交換する余地があるんであれば、

先ほど課長が答弁させていただきましたように、今、借地をしている町民会館の土地あ

るいは町営住宅の土地なんかが対象となってくるものと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

ここは非常に重要なところなんで、しっかりと粘り強く、良い方向にもって行けるよ

うに、努力していただきたいと思います。 

次に、１番の質問の 後ですけれど。今までの話も踏まえながらですけども、今後の

町の公的施設のあり方ということについて、町長なりの考え、まあどんなふうにしてい

きたいのか。いろんな課題があるだろ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。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

今後の町有地と公共施設のあり方についての考え方の質問にお答えいたします。先程

来お話ししておりますように、平成２８年３月に策定いたしました、これはまあ公共施

設再配置計画とは別に、その後作った富士川町公共施設等総合管理計画というのがあり

ます。これにおきまして、町保有の公共建築物につきましては、必要なサービス水準を

確保しつつ、公共施設再配置計画で定めた、基本方針や本計画策定５原則によりまして、
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施設総量の縮減を図ることとしております。 

こうしたことから、引き続き、公共施設再配置計画の整備方針及び将来構想に基づき

まして、公共建築物の廃止、複合化、集約化、用途変更をするなど、施設の保有総量の

縮減を図って参りたいと考えております。 

また、今後も活用していく公共建築物につきましては、定期的な点検・診断を実施い

たしまして、計画的な維持修繕を徹底して、長寿命化を推進することにより、長期にわ

たる安心・安全なサービスの提供に努めるとともに、財政負担の軽減と平準化を図るこ

とを基本方針として、進めて参りたいと考えております。 

さらに、施設の廃止により生じる跡地につきましては、原則、公募による売却を進め

て参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

総合管理計画ということで、いろいろ考えられると。ここで町長のほうでは、今公有

総量の削減ということと。財政負担の軽減あるいは平準化と、この２点がやっぱり私の

今後のあり方ということで大事な部分だろうと思っております。一番 初に述べました

けども、大型事業をやると非常に財政負担があると、これは私、しきりに警告もし、皆

さん考えてくださいと、いう呼びかけもしている訳ですけども。こういった観点からす

ると、この次の質問になっちゃうんですけども、例えば体育館の規模なんかについても

ですね、いろんな検討が必要だろうと思っております。町民からもいろんな声も出てい

る。その点について一言、考えがあれば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） 

２月の広報で住民の皆さんにお示ししました、町のこれからの大きな１０億円以上の

事業ですね。大きな七つの事業。原因はある訳であります、リニアがあったり、子ども

たちの衛生上の確保の観点、住民サービスの向上、いろいろあるわけでありますけれど

も。すでにこの７事業のうちの５つは事業着手をしております。この事業も急に降って

わいた話ではなくて、今までもこの議会の中でも旧増穂時代から議論が続いた部分もあ

ります。そういった部分が、ここにきて、リニアの問題等々も含め具現化してきたとい

う事でありますけども。私も、先ほど財政負担の軽減と平準化ということを言いました。

平準化はですね、今ある既存の建物の維持管理の改築も含めた平準化ということであり

ます。今回はリニア中央新幹線建設に伴う、移転が余儀無くされている部分。まあ庁舎

なんかは前々から分かっておる問題でありますけども。ただ今回、平成３６年までをタ

イムリミットとして掲げさせていただきましたのは、議員もご承知のように合併推進債、

これは有利な財源だと思います。半分は国が、町の負担分の半分は国がみてくれる。そ

れになおかつ今の時代であると、交付金が入ってくると。そうすると１／４ですむと。

この機会を逃す訳にはいかないという事で、大きな事業ではありますけども、平成３６
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年までの大事業を７つ掲げさせていただいたところであります。 

当然、今後もですね財政負担というのは、重くのしかかってくるもんでありますから。

この７大事業をやるにつけても、町の将来負担がいかに少なくなるか。しっかり有利な

財源を確保しながら進めていくわけでありますが。他の物については、本当にこれから

延命化も図りながら、長寿命化、延命化を図りながらですね。計画的な施設改善、施設

修繕を徹底しながら、財政の平準化はやっていかなきゃならんものと考えております。

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） 

ありがとうございます。財政の中身については、今回はしません。また９月であらた

めてじっくりと、議論させていただきたいと思います。 

それでは大きな２つ目の質問に移ってまいりたいと思います。新たに建設する公共施

設の建設場所についてという事で。１つ目は新町民体育館建設場所選定の基本的考えと

いう事で質問を出してあります。この質問を出した後に１５日でしたか、何人か傍聴者

もいらっしゃるようなんですけども。小林地域からの、地元へ是非とも体育館をといっ

た要望書が出されたと。署名活動をもしながらということであります。私としても、い

ろんな考えがありますが。新たに建設するという時に、どのような基本的な考え方で場

所の選定を考えてるのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

町民体育館の建設につきましては、昨年度「富士川町民体育館建設検討委員会」から、

望ましい規模と機能について、検討結果の報告を受けたところであります。 

こうしたことから、本年度「富士川町民体育館建設基本計画検討委員会」を設置して、

昨年度報告された検討結果の内容を精査する中で、設計に向けた規模・機能について、

具体的な内容を審議し、その後、スポーツ推進審議会で、ご審議をいただくこととして

おります。 

建設場所については、明年度、町民の意見が反映できる「町民体育館建設用地選定委

員会」を設置し、アクセスや利便性などを考慮するとともに、町民が利用しやすい場所

を、選定して参りたいと考えております。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     内容を精査して、まず１点。そして、明年度を目途に場所を選定したいと。それにつ

いては利便性というようなことが言われているわけですけども。出された報告書ではで

すね、体育館の面積が、体育館本体が約 5,000 ㎡。で駐車場が約２万㎡と。そうすると、

おおよそ２万 5,000 ㎡という、非常に、仮にですよまったく新しく用地を確保するんで
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あれば、非常に大きなスペースになります。当然本町でそれだけのスペースというと非

常に限られてくる訳ですけども、その点についてはどうお考えなのか。お願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     限られたということになりますけども、一応この検討委員会で規模を検討していただ

いて、その規模が収まるような用地の選定をするということで、これから検討する段階

となってくると思っております。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） 

     審議会から出された内容、規模を精査するという表現がある訳ですけども。規模につ

いてあるいは内容について精査するというのは、例えば縮小も念頭に行うって事なのか

どうか。まずそこを１点お願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

昨年度におきましては、利用者を中心に、それぞれ利用者の観点から規模等について

ご検討いただきました。今回につきましては、これらを精査する中で、どのような施設

にしていくかということを検討して参りますので、縮小というか、その内容を精査させ

ていただきたいと思っています。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

体育館を建設するにあたってですね、一番大きな問題は、やっぱり駐車場スペースが、

この計画では２万㎡という、非常に大きな土地を要する訳ですね。常々私は、具体的に

言えば、利根川スポーツ公園という所は、今度体育館は移転しますけども、そしてグラ

ウンドの一部も、確かにリニアにかかります。とは言え、残りのグラウンドや、あるい

はゲートボール場そして水泳プール、利根川テニスコートと。いわゆる基本的なものが

整っている訳です。そして駐車スペースも。もちろん小さいと言えば、小さいんでしょ

うけども、それなりに確保されていると。そういったことを考えれば、適地というのは

非常に限られてくるんだろうなと。例えば、私、長沢の人間ですけども、長沢の東側に

大きな田んぼとか畑がありますけども、これは農業関係の振興を考えると、とてもとて

も。そこへどうのこうのという話には全くならないわけで。既存の施設を有効に併用活

用するということで、私は、検討していくべきだろうと思いますけども。その点につい

てはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 
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〇教育長（川手貞良君） 

いろんなケースがあるかと思います。これからそういうことも含めまして、いろいろ

な意見を聞く中で、町民の皆さんの意見を反映できる建設用地選定委員会を設けまして、

そこで議論をさせていただきたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     町でですね検討委員会等を立ち上げて議論するといいますけども、当然、議論する時

は町として、実は児童センターの時もそうでしたけども、一定の条件の元でいくつかの

地域を候補地として挙げながら、皆さん検討していただいたと、いう経緯があっただろ

うと思います。同様に何処かを選定するという時には、当然そういったものを町が示し

てくるだろうと。その一つとしてこういった既存の体育施設があり、現在もあり、用地

もあるという。その周辺に、例えば持っていくというのが、私はベストだと思うんです

けども。そういった事を具体的な提案内容として出されるのかどうか。検討材料として

提案されるかどうか。その点だけお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

具体的にここで、どういう所を入れるというような事も、差し控えさせていただきた

いと思いますけども。今後、用地面積、必要となる用地面積等検討する中で、今後考え

させていただきたいと思いますし、これからその用地選定委員会のほうも立ち上げると

いうことで、計画していきますので、まだそこまでは至っておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

建物をつくるには用地、利用目的、利用する人達がいる訳で、やっぱりその点を 大

限考慮して選定場所を選んでいくという基準をしっかり定めるべきだろうと思います。

その点について町長いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

昨年度末に、建設検討委員会から望ましい機能と規模について、報告を受けました。

報告内容は今議員さんが言われたとおりであります。相当広大な土地であります。この

計画についても、議会からも異論が出ているところであります。ただ、バレーボール３

面がいいなのか、どうなのかという事は、スポーツ施設だけじゃないんですね、これは。

いざ災害の時の町民の避難場所の拠点になる施設なんです。そういったときに、しっか

り駐車場もとっておかなきゃならない。そういう意味から、広い駐車場が出てきたと思

ってます。 
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望ましい機能と規模をいただきましたんで、今年度、基本計画検討委員会を立ち上げ

ながら、その内容をもう一度精査をしていただいて。本当にそういうものが必要なのか、

足りない物がもっとあるんじゃないかとか。そういうことも含めてですね、新たな建設

に向けた機能と規模について御審議をいただき、そしてそれを、スポーツ施設でありま

すからスポーツ審議会のまた、審議をいただかなきゃいきません。それらを経た後に、

当然建設用地の選定委員会を設けながらやっていきますけれども、その中でも、今、役

場がもう作ってあるんではないかという意見がありましたけども。その前に、その委員

会の中で住民の意見が も反映できる場所を、議論をしていただこうという。と、住民

の意見が も反映できる場所なんですけども、当然そういう場所は、アクセスと町民の

利用しやすい場所というところを念頭に、今後検討していくこととなると思っておりま

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） 

先ほど防災拠点という話もありました。これまで体育館がですね、小林、つき米、向

こうの方達のいわば避難の場所だったんだろうと思います。そういった事も十分考慮し

ながら。また今後作る施設は、庁舎にしても新たな施設というのは、防災に対応出来る

ものを附属施設として作っていくというのが、流れですし必要だろうと思いますから、

その点を十分考えながら、やっていただきたいと。また住民の意見も十分くみあげてい

ただきたいというふうに思います。 

それでは 後の質問、二つ目に移ります。給食センターの建設場所選定の基本的考え

ということなんですけども。給食センターについてはですね、検討委員会、給食のあり

方検討委員会でしたか、というところでセンター化が望ましいということで答申されま

して。教育委員会ではそれを受けて、昨年あたりから急きょセンター化をしようという

ことに、事業計画を策定しつつあるというふうに伺っております。 

今するのかどうなのかという事は、私は時期はどうなのかと思う部分もある訳ですけ

ども、いずれにしましても、選定場所を決めていこうという動きが一部にあるというふ

うに伺っておりますんで、その点についての町の考え方をお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     給食センターの建設としての基本的な考え方についてお答えをさせます。本町の学校

給食施設につきましては、施設の老朽化や学校給食衛生管理基準などの課題を抱えてい

ることから、平成 27 年度に、富士川町学校給食のあり方検討委員会を設置し、学校給

食施設のあり方について検討した結果、「給食センターの建設が望ましい」という提言

を頂いたところであります。 

 町教育委員会では、この提言を受け、昨年度、役場内に学校給食センター整備検討委

員会を設置し、現在、基本計画の策定に向けて取り組んでいるところであります。 
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 策定中の計画の中では、給食センターの建設場所につきましては、●建築基準法上、

工業地域、準工業地域あるいは用途地域外であること。●５つの学校への配送を考慮し、

道路事情の良い位置であること。●建物の約３倍程度の敷地が確保できる場所であるこ

と。●大量の水の使用や排水処理が必要であることから、公共下水道処理区域であるこ

とを、建設用地の選定方針と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） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     その中にはですね、例えば、先ほどから町有地の話をいろいろしてきているんですけ

ども。町有地でどこか利用出来る場所があるのか、あるいはそういったものが念頭に上

がってくるようなものがあるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     今の段階では、この基本計画を策定しておりまして、計画を作る段階でまた庁内で、

ある程度の候補地等について。検討させていただきたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     用途地域について、先ほど準工業地域とかいろんな条件的な話が出されました。搬送

時間ですか、そういった事も一つの目安みたいな話がされている訳ですけども。富士川

町内というのは、鰍沢地区、増穂地区非常に狭い地域ですよね。ですから例えば町の端

っこに施設があっても、そんなに搬送体制には影響しない。当然、搬送するには専用車

両というものがある訳で。場所を選定するにあたって、搬送時間的なものはあまり考慮

する必要がないのかなと、いうふうに思います。 

そこで、実は 近ずっと思っているんですけども、鰍沢のローソンがある朝市会場だ

った白子明神地区ですか。あそこをヤマト運輸に貸し出すという話で、現在、契約に至

るかどうかという段階だろうと思うんですけども。私はあそこの町有地をなんで貸す事

にしちゃったのかなと。例えば、今言ったセンターを造るという事を考えていくんであ

れば、もう１回立ち止まって考える余地もあったんじゃないかなという事も思っている

訳ですけど。その点については、いかがかお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

町有地等を使うという事も必要かとは思いますけども、一応この、ただ今策定してお

ります基本的な選定方針ということを、今検討しておりますので、その時点では考えて

おりませんでした。 

〇議長（秋山貢君） 
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１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     その時点では、町有地、実際には貸し出す事がほぼ決まっちゃったような話なので、

ひっくり返すのは非常に難しい話なんでしょうけども。新たな施設を造ろうという計画

は、大分前から、当然頭の中にあって、当然、用地等についても、具体的にいろんな人

の意見を聞かなくては出来ない訳ですけども。考えるんだろうと思うんですね。そうい

った時に、考えていませんでしたという話は、いかがかなというふうにちょっと思いま

した。 

〇議長（秋山貢君） 

町長志村学君 

〇町長（志村学君） 

鰍沢の白子地区の用地も、町有地として確保はしてあります。ただ半分と言いますか、

白子１号線から南側は、ローソンにもう全て貸してあるということ。それと北側の方が

形状が非常に悪いという事がひとつあります。南川に向かって三角の土地なんですね。

実際に使えるところが、やっぱり少ないものですから、給食センターは、食材を入れ込

んで、調理をして、出る所はまた別なんですね。そうしていくと、あそこの土地が、全

体的に狭いという事と形状が悪いという事から、あそこは適地ではないと、もともと思

っておりましたんで。新たな給食センターは、町有地の中にはそういった広い土地は持

っていませんから、新たに用地を取得して行かなきゃならんじゃないと。こんなふうに

考えてるとこであります。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） 

いずれにしても、新たな施設をつくるときにはですね、単にこれだけではないと思い

ます。今後、ささいないろんな物をどこかにというような、あるいはどこか利用したい

けど利用できないから、どこかに作るというような話も、今後出てくるだろうと思いま

す。それは、今具体的にどうこうとは言いませんけども。仮にそういった事を前提とし

て考えれば、やはり町の土地というのは、特に広い土地というのは慎重に対応していか

ないと、後々に、あっ、しまったというような悔いを残してもいけないんで、その点だ

けは注意していただきたいという事をお願いして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告４番。10 番齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

途中ですが、暫時休憩します。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

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

再開 午前１３時００分 
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〇議長（秋山貢君） 

 それでは休憩を解いて一般質問を再開します。次に通告５番、４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

4 番青栁です。私は大きくは、学校の統廃合の問題と、防災に関連して、質問を行い

たいと思います。初めに鰍沢中部小学校の存続についてということで通告してあります

けれども、小中学生の保護者とかですね、既に成人しているような、子どもを持つ町民

からも、鰍沢中学校が、増穂中学校へ統合されると聞いているけれども、実際に検討さ

れているのかと、私に対しての質問が何件かありました。 

 現在、鰍沢中学校の生徒数は 60 名を切る状態であります。今年度の入学生は、19 名

とも聞いています。なお保護者の中にもですね、少人数で行き届いた教育を望むという

声と、クラス替え等によって、新しいコミュニケーションとか、競争意識を持たせたい

とか、両方の意見があります。私個人としてはですね、今後のだんだん生徒数が減って

いく中でですね、学力面ではが学校同士で切磋琢磨して、まあクラブ活動や新しいコミ

ュニケーションの場では、合同修学旅行とか、合同チームの編成などで、両方の学校の

交流を深めれば、当面統合は考えなくていいんじゃないかなっていう個人的な感想を持

っています。そういった反面、南巨摩の他町のことを考えますと、統廃合の検討を始め

た地域というのが、発表をする４．５年前からということが、実際面としてあります。

そこでの次の３点について伺っていきたいと思います。 

町長及び教育委員会では、鰍沢中学校の増穂中学校への統合について、検討されてい

るのかまず伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育総務課長（川手貞良君） 

     青栁議員の鰍沢中学の存続についてのご質問にお答えいたします。現在の学校規模適

正化基本方針を策定した平成 25 年度をベースに、現在の両校に目を向けますと、増穂

中学校は、平成 25 年度 352 名の在籍が今年度 278 名に、学級数 12 が、10 学級と小規

模校に変わり、鰍沢中学校は 107 名の在籍が、今年度 59 名に、学級数４が、3 学級と

減少しております。 

     こうした中、今後の生徒数の推移を勘案すると、本町の学校規模適正化の基本方針「1

学年 1 学級を下限とすること」を基本としておりますが、県が示す適正規模検討報告書

では、「学校規模については、１学年２学級、学級規模については、20 名程度以上の規

模」が望ましいとされております。 

     こうしたことから、今後も、生徒数の増加が見込まれない状況であることを勘案しま

すと、中学校の適正配置については、現在、検討しておりませんが、今後の大きな課題

であると考えております。以上でございます。 

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） 

     私もこれからの少子化、それから、当然教育委員会では、つかんでいると思いますけ

ども、今年度の小学生が鰍沢小学校が、入学が 17 名と。いわゆる１歳から７歳までの

生まれた人の数を数えると、少子化はどんどん進んでいていき。クラスの存続も今、県

の指針にあるような、20 名以上というようなことが維持が難しくなってくると思いま

す。全く教育長のお答えのとおりじゃないかなと思いますけれども。それでは、統合を

検討する場合に、鰍沢小学校の生徒が何人ぐらいになると想定されたときか、２番目の

質問としてにお答えをお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

生徒数に関してのご質問にお答えいたします。現在の鰍沢中学校の全生徒数は 59 名

であり、１学年 1 学級の編成で、過小規模校となっており、クラス替えができない状況

にあります。 

 また、部活動では、集団で行う競技の編制が難しくなってきております。しかし、平

成３０年度は現在より減少するものの、平成３１年度以降は増加傾向が見込まれますが、

その後は、減少傾向となりますので、今後の課題として検討して参りたいと考えており

ます。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再質問ですけれども、私が先ほど当初述べましたように、今、教育長のほうも、部活

動の編成が難しくなっているというお話がありましたけれども、部活動で増穂中学校、

鰍沢中学校、合同で体育授業を交流しながら行うというようなお考えはお持ちでしょう

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） 

授業につきましては、それぞれの学校の教育課程の中で進めておりますので、無理か

と思いますけど。野球については、野球の部員減少ということがありまして、現在は増

穂中学校、鰍沢中学校、身延中学校を合同で出場するということが可能になっておりま

すので、そういうチーム編成を行なっているところであります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

関連してもう 1 点、3 番目の質問になりますけども。例えばですね、両校そのまま切

磋琢磨させて、富士川町教育が伸びるようにですね考える一つの策として、 勝寺区の

うちの、馬門地区とかですね穂積の小室地区とかを、鰍沢小学校への、通学区域とする
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というような検討ができないのか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

通学区域の変更についてのご質問にお答えいたします。今年度の増穂中学校、鰍沢中

学校の学校規模は、生徒数の減少等により、小規模校、過小規模校であります。このよ

うな状況の中で、今後の生徒の推移を見ましても、馬門地区や穂積地区の通学区域を変

更した場合でも、鰍沢中学校の過小規模校は、解消されない状況でありますので、通学

区域の変更は考えておりません。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     気持ちとしては、できるだけ長く残したいという気持ちがありますけれども、少子化

の進展を見ていますと、やむを得ない面もあると思います。そのときは、ぜひ早く保護

者とかですね町民に検討を始めたということを伝えていただいていい策を検討してい

ただきたいと思います。それでは大きい２番目の防災用品の備蓄状況について伺いたい

と思います。私は今年度、地区の組長と防災委員を担当することになりました。そこで、

平成２７年に制定された「富士川町地域防災計画」を読み始めたんですけれども、300

ページ以上ある計画書や避難場所一覧表を見ても、とても頭に入るものじゃありません。 

新聞や雑誌などで、東南海沖を震源とする巨大地震の発生が心配されています。また

富士山噴火災害とかですね、ゲリラ豪雨による水害も話題に上っている。先日の富士川

町が、コメリと協定を結んで、災害時の救援物品の優先搬入の協定を結んだという報道

がありました。町長が率先してこういう提携を進めていってくれていると、そのほかに

もあの、八王子や町田市との防災協定、金融機関や建設業界、医療医薬品協会と手を結

んでいくというか協定を結んでですね、町も災害時に備えて対応を進めていることは十

分承知してます。どっちかっていえば、町民に対してのＰＲが、足りないのかなという

ふうにも感じております。 近は自助・近助・共助・公助などと言われております。ま

ず自助と近助、近くの助けが大切だということは、言われておる通りであると思います。

自助ためのＰＲが必要だと思います。 

そこで、これからお願いすることは、私の読んだ防災計画、とても町民が知るところ

ではないと思いますんで、どんな公助の準備がされてるか、その点でまず第１番目とし

てですね、防災用品の保存食、水とか医薬品、毛布、避難時必要とする物品について備

蓄数の現状と、どこに備蓄してあるのか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

ただいまの青栁議員の備蓄数の現状と備蓄場所という問いに対して、答弁させていた

だきます。災害に備えて備蓄しておく物資につきましては、食糧品をはじめ、被災後の



72 
 

生活を維持するための生活必需品など、多くの種類の備蓄品があります。 

 現在、町で備蓄しております主な備蓄品は、保存食が 18,000 食、保存水が 2 リット

ルのペットボトルで 3,600 本、簡易トイレ袋が 400 枚、ブルーシートが 93 枚、それと

毛布が 420 枚、役場本庁舎、町民会館、道の駅富士川の防災倉庫に保管されております。

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） 

備蓄品といっても何が必要か、非常に種類も多いということで大変だとは思いますけ

れど、今お伺いすると備蓄してある場所が４カ所ですか。極端なこと言うとですね、例

えば小林地区とか。鰍沢の鬼島地区とか。っていうところが被災した場合に、その備蓄

用品を届ける、あるいはとりに来るというときに、例えば町民会館へ取りに行くという

のも大変だと思いますけれども、今お答えを聞いていて、一番思ったのは、水について

はですね少し 2～30 分歩けば、山の水が十分飲めるんで、そんなにたくさん保存水は要

らないと思いますけれども、毛布の 420 枚は多いのか少ないのかという、ちょっと不安

な感じがしました。ブルーシート 93枚これも少ないのかなというふうにも感じました。 

これからのですね、２番目の質問として、今こういう現状、そんなに多くないと思い

ますんで、今後の備蓄計画をお持ちになってるかどうか聞かしてください。 

〇議長（秋山貢君）  

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

     今後の備蓄計画と、備蓄を予定している用品ということのご質問でございますが、備

蓄用品につきましては、町民自らが、非常用持出品として食糧品等の備蓄することを基

本としつつ、町では、避難者のための食糧、生活必需品及び災害応急対策に必要な資機

材を備蓄することとしております。 

現在、長期保存可能なアルファ米と非常用飲料水を中心に、食糧備蓄を進めているほ

か、簡易トイレ袋やブルーシートなどの資材も順次整備しているところでありますが、

十分な量とは言えない状況であります。 

このようなことから、今後も町では、保存食や飲料水を中心に、一定量を確保するこ

とといたしますが、各家庭への備蓄の啓発や、災害時の応援協定の締結などにより、災

害時における救援物資などの相互応援および協力体制を確立して参りたいと考えてお

ります。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今、課長が答えていただいたのは、考え方の問題ですよね。具体的に進めていただき

たいのは、今のお答えの中にもありましたように、自助、３日間は自宅で食糧を準備し

ようと、あるいは５日間ぐらいは必要なんじゃないかというような今は動きとなってま
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す。そこで３番目ですけれども。災害発生時にはですね、先ほども言いましたように、

避難所へ避難する場合と、自宅や近隣へ避難する場合とがあります。備蓄場所までとり

に行けない場合もあります。したがって備蓄品の分散化も必要じゃないかなと思ってい

ます。 

各区や組へ要望を聞いてですね、過年度あの要望を聞いていただいて、私の組にも簡

易トイレですね、目隠しがついた女性が用を足しても心配ない目隠しがついたトイレが

区へ３基配布されました。そういった、自分たちが住む近くへですね、防災用品を備蓄

する、もちろん水とかアルファ米とかは賞味期限が短いものもありますけれども、こう

いったものですね、ぜひ区へ要望を聞いてそして、町が町民会館とか道の駅へ備蓄する

んでなくて、一番の近所へ備蓄するような方法もちょっと検討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） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

     備蓄品の分散化という質問でございますけれども、災害時には、混乱と不安から避難

者が分散され、避難状況の把握が、困難となることから、応援物資が確保されてもイン

フラの被害により、応援物資の輸送に支障が生じてきます。 

こうしたことから、地域防災計画において、災害時に活躍が期待される「災害ボラン

ティア」の、一元的な受入体制の確立と的確な配置計画を整え、各避難所の要請に応じ

た救援活動に備えることとしております。 

     今後、町では一定の備蓄品の整備・充実に努めることとしておりますが、各区や組等

の小単位での備蓄につきましては、地域の実情に応じた備蓄品の整備をお願いしたいと

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） 

     再質問ですけども、地域の実情に応じた備蓄員の備蓄ということですけども、実は、

組の方にはほとんど予算がありません。私の組は組費が月に、月額 1,000 円です。それ

でお祭りとかいろんな緑の募金とか、社協への寄附金とか賄っております。ですから、

組で、あるいは区で、準備しろといっても、特に鰍沢地区は区費も本当に、年間 500 円

しかとってませんから非常に防災面については弱い部分がありますんで。ぜひ、例えば

毛布とかですね救急医薬品。熊本とかの東北震災では、おむつとかミルクがなかったと。

あるいは衛生用品がなかったということもありますんで。あとはジャッキとかノコギリ

とかですね消化器とか腐らないようなもの、ある程度長期間保存できるようなものをで

すね。ぜひ、計画的に予算化してですね、毎年、年々備えていくように検討を提案して

おきます。近所、自助、共助ということを言われてますから、ぜひその後一つのＰＲの

方もよろしくお願いします。 

次の大きい３番目ですけれども、避難所の見直しについてお伺いします。先に述べま
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したように富士川町地域防災計画が作成されておりますけれども、避難場所、避難所の

見直しは、定期的に行われているかどうか、お答えください。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

     避難場所、避難所の見直しは定期的に見直しかというご質問でございますけども。地

域防災計画は、災害対策基本法の規定に基づき、住民の生命、身体及び財産を災害等か

ら保護するため、作成されるものであり、町は、この計画に基づき、防災に関し万全の

措置を講じる責務を有しております。 

地域防災計画は、国の中央防災会議が定める「防災基本計画」や山梨県防災会議が策

定する「山梨県地域防災計画」、その他、災害対策に関する報告書を踏まえ、さらに、

地域の現状に即した対策を講じる必要がある場合など、状況に応じた、見直しが求めら

れることから、定期的に改訂を行っていくこととしております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ぜひその定期的を、できるだけ１年とか２年とか短くしていただいて、当町で言いま

すと、小室、高下が統合されてますよね。そういった折には、ぜひ見直しをしていただ

くと。この問いをしたのはですね、実はあの鰍沢地区は、旧町単位っていいますか増穂

地区で言えば青柳区と言えば 1,000 世帯もあって、青柳区民を対象として、何丁目は、

旧オギノの北側の駐車場へ避難するとか、第 1 次避難所ですね。決まってます。 

鰍沢地区はですね、昔の小さい単位ですから上町北の１組から何組は今の班ですけれ

ども、1 班から何班までは、旧の福祉センターへとか、今の町民会館ですね。何組から

何組はどこへと、そうやって私の所属する上南町４、５班は県民信用組合の駐車場へっ

て書かれてるけども、１から３組、今の 1 班から３班は書いてないんですよ。どこへ逃

げていくのかね。あの、何といいますか、この私どもの組では、やはり県民信用組合の

駐車場に避難することになっている。そこへ防災訓練の日はあそこに集ってますけど、

防災計画の中にはどこにも逃げるとこが書いてないわけですね。班の名前すら出てこな

い。そういうあまりにも細かすぎて漏れがあるんですよね。私もさらっと流し読みした

だけですから、どうしろということも言えませんけども。ぜひ、見直しをして町民が分

かりやすい部分だけを抜き出して、というのが防災計画には、極端なこといいますとで

すね、災害に遭った遺体の処理まで書かれてるわけですね。それは緊急を要するもので

もないかもしれないし、あるいはそれは公助の部分に属するものと思います。自助、公

助、近所でできること、やってもらいたいことをぜひＰＲを心がけてもらいたいと思い

ます。それでですね、見直しをしていただけるということですから、その辺をちょっと

見ていただければと思います。  

２番目としてですね、避難場所の指定をですね、今言いましたように、増穂地区のほ

うは、青柳区民を対象とする。こうひとくくりになってるんですよね。鰍沢のほうは昔
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の組単位みたいに細かくなってますんで、そういうところの文も、統一していていきい

ただきたいと思いますけど、細かい質問で申しわけないですけども、見直しをする中で、

その辺も見ていただけるかどうか、お答え願いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君）      

避難場所指定、統一というご質問でございますが、地域防災計画に掲げられている避

難場所一覧は、空き地やグラウンドなどの「指定避難地」と、公民館などの長期的に生

活を行う場所としての「指定避難所」に区分しております。 

災害時にあっては、まず指定避難地において自身の安全確保を図り、その後、必要に

応じて指定避難所に避難することとなっております。 

区単位での避難場所の指定は可能であると認識しております。災害の状況や指定避難

所等の安全性を勘案する中で、避難者にとって も良い避難場所を設定して参りたいと

考えております。 

〇議長（秋山貢君）  

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございます。是非そういうにですね、町民にわかりやすい見直しをお願い

したいと思います。是非改めてですね、区長会議等でも通じて担当課が、これを全町民

に知らせるというのはなかなか難しいと思いますけれども、区長会議等を通じて、一時

避難場所とかですね、地域ごとの集合避難場所、それから備蓄用品保管場所の説明等を

ＰＲしていただけるように希望をしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告５番 ４番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

続いて通告６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） 

それでは、増穂商業高校跡地利用についての質問をいたします。まず始めにですね、

志村町長と私を含め議員３名の母校でもある、創立から６１年の歴史があり、山梨県で

唯一の商業の専門高校である増穂商業高校が、あと３年で無くなろうとしています。こ

の高校は昭和２９年に、はくばくの先代の長沢重太郎会長と、その当時の志村武町長と

が、増穂町の子ども達の未来の為に高校という教育機関をこの町に造ろうという、熱き

思いで、クヌギ林を開墾して整地し県へ贈与し、昭和３１年２月に開校したのが、増穂

商業高校です。以来長沢重太郎会長は自分の子供は増穂高校に通っていないのに、１０

年間ＰТА会長を努めて下さり、志村武町長も何年もの間、学校の経費を町で補助して

くださりと、また、他にも地元の名士や県議会議員が後援会会長等をして下さったりと、
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町のみんなが応援し支えてくださり、増穂商業高校は発展し成長してきたのです。その

高校が人口減少という時代の波とはいえ、後３年で無くなるとは、この富士川町にとっ

ては、非常にマイナスであり残念に思います。そのことを念頭に置き、質問をさせてい

ただきます。1 番の質問に入ります。 

 昨年の１２月議会で跡地利用について質問した時、県の持ち物なので、県の動向を注

視していくとの一貫した答弁だったが、その後の進展状況を伺います。 

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） 

     堀内議員の増穂商業高校の跡地利用についてお答えいたします。増穂商業高校につき

ましては、平成３２年度末をもって、すべての学年が、新設校に移転する予定となって

おります。 

     移転後の学校跡地については、県の跡地利用の方向が示されておらず、その動向を注

視しているところであります。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     何も進展してないというところですね。では 2 番の質問に入ります。 

    県の動向を待つのではなくですね、富士川町が発展していくためには、跡地をどうした

ら良いかと考え、それに向かって積極的に県に働き掛けていく事が、大事ではないかと

思うのですが、町の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。増穂商業高校の跡地につきましては、敷地や校

舎等の建物が、県の所有となっていることから、県の跡地利用が優先するものと考えて

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     はい、再質問です。５月３１日の山日新聞なんですが、これがそうですけれどもが、

市川三郷町ではですね３つの統合する高校新設に伴い、町立の図書館を現在地から移転

建設はするのですが、新高校新設の学校図書館を住民も利用できる、図書館としても使

用できるようにという要望を、県にしているのです。これがこの時の記事なんですが、

すごく頭の良いやり方だなと思います。感心しました。これから人口が減少していく時

代に、共有できる物は共有する。すばらしい考えだと思います。これについては、県が

どういう返答をするか分りませんが、全国的にも珍しいケースですし、ニュース性も高

いので、多分要望が通るのではないかと思います。また、どういう構造になるのかわか
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りませんが、要望が通れば、生徒と町民との交流も生まれる場となり、素晴らしい発想

だと感心しました。 

この新しい試み、この目のつけ所・そして県へどしどし要望していく、この強さはこ

の町も見習うべきで、我が町に高校を残せなかったのは、こういう強さがなかったのか

なと感じております。富士川町も県に対して、いろいろな要望はしているとは思います

が、特に町の発展に必要な事は、どしどしと要望していくべきだと思いますが、町はど

うお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇政策秘書課長（志村学君） 

県への要望についてのご質問にお答えいたします。市川三郷町が素晴らしくて、富士

川町だめだというふうに、ご指摘を受けましたが、学校だけでなくていろんなものがや

っぱり県、国を通じてですねこの町も、事業を進めておりますから、今までのシビック

コアもそうですけども、これまで長年できなかったものも、こうやって実現できるよう

になっておりますし、富士橋の架け替えについても行っております。ただ、高校は今度

は移転するということになりました。ここの地域に新たな高校が出るんであれば、それ

はそうとして、県の方針が決まっておりますから、町としても、地元の町としていろん

なことが要求できると思います。 

今回の移設はですね、町に力があったとか、なかったとかでなくて、みんなで考えな

がら、やはりこう全県１区の中で、一番強みは身延線だと思います。ここにはそういっ

たですね、バスは通ってますけども、甲府あるいは南部、身延から生徒を、一気に運ん

でくるわけにいきませんので、やはり強みは身延線ではなかったかなと思っております

が、こうしたに、人口減少の中で、しっかりした教育環境を整備する中でですね、これ

からの高校生活がエンジョイできるような高校生活を送っていただきたいと思います

んで、特に要望いたしてきましたけども、県教委で決めたものに対して異論は申し上げ

ませんでした。しかし、これからの子どもたちが、しっかりとした高校教育を受けられ

る施設はつくっていただきたいと思っていますんで、市川三郷の新しい学校名称どうな

るかわかりませんけれども、県下で一番大きな規模の学校と聞いておりますんで、しっ

かりそのへんはやっていただきたいと思っておりますし、増穂商業は跡地につきまして

は、いずれ県が各部署に伺いを作ってると思います。 

先ほど午前中お話がありました、国有地の跡地をどう活用するかというのは、あれは

もうシビックコアで合同庁舎が出ることがわかってますから、その後町の方でもそれが

活用できるかどうかを今検討してるとこであります。県も同じような、各部局がですね、

どういった次の跡地利用が可能かどうか、そういう中で検討しておりますんで、それが

まとまれば、そしてまた活用するのが県の方でなければ、町に次の段階で降りてくると

思いますんで、その時には町の方でもしっかり、どういう活用策ができるか検討してま

いりたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

是非ですね、要望するべき時はどしどし要望を行って欲しいと思います。次の質問に

入りますが。富士川町の未来の子供たちの為に教育的良い環境を造る事を目的に、先人

たちの熱き思いを残すことを目的に、会社経営の社長及び会長・元町長・県議・元校長・

元ＰТА会長・同窓会長等と私の１３人で構成され、３月１３日に正副会長も正式に決

まり、増穂商業高校の跡地を活かす会が発足し活動を始めました。 

そこで、次の 3 番の質問に入ります。富士川町の有志で増穂商業高校の跡地を活かす

会というのが、３月１３日に発足しました。町民は跡地利用についての関心が非常に高

くなっています。今後町民の意見を聞く考えがあるかを伺います。 

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） 

     ただいまの質問にお答えいたします。増穂商業高校の跡地は、広大な敷地であり、そ

の利用に関して住民の関心は高いと思われます。跡地に関しては、県での活用策が無く、

町での利用が可能となった際には、その利活用について、町民の意見も聞く中で、活用

策を決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） 

是非ですね、町民の声をしっかりと聴く、町民ファーストの町政であってほしいと思

います。続いて 4 番の質問に入ります。 

     この富士川町にとって大事な事は、この町を担う子供達に教育的に良い環境でなけれ

ばなりません。その為には、この跡地利用は教育的配慮をする事が大事だと思います。

ＩТ関連や観光などの成長分野で、地域に根差した産業を担う、高度な人材を育成する

大学校を、この富士川町に誘致するという考えについて、町長の考えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

     高度で先進的な教育が受けられる環境が町に整うということは、子供たちにも刺激と

なり、良い効果が得られるものと考えております。今後、増穂商業高校の跡地の活用、

利活用を検討する中で、どなたが決めるかどうかわかりませんが、大学設置の計画があ

るのであれば、計画内容を精査させていただき、経営的にも成り立つものであれば、支

援をしてまいりたいと考えています。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） 

町長が少しそういう考えになってきたということは、非常に良いことだと思います。
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再質問です。冒頭にも述べましたが、増穂商業高校は先代の方々の、この町の未来の子

ども達の為に、教育的環境の良いに町にしたいという熱い思いが込められている場所な

のです。 

この先代達の熱き思いの灯を消してはいけない、後世にこの思いを受け継いで、この

町を教育的良い環境にしていくのが、今を生きている我々のするべき事であると思うが、

町長はどう思いますか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

町はいろんなものが、重なり合って成り立っております。医療も教育も福祉も、すべ

てのものは、 先端でなければならないと思っております。その中で特に増穂商業を誘

致した経緯も私も十分承知をしておりますし。はくばくさんの先代から今の会長、社長

も一生懸命携わっていただいてますんで。３月 13 日に発足をしたという増穂商業跡地

を生かす会、これの相談に私のところへ来ました。３回ほど皆さん来てくれ、事務局の

方はだれも来ておりませんけども、それぞれの皆さんが来ていただきました。で、町長

もこのメンバーに入ってくれないかというお話がありましたが。私はその場で言いまし

たのは。私がするんであれば、役場がこの会を立ち上げながらやっていく。皆さんがい

っしょにメンバー入っていただけませんか。それもそうだねということで、私は、はず

されて、13 人で立ち上がってるわけでありますけども。しっかりですね、だれがやるか

らいいとか悪いとかでありなりません。このあらけの広大な土地があるんですから、も

し、そういった方々で、そういった先ほどでた大学できるんであれば、しっかり進めて

いただきたいと思います。 

先ほど言いましたように、その計画内容を町でも精査をさせていただき、本当に大学

として経営が成り立つ、金銭面でも、先生の部分でもですね。成り立つものであれば、

町もしっかり支援をし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） 

次の質問に入る前にですね、５月２５日の山日新聞にですね、これがその記事なんで

すが、改正学校教育法っていうのが可決、成立されまして２９年４月１日施行、専門大

学が開学へという記事が掲載され、山梨県でも専門職大学及び専門職短期大学校を、と

いう機運ができつつあるという記事が掲載されました。これがそうですね。これは絶好

の機会ではないかと思います。 

それで 5 番の質問に入ります。 

山梨県の大学校を考えると峡東に産業技術短期大学校があり、北杜に農業大学校があ

る。県下のバランスを考えても、この峡南に大学校がある事が望ましと思うが町長の考

えを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

県は県でですね、高等教育の大学とこの甲州市にあります産業短期大学部、あるいは

北杜市にあります農業大校若干違うと思います。本当の今、４年制の大学を作るんであ

れば、この町にはそういった土地がないんではないかなと思ってます。4 年制の大学を

作るときに 400 メートルのトラックも必要になります。今、梨大でも 15 万 5 千平米く

らい土地が必要になってきますんで、ちょっと４年制の大学というのはちょっと今の、

ここの跡地では無理ではないかなと思っておりますが、こういった短期大学程度であれ

ば、そういった規制も緩和されておりますんで、可能かなと思いますが。 

峡東にあります産業短期大学、これは、かつてはですね県下に 3 か所ありました。都

留と峡東とこの峡南。峡南技専の形が変わったものなんですね。都留をやめて、産業短

期大学を充実させ、そしてまた都留の一部を峡南技専にもってきながら、今、県下 2 か

所になっております。 

そしてまた北杜市農業大学がありますが、双葉に教場を持ちながら、農業大学校し、

そしてまた峡東のほうにもワイン学科を持ちながらもやっておりますけども、いずれに

しても県立でやっておりますんで。 

今、先ほど申し上げましたように、県が山梨県でそういったものに取り組むというこ

とであれば、多分商工労働部のところで、そういった IT とか、そういった大学の誘致

を考えるんではないかなと思いますんで、県の利活動の動きを今注視しているところで

あります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。峡東と北杜に大学校が設置されたのは、他でもないと思います。政治力

だと思います。峡東は知事が長いこと、北杜は副知事が長きに亘り政権を担ってきた表

れに他ないと思います。県下に大学校が無いのはこの峡南なのです。今がそのチャンス

だと思います。又、このチャンスを活かさなければ、峡南はもっと遅れをとる事になる

と考えます。 

それでなくとも日本で 初に消滅する自治体は富士川町だと、ＮＨＫで放映されたこ

ともありました。生き残る町にするためには人口の流入が必要であります。高校は無く

なったけど、更にそれよりも上の、今までににない全国から学生が集まる短期大学校が

誘致出来たという事になれば、公立の為、親御さんの経済負担の軽減、東京一極集中を

防げ、地域の活性化と経済の発展、地域の企業と協力を得て大学校を造る事により、学

生も企業も道が開けている。特に良いことは地元の個人商店が潤う事、また、県外から

も学生が来る事により、空き家対策にもなり、若い人がいる事で町が活性化する事、町

の人口が増えるという利点があります。県側も学校の建物をそのままで使えるので、そ

れほど費用が掛からなくて、お互いのメリットが大きいと考えます。是非このチャンス

を活かすべきで、このチャンスを活かさなければ富士川町の政治力は、大げさにいって
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もゼロだといっても過言ではないと思いますが、この短期大学校の誘致について町長は

どうお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）  

先ほど来、申し上げてますように、高度で先進的な教育が受けられる環境がこの地域

に整うということは、子供たちの刺激もあってですね、良い効果も得られるから歓迎を

しております。しかし、富士川町で、大学を誘致するとか大学を設置するとの議論はぜ

んぜん今までされておりません。これを政治力、政治力と言って私一人で勝手に動いて、

皆さんに同意をしていただけるかどうか、これはやはり議会も一緒になってですね、今

後どうしようかという方針が決まれば、それはそれで動けると思うんですが。私もいつ

も言うように、どんなにいい予算作っても、どんなにいい制度をつくっても、議会の議

決がなければ一歩も動けない状況なんですね。ですから、そういった意味でも跡地のこ

とにつきましては、増穂商業高校の跡地を生かす会というものに、議員さんも関わって

いただいているようですし、増穂商業高校を設立するときの当時のご子息も関わってい

るようですし、前の町長さんもいるようですし。そういうところでなんか、そういった

ものが可能であれば、そして、町は大学経営するつもりはありませんが、そういった民

間が引っ張れるんであれば、加計学園とか森友学園にならないようにですね、しっかり

そこんとこはやっていきたいなと思います。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） 

後になりますが、冒頭にも述べましたように、増穂商業高校は、卒業生である、志

村町長と私を含め３人の議員がいた時代に無くなったけれど、更に良い短期大学校が志

村町長の時代に、出来て良かったと言われるように町民と町も協力し一体となって、短

期大学校が誘致できるように要望して、以上で私の質問は終わります。 

 

〇議長（秋山貢君） 

 以上で通告６番。５番堀内春美さんの一般質問を終わります。途中ですがここで暫時

休憩いたします。 

 

休憩 午後１時４９分 

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

再開 午後１時時５８分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開します。 

一般質問をに入る前に、先ほどの青栁光仁議員の一般質問の、防災課長の答の中で修正

の申し出がありましたのでこれを許します。 
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防災課長 深澤千秋君 

〇防災課長（深澤千秋君） 

先ほど。通告５番青栁議員の備蓄数の状況と、備蓄場所という問いに対しまして、保

存食が 18,000 食と申し上げましたが、１万 800 食の誤りでした。おわびして訂正させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

続いて通告７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が、よろしくお願いいた

します。初めに、女性の視点を防火防災対策にとして、五つにわたり質問をさせていた

だきます。 

東日本大震災から６年。熊本地震から一年が経過いたしました。本町においても、古

文書をひもとけば、震災や水害に見舞われた歴史があります。今後、近い将来に、南海

トラフ巨大地震の発生は避けられないと言われています。国の中央防災会議は東日本大

震災でも更に大きい 大 32 万人の犠牲者、220 兆円を超える巨大災害を予測していま

す。その発生時期を正確に予測することは不可能ですが、私たちができることは、防災、

減災対策しかありません。東日本大震災や、熊本地震を教訓にして、建物の耐震化や、

不燃化などのハード分野の整備に加え、避難所の運営や地域の防災組織強化などのソフ

ト分野への取り組みにも、しっかりと力を入れるべきであると考えます。山梨県として

も本年度、防災基本条例の制定に向けた検討会議を発足させ、県や市町村の責務、県民

や自治会、自主防災組織などの役割分担を明確にし、地域が主体となる取り組みを進め、

県民の防災意識を高めるとのことです。 

そこで、１番目の質問ですが。ここ数年の大災害を教訓に女性の視点を活かした防災

対策づくりが各地で広がっています。首都直下地震の発生が想定される東京都では、現

在、都議会公明党の提案で、女性防災リーダーの育成や「女性視点の防災ブック」の検

討・作成が進んでいます。本町においても、女性の視点を活かした防災対策の充実が必

要と考えます。町や自主防災組織では、女性の視点を活かした取り組みを行っているの

か、現状をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

     小林議員の女性の視点を生かした取り組みの現状という問いに対してお答えを申し

上げます。これまで、町や自主防災組織が行ってきた防災対策は、避難訓練や初期消火

訓練、救急・救護訓練、炊出し訓練、防災資機材の整備点検などで、こうした訓練にお

いて、女性の参加をいただいているところであります。 

しかし、訓練に多くの女性が参加しているものの、女性の視点を活かした取り組みは、

十分でないと感じております。 
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今後は、特に避難所運営において、女性の視点を活かした居住スペースの確保や生活

必需品の整備などが考えられることから、町では、こうした防災対策に女性の視点を活

かして参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

自主防災組織の皆さまには、毎年、それぞれの区や組で、真剣に防災訓練、女性も含

めて救急救護訓練等にご尽力を頂き、心から感謝をしております。 

再質問ですが、自主防災組織の方の総数に対して、女性の方がいらっしゃるかどうか、

その人数は、比率でもいいですが、わかりましたら教えて下さい。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

自主防災組織は区単位でということになりますので、その中に女性がということは、

町の方としては把握しておりません。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） 

把握をされていないということですけれども。私の地域というか、周りを見ていまし

ても、自主防災組織のほうに女性がいらっしゃるというふうには、お見受けしておりま

せん。ここ数年の災害を教訓にしても、ぜひ新たに、そういう自主防災組織に対しても、

見直し等をしていくべきではないかと思います。阪神淡路大震災と東日本大震災で亡く

なった方の人数が、女性が男性を上回っていることや。男性に比べて女性は、災害後の

健康状態が厳しいこと。また避難所生活では、男性より女性が不便を感じている人が多

かった等の、男性と女性で災害による影響内容が異なる、という調査結果が出ています。   

 そこで２番目の質問ですが、東日本大震災後に、男女共同参画の視点を踏まえ、地域

防災計画を見直した、自治会も増えています。内閣府が昨年６月に「男女共同参画の視

点からの防災研修プログラム」を策定しました。この防災研修プログラムは、防災施策

に携わる職員や地域で防災活動の中核となるリーダーや関係者が、男女共同参画の視点

をもって施策を、企画立案・実施出来るよう、育成するためのものです。災害が発生し

てから、急にこの男女共同参画の視点で対応しようとしても出来るものではありません。

平常時からの災害対応について、関係機関が常に理解しておくことが重要ではないでし

ょうか。本町での、防災研修プログラムの活用状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

防災研修プログラムの活用状況という質問に対してお答えさせていただきます。 

     「男女共同参画の視点からの防災研修プログラム」は、国の第４次男女共同参画基本
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計画で、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立することを施策の基本として

いることを踏まえ、平成２８年６月に作成されたものであります。 

このプログラムは、町の防災担当、男女共同参画担当、医療・福祉担当、町民協働担

当など、広く防災に携わる職員が、男女共同参画の視点をもって、防災施策の企画立案

及び実施ができるよう育成することを目的に作成された研修の手引書でございます。 

町では、今後、このプログラムを活用した研修会を実施し、女性の意見が反映できる、

防災体制を築き上げて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、是非こうした防災研修プログラムを活用して、男女の支援ニーズの違

いや、具体的な災害を想定した研修を実施すべきと考えます。具体的にいつ頃などを予

定されているか、わかりましたら教えていただきたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

具体的な日とか日程は詰めてございません。地域防災計画の見直しもございますので、

いずれにいたしましても早いうちに着手できるように考えております。 

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） 

多様な町民のニーズに対応した、質の高い対策が出来るよう、宜しくお願い致します。 

次に、３番目の質問ですが、「富士川町地域防災計画」を策定する防災会議に、本町

では女性委員の登用が条例化されておりません。防災計画づくりや方針を決定する重要

なメンバーです。本年度、「富士川町地域防災計画」の見直しをするにあたり、女性の

意見を地域の防災計画に反映させる取り組みとして、町の防災会議に、複数の女性委員

を登用するべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

防災会議へ女性の登用すべきかという問いにお答えさせていただきます。 

    本町の地域防災計画は、平成２３年３月に策定され、平成２５年３月と平成２７年３月

に、それぞれ改訂してまいりました。 

計画の策定及び改訂にあたっては、災害対策基本法の規定に基づき、地域防災会議を

設置し、意見や審議いただき策定することとなっております。 

防災会議の定数は１９名で、うち１７名は、行政機関や公共機関の職員とされており

ます。 

また、地域の代表として登用できる委員は、２名と定められており、町では、女性委
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員の登用は必要であると認識しておりますので、今年度、改訂予定の地域防災計画にお

いて、女性委員の登用を求めていきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     富士川町地域防災計画の基本方針に、「男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、

防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共

同参画の視点を取り入れた防災体制を確立することが必要である。」と掲げてあります。

基本方針に沿って、是非、進めて頂きますよう、宜しくお願い致します。 

次に４番目の質問ですが、昨年、私は、県の「甲斐の国・防災リーダー養成講座」を

受講し、その後、防災士の資格を取得しました。避難所運営には高齢者や障がい者、子

ども連れのお母さんなどに寄り添った支援が必要であることを学ばせて頂きました。実

際、東日本大震災の発生直後は、乳児を連れた母親の母乳が止まり、ミルクをあげよう

にも、ほ乳瓶もなく、お湯でミルクを溶かすことができなかった状況や、間仕切りがな

いなどの、女性用更衣室や女性専用の授乳室・育児スペースなどの要望が多かったそう

です。 

３月定例会の一般質問で訴えた、災害時や緊急時に障がいのある方や支援が必要な方

が、周囲に配慮や手助けをお願いしやすくするための、「ヘルプカード」と「ヘルプマ

ーク」は、避難所で命を守るための早期支援・早期対応につながります。女性の視点を

取り入れた避難所運営体制の強化のためには、災害時に活躍する女性防災リーダーの育

成が急務と考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

女性防災リーダーのご質問にお答えさせていただきます。現在、町が把握している防

災リーダーは、３２８名であります。防災リーダーは、養成講習の受講終了者で、自立

する自主防災組織の活動を推進するため、防災に対する知識・技能を有し、地域におけ

る防災啓発活動や防災対策を率先して実践される方であります。 

     町では、地域防災力の強化が急務であることから、山梨県や民間団体で開催される、

防災リーダー養成講習に、積極的な参加を促していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、昨年の「甲斐の国・防災リーダー養成講座」には、他の自治体の行政

関係の方が大勢参加されておりました。女性の方も数名ですが参加されておりました。

本町においては、日頃から防災意識が高く、自ら進んで受講された、これまでの防災リ

ーダー養成講座の修了者や、防災士の資格を有する方に対して、町がしっかりと今、328

人というお話でしたが、掌握をして、町の防災力向上のため、防災知識の普及啓発や災
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害時の避難所運営に適切な対応が出来るよう、自主防災組織との連携を図っていくべき

と考えます。先ほど防災リーダーは３２８名ということでわかりましたが、再質問とし

てその中で、女性の防災リーダーの数がわかりましたら、おしえて頂けますでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

女性防災リーダーの数という問いでございますけども、先ほどの答弁させていただき

ましたけども、328 名は町が把握できた受講修了者の数でございます。ですので、その

中の女性が何名かということは、ちょっと把握できない状況でございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、これを機に掌握をしていただければと思います。女性防災リーダーはまだまだ

足りない状況だと思います。育成にぜひ力をいれていただきますようよろしくお願いい

たします。本年度から、女性消防団員として役場の女性職員が、新たに８名入団して頂

き、大変に感謝しております。大きく期待をしているところです。 

再質問ですが、毎年、峡南地域県民センターが行う、峡南地域防災リーダー養成講座

には、自主防災組織関係者と町職員も対象になっていますが、本年度から新しく入団さ

れた女性消防団員の皆さんにも、知識や技術の習得のために、是非、受講して頂きたい、

と思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

峡南地域防災リーダー養成講座は、７月の 25 日に開催される予定になってございま

す。議員のご質問のとおり、女性消防団員も積極的に参加できるよう促してきたいと考

えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ぜひよろしくお願いします。それでは、防火対策として５番目の質問ですが、昨年１

２月に新潟県糸魚川市において、大型コンロの火の消し忘れによる火災が発生し、強風

により木造住宅密集地に燃え広がり、約３０時間におよぶ延焼となった大規模火災では、

出火の早期発見と初期消火が課題である、と強く感じました。火元の店主は、出火時は

不在で、隣の住人は家にいたが、出火に気づかず、店主が戻った時には、手がつけられ

なくなっていたそうです。 

そこで、本町の女性消防団員は、広報啓発班として活動し、その職務として、第１に

火災予防広報活動があげられていますので、町内の一人暮らしの高齢者宅などを訪問し

て頂き、住宅用火災警報器の普及啓発活動に、是非、取り組んでいただければ、町の防
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火対策の一躍を担って頂けると考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君）  

     住宅用火災警報器の普及啓発に対する答弁をさしていただきます。４月に発足いたし

ました女性消防団員の８名は、全員が町職員であります。主たる職務は、広報啓発班と

して火災予防広報活動や防災意識の普及・啓発、災害時の救急、救護活動の普及・啓発

であります。 

町では、女性消防団員の円滑な活動ができるようサポートし、団員の活躍を期待して

いるところであります。 

住宅用火災警報器の普及啓発については、女性消防団員活動の一環として実施して参

りたいと思いますが、女性消防団員は８名と少数であることから、地域を区切るなどに

より、分団と共に実施していきたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     はい、ぜひ分団の方とともに、活動をしていただければ、なお、消防団の皆様の日頃

の活躍を町民の皆様が多く知ることになると思いますので、是非、大変お世話になりま

すが、よろしくお願いしたいと思います。 

消防法の規定では、新築、既存を問わず、全ての住宅に火災警報器の設置が義務づけ

られています。既存住宅に関しては、平成２０年６月から３年間が、設置義務化の期限

でした。基本的には、寝室と寝室がある階の階段上部に設置することが必要だそうです。

住宅火災による死亡原因の１番は、逃げ遅れが も多く、全体の 6 割を占め、就寝時間

帯に も多いからとのことです。住宅の階数などによっては、その他の箇所にも設置が

義務付けられています。高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光のでる補助警報

装置もあります。消防庁による被害状況の分析では、住宅用火災警報器が設置されてい

る場合は、被害状況が概ね半減した結果になったとのことです。 

そこで再質問ですが、町として住宅用火災警報器の設置状況は把握されていますでし

ょうか。高齢者宅などは、設置されていない場合が多いのではないか、と危惧していま

す。いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

防災課長 深澤千秋君。 

〇防災課長（深澤千秋君） 

富士川町における住宅用火災報知器の設置状況ということでございますけども、お答

えさせていただきます。総務省で公表しております、住宅用火災報知器の設置率等の調

査結果によりますれば、峡南広域消防組合管内は 69%という結果が出てございます。た

だ、この調査は、標本調査でございまして、すべてのお宅を調査したものではございま

せん。 
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そうしたことから、富士川町においても各お宅を拝見し伺いながら、調査したことが

ございませんので、実際の設置率と、普及率といいましょうか、そういった数字は把握

できない状況でございます。 

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） 

まだまだ、全世帯に設置されていない状況だと思います。新築住宅の設置の義務付け

は平成１８年の６月からですから、１０年以上経過しているものもあります。設置して

いても、電池が切れて作動しないことも考えられます。町のホームページに「住宅用火

災警報器は１０年を目安に取り換えましょう」と、掲載されてはいますが、やはり一人

暮らしの高齢者の方などには、丁寧な声かけが必要ではないでしょうか。悪質訪問販売

による高齢者の被害も多発していますので、だまされることのないよう、女性消防団員

の細やかな対応で、消防団や自主防の方などと連携して、設置や電池の点検、交換を訴

えて頂ければと思います。 

大切な家族やご自身の命を守ることが出来るよう、しっかりと訴えていただければと

思いますので宜しくお願い致します。 

次に、大きな２つ目の「産婦健康診査について」質問致します。 

１番目の質問として、国は、全ての子どもが健やかに育つための総合的な対策の推進

に、今年度から、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援として、新たに「産婦

健康診査事業」を開始しました。本町の「産婦健康診査」の状況を、お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん）   

ただいまの小林議員のご質問にお答えします。 

「産婦健康診査」につきましては、通常出産後 1 か月を経過したところで、出産した

医療機関において、出生児の 1 か月健診とともに実施されております。 

健診の内容といたしましては、「母親の体調や育児状況に関する問診」、「子宮復古状

況や乳房の状態などの診察」、「体重や血圧測定」などの検査項目が行われております。

また、必要に応じて助産師による相談や授乳指導も行われております。 

近では、初産婦などの場合、母乳の出具合によって、生後 2 週間の時点で母乳外来

や産婦の健診を行う医療機関も増えております。 

町では、新生児訪問等において、産後の指導をする中で、産婦健康診査の受診を勧め

ております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

妊娠・出産・育児と切れ目のない支援「子育て世代包括支援センター」としてスター

トしても、現状では、出産間もないお母さんへの支援が途切れたままです。出産により
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女性の心身には大きな負担が生じます。特に出産直後から１か月間は、身体的な負荷に

加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる傾向が強く、十分な

サポートが必要です。近年、晩婚による女性の出産年齢が高くなってきています。出産

する女性の親の年齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況があります。

また、核家族化が進み、地域との交流も希薄化している中で、不安をかかえたまま育児

がスタートするケースも多くなっています。 

お母さんが赤ちゃんへの豊かな愛着を形成するうえで、出産直後１か月間が も大事

な時期です。産後早期の不安定な精神状態から、虐待や育児放棄へと追い込まれるケー

スが後を絶ちません。従って、出産直後のお母さんへの精神的・身体的なサポートは欠

かせないものとなってきています。先日、生活困窮世帯に食糧支援をしているＮＰＯ法

人「フードバンク山梨」が発表したアンケート調査によると、経済的に苦しいと感じる

ようになった時期が「第１子出産前」から「第１子が幼児のころ」にかけてが全体の３

割に上り、予想以上に多く、子どもの出産から食糧支援を受けるまでの経験として「自

殺をしたいと思った」とした人は２２・２％に上っていました。 

そこで、２番目の質問ですが、産後うつの予防や新生児への虐待などを防ぐため、産

後の初期段階における母子に対する支援の強化が、本当に大事です。「産婦健康診査」

の費用の助成を、是非進めて頂きたいと思いますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今の小林議員の質問にお答えいたします。産後うつの予防や早期発見につきまし

ては、新生児への虐待予防をはかる観点から重要であると考えております。 

     本町の産後うつの取り組みにつきましては、母子健康手帳の交付時において、妊娠中

のこころの変化や、産後うつに関する資料を用いた指導を行い、妊婦訪問の際には、出

産や育児に対する不安軽減のための支援を行っております。 

また、産後は出生届受理後、早期に新生児訪問を行い、育児や子どもの発育状況はも

ちろんのこと、産婦のうつ傾向の兆候を確認し、相談・支援を実施しております。 

     生後 2 か月に行うすこやか教室では、国が勧める「エジンバラ産後うつ病質問票」を

使用し、産後うつのスクリーニングを行い、継続支援が必要な産婦については、頻回訪

問の実施や産前産後ケアセンターなどの利用を勧めております。産婦健康診査の費用助

成につきましては、中北保健所管内の４市町が、国の補助事業の導入に向け、検討・準

備を進めております。 

本町においても、医療機関の産後健診体制の整備状況を見ながら準備を進め、明年 4

月から「産婦健康診査事業」を実施して参ります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ありがとうございます。来年４月からというお話をいただいて、本当に、まずは取り
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組んでいただけるということを聞いてうれしく思いました。新聞にもこの前、甲斐市が

7 月から導入されるということが出ていましたけれども。 

再質問ですが、今年度から、実施している、または決まっている自治体は、どれくら

いあるか、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） 

先ほど申し上げましたように、中北保健所管内の甲府市、中央市、昭和町さきほどの

甲斐市が実施を始める予定でございます。 

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） 

甲府市、中央市、昭和町、甲斐市ということで今年度取り組むということですが、先

日新聞に掲載された甲斐市にもお話を伺いましたけれども、今回の６月定例会に一般会

計補正予算案に関連費用を計上したということでお聞きしました。１回あたり５千円が

上限で、産後２週間と１か月目の２回まで助成します。５千円の半分が国の補助金、残

りを市が負担します。産後ケア事業に繋げ、切れ目のない子育て支援策を強化する、と

いう事です。 

医師の医療体制、そういうのが整備されたら 4 月からというお話をしていただきまし

たけれど、もう一歩、ぜひ来年の 4 月というのはまだ 1 年近くあります。それまでに、

やはり、これは本当にひとりの赤ちゃんを抱えたお母さんが、この時に産後うつになっ

たりとかすることが、子供さんの一生を左右することが考えられるわけですから、ぜひ

早期に実現していただきたいと切に思っておりますので、医療体制が整備されてからと

いうふうに消極的な考えでなく、県に要望するぐらいの思いでぜひ前向きな、積極的な

検討はできないでしょうか。産後うつを予防し、新生児への虐待、育児放棄の防止のた

めに、１日も早く実施し、検討していただきたいと思っていますがいかがでしょうか。 

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） 

とても重要なことだとは思われますが、先ほど申し上げましたように、健診表の様式

や、結果通知、支払い方法など、市町村ごとにばらばらでありますと、医療機関の負担

となってしまいますので、４月実施に向けてと思っております。それまでも、今までの

体制の中で保健師がお母さんたちに接する中で十分対応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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

医療体制が整うのをまつのでなく、本当に、それを早く統一していただくようにぜひ
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要望していただきたいなと思っておりますが。保健師さん達、担当課の皆さんたちが、

本当に心を配ってお母さんたちに接していただいて、産後うつ、育児放棄などのないよ

うに、ぜひ、していただいて、早期の実施をお願いしたいと思います。 

それでは 後に、新生児聴覚検査について質問いたします。１番目の質問ですが、新

生児の聴覚検査は、早期に、適切な支援が受けられれば、聴覚障害による音声言語発達

への影響は、 小限に抑えられるそうです。本町の新生児聴覚検査の状況をお伺いいた

します。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今の小林議員の質問にお答えいたします。新生児聴覚検査につきましては、概ね

生後３日以内を目安に出産した産科医療機関で実施されており、費用は検査機器の種類

等により医療機関で異なりますが、初回検査は 2,500 円～5,000 円程度掛っております。  

精密検査が必要な場合につきましては、専門の耳鼻咽喉科精密検査機関での検査とな

ります。 

    本町での聴覚検査実施への取り組みにつきましては、母子健康手帳の交付時に、子ども

の聞こえのチェック表を配布し、新生児聴覚検査の重要性について、説明し実施の勧奨

を行っております。 

昨年度の本町の新生児聴覚検査の実施率は、92.4％で、平成 26 年度の全国調査の実

施率 78.9％を大きく上回っております。 

結果につきましては、新生児訪問や 2 か月のすこやか教室で把握し、精密検査などが

必要な子どもには乳児健診などで、受診勧奨や経過観察を行っております。未実施の子

どもは、未熟児での出生であったり、保護者が検査を希望しない場合などであります。

以上でございます。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

今、実施が 92.4%ということでしたけれども聴覚検査は任意検査なので、全員受けて

いるとは限らないわけです。できるだけ 100％受けていますというふうになっていただ

きたい。それには、生まれつき聴覚に障害のある先天性難聴の子どもは、１０００人に

１人から２人の割合でいるとされます。難聴の発見が遅れてしまうと、言語能力やコミ

ュニケーション能力が正常に発達できなくなります。聴覚検査を受けない場合は、２～

３歳くらいになるまで難聴に気づけないケースもあるそうです。 

聴覚異常の早期発見・早期療育につなげるために「新生児聴覚検査」は国の指針によ

り、全ての自治体において取り組みに努めることになっています。すでに地方交付税措

置がされています。「新生児聴覚検査」は保険適用外のため、１回の検査あたり２,５０

０～５,０００円の検査費用が全額自己負担となっています。先ほどの甲斐市では、４月

１日以降に生まれた新生児を対象に１人につき３０００円を上限に、「産婦健康診査」
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と同時に７月から助成となります。 

２番目の質問ですが、経済的負担の軽減と検査の周知啓発のためにも、新生児聴覚検

査の費用助成を行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今の小林議員の質問にお答えします。新生児聴覚検査につきましては、検査の実

施率が高いことから、検査の必要性の周知について、これまでの取り組みの効果が出て

いるものと考えております。  

     しかし、今後、子育て家庭の経済的負担軽減の充実を図るため、費用の助成を行って

いくことは、必要であると考えます。 

このようなことから、新生児聴覚検査についても、「産婦健康診査事業」と合わせて、

明年 4 月から実施して参ります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君）  

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     赤ちゃんがスムーズに言葉を獲得していくために、早い時期から音の刺激を脳に伝え

ることが重要です。赤ちゃんは、生まれた頃は、目がほとんど見えません。お母さんの

話しかける声や、周囲の音を聞いて、さまざまな事を覚えていきます。言葉を発する前

に、その言葉の意味を理解しています。難聴になると、本来、発達すべき部分が発達し

にくかったり、していなかったり、音が聞こえにくいことにより、適切な発達ができな

くなってしまうそうです。聴覚検査を後回しに、産後の忙しさで検査をしないまま、難

聴を放置してしまう可能性もあります。一人でも、経済的な事情やさまざまな事情等で

検査を受けられずに、子どもが聴覚の障がいを抱え、悩み苦しむことがないよう、是非、

安心して子育てできる町づくりを目指して、早期の導入をお願いしたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

     以上で、通告７番、１番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

     以上で一般質問すべてを終わります。 

     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。

相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後２時４０分 
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平成２９年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成２９年６月１９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 報告第 １号 平成２８年度富士川町一般会計継続費繰越費の      

件   

日程第 ３ 報告第 ２号 平成２８年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ４ 報告第 ３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計繰 

越明許費の件 

日程第  ５ 報告第 ４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計繰越 

明許費の件       

日程第  ６ 報告第 ５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出 

について 

日程第  ７ 報告第 ６号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の

提出について 

日程第 ８ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

税条例の一部を改正する条例) 

日程第 ９ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

都市計画税条例等の一部を改正する条例)       

日程第１０ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例)  

日程第１１ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額等に関する条例の一部を改正する条

例) 

日程第１２ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町一般会計補正予算(第９号)) 

日程第１３ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第

５号)) 

日程第１４ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第５号)) 

日程第１５ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第６

号))  
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日程第１６ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する条

例について 

日程第１７ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

日程第１９ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２１ 議案第５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号）  

日程第２２ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算

（第１号）  

日程第２３ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予

算（第 １号） 
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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 田 辺 明 弘  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永井たかね  防 災 課 長 深 澤 千 秋     

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

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

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

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史    

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

○議長（秋山貢君） 

     平成２９年第２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。これから、平成２９年第２回

富士川町議会定例会３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」 

  議長から報告します。 

     本日の議事日程は質疑の日程になっています。質疑の回数は、富士川町議会の申し合

わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいますようお願いします。 

     ここで、議案の審議に先立ちまして、１日目の本会議での補足説明の訂正の申し出が

財務課長よりありましたのでこれを許します。 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

１日目に提案いたしました、議案第５０号平成２９年度富士川町一般会計補正予算

（第１号）の補足説明の訂正をさせていただきます。平成２９年度富士川町一般会計補

正予算（第１号）の補正予算書、歳出の４ページになります。 

６款農林水産業費、１項農業費であります。３目の農業振興費におきまして山梨農業

農村総合支援事業、事業主体ＪＡふじかわに対します、稲作作業受託の補助の説明をい

たしました。このうち、補助率、国３分の１、県３分の１、町３分の１と補足説明をさ

せていただきましたが。この補助率でございますが、国の補助ではございませんでして、

県が２分の１以内、町が４分の１でございます。積算根拠といたしましては、全体の事

業費が５７２万９千円でございます。この内の県補助金が２６５万２千円、町の補助金

が１３２万６千円ということで、今回補正で計上させていただいた額は、県と町の補助

を合計いたしまして３９７万８千円でございます。残りの事業者負担でございますが、

１７５万１千円でございます。以上訂正させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

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

○議長（秋山貢君） 

  日程第２ 報告第１号 平成２８年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第３ 報告第２号 平成２８年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第４ 報告第３号 平成２８年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第５ 報告第４号 平成２８年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

   日程第６ 報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第７ 報告第６号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出について 

以上の６議案は、報告案件でありますので一括して議題とします。 

これから、報告第１号から第６号までの質疑を行います。 
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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） 

     報告第６号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関して質問いたします。２期目にな

るわけですけども、２９年度収支予算が１３ページにあります。まずこの収支予算に関

しましてですね。利用率、日数ベースの利用率をどのように計画しているか伺います。 

○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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。利用率ですか、日数ベース、日ごとのですか。

日ごとの利用率というのは、ちょっと今の段階では、ここでは把握できませんので、後

ほど確認をしてお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

利用率についてはですね、一般社団法人、民間としての機動力を発揮して、２４年度

の実績では、公共施設再配置の資料の中に６６%とありました。その後、どのように推

移しているか。２９年度にはですね、ぜひ、高い状況を期待しているわけですけども。 

それでは収支率について、２９年度ですね。どのような状況でしょうか。これまでの

ですね、２０%を切るような状況に比べて、どんな計画でしょうか。 

○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） 

     一般社団法人ふじかわの予算につきましては、昨年度町がやっていたことをですね、

そのまんま町が引き継ぐことになっておりますので。事業に対しては、昨年度と同様な

予算の計上がされております。また一番大きな点としましては人件費、昨年度に比べて

約で８３０万ほど減少しておりますので。収支率ということに対して、このお答えが合

っているかどうかということは別にいたしまして、収支の状況はそんな状況でございま

す。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

常々、民間一般社団法人としてすね、もちろん町が経営全体をみていくわけですけど

も。収支の状況に関しましてはですね、この１３ページの上の３行が収入に関わること

で。それを文化ホール事業費で割れという事が、収支率なのかなと思うんですけど。 

３つ目の質問ですね。じゃあ、初年度の予算はこういう状況ですけども、３カ年計画

等の中期計画については、どのように計画されておりますか。 

○議長（秋山貢君） 
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生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。この法人は、５年間の指定管理を受けており

ますが。以前ですね指定管理を受ける時にも、申しました通り、１年ごとに町と、どん

な事業をやるので、委託料がどれだけかかるかという事を毎年話し合うことになってい

ますので。この法人の現在は、２９年度単年度の事業はわかりますが、それ以降はです

ね、毎年、また町が当初予算を盛る時に合わせて、法人と協議をして、決定をしていこ

うとしております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

今のお答えのとおり、当然、毎年見直していくわけですけども。中期計画というのは、

当然あり得るべきでして。これはまた、是非、いつになるのかですね、３年あるいは５

カ年任されているわけですから。計画を立てられるようにお願いいたします。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

今の川口議員が質問した、社団法人ふじかわですね、文化ホールに関係してですけれ

ども。平成２９年度収支予算の報告がありましたが、その収入の中に補助金８６７万３

千円、人件費相当分とあります。これは３月の議会で、町の方の予算として確かに計上

されておりまして。これは議員がチェックあるいは質問を見落としたというか、チェッ

クが甘かったのかもしれませんけれども。人件費相当分の補助金を指定管理料以外に、

例えばかじかの湯とかですね、まほらの湯、指定管理先に補助金を出すというケースは

今までもありましたでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

指定管理料以外の補助金が、これまでにもあるかというご質問でありますが。株式会

社富士川、道の駅を運営しているとこでありますけども、当然、委託料、補助金を出し

ております。今回もですね、指定管理料と補助金を分けたところは、指定管理料には消

費税が発生いたします。で、この人件費相当分を指定管理料に入れると、人件費にも、

本来つかない、人件費は消費税対象外ですから。それにも消費税がかかってしまうと。

文言が指定管理料になりますと、委託料になりますと消費税がかかってきますんで。消

費税がかからないように、補助金ということで計上させていただいています。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 
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３千万円の消費税、２４万円ですか。８００万円。人件費相当分とわざわざ注意書き

がありますんで。指定管理、まったくの別会社ですよね。民間会社に、そういう人件費

見合いの補助金を出した経緯があるかという質問なんです。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

民間会社にですね、指定管理料以外に、補助金ではありませんけれども、町が人件費

相当分を支給した例はあります。これから、もしそういった必要な事例が起きれば、こ

ういった同様のケースは出てくるものと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

それでは、この件に関してですね。継続的に補助していくのか、これは初年の事なの

か。その点お答えください。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

一般社団法人ふじかわはですね、利用料も取っております。事業収入というのもあり

ますけども、到底、この事業収入ではまかないきれない事業をやっております。先ほど

も川口議員さんからも、中・長期的な計画をと言いましたけども。これあくまでも単年

度でやっていきたいと思っています。と言いますのは、住民ニーズをいかに把握しなが

ら、それに応えるような演目を出していかなきゃならんということもありますんで。運

営委員さんを中心にですね、毎年毎年、皆さんの利用を聞きながら、そして役場の予算

もみながらやっていきたいというのがあります。 

人件費の補助につきましてはですね。例があるかという、先程の質問がありましたが。

峡南医療センター企業団、うちからは人件費の補助は出しておりませんけども、市川三

郷からは、人件費の補助を出しておりました。ただそれは、うちはうちの職員の分は、

うちから払っていますから、向こうにやらなくていいわけですね。市川三郷の職員は、

いったん向こうにお金を渡して、向こうから払ってもらうという状況でありますから。

その財源は、うちと平等にフィフティ・フィフティになってますんで。そういうことは、

これからもありうる事だと思います。ただ身分の関係もありますんで、すべてがですね、

そういったものでいけるかどうか。ただ、先ほど言いましたように、本来人件費には消

費税がつかないんですね。ただ税務上の関係でそれが委託料で、大枠で行ってしまうと、

すべて消費税の対象となる。せっかくの、まあ役場のお金ですから、なるべくそういっ

た無駄なところにはかけないように。これからも創意工夫しなが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） 

４番 青栁光仁君 
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○４番議員（青栁光仁君） 

ちょっと、ますます今の町長の答で、不安になりましたけども。私どもの町、富士川

町から出向させた場合は富士川町が支給するわけですから。市川はともかく、方式はと

もかく。一般会社の社員の給料見合い分として補助金を出す。問題があるのかなと。消

費税の問題ももちろんありますけれども、そんなことを感じましたので質問をさせてい

ただきました。 

来年度も、単年度で見ていくことですけども、来年もこういうことが計上があるよう

でしたら、また改めて一般質問させていただきたいと思います。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。 

「質疑なし」と認めます。 

     以上をもって、報告第１号から第６号に対する質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

   日程第８ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町税条例の一部を

改正する条例) 

日程第９ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町都市計画税条例

等の一部を改正する条例) 

日程第１０ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例)  

日程第１１ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

の一部を改正する条例) 

日程第１２ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

一般会計補正予算(第９号)) 

日程第１３ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

国民健康保険特別会計補正予算(第５号)) 

日程第１４ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

介護保険特別会計補正予算(第５号)) 

日程第１５ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町

下水道事業特別会計補正予算(第６号))  

以上の八議案は、専決処分の承認案件でありますので一括して議題とします。 

これから、承認第２号から第９号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（秋山貢君） 

「質疑なし」と認めます。 

     以上をもって、承認第２号から第９号に対する質疑を終わります。 

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

日程第１６ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する条例につい

て 

日程第１７ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第２０ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 

を議題とします。 

これから、議案第４５号から議案第４９号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは議案第４９号、富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について、質問したいと思います。 

この条例案はですね、基本的には農業委員、及び昨年新たに設けました、農地利用

適化推進員さんについてのですね報酬を改めようと。内容的には、基本報酬のある農業

委員さんについては、それプラス能率給をと。基本報酬のこれまで無かった、いわば一

回いくらという事で報酬が決められていた 適化推進員さんについては、能率給のほか

に基本給を設定するということですが。それについては、予算のほうにも５５万円載せ

られております。県からの補助金も２４万円でしたか、入っていたと思うんですけども。 

まず、１点お聞きしたいのは、何でここであらためて報酬の見直し、しかも、金額的

にはかなりかかるものだと思うんですけれども。その理由についてお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

○産業振興課長（秋山忠君） 

今回導入する理由ということですけども。農業生産力の増進及び農業経営の合理化を

図るため、農地利用の 適化ということで。担い手への農地の集積、集約化、遊休農地

の発生防止、解消を推進する必要があるということで。農業委員会等に関する法律が改

正されました。そして農地利用 適化を推進する事務が、農業委員会の必須事務に位置

づけられたところであります。そこで、農業委員会による農地利用の 適化を積極的に、

活動を推進するためということで、今回、基本給と能率給を制定したいというところで

あります。 
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○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

農業委員会については、昨年でしたか、これまでの公選制から推薦制へと。いうよう

なことで改訂しました。丁度昨年はうちの町が農業委員さんの改定期という事でやって

きておりまして。各市町村によっては、その時期に合わせということで、まだ実施して

いないところも多いようですけれども。 

そこで１点です。もう一点お伺いしたいのは、この報酬の基準をどのようにして定め

たのか。それともう１点、県からも今回の補助金が出ていますけれども。この補助金と

いうのは、今後もずっと、この制度がある間は保障されるものなのかどうか、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

○産業振興課長（秋山忠君） 

まず報酬等の基準でございますけども。報酬の基準につきましては、基本給につきま

しては、昨年度の活動実績を参考、また近隣の市町村、近隣また既に先進、進んでいる

ところを基準に、設定をさせていただいたところであります。そして交付金の今後の保

障ということでございますが。これは活動実績等でございまして、こちらがある場合は、

交付金が、交付金として手当されるものでございますので、その対象になれば、交付金

は交付されるということになります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

交付金として、おそらく制度がある限りということであるんだなと理解します。 

もう１点ですね、お伺いしたい。農業委員さんというのは、特別職の報酬というのは

いろんなものがあります。それは選挙管理委員会や行政審査会関係や、あるいは消防団、

あるいは社会教育スポーツ関係。いろんな特別職でいろんな報酬が出されています。農

業委員さんとか選挙管理委員さんとかというのは、これは議会の同意を得ると。公平公

正性ということで、またちょっと違うのかなとも思いますけども。ただ単純に、特別職

の報酬ということで考えると、例えば消防団なんかの場合では、部長が年額３万１千円

で、スポーツ推進員さんが年額３万２千円と。そういったいろんなものと一緒に考えて

いくと、その全体のバランスを考えたときに、ここだけが特化して、これは国の政策や

その時代の背景もあるんでしょうけども。特化してそこだけが非常に厚遇されることに

ついて、いささか私なりに疑問もあるんですいが。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） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
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委員さんの職によって報酬が違います。というのは、出席する数なんかも一応考慮は

してありますけれども。今言った高いと思われる人は行政委員さんなんです。それ以外

は、まっ特別職の報酬条例を使っておりますけども、その他委員になっていると思いま

すんで。法律で定められて、どうしても置かなければならない、行政委員という括りの

中の人は若干高くなっております。その中でも、出る回数によって報酬の額が定められ

ているところであります。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） 

今後の農業の推進ということで、より有効な活動をしてもらうということを願いなが

らですね。他のいろんな委員さんもおりますんで、その点のことも、そちらのほうも配

慮しながら、やっていただきたいというふうに思います。以上をもって、私の質疑を終

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） 

私も議案第 49 号について。齊藤欽也議員さんが質問してくれたんですけれども、そ

この部分で、ちょっとまだ聞き足りないなと思うところを質問したいと思います。 

先程、有効な活動をしてもらうという事で、いろんな農地に対して、そこに従事して

もらうので、これだけのものを基本給と、あと、した分の日額みたいな形で定めたと、

いうことはよくわかりましたけれども。では、有効な活動をするために、町としては、

この方たちにどうゆうふうな指導というか計画というか、そういうものがあるんでしょ

うか。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

○産業振興課長（秋山忠君） 

農業委員の委員さんまた 適化推進員さんの活動につきましては、農業委員会、毎月

総会という形で行なっております。そのときに、 適化推進員さんも任意ではあります

が、出席していただいております。そのときに活動内容の報告、また、もしくは活動日

誌等をつけていただいております。そこで、皆さんにぜひ活動の方をお願いしていると

ころでありますし、また 適化推進員さんにつきましては、別の召集をいたしまして、

活動についての依頼等もしております。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） 

農業委員さんというのは、今までの活動があったので大体イメージがついて、農振の

いろんな手続きとか、ということでイメージあるんですが。どうしても農地利用 適化
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推進員さんのお仕事に対しても、まだ、なかなか理解ができないんですけれども。例え

ばですね。例えば、この予算をもって、今年はどんなような事を中心にやろうとか、あ

るいは話が出ましたとか、そういった事はありますか。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

○産業振興課長（秋山忠君） 

適化推進員さんの活動につきましては、昨年７月から、農業委員会から委嘱したと

ころであります。スタートしたところということで、現在のところは、利用状況調査、

また農地所有者への働きかけ。また地域への、現場に出ていただきまして、現地を確認

してまた人と会いまして、農地の集積、また耕作者へ貸出の方が出来るかというような

事を積極的にやっていただくと、いうことで進めております。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） 

３つ目になりますけども。一番私たちが懸念しているのは、遊休農地が荒廃化する、

担い手が少ない分、これからどうなってくるんだろうという事を、すごく懸念している

わけですね。ここに、農地利用 適化推進員さんがくいこんでいただいて、なるべくそ

の農地が、荒廃しないような形でやっていただける、というような気持ちでいるんです

けれども。そういう活動を推進していただくということで。私たちは、理解してよろし

いでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

○産業振興課長（秋山忠君） 

はい、そのとおりでございまして、農地の耕作放棄地また遊休農地の解消等を積極的

にやっていただくと、まだ農地の集積等も、お願いしているところでございます。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） 

質問は終わりますけども、ぜひその効果をですね、また改めてしっかりと示せるよう

にしていただきたいと思います。終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

「質疑なし」と認めます。 

     以上をもって、議案第４５号から議案第４９号に対する質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２１ 議案第５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 
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日程第２２ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の３議案は、補正予算案件でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第５０号から議案第５２号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 深澤公雄君。 

○２番議員（深澤公雄君） 

     議案第５０号、平成２９年度富士川町一般会計補正予算について、質問ささせていた

だきます。４款の衛生費、第１項の保健衛生総務費の峡南医療センター企業団貸付金２

億円ですけども。これは３月の定例会のときに、２億円の減額の分ということです。こ

のときの減額の理由が、経営改善の計画プランが示されていない。ということでした。 

そして確か４月でしたか、峡南医療センター改革プランというものの説明を、企業団

からお聞きしました。そのときのプランには、「市川三郷病院は、数年以内に建て替え

を予定し」とはありましたが、そのときは具体的な説明はありませんでした。私はこの

経営状況で、改革を 優先し、経営改善に取り組むべきと考えています。そして、今の

ところ峡南医療センターの状況では、市川三郷病院の建て替えなど、到底現実味がない

という認識を持っておりました。 

ところが、６月６日の山日新聞に、市川三郷病院建て替えとでかでかと出ておりまし

た。あの記事では、建て替えはもう決定したかのように、読み手にはとれます。非常に

驚いています。この件に関しての町長の認識を、どのようなものかお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

峡南医療センターの経営状況についてのご質問にお答えをいたします。峡南医療セン

ター、今、議員さんおっしゃったとおり、町とすれば当初予算に６億５千万の短期貸付

をお願いしたんですが。改革プランが出ていないということから、２億円減額した４億

５千万でご議決をいただいております。今のところ、うちのお金と、４億５千万と市川

の６億５千万が一応バックアップになりながら、運営をしておりますけども。今後、そ

れだけでは到底足りないということで、今また、追加補正をお願いしてるとこでありま

す。峡南医療センターにおきましても、新年度になりまして、新年度と言いますか昨年

度の末からですね、改善プランのまとめに入りまして、皆さんにもご説明したと思いま

す。 

そういう中で、先般市川三郷病院が、建て替えというお話がありました。この市川三

郷病院の建て替えというのは、建物も相当古いですし、中の医療機器も非常に古いとい

うことで。統合前から、建て替えという話が出ております。一番 初の経営改善計画の

中では、３１年頃には黒字に転じるということから、３１年頃に立て替えを検討しまし

ょうという事で進んできました。ただ 初の計画経営計画というのは、前にもここで答
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弁させていただきましたが、もう破綻をしているものだと思っております。そういう中

で、新たな経営改革プランを策定し、その中でも、まあ、建て替えというのは意識をし

ながらですね、やっておりますが。市川では、建て替えということで、このあいだ新聞

発表がありましたが、いつまでにというあれは入ってないはずです。当然私どもも同じ

医療センターでありますから、どちらの病院へも患者さんがたくさん行っていただいて、

経営改善が出来ることは一番望ましいわけでありますんで。いずれは建て替えをしてい

かなきゃならんかなとは思っております。 

しかし、今の経営状態で建て替えが出来るわけがありませんので。これは、ただ単に

将来的に建て替えという答弁を、議会の中で市川の町長さんがされたんじゃないかなと。

こんなふうに理解しています。今の状況で、仮に、建て替えをですね計画をしても、資

金がないんですね。当然自己資金もありませんし、病院事業債というのも、資金不足比

率からですね許可がされないわけでありますから。病院が幾ら頑張っても、原資が無け

れば建て替えられないと思いますんで。そういった意味も含めてですね、２９年度は単

年度収支を黒字化を目指してほしいと、いう事を言っている。当然、これから経営が改

善の見込みがですね、客観的にわかるような状況になれば、それは患者さんの為であり

ますから、古いところは改修をしていかなきゃならん。こんなことは理解をしておりま

す。今回の新聞記事で、私も、あれを見ましたけれど、まっ、いつと明言されていませ

んので、近い将来といいますか、経営が良くなれば、建て替えは、当然やっていかなき

ゃならんものだと思ってますが、今すぐ建て替えられる状況ではないと考えております。

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） 

今の町長の答弁で少し安心いたしました。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。  

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

私も峡南医療センター企業団の補正２億円に関連してですね、今、深澤議員が質問し

たところと、ちょっと視点を変えて質問したいと思います。 

市川の町長とすれば、市川病院建て替えというのは、統合のときくらいから、恐らく

公約であったろうし。その思いは、お持ちなんだと思いますけれども。これを新聞発表

されると、私どもの財政も考えておかなきゃならんじゃないかと、いう感じがしました。

というのは、新聞報道の方は、資金手当は、国や県の補助金を使うと、いうふうに書か

れておりました。これはやっぱり思い、市川の町長の思いなのかもしれませんけども。

私どもの改善計画を説明してもらった中には３１年度に、１１億円の企業債を起債する

という改善計画になっております。１億円については毎年度、これは計画ですから長期

計画ですから、毎年１億円が計上してあって。３１年度に１１億ということで、ポンと
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跳ね上がっておりましたんで。私が企業団の方へ全員協議会の中で質問した時に、一応、

３１年度に起債をして病院建て替えの方向に進む計画だ、というご説明がありました。 

そこでですね、今の町長の答弁を聞いておりますと、資金比率の問題から知事の推薦

が得られないと。企業債は起債できないという順序になると思いますんで。私も、多分

ここ３０年、３１年では起債できる状況にならないんじゃないかと思っておりますけれ

ども。その場合にですね、ただ３０床に、病院の入院病床数を減らして、改善計画を実

施しないと病院もよくならない。３０床に減らす場合には建て替えをしろと、両町の申

し合わせ事項といいますか、明文化されているようでありますから。その辺については

いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

ただいまの質問にお答えをいたします。病院の再編て言いますか、全体の、日本全体

の病床数の見直しを今やっております。当然、東京、神奈川、埼玉あたりは増えてです

ね。山梨とか、それ以外のところは減っていくというところです。そういう中で、病院

構造改革という事で、今議論はして、近々まとまると思いますけども。おおむね数字は

出てますから。それで皆さん、進み始めておりますけども。そういった中で、峡南地域

も、当然山梨県もですが、峡南地域も病床数は減らされます。減らされた中で、富士川

病院は今とほぼ同じぐらいの規模。市川三郷は縮小していかなきゃならん。ただ、建て

替えをするとかしなくても、病床数は、病室を使わなければ充分できますんで。それら

は峡南医療センターの中で考えていくことだと思います。全体の数がですね、当然減っ

てこなければ、いろんな他の医療機器のですね、補助も受けられないと思いますんで。

市川三郷病院については、いずれ 30 床になっていくんではないかなと思っています。 

先ほどの質問とも関連いたしますけれども、いずれにしても病院事業債を活用しなが

ら建てていかなきゃならんと思いますが。当然、その病院事業債を返済する時に両町の

負担も出てきます。当然、病院だけでですねこの事業が進められるわけではありません

ので、富士川町も GO サインを出さなければできないと思います。当然富士川町よりも、

病院の議会が GO サインを出さなければできないと思いますんで。先ほど、深澤議員に

お答えした通り、建て替えの必要性は十分私も認識しておりますが、今の経営状況で建

てられる状況ではないと認識しております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

     私も町長の見解とまったく同じですけれども。こういう報道をされると、次に、先ほ

ども言いましたように、富士川町の財政に影響が出てくるんじゃないかと申し上げまし

たが。どういう事かというと。３１年度に企業債１５億円が、資金比率の問題で借りら

れない。いわゆる企業債を発行できないとなった時に、市川のほうでは約束事じゃない

かと。建て替えをしようと。じゃあ、建設資金、取り壊しも含めて２０億ぐらいかかる
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と。いう、例えば見積もりが出てきた場合ですね。じゃあ市川は１０億出すから、富士

川町も１０億出してくれんかと。企業債借りられんと。国の補助金、県の補助金が出る

のか出ないのかも分かりませんけども。そうなった場合は、今度は町の財政に影響が出

てきます。その恐れはないでしょうかね。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

市川の町長さん、新聞記事で拝見をいたしました。多分政治力があるから、ああいう

事をしてくるんじゃないかなと思いますけども。私はまあ政治家にはなり切れませんの

で。行政の延長でこれからも行きたいと思います。今言ったような問題が出た時にもで

すね、無い袖は振れないという言葉もあります。富士川町も通常の業務がまず大事であ

りますんで。それにプラス地域の医療を守るということであります。地域の医療を守る

も、その一環の一部かもしれませんけども。医療だけをやってる町ではありませんので。

議員の皆さんが望む、いろんなサービスも継続をしながら、そういう中で、医療も出来

る限り守って行きたいということであります。 

ですから、今度の改革プランをですね早期に実行していただきながら、先程来言って

ますけども、平成２９年は単年度収支の黒字化を目指してほしい。そして、短期の借入

金もこれ以上上がると、信頼感も失われてくるんじゃないかと思いますんで。これから

は、まず単年度収支の黒字化、そして中・長期的な黒字化を病院も目指していっていた

だきたいと思っています。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

     是非、町の財政に影響の無いように。開設者として、両町長がよく話をしてもらう。

それから病院議会の方でも、是非その辺をですね、借りられないんだという事を、市川

の議員に理解していただけるようにお願いをして、私の質問を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。  

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

同じく歳出４款衛生費の企業団への貸付金の部分ですけれども。先ほどから出てます

けども、やはりあの先の３月議会ですね、当初予算は、やはり改善計画が出てからとい

う事で２億円が減額されて。また、早速今議会で２億円の補正が出てきました。この間、

新峡南医療センター改革プランの説明を全協で受けたんですけども。ちょっとまだしっ

くりいかない部分は感じました。で今みんな質問している市川病院の建て替えの話が先

走ってですね、町民の方から、一体どうなっているんだ、という話を聞かれるんですけ

ども。やはり病院経営が改善されなければ建て替えられないというふうに、僕も考えて

おります。やはりですねその部分を町民に説明する義務もありますので。 
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ここで質問なんですけれども。この当局がですね、新峡南医療センター改革プラン部

分で、どの部分が改革の目玉なのか。これがあるから病院の経営が改善されるだろうと。

太鼓判を押した部分を教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

病院の改革プランについてでございますが。主に医業分化と医師の確保という点につ

きまして、富士川町、市川三郷町、両町連携を持って達成出来るよう、さらに強く経営

に対して共に努力をして参りたいと考えているところです。また、両町と町の連携をさ

らに強くしまして、地域のニーズを常に提示しまして、地域の方々の健康づくりから治

療、在宅ケアに貢献できる病院としてその役割分担を明確にしていただき。その体制の

構築を積極的に進めいっていただけるように、今よりも更に、共に考え努力していく覚

悟でおります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

医業分化、医師の確保、これはやはり絶対やるべきことだと思います。けれども、多

分市川さんの方もあるんで、なかなか進まないと思いますけども。町長、やはり開設者

会議というのがありますんで、そこで町長も強くその辺は訴えてもらいたいんですけれ

ども。町長の考えをお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

病院の改善に向けてですが。これは病院開設されて以来ですね、医業の分化と基幹診

療型病院、総合型診療病院、これをはっきりするようにという事でありますが。長年の

鰍沢病院、市川三郷町立病院というものがありまして、 初はうまくいきませんでした

が、今は人事も相互乗り入れをしておりますし。そう中で人員の見直しも進めてもらっ

ております。そしてまた、医薬品の共同調達とか、事務事業の見直しとか。当然、医師

の確保もある訳ですが、病院としてすぐ出来るのは、医業分化とそういった人員の見直

し、あるいは事務の省力化とか、そういったところであります。医師の確保も、当然努

力はしておる訳でありますけども。企業団の議会の議長さんにも医大へも行っていただ

きながら、私どもも一緒に行きながら、これは強くお願いをしてるとこですが。全体の

医師がまだまだ山梨県は少ないと。今、ほぼ概ね満足に医師が確保されてるのは県立中

央病院だけだと思います。医大本体にしても、約７割位の医師しか居ない。そういう中

でまたまわしてもらわなきゃならん、てことでありますから。地域枠がいくら出てもで

すね、すぐに使い物になる訳でありませんので、今しばらく時間がかかるんじゃないか

なと思いますが。じん臓内科が欲しいとか、麻酔科が欲しいとか、これから高齢化社会

になれば脳神経の方もとか、病院の方では医大の方には要求をしております。医大自体
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に医師がまだ十分いないことから、もうしばらくこれは時間がかかるんじゃないかなと

思っておりますが。 

いろんな事をですね、休まずに続けていこうということが大切だと思っております。

是非ですね、病院の方も先ほど来言ってますように、２９年度単年度黒字化すると。こ

れは医師は増えないと思いますけれど、他の分野でいろいろ改善改革が出来るはずであ

りますんで。そういう中で、まず、とりあえず単年度が出来なければ、中・長期的にも

出来ませんので、２９年度そんなことで強く、医療センターの方には伝えてあるとこで

あります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

はい、今年度単年度黒字を目指すということですけれども。今後、何年か改善されな

い場合、町はどう考えてますか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

改善されないという事よりも、改善してもらわなきゃ困るわけです。地域医療が無く

なります。それで皆さんがいいということであれば、それはそれなんですけども。まあ

病院自体、私どもの地域に、これからもまだ暮らしていかなきゃなりませんので。この

地域から医療が無くなる。病院が無くなるということは、一般の診療所も無くなってい

きますんで。診療所は入院出来ません。手術も出来ませんから、そのバックアップとし

て近くに病院が無ければ、今度、青柳にまた新たな医院も出るようでありますけども。

そういう人たちも、みんなまた違う所に行ってしまうという事になりますから。本当に

医療不毛の地に、町になってしまうんじゃないかなと思いますんで。医療センターには

ですね、本当、頑張っていただくほかないんですけれども。しっかり経営が出来るよう

な体制を作っていただきたい。この思いでいっぱいであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

     今３つなんですけども。とにかく、改善できるように、町として声を大にして動いて

もらいたいと思います。 

別の質問の方に移りますけれども。１０款教育費の、工事請負費の増穂中学校建具改

修工事４８、１６８千円、非常に大きい金額です。もう少し詳しく、内訳の方を教えて

ください。 

○議長（秋山貢君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

ただ今の増中の建具改修工事についてのお話をさせていただきます。増中の建具改修
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工事につきましては。１期、２期工事と分けて予定をしておりまして、１期につきまし

ては既に契約済みで、この夏予定をしております。２期工事につきましては、残る半分

の部分を２期工事として考えております。これにつきましても、学校の工事でございま

すので、子供たちの授業に影響がない事を願っております。ということで、実施の場合

には、夏休みを予定しているところであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

     １期目は出ているのは知っていますけども。２期分も窓枠改修でいいって事ですか。

ベランダの手すりの改修というのはどうなっているんでしたっけ。 

○議長（秋山貢君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

手すりの部分については入っておりません。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

ではこの４，８００万円というのは、窓枠すべての金額ということで、理解してよろ

しいですか。 

○議長（秋山貢君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

工事と設計監理、監理の部分もございますけども。トータルでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

はいわかりました。以上です。 

○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） 

それでは、先ほどからちょっと集中的に質疑されてます、病院の２億円の問題につい

て、再度改めて質問させてください。議員さんからも、非常に驚いたと。要するに市川

三郷町の報道記事ですね。なんでかっていうと、私たち議員は、企業団の方からの説明

では、今回の改革プランというものは、国からの指示で作らなくてはいけないものだと。

という事をしきりにも説明されました。もう一つは、先ほど町長もおっしゃってるよう

に 現状では難しいと。これは実際問題として、経営がまだまだ黒字化には至らないと

いうことで難しいと、いう話で、先程。改革、改善計画の内容なんかについて質問もあ
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りましたけど。そういったような話し合いをもったと、いう事であります。ところが、

ああいう形でですね、数年以内に建て替えると。実は改革プランそのものに沿った発言

なんですよね。市川三郷町の町長の発言てのは。改革プランそのものに添ってる。だけ

ども、私たち富士川町議会では、全くニュアンス的には違うものとして受け止めていた

ものですから、非常に皆さんが驚いた。これはまあ、この間企業団議員の皆さんも頑張

っていろいろ改善に向けた議論をですね、やられておりますし、町長もされているだろ

うと思います。だけども、両町の間の認識、思いというのはかなり違うことが、こうい

う記事になったんだろうと私は理解します。 

１点ですね、お伺いしたいのは。企業団では、私たち富士川町議会に対しては、あく

までも。建て替えの問題はまだまだ先の話であって、とても無理だと。今回のプラン自

体は、そういった国への提出をしなくてはならない。これは、この説明がかなり長かっ

た訳ですけども、この全員協議会説明資料というやつがそうなんですが。前半部分は、

このプランはどういう目的でつくられたものかという説明を、かなり企業団の方がされ

ました。認識の違いがあるわけですけども、かといってこうやって記事になるとですね。

改めて、どういう事なんだというのは実感であります。ですから一言お聞きしたいのは、

こういう記事が出て確かにいろんな事があるでしょうけども、市川三郷町の町長なり、

議会に対して一言物申す必要があったんではないかと思うんですけども。その点につい

てはどうされたのか、どうお考え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） 

今度病院で作りました改革プラン、経営改善計画。これはまあ、病院の構造改革を伴

う部分も当然ありますけれども。これだけ赤字が増えてきている峡南医療センター独自

のですね、改善、改革プランではないかなと思ってます。そういう中で、先程来お話あ

りますように、中長期的には建て替えというのも入ってはいます。ただ、そこもですね、

その時までに出来るかどうかは経営が改善されなければ出来ないと思ってます。それは

医療センター自体が経営判断をしていかなければならんとこだと思いますんで。充分出

来れば、私どもも何も言わなくても、病院でやっていただければいいと思いますけども。 

そういう中で、市川でこの間の新聞記事がありましたが。あれはまあ、病院構造改革

の中の一環としての部分と、先ほど来言ってますように、病院の中でもですね市川の病

院がもう老朽化していると。あれではお客さんも来ないと、いうふうなことから、１日

も早く私どもも、建て替えられるような経営状況に持っていって欲しいと思っておりま

す。いつまでにという事を言ってませんから、これは当然医療センターの中でも話し合

いはしてることでありますんで。統合する時からの話でありますし、今もそういう話は

やっておりますから。いずれ建てかえは必要ということは、認識をしてるとこでありま

すんで。細かいところまで踏み込めば、まだちょっと待ってくださいという話をしなき

ゃならんと思いますが。あの程度の将来計画であればいいと思っておりますし、また市

川はこの秋に大きな山場が一つありますから、そこで大きな政治力を使ったんじゃない
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かなと。こんなふうに理解してるとこであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

もう一点、これは町長に聞いてお答えが得られるのか、あるいは企業団への要望とい

う形になるか。ありますけど。一番気になっているのが、両町の議会に対する企業団の

説明というものが、どうも違うのかなと。２面的な説明でもされてるんじゃないかとい

う事を、今回の記事を読んでですね、一番感じています。そういった事があったとした

ら、仮にあればですよ、これはとんでもない話なんですけども。その点について、町長

どうお考えなのか。私としては、企業団にはですね、両町議会への説明というのは、ま

ったく同じレベルで同じようにしてもらわないと困ると思っていますけども、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

企業団が、当然病院の議会を第一義に考えながら説明をしております。そこの議会に

提出した資料を用いて、富士川町にも市川三郷町にも、富士川町用、市川三郷町用とい

うのは、私、見たことがありません。そんな事をされたんではとてもじゃない。企業団

の議会の方から今度はクレームがくると思いますが。企業団の議会の方にも、両町均等

に議員さんが出ております。その中でまず議論をしていただいたものが、外に出てきて

ると思いますんで。そういった懸念は全然ないと思っております。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） 

今回、実はこうやって私たちが驚いてしまった一つは、私も実はミスがあったと。議

員としてですね。自覚しています。それは何かと言うと、やはり出された資料、そのも

のが一番大事なんだなと。説明におけるニュアンスというものは、ある意味信用しては

ならんなという事を教訓として、思いました。これで私の質疑を閉じたいと思います。

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。 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

同じく、医療センターに対する２億円の追加融資のことについて伺います。この追加

融資が妥当か、あるいは否かということで。経営改革プランが確実に実行されること、

これを議会は厳しくチェックしていかなければならないと思います。医療センターにつ

いて町民は、その運営について、将来の経営について非常に懸念しております。今回。

２億円の追加融資の必要性に関する。追加の説明資料は無かったわけですが。経営の実
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情について３点、ちょっと深入りしてですね、伺いたいと思います。 

まず１点目ですけど、先ほど町長も２９年度黒字化を目指すんだという事ですが。４

月、５月、２カ月を経まして、さて、外来、入院患者の実績はどのようだったでしょう

か。２カ月ですから、目標に対して１６%は達成されているかどうか。どのように速報

を入手されておりますか。伺います。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の峡南医療センターのデータについての、報告の事についてお答えいたします。

現在までの状況では、幹事会などでの年度報告のみが、主たるデータの報告になります

ので、速報値、リアルタイムの報告は受けておりません。以上です 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

これは目標管理、月次ですね。についての、患者数、利用者数だけでいいんです。な

ので、それこそ月次とあるいは２カ月過ぎたならば、第何週目、もう３週目に入ってま

す。には議員団を通じて、適時に公開されるように要求をお願いいたします。２点目お

願いします。町長に、先ほどからも出ておりますけども、改革プランの実行力について

伺いたいと思います。今回の改革プランは３回目という事で、３度目の正直が問われて

る訳です。開設者である町長は、このプランが実行されることを前提として、あるいは

担保として、町からの融資、追加を議会や町民に提案している訳です。開設者の責務と

して、チェックが行き届かなかったり、計画がまたも未達となるという事になると、責

任も生じることになります。医業にかかわる関係者が主体的に経営意識を持って、目標

管理を着実に行うことが基本であり。この実行力があるか否かをですね、開設者として

ですね、厳しくタイムリーにチェックしていただきたいと思います。この計画の信頼性

が、実行できるかどうか。アクションプランでは、民間的手法とか経営分析の強化が優

先的な課題として挙げられてます。町長はどのようにチェックや監督を、具体的な方法

で行なっていきますか。伺います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先ほども経営分析のような話が出ましたが。富士川町役場も、市町村の場合は、当然、

市町村経営をやっている訳でありますけども、４月にいくら払って、５月にいくら払っ

てってそういうのはしていません。これは年間を通して、しっかり議会で予算をつけて

いただいて、予算の範囲内で施行しておりますから、その辺はいい訳でありますけれど

も。いざ民間企業になりますと。予算は一応予算立てをします。しますが、良い事であ

ればすぐとっかかる事もあると思います。ですから、峡南医療センター、今回の改革プ

ランは中・長期ですから、今すぐあれがすべて出来る訳じゃありませんけれども。出来
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るだけ早く、経営改善に向けですね。改革プランの中から、出来るものから手を付けな

がら。そして２９年度に単年度黒字に持って行って欲しいと。そういう要請はしており

ます。そういう中で、しっかり経営分析をすべきだということでですね。まあ毎月の予

算立てをして、そしてそれに対して、実績がどうか。そして何が原因なのか。そこをや

はりつぶさにしなければならない。こういう事は、前々から医療センターには言ってあ

りますけども。人員的な問題とか、歳入が非常に遅れてくるんですね。二月に来ればい

い方で、３月、４月、半年かかる部分もありますから、実際の数字と、とるべきお金の

部分とは若干ずれが生じます。普通のただ単に現金決済をしてるとこでありませんので。

すべて医療点数でやっておりますから、それが入ってくるところが、国民健康保険連合

会であったり、社会保険支払基金であったり、全然違いますんで。また、同じレセプト

でもひっかかるとすぐに３月、４月遅れてしまいますんで。医業収入として、入るべき

お金が入ってない部分も相当出てくると思いますんで。そういった難しさはありますけ

れども、とるべきお金はとれるものとして、今どういう状況にあるなのか。ここはしっ

かりしていかなきゃいかんと思ってます。 

当然、改革プランそしてまた経営改善プランも作りましたんで、それらを元に毎年毎

年の予算立てはすることになりますけども。その単年度の予算を毎月の目標値、当然月

によって波はありますけども。今２６年から新たな体制で、実績はありますんで、２６、

２７、２８の今までの記録をベースにですね、月の波をつくりながら。この月は若干落

ちるだろう、この月は患者が増える月だ、当然季節の変わり目は増えてくると思います

んで。そういう時に、もし、その数値が落ち込んだ時に、原因は何なんだと、サービス

体制が悪いからお客が来なかったのか、先生が風邪をひいてずっと来ないから。ま、そ

ういうものはそれで仕方ないと思いますけども。そういった、何でかというですね、そ

この分析を、これからしっかりさせていくつもりでいます。私も強く言いますが、今度

また一人、そういった同じような意見を言っていただく方も、病院に入っておりますん

で。多分やっていただけると思いますが。いずれにしてもですね、分析をするだけが能

じゃなくて、いずれ経営が成り立つことを考えていかなきゃだめですんで。その経緯を

成り立たせるために原因を突き止めるのが分析だと思っておりますんで。しっかりさせ

たいなと思ってます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

町長には、大局的な観点からですね、病院経営について監督ご指導いただくわけです

けど。３点目の質問ですね。福祉保健課長に伺いたいと思います。あの開設者の代表な

り、あるいは町民の代表としてですね、前線で、毎月ですか幹事会とか、定例的に行わ

れておって。今先ほども言われました、経営分析強化という目標等々ですね、アクショ

ンプランがたくさんあります。それらについて幹事会等でどのように、お医者様、看護

師さん、スタッフ、事務局が、実施・実行しているかどうかと。そういう事をですね、

肌身で受け取られていると思いますが。その点ですね、やはり町民全体の経営改善経過
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が実行されているかという現場の状況、前線の状況を、いかが受けとられているか伺い

ます。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの、実行がどのようにされているか、把握されているかというご質問にお答

えしたいと思います。実は、あの幹事会につきましては、今まで年間１回の開催という

ことでございました。これから改革プランにもありましたとおり、やはり議員のおっし

ゃるとおりリアルタイムの状況把握がさらに必要になってくると思います。改革プラン

にも書いてございましたが、経営改革検討委員会というものを設置するというふうにな

っておりました。これは市川三郷町、富士川町、それから病院の担当者、財務の担当者

ということで入っているかと思います。この会議も設置するという記述だけで、いつ行

うのか、どのくらいの間隔で行うのかという部分までは入ってございません。この会議

につきまして、町としましても、定期的な開催を要望するとともに、その時にリアルタ

イムのデータの提出が出来るよう、企業団に要望として出して参りたいと考えておりま

す。また、先ほどの改革プランに、病院の企業団の方では、そのテーマに合わせました

中区分、小区分の目標を設定しております。その小区分の目標を、企業団ではチェック

して、進んでいるのかどうかということを評価している、という事でございますので、

それもともに聞かせていただきながら、町として出来ることを、また検討して参りたい

と考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

病院の方もですね、幹事会をつくりながら、両町の財政状況、そしてまた両町の保健、

医療の政策、どんなふうに進んでるのか、病院で出来るところは病院でもやっていただ

きたい。そう言った意味での幹事会であります。役場職員の公務員が行って、病院の経

営分析をしたり、経営改善をしたりというのは、無理の話でありますんで。これは、先

ほど言った医療センターの方で経営分析をしながら、何が原因なのか、自助努力という

のが一番大切になってきます。ただ当然、バックアップしてるのは両町ですから、両町

の財政課長、福祉保健課長が行ってですね、今言った、町の財政の状況、これ以上無理

だとか、何とか改善をもう少し進めろとか、そしてまた、両町ではこういう医療をこれ

から求めているんだとか、そういうことは必要だと思います。 

幹事会は年に数回で十分いいんじゃないかなと思っておりますが、病院の方で本当先

程言ったように、経営分析をしっかりしながらですね、毎月毎月の動きをですね、しっ

かり把握する中で、どこをどうしていけばいいか、自助努力が無ければ、他の人たちか

らのですね外部意見だけではとても出来ません。当然、外部意見も民間の、患者さんか

らも行っても看てくれなかったとか、待ち時間が多いとか、お金を払うまで時間がかか

るとか、いろんな意見があります。そういうものも把握する中で、病院の自助努力が、
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まず第一だと思っております。これからも病院の方はですね、私ども行って話をしたい

んですが、両町の議会から、両町長は病院に携わるなという事から、何の役も無いんで

すね。病院と一緒に経営を考えるあれもありません。ただ、それではうまくないから設

置者会議というのを設けていただいて、数か月に一階は行ってですね、内容を聞いたり

上手く行かない原因を聞いたりしながら、改善を図っていくんですが。理事会みたいな

ものがあってですね、その中に入ってれば、それを理事会をしょっちゅう、しょっちゅ

うやりながらやって行けるとは思うんですが。まず久保町長にしても、志村にしても、

病院へ携わるなというのが両町の議会でしたから。今そういう役職は何もありません。

ただ、開設者会議ということで、チクチクは言ってはいますけど。是非ですね、病院が

外部意見も聞きながら自助努力をしていただかなければ、経営改善はほど遠い話じゃな

いかなと思っています。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

町長には、これまでとは違うんだという事でですね、決意とかたい約束を述べていた

だきまして、ありがとうございます。是非、目標管理費のチェックなくして、改革は無

いわけですから、今後とも、重ねてよろしく管理、監督、指導の程お願いいたしたいと

思います。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１３番 小林進君 

○１３番議員（小林進君） 

事議案第５２号平成２９年度下水道事業特別会計の中で、公共下水道事業費の４５０

万ですけど、その中身とそれに付随しまして、管財課長にお伺いをしたいんですけれど

も、白子の町有地の進捗状況について、契約期間、貸付価格についてお願いをいたしま

す。 

○議長（秋山貢君） 

小林議員、まず下水道事業からお願いします。 

上下水道課長 河原恵一君 

○上下水道課長（河原恵一君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。今回の補正予算に計上いたしました、下水道の

敷設替え工事の内容でございますけども。延長が８２メートル、マンホール３カ所にな

っておりまして、現在白子の町有地につきましては、旧５２号線の丁度入り口がござい

ますけれども、そこから富士橋西詰の甲西バイパス交差点まで、斜めに下水管が敷設し

てございます。今回、ヤマト運輸株式会社より、建物の配置によりまして、下水管の上

に建物がきてしまうと、いうような事がありましたので、その部分につきまして、下水

道管の敷設替えを行いまして影響が無いように。下水道管の敷設替えを計上いたしまし

た。以上です。 
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財源の部分についきましては、工事費４５０万円のうち４２０万円につきましてはヤ

マト運輸株式会社より、補償という形でいただく事になってございます。残りの３０万

円につきましては繰越金で賄いまして、これは、通常公共マスまでは、事業者である下

水道事業で行うことになっておりますので、本管から公共マスまでの間の工事費という

形の財源内訳となります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１３番 小林進君 

○１３番議員（小林進君） 

ありがとうございました。それでは、管財課長お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

     ただ今のご質問にお答えします。貸付料につきましては、月額２４万円とさせていた

だきますが、工事着手から営業日開始前日までは、半額の月額１２万円でございます。

この内容につきましては、フォレストモール等々と同じでございます。また貸付期間に

つきましては、２０年間で合意をし、現在契約の手続を進めているところでありますが。

遅れている原因につきましては、契約内容ではなく、先程も上下水道課長が説明をしま

したように、下水道管の移設、ヤマト運輸側におきまして、建物の配置、形状、階層、

当初一部二階建てを計画しておった訳なんですが、１階建てに 終的に決定し、それが

時間を要しているところでございまして、５月下旬にその建物等の概要が固まったとお

聞きしております。さらに現在は、ヤマト側で工事の精算をしておりまして、その内部

決裁に時間を要しているということで。町との契約期間、月額の貸付料等のことで遅れ

ている訳ではなく、ヤマト側の決裁に時間を要してるという事でございます。以上であ

ります。 

○１３番議員（小林進君） 

はい、どうもありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

     ほかに質疑はありませんか 

７番 鮫田洋平君 

     すいません、途中ですがここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２２分 

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

再開 午前１１時２９分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君）   
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それでは、１点質問させていただきます。教育費の社会教育費、第６回全国禹王サミ

ットｉｎ富士川１００万円について質問していきます。説明では、１００万円予算盛る

んだけど、協賛金を募って、協賛金が集まれば不用額になっていくという説明を受けた

んですけども。その協賛金の集め方はどうなってますでしょうか。 

○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） 

ただいまの協賛金の集め方についてご説明をさせていただきます。当初ですね、河川

財団からの１００万円を元に、この大会を開く予定でしたが。それが不採択になったこ

とからですね、この同盟会を構成する１５の市と町の担当課長、そして首長さんにも集

まっていただきまして、その席上で、当日の開催資料へ広告掲載料のお願いをしたとこ

ろであります。それぞれ各市町に対して、 低幾らお願いしますというような事は言い

ませんでしたが、１００万円という予定していた補助金が不採択となったことから、積

極的に地元の企業ですとか、そういうところに呼びかけをして、６月末までに協賛金を

募ってくださいというお願いをしているところであります。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） 

今、現時点での見込みはどの程度見込んでますでしょうか。 

○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） 

広告料につきましては、１ページフルで A４版１ページを使いますと３万円。１５の

市町がありますから３万円×１５、45 万。 低でもですね、この線はクリアしたいなと

考えております。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

大変な作業だと思いますけれども、金がかかる部分はかかるでしょうがないと思いま

すが。なるべく協賛金の方が集められればいいなと思いますんで、努力の方をよろしく

お願いいたします。 

○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） 

３回も質問に立ちまして、申し分けありません。次回からは、３問あれば一度にお伺

いするようにしたいと思います。 

今手を挙げましたのは、財務課長にちょっとお伺いしたいんですけれども。今日の資
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料の中の２８年度の一般会計補正予算の 終ページ。 

○議長（秋山貢君） 

何の議案か。 

○４番議員（青栁光仁君） 

２９年度をやりますけど、資料として２８年度の一般会計補正予算の末ページに、３

６ページに地方債の予定が出ております。地方債の２８年度、地方債は次から次と変わ

ってきますけれども。当該年度末、要は３月３１日末現在の残高が７７億８，２２１万

５千円となっております。２９年度の公債費、一般会計補正予算案の１６ページ。つま

りあの前年度末現在残高。ここが７８億２，８１０・・・７億８，２２１万５千円です

か。になるところが、７８億３，８７１万５千円となっておりますんで。そうすると今

年度、起債見込、償還見込みを差し引きすると、２９年度見込み額ですけども７９億１，

３８０万７千円がくるってくるんじゃないかと。是非この辺のチェックをお願いしたい

と思いますけど。この表はあってますか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。議員がおっしゃっているのは、この専決予算の

残高の部分と、今回２９年度の補正をしたときの前年度末の残高が違うのではないかと

いうところだと思いますが。この専決予算の部分につきましては、３月３１日現在の見

込みの部分で、これは切っておりますけども、まだ５月までの間に２８年度として借り

なければならないような起債も出てきますから、それらも総合していきますと、この２

９年度の現在高の見込みになるというような事でありますので、この差異は当然出てく

るところであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

理解出来ました。４、５月の問に起債が発生しているということですね。はい。わか

りました。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

すいません。企業団へ融資ということで２億円、今度出ていますけれども。企業団の

議員としてですね、このお金は、どうしても病院の運営をしていくときにですね必要だ

という事は身にしみておりますので。改めて、すみません質問させていただきますけれ

ども。改革プランが、どのような形で改革出来るのかという事が、非常に疑問視されて

いた中で、この前の６億５千万が４億５千万という事で削られました。また再度出てま

すので、ここで質問したい訳ですけれども。改革プランの中には、いろんな様々なもの
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があります。企業団の病院の中だけで出来る部分と、これはどうしても町と連携しなが

らやらなければならない。そういう部分が今回、非常に多く見受けられるなと思ってま

す。そこでお聞きしたいんですけれども、この２億円は、その２億円わかってるんです

けれども。福祉保健課の中で、先ほど川口議員さんの質問の中にありましたけれども、

改革プランの中で、町が関わって積極的に出来る部分をもう一度ここでお示ししていた

だきたいなと思います。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の、町として関わって、どういった事が出来るのかというご質問にお答えした

いと思います。多岐にわたると思われます。住民の健康づくりから、治療から、在宅ケ

アに至るまで、問題は山積しております。その中で、やはり今高齢者の増加による在宅

ケア部門の必要性は非常に高まっております。そういったところから、市川三郷と富士

川町両町で連携しまして、どういう病院の機能があれば、地域の皆様が安心してここで

老いることが出来るか。その辺を、病院で出来る事、町としてどういうふうにして行っ

たらいいのかという事を今年度考えて行けたらいいと思っております。 

また具体的には、例えば産科セミオープンシステム。この利用者も非常に伸びない状

況がございます。この点につきましても、町として、他の町へも協力をいただきながら、

ＰＲ活動していくことも必要ではないかと考えております。また健康づくりの教室等も、

お願い出来るものは、お願いして行きたいと考えております。議員様方にも、地域のニ

ーズを、是非担当課の方にも入れていただければありがたいと思っております。以上で

ございます。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

先ほど来から、町長もいろんなお話をしていただいてます。病院にはなるべく口を出

さないようにと言っておられますけれども。それはなぜかって言うと、公営企業法の全

部部適用というところでは、かなり病院の方に主体性を置きながら、まあ、あまり町が

あれやこれやという事で口を出さないと。それはわかります。ただ、今こういう状況で、

私たち企業団議員もですね、中に入っていろんな事をやってますけれども。これからこ

の融資をしっかりと付けていただいて、益々これがうまく出来るようになっていくため

には、どうしても町も口を出し、議会の口は出し、そして、やって行かないと駄目なん

じゃないかと私は思ってます。もうとにかく改革を促進させる、加速させるという事に

は、どうしたら出来るんだろうという事を、いつもいつも感じていますけれども。そこ

の辺、もう一度町長さん、そこの辺の加速させるという意味で、しっかりお答えしてい

ただきたいなと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 
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○町長（志村学君） 

病院の改善を加速させろ、ということであります。まさにそのとおりだと思います。

先程来、るる言わせていただきましたが、外部の意見も十分聞きながら、そして自分た

ちでしっかり経営分析をしながら、どこに問題があるのか、そういったことを改善して

いく自助努力がまず必要だと思います。こればっかでも、また病院だけでも当然いけま

せんので、町の幹事会、あるいは私どもの開設者会議、こういうものを通じながらです

ね。病院の方で、意識改革を持ちながらやっていただかなきゃならん。これにはまあ、

ほっぽって出来る訳ではありませんので、常に監視の目といいますか、病院はあまり監

視しちゃうまくないんですけども。今のような経営状況であれば、せざるを得んのかな

というところもありますから。これからもですね幹事会、そして開設者会議等を通じな

がら、町も一緒になってやっていく。町が見て気がついたところがあれば間髪入れずに、

病院の方にも伝えながらですね。本当、みんなに注目をいただいてる病院でありますか

ら。その注目は、医療の内容とかなんとかじゃなくて、患者をしっかり看てもらえると

いう事と、そして経営を１日も早く改善をしてもらいたいという事が住民の意見だと思

いますんで、その辺をしっかり病院に伝えて行きたいと、そしてまた、一緒になってや

ってみたいなと思っています。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） 

毎月ですね、私たち、どのくらいの患者さんが入って、どのくらい入院患者が入って

いるかという事は報告を受けているところです。議員の方にもその都度はお知らせして

いますけども、先ほど川口さんが川口議員さんが、どのくらい入っているのかというお

話もありましたけれども。黒字化をさせるということで、町長さん、黒字化、黒字化と

いうことで言ってますけれども。その一つの、病院という考え方なんですけど。例えば

外来が減っていても、費用が少なければ、別にそれはプラスになると。そういう事であ

ればですよ、そういう事であれば、その非常に効率よく、要らないものは排除すればい

いじゃん、というような話になるんですけど。ここで、やっぱり必要なのは、この町営

というか公営というところではですね、非常にこの地域のニーズっていう事が非常に大

事なので。是非そこはしっかりとやっていただきたいなと思いますけれども。連携を、

町からも職員が行っていますので、そこら辺の連携をしっかりとっていただきたいなと

思います。何かご意見があったらいただきたいです。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

市川議員さんおっしゃる通り、公営企業法の全部適用の病院であります。当然公営企

業でありますから、すべてが利益を生む訳ではありません。民間病院であれば、不採算

部門はすぐきればいい訳ですけであります。でまた患者が少なければ、少ないなりの規

模を小さくすればいい訳でありますけども、そうは言ってもここに市川三郷町、富士川
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町そしてまた近隣の町村もありますんで。そういう人たちも看ていかなきゃならん。ま

さに地域医療の拠点だと思いますんで。不採算部門があってもですね、そこの辺は、富

士川町と市川三郷町で負担もしてる部分もありますんで。しっかり、地域の皆さんがど

ういう病院であって欲しいという。その辺のですね外部の意見も、病院の方もしっかり

把握をしながら、例えばそれが不採算であってもですね、地域患者が要れば、それはそ

こで看れるような、地域の病院として今後もやっていただけるようにしていきたい。そ

ういう中で、なお且つ黒字化を目指していただきたい。こんなふうに思ってるとこであ

ります。 

○９番議員（市川淳子さん） 

ありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

私は１点だけ確認とお伺いをさせていただきます。一般会計補正の教育費、南小教育

振興費で、今回コミュニティスクール導入等促進事業、全体で２４万。私の理解では、

これは国、県、町で３分の１ずつという事で、だと思いますが。これは準備段階から、

私地域ですから、話は伺って理解はしてますけども。この事業は２年間という話を聞い

てるんですが。そこの確認と、これをすると国の指定校という形になるのかどうか。そ

の辺をちょっと確認をしたい。お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

ただいまの井上議員の質問にお答えをいたします。今回導入するのは、導入の促進と

いう事で、これは原則２年間を予定をしております。この次の段階へ行きますと、運営

の充実という事で、さらに一歩踏み込んだ事業を予定をしております。国の指定云々の

部分については、それではございません。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

２年間導入促進ですよね。その後、運用という事ですと。そうしますとその時にまた

予算化されるという事なのか。町が、その導入した後のこのコミュニティスクールに対

して、町がどういうふうに関わっていくのかってことは、もう絵姿として出来ているん

でしょうか。予算がどういうふうになっていくのかも含めてですね。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

ただいまの件ですけども。現時点では国、県、町が３分の１ずつ。で２年間を原則と
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いうルールでやっておりますけども。今後については、まだそういった部分については、

決まってございません。今後もこういったコミュニティスクールにつきましては、教育

委員会としては支援を継続していきたいという考えでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君。 

○１１番議員（井上光三君） 

分かりました。地域としてはですね、積極的にここの事業には関わって行きですね。

出来れば、全国のモデル校のような形の学校にしたいっていうような、地域が今意気込

んでいますんで。是非予算が２年間ついただけではなくてですね、実際に、今度は運営

の段階に当たっては、教育委員会でも積極的なご支援をお願いしたいと思ってます。以

上です。ありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第５０号から議案第５２号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。本日はこれにて散会とします。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４９分 
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平成２９年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２９年６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 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

税条例の一部を改正する条例) 

日程第 ３ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

都市計画税条例等の一部を改正する条例)       

日程第 ４ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例)  

日程第 ５ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額等に関する条例の一部を改正する条

例) 

日程第 ６ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町一般会計補正予算(第９号)) 

日程第 ７ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第

５号)) 

日程第 ８ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第５

号)) 

日程第 ９ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８

年度富士川町下水道事業特別会計補正予算(第６

号))  

日程第１０ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する条

例について 

日程第１１ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

日程第１３ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
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費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１５ 議案第５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算

（第１号）  

日程第１７ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１８ 議案第５３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１９ 同意第 ２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意

を求めることについて 

日程第２０ 同意第 ３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２１ 同意第 ４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２２ 同意第 ５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２３ 同意第 ６号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２４ 同意第 ７号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２５ 同意第 ８号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２６ 同意第 ９号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管

理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２７ 発議第 １号 議員派遣の件 

日程第２８ 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２９ 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３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

        ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢  

 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 田 辺 明 弘  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人     

財 務 課 長 齋 藤  靖   管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永井たかね  防 災 課 長 深 澤 千 秋     

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

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

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

上 下 水 道 課 長 河 原 恵 一  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史    

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書 記  秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

 

○議長（秋山貢君） 

     本日は、第２回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員ならびに町長を始め執行

部各位には、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、第２回定例会も本日が最終日と

なりますが、ご審議の程よろしくお願いします。 

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２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 

本日の議事日程は、お手元に配布した一覧表のとおりです。 

なお、本日追加案件として、人事案件９件、議員派遣の件一件、閉会中の継続調査申

出書３件が提案されています。 

     ご審議くださいますよう、よろしくお願いします。 

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

○議長（秋山貢君） 

     ここで、１９日の質疑で川口正満議員からの質問が、一部答弁保留となっておりまし

たので、生涯学習課長から答弁を求めます。 

生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長 早川竜一君。 

     ６月１９日日程第７報告第６号一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提

出についての中で、川口正満議員から質疑のありました、施設の利用率をどのように想

定したのか、について答弁をさせていただきます。施設は、休館日を除くと年間約２９

０日利用可能であります。昨年度までの平均年間利用実績は、約１５０日であり、利用

率は５２%でありました。 

主な内訳として、自主事業や共催事業での利用、ますほジュニアクワイアの利用、そ

の他一般団体等への貸出となっております。なお、今年度は２００日を目標としており、

利用率は約７０%と設定しております。この数値目標達成のため、新たな取り組みとし

て、本格的コンサートホールを利用した音楽合宿の誘致や、ピアノの最高峰と言われる

スタインウェイをホールのステージ上で、個人練習のために貸し出し等を行なって参り

ます。また、芸術・文化事業に特化せず、ますほ文化ホールに一人でも多くの方に足を

運んでいただきたく、そのきっかけづくりとなるようなイベントとして、８月４日金曜

日、５日土曜日の２日間にわたり、午後５時からホールロビーをビアホールとして開放

するなどの取り組みを計画しております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 
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日程第２ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町税条例の一部を

改正する条例) 

日程第３ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町都市計画税条例

等の一部を改正する条例) 

日程第４ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例)  

日程第５ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて(富士川町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一

部を改正する条例) 

日程第６ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町一

般会計補正予算(第９号)) 

日程第７ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町国

民健康保険特別会計補正予算(第５号)) 

日程第８ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町介

護保険特別会計補正予算(第５号)) 

日程第９ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて(平成２８年度富士川町下

水道事業特別会計補正予算(第６号))  

以上の８議案は、承認案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、承認第２号から承認第９号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、承認第２号から承認第９号の討論を終わります。 

これから、日程第２承認第２号から日程第９承認第９号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第２号から承認第９号は原案のとおり承認することに決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１０ 議案第４５号 富士川町個人情報保護条例等の一部を改正する条例につい

て 

日程第１１ 議案第４６号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第４７号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第４８号 富士川町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を
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改正する条例について 

日程第１４ 議案第４９号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

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、条例の一部改正案ですので、一括して議題とします。 

これから、議案第４５号から議案第４９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４５号から議案第４９号の討論を終わります。 

これから、日程第１０議案第４５号から日程第１４議案第４９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４５号から議案第４９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５０号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）  

日程第１７ 議案第５２号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の３議案は、補正予算案ですので、一括して議題とします。 

これから、議案第５０号から議案第５２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５０号から議案第５２号の討論を終わります。 

これから、日程第１５議案第５０号から日程第１７議案第５２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５０号から議案第５２号は原案のとおり決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１８ 議案第５３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 
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を議題とします。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号については質疑と討論を省略します。 

これから、議案第５３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５３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１９ 同意第２号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求ことに

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 

○町長（志村学君） 

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

○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。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第２号については質疑と討論を省略します。 

これから、同意第２号を採決します。 

お諮りします。   

本案は、原案のとおり同意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２号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（秋山貢君） 

日程第２０同意第３号から日程第２６同意第９号の７議案は、富士川町カラマツオ外

三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める案件であります

ので、一括して議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

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

○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。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、 

ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第３号から同意第９号については質疑と討論を省略します。 

これから、日程第２０同意第３号から日程第２６同意第９号を一括して採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり同意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３号から同意第９号については原案のとおり同意することに決定

しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２７ 発議第１号 議員派遣の件 

を議題とします。 

提出者齊藤正行君から本案について提案理由の説明を求めます。 

１４番 齊藤正行君 

○１４番議員（齊藤正行君） 

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

○議長（秋山貢君） 

これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 

齊藤議員しばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号については、質疑と討論を省略します。 

齊藤議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
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これから、日程第２７発議第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、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２８ 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２９ 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３０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 

総務産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長、議会運営委員長から会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は、全部終了しました。 

今定例会では、条例改正案をはじめ、提案された案件について、慎重な中にも熱心な

ご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚くお礼申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、答弁などにご協力いただ

き、誠にありがとうございました。 

議員各位におかれましては、住民の代表として、「暮らしと自然が輝く交流のまち」

を目指して、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２９年第２回富士

川町議会定例会を閉会します。 

 

閉会 午前１０時１９分 
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