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平成２９年第３回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成２９年 ９月 ８日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 7 号 平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率

及び資金不足比率の報告について 

日程第 ５ 報告第 ８号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及び

評価報告書の提出について 

日程第 ６ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度 

富士川町一般会計補正予算（第２号）） 

日程第 ７ 議案第５４号 富士川町リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音 

防災フードの設置要請に関する住民投票条例の制定に 

ついて  

日程第 ８ 議案第５５号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第５６号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関す 

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１０ 議案第５７号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第５８号 富士川町直売所条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６０号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第６１号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１５ 議案第６２号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１６ 議案第６３号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
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日程第１７ 議案第６４号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１８ 議案第６５号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結 

について 

日程第１９ 認定第 ６号 平成２８年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入 

歳出決算認定について 

日程第２０ 認定第 ７号 平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定について 

日程第２１ 認定第 ８号 富士川町道路線の認定について 

日程第２２ 認定第 ９号 富士川町道路線の認定について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山    勇 

           ７番  鮫 田 洋 平 ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

        １３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８人） 

 

町       長 志 村  学 代 表 監 査 委 員    諸 角  和 夫 

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４３号をもって招集されました平成２９年第３回富士川町議会定例会に、議

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

ございます。 

ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより平成２９年

第３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３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

     厳しい残暑も和らぎ、日ごとに秋の気配が感じられる季節となりました。この夏は九州北部

豪雨をはじめ、大雨や集中豪雨による深刻な被害が各地で多発しました。被災された皆様方に

心からお見舞い申し上げると共に、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

国土交通省甲府河川国道事務所では、今年３月に富士川など国管理の県内７河川の洪水浸水

想定区域を見直しました。また山梨県も、坪川や滝沢川など県が管理している１０河川につい

て、洪水浸水想定区域を見直しました。富士川町への影響も想定されており、浸水被害への対

応が必要と考えます。 

富士川町議会は、去る８月２４日と３１日の２回、今後予定されている「富士川町議会基本

条例」、「議員報酬の改定」、「政務活動費の見直し」の３点について、広く住民の皆様のご意見

をお聞きするために、住民懇談会を開催しました。議会に対する住民の皆様の期待の裏返しで、

厳しい意見も相次ぎました。やはり、住民の率直な考えを直接聞くことは大事であり、参加者

も限られていたので、対話の場を増やす必要性を痛感したところです。こういった取り組みを

続けていくことが、議員の意識改革に繋がり、信頼される議会への道筋に向かうと考えます。 

山梨県森林総合研究所では、高級食材のトリュフの試験栽培を始めると新聞に紹介されまし

た。これまでもクロアワビタケを品種改良した高級きのこ『山梨夏っこきのこ』の開発や、地

域の特産品となりえる、様々なキノコの栽培方法を確立してきました。県立の施設とはいえ、

せっかく町内にあるのですから、山梨県森林総合研究所と連携して、富士川ブランドの特産品

が開発できれば、地域経済の活性化に結び付けることも可能ではないでしょうか。 

今定例会には、リニア軌道に防音防災フードを設ける是非を問う住民投票条例案が提出され

ております。その必要性や条例案の内容について、論点を明確にし、影響を受ける沿線の住民

の皆さんの心情に寄り添うことは言うまでもなく、将来の富士川町民のことも考え、十分な議

論を尽くして、議員としての判断をお願いします。 

９月定例会は、決算審査の議会でもあります。議会が決定した予算が適正に執行されている

かを審査するとともに、各種資料に基づき行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって行政

効果を評価する極めて重要な意味があります。また、審査の結果を後年度の予算編成や行政執

行に反映できるようにしていかなければなりません。我々議員も、議会が町民全体の代弁者と

して、住民の皆様に認められるように、慎重審査と活発な議論をもって、今定例会に臨みたい

と考えます。 

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

○議長（秋山貢君） 
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日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、 

１３番 小林進君 および 

１４番 齊藤正行君 

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２２日までの１５日間にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から２２日までの１５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。なお、富士川町議会議員行政視察研修実施報告書については、お手元に配布したとおりで

すので、ご了承ください。 

また、諸角和夫 代表監査委員には、大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にご苦労さま

です。 

今定例会までに受理した請願は、先に配布しました、請願文書表のとおりです。請願は、所

管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審査をお願いします。 

本日は、提案説明に留め、質疑につきましては、１２日の本会議で議事日程により、審議を

お願いします。 

なお本日は、広報担当から写真撮影の申し出が、また、報道機関から撮影の申し出がありま

した。これを許可しましたので、ご了承願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長より「あいさつ」の申し出がありましたので、これを許します。 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

本日ここに、平成２９年９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
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礼を申し上げます。 

     先ず、６月３０日から７月１０日にかけて、九州北部地方を襲った「九州北部豪雨」では、

死者３７名、浸水被害５００棟以上、行方不明者４名という、甚大な被害をもたらし、今なお、

懸命な災害復旧作業が続いている中、昨日から再び被災地を豪雨が襲っております。集中豪雨

による災害の恐ろしさを改めて思い知らされたところであります。亡くなられた方々の御冥福

と、被災された方々に御見舞いを申し上げるとともに、一日も早い、復旧・復興を願っている

ところであります。 

     また、７月下旬から８月上旬かけては、速度の遅い台風５号が発生し、その進路を注視して

おりましたが、８月７日には、日本列島を縦断する形で山梨県に最接近し、本町への大雨警報

の発令を受け、第二次配備体制で警戒にあたっておりましたところ、１５時３７分に、土石流

警戒情報が発せられたことから、直ちに災害警戒本部を設置し、平林区・穂積区・五開区に避

難準備情報を発するともに、一時避難所開設を要請し、河川沿い、急斜面沿いの住民に自主避

難を呼びかけ、周囲が暗くなる前の１８時４５分には、一時避難所に避難された方が、２世帯

３名、親戚先に避難された方が２名、合わせて、５名の方々が避難されたところであります。 

     幸い、本町には被害は無く、結果、空振りに終わりましたが、台風や集中豪雨によって、全

国各地で発生している水害や、昨年の熊本地震など、近年、深刻な影響を与える大きな災害が

頻発しております。 

今後も、いつ何時大きな災害が起こるか分からないことから、災害に対する知識や心構えを

社会全体で共有しながら災害に備える社会づくりとともに、空振りを恐れない迅速な対応、ハー

ド、ソフト両面の防災・減災対策に努めて参りたいと考えております。  

さて、我が国の経済情勢は、景気は緩やかな回復基調が続いており、先行きについても、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、緩やかに回復して行くことが期待

されるとしておりますが、一刻も早く地方が経済の好循環を、肌で感じることのできるよう、

期待するところであります。 

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

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

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

先ず、後期高齢者医療費の保険料還付金についてであります。 

先般、発覚いたしました後期高齢者医療費の保険料還付金未払い問題につきましては、還付

対象者はもとより、多くの町民の皆様に、多大なご迷惑をお掛けしたことについて、行政の長

を司る者として、深くお詫びを申し上げます。 

     未還付であった５８１名の皆様には、８月上旬にお詫び文と、還付金内訳書、振込先確認書

をお送りし、口座入金のための作業を進めるとともに、還付に必要な経費を今定例会に計上し、

１０月下旬には、対象者の口座振込みを完了したいと考えております。今後は、二度とこのよ

うなことが起きないよう、業務のチェック体制の強化を図って参る所存であります。 

     次に、リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準の類型当てはめに伴う 騒音規制等に係る規

制地域の見直しについてであります。 

リニア中央新幹線の騒音規制に係る環境基準の類型を当てはめる地域については、町の意見

を基に知事が指定することになっております。 

     この地域指定の基となる騒音規正法の規制地域の見直しについて、本町においては、リニア
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中央新幹線の沿線住民の皆様との意見交換会を実施するとともに、交換会での意見を集約した

ものを富士川町環境審議会に諮問したところであります。 

    ７月１９日に開催した環境審議会においては、リニア中央新幹線の軌道中心線より左右

４００メートル以内の現在未規制区域を、騒音規制法の「第２種区域に指定すべきものである」

との答申をいただいたところであります。今後実施される、県とのヒアリングにおいて、審議

会の答申を町の意見として、県に回答して参りたいと考えております。 

     次に、リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音防災フードの設置要請に関する住民投票

条例の制定についてであります。 

リニア中央新幹線事業につきましては、現在、ＪＲ東海並びに県の用地事務所において、用

地測量や物件調査に入り、早いところでは用地交渉が始まったところもあるなど、着々と進捗

している状況にあります。今後、ＪＲ東海では、本格的な工事着手へと進むことになり、同時

に防音防災フードの設置等の協議・設計段階に入るものと思われます。 

町では、これまでに沿線住民の皆様に騒音、振動、日照、及び景観等を実際に体感していた

だく機会として、リニア実験線での見学会の開催、また、６月下旬には、沿線住民の皆様との

騒音規制等に対する意見交換会を開催したところであります。 

見学会や意見交換会では、騒音対策としての防音防災フードの設置を希望する御意見が多く

見受けられた一方、８メートルを超える高さとなる、防音防災フードの設置による日照阻害を

心配する御意見もありました。 

こうしたことから、町では、今後ＪＲ東海との防音防災フード設置に関し、町としての考え

方を求められることに備え、沿線住民の皆様の意向を最も反映できる方法、手段として、防音

防災フードの設置要請に関する住民投票を実施することといたしました。 

投票資格者につきましては、公職選挙法に準じて実施することとし、年齢満１８歳以上の者

で、都市計画区域内の軌道中心より、左右４００メートル以内に居住する者、また、同区域内

に存する法人登録事業所の代表者、更に、左右１００メートル以内に土地を有する者、などの

条件を定め、県道平林青柳線以南を第１投票区、同県道から旧利根川右岸までを第２投票区、

旧利根川左岸以北を第３投票区とした３つのブロックとするものであります。 

開票は、３ブロックごととし、その結果を、沿線住民の皆様の意向として、ＪＲ東海へ要請

して参りたいと考えております。 

また、今定例会には、本条例の上程とともに、住民投票の執行に係る所要の経費を計上して

おります。 

     次に、学校給食センター建設に伴う建設候補地の不動産鑑定についてであります。 

     衛生問題で指導を受けている本町の学校給食施設につきましては、平成２７年度に富士川町

学校給食のあり方検討委員会から、施設のセンター化の報告を受け、教育委員会においてもセ

ンター化を決定したところであります。 

     また、平成２８年度からは、学校関係者を含めた富士川町学校給食センター整備検討委員会

を設置し、施設整備の基本的な方針や施設計画などを盛り込んだ、「富士川町学校給食センター

整備基本計画」を策定したところであります。この整備基本計画では、給食センターの建設に

必要な面積を確保できる用地として、３地点が候補地として示されております。 

教育委員会では、この３地点の中で、５カ所を建設候補地として、「建築基準法上の土地用途

要件」「５つの学校を考慮した道路事情」「まとまった敷地面積が確保できる場所」「上下水道の
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布設状況」などを選定要件として、総合的に判断した結果、小林地区の町道最勝寺小林 2号線

沿い、ＴＫグラウンド東側を建設用地の候補地として選定し、今定例会に不動産鑑定に必要な

経費を計上いたしております。 

     次に、富士川町児童センターについてであります。 

     昨年度から進めて参りました富士川町児童センターについては、用地について、全ての方と

の契約が整うとともに、この度、実施設計もまとまり、施設の外観や配置が決定いたしました。 

    施設内は、子どもたちが安全で、のびのびと活動ができ、日当たりや風通しが良い快適な空間

として、設計が仕上がっております。今後は、１１月の入札に向けて、工事発注業務を進めて

参りますが、建築工事の請負契約は議会の議決が必要となることから、入札後には、臨時会を

お願いし、平成３１年４月のオープンを目指して参ります。 

     次に、町民交流広場についてであります。町民交流広場については、既に、国土交通省の施

工した階段護岸が完成し、町でも陸上競技場の整備を進めているところであります。町が施工

する本年度の工事につきましては、陸上競技用８レーンの４００ｍトラック及び走り幅跳び、

走り高跳び、砲丸投げ等の競技が行える部分の、全天候型ウレタン舗装工事として、先般入札

を実施したところであり、工事実施は１１月以降となりますが、工事請負契約締結については、

議会の議決が必要なことから、今定例会に契約締結案件をお願いしております。 

     次に、シビックコア地区整備事業についてであります。国土交通省と町では、道路の狭隘化

や建物の老朽化が進んでいる鰍沢区検察庁、法務局鰍沢支局、鰍沢税務署、鰍沢公共職業安定

所、鰍沢労働基準監督署の５つの国家機関を集約した富士川地方合同庁舎と、町の図書館を合

築した施設を旧鰍沢病院跡地に整備することとしております。本年度につきましては、シビッ

クコア地区整備計画に関わる各種事業の円滑な実施と管理運営に関わる調整を行うことを目的

とした、「富士川町シビックコア地区整備推進連絡協議会」を発足させ、施設建設に関するご意

見をいただいたところであります。 

今後の整備スケジュールといたしましては、本年度と明年度で、敷地調査及び設計業務を完

了させ、平成３２年度から本体工事に着手し、平成３４年度の完成をめざしていくこととして

おります。こうした中で、敷地調査において、ボーリング調査箇所が、増えたことによる経費

を今定例会に計上しております。 

     最後に、小室山へき地保育所の廃止についてであります。小室山へき地保育所につきまして

は、児童の減少により、集団での保育が困難なことから、平成２７年度から第３保育所等で、

保育を行っているところであり、今後においても、継続した児童の入所が見込めないことから、

地元と協議をした結果、小室山へき地保育所を廃止することとし、今定例会に町立保育所条例

の一部を改正する条例を上程したところであります。 

     なお、小室山へき地保育所の敷地は、妙法寺からの無償借地であったことから、土地は返還

し、建物は、老朽化が著しいことから、解体を予定しておりましたが、穂積区において、活用

したい旨の要望がありましたので、保育所建物については、穂積区に無償譲渡することとした

ところであります。 

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

ただきました。 

     なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件２件、専決処分承認案件１件、条例制

定案件１件、条例改正案件４件、補正予算案件５件、契約締結案件２件、決算認定案件２件、
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道路認定案件２件、合わせて１９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、御議決賜りますよう御願い申し上げ、あいさつといたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の「あいさつ」を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４ 報告第７号 平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について 

を議題とします。 

町長から、本案について説明を求めます。 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

     詳細につきましては、担当課長から説明させます。 

○議長（秋山貢君） 

          財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長 齋藤靖君 

それでは、報告第７号の補足説明をさせていただきます。かがみ文の次のページをお願いい

たします。平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況でございます。項目、

比率、早期健全化基準をご説明いたします。実質赤字比率、連結実質赤字比率に関しましては、

赤字が生じていないため横棒で表記してございます。実質公債費比率、比率 9.9％、早期健全

化基準 25.0%。平成２７年度は 9.6%でございましたので、0.3%の増でございます。将来負担

比率、比率 50.1%。早期健全化基準 350.0%。平成27 年度は 49.0%でございましたので、1.1%

の増でございます。いずれにつきましても、この計算式におきまして、分母となる標準財政規

模が減少しているために、いずれも微増しているというところでございます。 

続きまして、平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況でございま

す。資金不足比率でございます。富士川町水道事業会計を初め、すべての会計におきまして資

金不足が生じていないために横棒で表記してございます。なお経営健全化基準は 20.0%でござ

います。以上報告第７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、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 

次に、監査委員から、「平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告」に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の諸角和夫君から報告を

求めます。 

代表監査委員 諸角和夫君 

○代表監査委員（諸角和夫君） 

     本日は大変御苦労さまでございます。議長から指名をいただきました代表監査委員の諸角で

ございます。よろしくお願い申し上げます。ただいま町長および担当課長から説明がございま

した平成２８年度富士川町財政健全化判断比率の算定基礎係数について審査を行いました。そ

の結果についてご報告いたします。それではお手元の資料の議案報告第７号次ページに意見書
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が添付されておりますので、ご覧いただきたいと思います。それでは朗読をもって報告に代え

させていただきます。まず、１ページをお願いいたします。 

    （平成２８年度富士川町財政健全化等審査意見書の朗読） 

以上で、昭和２８年度富士川町財政健全化と審査意見についての報告を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、「平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告」

に対する意見書の報告が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第５ 報告第８号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及び評価報告書の 

提出について 

を議題とします。 

教育長から、本案について説明を求めます。 

教育長 川手貞良君 

○教育長（川手貞良君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に報告第８号の補足説明を求めます。 

教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

     それでは報告第８号の補足説明をさせていただきます。教育委員会では、法の趣旨を踏まえ、

効果的な教育行政の推進に資するため、教育委員会に属する事務の点検評価を実施し、報告書

としてまとめましたので、本定例会に報告するものであります。 

それでは平成２８年度分の概要を説明させていただきます。報告書の表紙をめくっていただ

きますと目次がございますのでご覧ください。初めに、報告書の構成は、目的、制度概要等、

点検・評価の方法、点検・評価の結果、本町の教育大綱と大きく四つの項目とし、全体で２７ペー

ジにわたる報告書としてまとめております。続きまして、報告書の内容ですが１ページ上段に

目的、制度概要等を示し、また、点検・評価の方法は教育委員会の活動と教育委員会各課にお

いて執行した事務事業に大別し、本町の教育大綱に掲げる教育振興施策ごとに自己点検と評価

を行なっております。次に、点検・評価の結果を、１ページの中段から３ページにかけまして

教育委員会の活動を、４ページ以降は教育委員会各課において執行しました事務事業の点検・

評価結果を項目ごとに概要、成果、課題を記載した内容としております。以上、報告第８号の

補足説明とさせていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、教育長の報告なら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６ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて(平成２９年度富士川町一般 

会計補正予算(第２号))   

を議題とします。 
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町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

          次に、承認第１０号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君. 

○財務課長（齋藤靖君） 

それでは承認第１０号の補足説明をさせていただきます。かがみ文を一枚お開きいただきま

して、専決処分書でございます。 

     （以下、専決処分書・平成２９年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

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

別明細書の１ページをお願いいたします。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

以上承認第１０号の補足説明とさせていただきます。ご承認いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第７ 議案第５４号 富士川町リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音防災フードの 

設置要請に関する住民投票条例の制定について 

     を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

          次に、議案第５４号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君. 

○財務課長（齋藤靖君） 

それでは議案第５４号の補足説明をさせていただきます。かがみ文をお開きいただき、富士

川町リニア中央新幹線の騒音及び日常に係る防犯防災フードの設置要請に関する住民投票条例

でございます。全２２条で構成をしております。第１条が目的でございます。本町を通過する

リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音及び防災のためのフードの設置要請に関し、沿線

地域の住民の生活、並びに周辺の事業者および土地への影響をかんがみ、当該沿線地域に利害

を有する者の意向を確認することを目的としております。第２条が住民投票の執行についてで

ございます。上記の目的を達成するため、沿線住民等の意向を問う投票を行うとしております。

第３条が住民投票の投開票事務の委任でございます。執行に係る事務を富士川町選挙管理委員

会に委任することができるとしたものでございます。第４条が住民投票の期日でございます。
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この条例の施行の日から起算して９０日を経過する日までの間において町長が定めるとしてお

ります。第５条が投票資格者でございます。投票日において、年齢満１８歳以上の者としまし

て、そのうち１つといたしまして、告示日、前日において、リニア中央新幹線の軌道の中心線

の両側について、４００メートル以内の区域に住所を有する者。２つ目としまして、告示日の

前３０日現在において、対象区域に所在する事業所等を有する法人の代表者または個人事業者。

３つ目といたしまして告示日前３０日現在において軌道中心の両側について１００メートル以

内に所在する土地の納税義務者としております。第６条が投票区についてでございます。第１投

票区を県道平林青柳線以南の対象区域。第二投票区を一級河川旧利根川右岸から県道平林青柳

線までの対象区域。第三投票区が一級河川旧利根川左岸の対象区域としております。 

第８条が投票の方式でございます。一人一票の投票とし、秘密投票とする。投票につきまし

ては、防音防災フードの設置につきまして、設置を希望する、設置を希望しない、いずれかの

所定欄に、丸の記号を記載するとしております。続きまして第９条投票についてでございます。

投票につきましては投票の当日、みずからの意思により投票所に行き投票しなければならない

と規定しております。第１０条が期日前投票につきましてです。規則で定めるところとしてお

りますが、規則では告示日の翌日から投票日の前日まで午前８時３０分から午後８時までと規

定をしております。第１１条が投票所及び投票時間でございます。投票所は第１投票区が最勝

寺地区公民館、第２投票区が天神中條地区公民館、第３投票区が小林地区公民館を予定してお

りまして、午前７時から午後６時までと規則で定めております。第１２条が投票管理者および

投票立会人でございます。投票管理者を定めることとしておりまして、投票立会人は各投票区

における投票資格者などから本人の承諾を得て、２人を町長が選任するとしております。投票

用紙の様式第１３条につきましては規則で定めるとしております。第１４条が開票でございま

す。開票も規則で定めるところとしておりまして、町民会館で午後８時からを予定しておりま

す。第１５条が開票管理者および開票立会人でございます。いずれも投票資格者の中から町長

が選任するとしておりまして、開票立会人につきましては本人の承諾を得て、３人以上６人以

内を町長が選任すると規定をしております。 

第１７条が情報の提供についてでございます。意向を明確にするための必要な情報につきま

して、投票資格者に対し、公平かつ公正に提供するよう努めるものとすると規定しております。

第１８条が投票の促進についてでございます。広報その他の手段によりまして投票資格者に対

し、投票を促すよう努めるものとするとしております。第１９条が投票運動についてでござい

ます。住民投票に関する運動は自由とすると。ただし買収脅迫、その他、投票資格者の自由な

意思が拘束され、もしくは不当に鑑賞されまた住民の平穏な生活が侵害されるようなもので

あってはならないと規定しております。第２０条がその他と開票に関する事項でございまして、

これは公職選挙法、公職選挙法施行令、公職選挙法施行規則、富士川町公職選挙管理執行規定

に基づきまして、本町の議員又は町長の選挙の例によるとしております。 

住民投票の結果、第２１条でございます。投票区ごとに行うとしておりまして、住民投票の

結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に内容を通知しなけれ

ばならないとしており、また町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重しなければならないと

規定をしているものでございます。第２２条は規則への委任でございます。附則といたしまし

て、この施行期日でございますが、公布の日から施行するという規定でございます。 

以上議案第５４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
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ろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第８  議案第５５号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第９  議案第５６号 富士川町地域包括支援センターの人員及び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１０ 議案第５７号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第５８号 富士川町直売所条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○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５５号および議案第５６号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは議案第５５号の富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について補足説明をさ

せていただきます。今回の改正につきましては地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正に伴い、第１号被保険者の配偶者やその世

帯に加え、第２号被保険者の配偶者やその世帯に対して、市町村が介護保険法に基づく調査を

実施し過料を課すことができるようにする改正であります。新旧対照表をご覧ください。２ペー

ジでございます。条例第１６条中第１号被保険者と改める改正です。前ページに戻っていただ

きまして、附則といたしまして施行期日ですが、公布の日からの施行となっております。 

続きまして議案第５６号富士川町地域包括支援センターの人員及び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の補足説明をさせていただきます。今回の改正につきま

しては、主任介護支援専門員が、継続的に知識、技術等の向上に努めているか確認し、さらな

る資質向上を図るための介護保険法施行規則の一部改正により平成２８年度から主任介護支援

専門員について更新研修が創設されたことに伴う改正であります。４ページの新旧対照表をご

覧ください。第２条第１項第３号について、主任介護支援専門員の定義に「主任介護支援専門

員であって」を加え「介護保険法施行規則第１４０条の６８第１項に、第１号を加え規定する

主任介護支援専門員研修を終了したものに終了した日から起算して５年を経過するごとに、当

該経過する日までの間に同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しているも

のに限る。」を加えるものです。 

１ページに戻っていただきます。附則といたしまして施行期日は公布の日からといたします。

なお、この条例の改正は平成２８年７月に施行されておりますが、下記の経過措置期間が設け

てございまして平成３１年３月３１日までは、支障がないため、公布の日からの施行としてお

ります。以上で議案第５５号及び５６号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお
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願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第５７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） 

それでは議案第５７号富士川町立保育所条例の一部を改正する条例についての補足説明をさ

せていただきます。現在休所となっている富士川町立小室山へき地保育所につきましては、施

設の老朽化や児童数の減少により、今後においても継続した児童の入所が見込めないことから、

地元と協議した結果、廃止をすることとしたものです。それでは２ページの新旧対照表をご覧

ください。本条例第２条、保育所の名称および位置の表中、富士川町立小室山へき地保育所の

項を削除するものであります。１ページに戻っていただいて附則としましていたしまして、こ

の条例は平成２９年１０月１日から施行することとしております。 

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５８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５８号の富士川町直売所条例の一部を改正する条例について、補足説明を

させていただきます。今回の改正については鰍沢地区にあります直売所の利用について改正を

行うものであります。富士川町直売所が朝市会場として利用するため、朝市の開催日を除き利

用の許可をする旨規定しておりましたが、本年３月をもちまして会場を移転したため改正する

ものであります。それでは２ページの新旧対照表をご覧いただき、ご説明させていただきます。

利用の許可第４条第２号の下線部分でありますが、富士川町朝市「よりみちマーケットの開催

日を除き」とある部分を削り「町長が前項の許可をする場合において、直売所の管理上支障が

ない範囲で利用の許可をするものとする。」とするものであります。なおこの条例は、公布の日

から施行するとし、議案第５８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

りますようお願い申し上げます。 

○議長（秋山貢君） 

以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。途中ですがここで暫時休

憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

 

 

再開 午前１１時０６分 

○議長（秋山貢君） 

代表監査委員 諸角和夫君。 

○代表監査委員（諸角和夫君） 

先ほど財政健全化審査の方法をの最後に、年号をですね昭和と申し上げたようでございます

けれども、平成２８年度富士川町財政健全化と審査意見についての報告ということに訂正させ

ていただきます。大変失礼いたしました。以上です。 
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○議長（秋山貢君） 

日程第１２ 議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計 補正予算(第３号) 

      日程第１３ 議案第６０号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第１号)  

日程第１４ 議案第６１号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)  

日程第１５ 議案第６２号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算(第２号)  

   日程第１６ 議案第６３号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算(第１号)  

以上の５議案ついては、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第５９号の補足説明を求めます。 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

それでは議案第５９号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をお願いいたし

ます。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

第１俵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。個別

明細書の１ページをお願いします。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上議案第５９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６０号及び議案第６１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） 

議案第６０号平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の補足説明をさせていた

だきます。次のページに移ります。 

（以下、平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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

させていただきます。事項別明細書をお開きください。 

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

以上で補足説明とさせていただきます。 

続きまして議案第６１号平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明を

させていただきます。 

（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

今回の補正につきましては平成２６年度から２８年度の後期高齢者医療保険料の還付に伴う

経費等について計上させていただいたものであります。第１表歳入歳出予算補正につきまして

は事項別明細書により説明をさせていただきます。事項別明細書をお開きください。 
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（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第６２号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは議案第６２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の朗読） 

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

項別明細書の１ページをお開きください。 

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

以上で議案第６２号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第６３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６３号平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計予算予算第１号の補足説

明をさせていただきます。１ページにお進みください。 

（以下、平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

項別明細書１ページ、画面表示ページの１３２ページをお願いします。 

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

以上議案第６３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） 

日程第１７ 議案第６４号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１８ 議案第６５号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結について 

を議題とします。 

以上の２議案ついては、工事請負契約の締結案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第６４号及び議案第６５号の補足説明を求めます。 

管財課長 志村正史君 
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○管財課長（志村正史君） 

それでは議案第６４号の補足説明をさせていただきます。工事名につきましては町民交流広

場整備工事であります。施工場所につきましては、富士川病院の東側富士川右岸の河川敷でご

ざいます。主な工事内容でありますが４００ｍトラック８レーンのウレタン舗装等のグランド

コート舗装工事と棒高跳びなどの競技用施設の設置などの競技施設工、施設内の雨水を処理す

るための雨水排水設備工事などでございます。入札の方法につきましては、２社の共同企業体

による一般競争入札であります。７月１０日に入札参加等の公告を行いその結果３つの共同企

業体から参加申請があり、参加資格を満たしていることから、８月２４日に入札を実施いたし

ました。結果としましては入札は１回行い、株式会社甲州土木・株式会社依田組町民交流広場

整備工事共同企業体が落札をいたしました。落札金額は、２億 3,760 万円でございます。入札

日当日の８月２４日付で仮契約の締結を行いました。なお落札率につきましては 97.91%でご

ざいます。また、工期につきましては、議決日の翌日から平成３０年３月 23日でございます。

契約の相手方につきましては株式会社甲州土木・株式会社依田組町民交流広場整備工事共同企

業体でございまして、代表構成員につきましては山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋４８９ 株式会

社甲州土木取締役社長望月武です。構成員につきましては山梨県南巨摩富士川町柳川

１２７２株式会社依田組代表取締役依田一志です。なお次ページには建設工事請負仮契約書の

写しを添付させていきいただきましたのでご参照ください。 

次に、議案第６５号の補足説明をさせていただきます。これにつきましては平成２８年第４回

富士川町議会１１月の臨時会におきまして、契約締結のご議決をいただき、その後完成期日の

延長が生じたため、契約の完成期日を変更することに関し、平成２９年第１回富士川町議会定

例会３月議会におきましてご議決いただきました、中部五開区光ケーブル敷設工事について、 

設計変更が生じたため契約金額を変更することに関し、議会の議決を求めるものでございます。

工事名につきましては中部五開区光ケーブル敷設工事ございます。 

主な変更内容でございますが、東京電力の指示による旧行政ネットワーク伝送路の撤去に約

３３０万円の増。国道専用協議におきまして、管理者の指示によるインナーダクト敷設に伴う

材料費、及び工事費に約１６０万円の増。河川管理者及びＮＴＴからの建柱の指示による自立

柱の建柱に約６０万円の増。その他仕様の一部を変更するなどの増減を差し引きまして、約

１５０万円の増となり、これらを合わせますと、７０５万２，４００円の増額のあったところ

でございます。こうしたことから、４の契約金額につきまして変更前の契約金額７，３４４万

円を、７０５万２，４００円の増額をしますと、変更後の契約金額は８，０４９万２，４００円

とするものでございます。こうした内容を平成２９年８月２１日付で仮契約の締結を行いまし

た。なお工期につきましては、平成２９年９月２９日であり、変更はございません。契約の相

手方につきましては住所、神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地。富士古川 E&C 株式会社代

表取締役社長籾井丈一郎でございます。なお次ページには、建設工事請負変更仮契約書の写し

を添付させていただきましたので、ご参照ください。 

以上で議案第６４号及び議案第６５号の補足説明を終わります。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、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

日程第１９ 認定第６号 平成２８年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

   日程第２０ 認定第７号 平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、決算の概要説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――――「平成２８年度決算について」を朗読）―――――― 

○議長（秋山貢君） 

途中ですが、ここで暫時休憩します。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（秋山貢君） 

  休憩をを解いて議事を再開します。 

次に、認定第６号および第７号の補足説明を求めます。 

説明者は、簡潔明瞭な説明をお願いします。 

まず、認定第６号の補足説明を求めます。 

会計管理者 田辺明弘君 

○会計管理者（田辺明弘君） 

それでは、認定第６号平成２８年度富士川町一般会計、及び各特別会計予算移入歳出決算認

定について補足説明をさせていただきます。決算書の３６ページの次にあります決算附属資料

の歳入歳出事項別明細書によりご説明をいたします。なお説明は項ごとに収入済額、支出済額

で行い、必要に応じ主な収入支出についてご説明をさせていただきます。まず歳入の１ページ

をお開きください。 

○議長（秋山貢君） 

画面で２３６ページ。 

○会計管理者（田辺明弘君） 

     （以下、平成２８年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

続きましてですね、国民健康保険特別会計歳入歳出決算の事項別明細書でございますけれ

ども９９ページをお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

 

○議長（秋山貢君） 

会計管理者、途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後１時５９分 
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再開 午後２時０６分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。説明をお願いします。 

○会計管理者（田辺明弘君） 

それでは続きまして、富士川町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算の事項別明細をご覧

ください。１１９ページでございます。 

（以下、平成２８年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 

○議長（秋山貢君） 

次に、認定第７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、認定第７号平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定につきまして補足説明を

させていただきます。富士川町水道事業決算報告書の１ページをお開きください。 

（以下、平成２８年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 

以上、水道事業決算認定の補足説明とさせていただきいただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の決算の概要説明ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

ただいま議題になっています、認定第６号および第７号については、委員会条例第６条の規

定によって、決算特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査したいと思います。 

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、認定第６号および第７号の決算認定については、決算特別委員会を設置し、こ

れに付託のうえ審査することに決定しました。 

ここで委員名簿を配布します。 

     （書記が特別委員会名簿を配布） 

お諮りします。 

ただいま設置されました、決算特別委員会の委員選任については、委員会条例第７条第３項

の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

     これに、ご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 

 

○議長（秋山貢君） 

ここで暫時休憩します。 

決算特別委員会の委員は、正副委員長互選のため、議員控室にご参集ください。 
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休憩 午後 ２時４８分 

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

再開 午後 ２時５６分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて再開します。 

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

決算特別委員会の委員長に 市川淳子さん、同副委員長に 神田智君 がそれぞれ互選され

ました。議案付託表については、議会終了後配布しますので、ご了承願います。 

○１２番議員（神田智君） 

     議長 

○議長（秋山貢君） 

１２番 神田智君 

○１２番議員（神田智君） 

決算審査に必要な資料の提出を求める動議を提出します。 

○９番議員（市川淳子さん） 

     議長 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん 

ただいまの決算審査に必要な資料の提出を求める動議に賛成します。 

○議長（秋山貢君） 

ただいま、１２番 神田智君から、決算審査に必要な資料の提出を求める動議が出されまし

た。この動議は一人以上の賛成者がありますので成立しました。 

これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を議題とします。 

ここで、動議提出者から、提出理由の説明を求めます。 

１２番 神田智君 

ここで、書記に提出資料一覧表を配布させます。 

○１２番議員（神田智君） 

決算審査にあたり、ただいまお手元に配布されました一覧表にある２３件の資料を参考にし

たいので提出を求めるものであります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で提出理由の説明が終わりました。 

神田智議員、自席にお戻りください。 

これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を採決します。 

お諮りします。 

決算審査に必要な資料の提出を求める動議を決定することに、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、決算審査に必要な資料の提出を求める動議は可決されました。提出資料につい

ては、議会終了後配布しますので、ご了承願います。 

次に、監査委員から、平成２８年度富士川町一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算審
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査に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の諸角和夫君から報告を求めます。 

代表監査委員 諸角和夫君 

○代表監査委員（諸角和夫君） 

まず報告に入る前に、この度行いました決算審査におきましては町長はじめ関係職員の方に

は大変お忙しい中ご協力をいただき、日程どおり終了することができたことに対し厚く御礼申

し上げます。ありがとうございました。当決算審査に対する意見書については、一括して報告

をさせていただきます。なお、時間の関係もありますので、１ページと、２６ページの結びの

み朗読させていただき報告に代えさせていただきます。あらかじめご了承くださいますようお

願い申し上げます。省略させていただきますページつきましては後日確認をしていただきたい

と思います。 

また、平成２９年６月に町当局から報告を受けました後期高齢者医療保険料の還付金の取り

扱いにつきましては、検証結果及び審査意見を２４ページから２５ページに項目第７として記

述してあります。それではお手元の資料により報告させていただきます。議案書の認定第第６、

７号の次ページに意見書が添付されていますので、ご覧ください。 

    （以下、平成２８年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）決算審査

意見１ページ、２６ページ朗読説明） 

以上で決算審査意見書の報告を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 

諸角代表監査委員、誠にご苦労さまでした。厚くお礼を申し上げます。  

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２１ 認定第８号 富士川町道路線の認定について 

日程第２２ 認定第９号 富士川町道路線の認定について 

     を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に認定第８号及び認定第９号の補足説明を求めます。 

土木整備課長 細野幸男君  

○土木整備課長（細野幸男君） 

それでは、認定第８号の補足説明をさせていただきます。認定させていただきます路線は、

天神中條地域の開発区域内の道路であります。路線名は天神中條２３号線。延長が４４ｍで幅

員は６．０ｍでございます。起終点とも天神中條６６４番４地先でございます。場所につきま

しては、次に添付してあります地図のとおり第１保育所の南東約２００メートルの開発区域内

でございます。この道路に接続している道路は町道天神中條１号線になっています。 

続きまして認定第９号の補足説明をさせていただきます。認定させていただきます路線は、

青柳町区内の開発区域内の道路であります。路線名は青栁３３号線。延長が５１ｍ、幅員が６ｍ
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でございます。起終点とも、青柳町１１５７番４地先でございます。場所は地図にありますと

おり、しぶや眼科さんの約９０メートル西側の開発区域内でございます。この道路に接続して

いる道路は。町道青柳１０号線になります。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） 

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。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１６分 
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富士川町議会９月定例会 

 

 

９月１１日 

 

 

 

 



 ２３

 

 

平成２９年第３回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２９年 ９月１１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  １４番  齊 藤 正 行 議員 

                 通告 ２番  １１番  井 上 光 三 議員 

                 通告 ３番  １０番  齊 藤 欽 也 議員 

                 通告 ４番   ９番  市 川 淳 子 議員 

                 通告 ５番    ３番  川 口 正 満 議員 

                 通告 ６番    ４番  青 栁 光 仁 議員 

                 通告 ７番    １番  小 林 有紀子 議員 

                 通告 ８番    ５番  堀 内 春 美 議員 

                 通告 ９番    ６番  秋 山   勇 議員 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也  

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町        長 志 村  学 会  計  管 理 者     田 辺  明 弘 

教 育 長 川 手 貞 良  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人   

財 務 課 長 齋 藤  靖  管  財   課   長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永 井たかね  防   災   課   長  深 澤  千 秋 

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

子育て 支 援 課 長 大  堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

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

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

                生 涯 学 習 課 長  早 川  竜 一  

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋 山  綾 

書    記 依 田 文 哉 
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開会  午前９時００分 

〇議長（秋山貢君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。着席して下さい。 

第三回富士川町議会定例会二日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しいところ、ご出席

いただきまして誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますのでこれより、本日の会

議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第一 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行ないます。 

議長から報告します。 

本日の議事日程および、説明員として出席通知のありました者の職・氏名は一覧表として、

お手元に配布しておきましたとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

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

します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第二 「一般質問」 

質問の通告者は、９名であります。 

これから通告順に一般質問を行います。 

それでは、通告１番、１４番 齊藤正行君の一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

１４番 齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。まず、増穂西小学校の閉校問題の時に

ですね、議員から地域の活性化と学校問題は別だという意見があり、残念ながら学校は閉校になり

ました。しかしながら議員からも何も動きはなかった訳です。しかしながら、ここへ来て動きがあっ

たと聞いております。平成２７年３月に閉校となりました増穂西小学校の校舎ですけども、現時点

での計画があるようですのでお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長 （川手貞良君） 

旧増穂西小学校の体育館・グラウンドにつきましては、平成２７年度から、社会体育施設と

して一般貸出しを行っておりますので、今後も同様に活用して参りたいと考えております。 

     一方、校舎部分につきましては、先般、民間事業者から、体験宿泊施設等として、利用した

いとの計画を提示されたことから、平林区民を対象に８月２４日、民間事業者の主催による説
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明会を開催したところであります。 

     平林区ではこの事業説明を受け、地域の活性化につながる計画であると了承したことから、

町では校舎部分の譲渡に向けた手続きを進めてまいりたいと考えております。 

     また、旧増穂西小プールにつきましては昨年度、平林区から学校プール周辺の防火用水とし

て存置を要望されたことから、プールを教育委員会から防災課へ所管替えを行い、防火用貯水

槽として活用してまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

その話の中で、平林の区民心配してることがあるということの中で、２点ほどお聞きしたいと思

います。 

まず１点目は、グラウンドです。民間業者に売却ということになりますと、体育館とグラウンド

は、まあ社会体育施設として一般貸し付けをしているということですので、校舎とグラウンドはま

た隣接しているというか、現在の状況ではグラウンドの中を歩いて校舎の正門から校舎に入るとい

うような状況です。そういう中で、今、区民の皆さんからすれば、あそこのグラウンドほとんどの

方が利用してないということで、平林の人たちだけが、まあグラウンドは利用してるんだろうと思

います。そういう中で自由に使えなくなるとか、あるいは、そういう民間の業者の方がイベント等

をやって、グラウンドなんかを駐車場に使えば雨の降ったような後では、大変グラウンドも痛むと

いうことの中で、グランド使用について心配をしている方がいるということののようです。そこで、

グラウンドを平林区民に委託して管理をしていただくとか、そういうようなことができれば、地元

どうすれば地元の使い勝手のいいんじゃないかな、そんなふうに思うんですけども。そういうこと

ができるのかを伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

グラウンドの管理委託についてのご質問にお答えをいたします。現在のグラウンドの使用につき

ましては、平林区関係者が運動会やキャンプ等で主に使用しております。グラウンドは、現在教育

委員会で管理しておりますが、平林区で施設の管理をしていただきながら、使用したいとの希望が

あれば、その方法等につきまして区と協議していくことは可能と考えております。以上でございま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

ありがとうございます。そういうことでであれば是非、地元の方々とお話をしていただいてです

ね、地元の人が有利に、使い勝手がいいようにしていただきたいと思います。 

二つ目ですけども、売却ということですので民間業者の経営状況が悪くなるということも、当然

考えられます。あるいは体験宿泊施設として利用できなくなるっていうことも十分予想されるわけ

ですけども。そういった場合には、解体されて何か違うものに使われるようなことになってはいけ

ないと思うわけですけども。町と業者と契約を結ぶんだろうと思うんですけども、そのときにその

何か、何年くらいは、解体はだめですよじゃないですけども、そういうようの約束事がもしできる
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であればと思うんですけども、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

契約時のことについてお答えをさせていただきます。この計画が進んだ場合は、町では校舎及び

その敷地を計画事業者に譲渡することになりますが、契約時に経営後のことについて約束すること

は難しいと考えております。事業運営するに当たりましては、平林区役員も含む関係者で構成する

役員会を組織するということを聞いておりますので、その中で協議をしていただければと考えてお

ります。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

齋藤正行君。 

まあ区の人たちがその中に参加ができるということであれば、区の人たちも、そういうときには、

安心だなという気はいたします。そういう中で先般、新聞にも載っていましたけども、身延町の旧

大須成小学校、移住された方たちが、町から借り受けて活用するというようなお話も載ってました。

民間の業者が耐震工事をするというようなお話も聞いてる訳ですけども、どの程度まで安全な耐震

ができるかというのは、町としても手が離れる訳ですから、確認もできないということになるだろ

うと思います。ぜひとも、その点についても、契約時には、あのしっかり耐震をしていただきたい

というようなお話はしていただきたいなと思います。 

次の質問に移ります。給食センターの建設の予定されております。現在の状況についてお伺いい

たします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

給食センターの現状についての質問にお答えさせていただきます。給食センターについては、

このほど、施設整備の基本方針や施設計画などを盛り込んだ、学校給食センター整備基本計画

を策定し、建設用地の確保可能なエリアを、３地区定めたところであります。 

     さらに、教育委員会において、基本計画で定めた３地区の中から、５箇所の候補地を選定し、

建築基準法上の土地用途要件、道路事情、面積確保可能な場所、上下水道が布設されている区

域の４要件に基づき、総合的に判断した結果、小林地内のＴＫグラウンド東側を、建設用地の

候補地としたところであります。 

     こうしたことから、今定例会に「不動産鑑定委託料」を計上したところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

   齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

給食センターは小林地域に建設にということについては、ありがたいことだと思っておりますけ

ども。給食センターが、どんなものなのかというイメージもないわけですけども。小林区に対して、

給食センターがどのような貢献があるのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 
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教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

地域への貢献ということのご質問にお答えをさせていただきます。地域への貢献につきましては、

周辺地域の方々のみならず、災害時におきまして、炊き出しができる施設として、防災機能を備え

てまいりたいと思っております。また隣接する TK グラウンドが災害時の避難地となっていること

から、この TK グラウンドと併せた避難地として利用できるとともに、２階に会議室を設ける予定

となっております。限られた人数ではありますが、避難所としてもできるよう検討してまいりたい

と考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

   齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

避難所として使えるというようなことでございますので、それはそれでありがたいことだと思い

ます。ただあの、小林区民にしてみれば、体育館を今要望しているわけでありまして。その代わり

に給食センターが出たっていう部分のようにとられることもあるのかな、そんなふうに思って、懸

念してるとこでありますけども、ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。 

３番目の質問に入ります。リニア中央新幹線の防音防災フード設置をですね住民投票によって、

住民の意向を確認する必要性についてお伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長 （志村学君） 

齊藤正行議員のリニア中央新幹線の建設に伴う住民投票の必要性についてのご質問にお答えをい

たします。 

ＪＲ東海では、防音防災フードの設置区間に関して、軌道沿線の自治体との協議を進めてい

くとしております。 

町では、こうしたことを踏まえまして、ＪＲ東海との本格的な協議へ入る前に、沿線住民の

皆様の考え方を伺う機会として、騒音、振動、日照、景観等を実際に体感していただく、リニ

ア実験線での見学会を開催し、また、６月下旬には、沿線地域の３箇所におきまして、騒音規

制等に対する意見交換会を開催したところであります。 

見学会や意見交換会では、騒音対策としての防音防災フードの設置を希望するご意見が多く

見受けられた一方で、８メートルの高さとなる防音防災フードの設置により日照阻害となるこ

とを心配するご意見もありました。 

こうしたことから、防音防災フードの設置区間に関する協議を行う上で、沿線住民の皆様の

意向を も反映できる判断の手法として、防音防災フードの設置要請に関する住民投票を実施

するものであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

     二つ目の質問に入ります。住民投票の実施を投票資格者へどのように周知していくのかお伺いい

たします。 

〇議長（秋山貢君） 
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財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

     齊藤正行議員の住民投票の周知方法についてのご質問にお答えいたします。周知方法といたし

ましては、住民投票の目的、投票資格者の区分、投票の区割り、投票日や期日前投票の方法な

どを明記するとともに、分かりやすい図面を用いたチラシを作成し、町の広報配布日に併せて、

該当する地区へ配布をいたします。 

さらに、通常の選挙と同様に、住民投票に関する公報を発行し、この場合の公報は公の部分の

公報でございますが、投票資格者宛に直接郵送することとしております。 

なお、この住民投票公報につきましては、騒音や日照に関する影響予測等を示すデータなど

を入れ込み、投票する皆様に分かりやすく、且つ判断しやすい内容として作成して参りたいと

考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

今、投票の必要性、投票の方法のご説明をいただきました。沿線住民の皆さんの声を聞きたいと

いうことや、投票資格者への周知についてはわかりました。しかし、高架橋は小林区、天神中條区、

勝寺区を分断する形で建設され、未来永劫この施設は残り続けます。防音防災フードを設置する、

しない。判断がとでも重要な問題です。今回防音防災フードの設置要請に関する住民投票条例の制

定が、上程されておりますが、住民投票というのが、白か黒かをはっきりさせるもので。必ず終わ

ればしこりが残ると思います。私は住民投票ではなく、他の方法で住民の意見を聞くことができる

んではないかと思います。是非もう一度ですね、よい方法を検討していただいてですね、沿線住民

の意見を反映できるようにお願いをしたいなと思います。 

それでは、次の質問に移ります。一般質問の通告を 25 日に提出しました。26 日の山日新聞に後

藤知事より、ＪＲ東海に、地権者や沿線住民にリニアへの理解を深めてもらうため、乗車の機会を

設けてほしいとの要望がされていたということが掲載されてました。この秋からということのよう

ですけども。ちょっと、時間帯がずれてしまいましたんで、もうが決定されてることなんですけど

も、通告してしまいましたので、町からどのように要請がされるのか、お伺いをいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

リニアに係る体験試乗に関する質問にお答えいたします。体験試乗につきましては、これま

でに、本町も構成市町の一員となっている、リニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会にお

きまして、「沿線住民を含めた多くの県民が乗車できるように」と、ＪＲ東海に対して要請して

参りました。 

また、本町と中央市、南アルプス市の２市１町で構成している、リニア中央新幹線甲府駅西

部沿線地域活性化対策協議会におきましても、８月２３日開催の協議会におきまして、「沿線住

民を対象とした体験乗車会の実施」について、要請していくことで確認をしたところであり、

町としましても、ことあるごとにＪＲ東海に対して、体験乗車会の要請をして参りました。 

この結果、ＪＲ東海が主催となる体験乗車会の実施につきまして、先月３１日には地権者あ

てに案内通知が発送され、本町は１０月１２日と１９日に試乗できることとなったところであ
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ります。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

あの、私達ももっとその早い段階で、こういうことをやって欲しいなということは、思っていた

わけですけども。まあようやくということで、やはりリニアに対するご理解を深めてもらうという

ことは、本当に必要なことだなと思ってます。地権者にすれば、先祖代々から引き継がれた土地を、

あるいは、住みなれた家をということになるわけですので、是非こういうことがやっていただけれ

ばと思います。今、ＪＲ東海からは地権者に31日に案内が発送されたという説明でしたけども。そ

うなると、その乗車場所までの足とかっていうのものは何かそこには含まれてるんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

乗車場所までの足ということでございますが、ＪＲ東海でバスを調達しまして富士川町の場合は利

根川公園が集合場所となっておりまして、ここから都留市の小形山まで送迎をしていただけるとい

うことでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

そういうことであれば、ぜひとも、多くの方にですね試乗をしていただけるようにですね、また、

声をかけていただきたいなと思います。 

それでは次の質問に移ります。本年９月に中部、五開地区へ光ファイバーの敷設工事が完了し、

町内全域でCATVが視聴できる環境が整うと思います。町の広報媒体としてＣＡＴＶのさらなる活

用ができないか、お考えを伺います。 

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） 

齊藤正行議員のＣＡＴＶの活用についてのご質問にお答えいたします。現在、町では、富士川Ｃ

ＡＴＶを利用した文字放送による情報発信を行っているほか、昨年９月からは、データ放送に

関する業務協定を締結し、防災、災害、生活などの行政情報を発信しているところであります。 

こうした中、本年度、中部区、五開区への光ファイバーケーブルの敷設により、町内全域で

ＣＡＴＶ放送が視聴できる環境が整うことから、中部・五開区においても文字放送やデータ放

送のほか、さくら祭り、成人式などのイベントや大柳川渓谷、櫛形山などの観光情報を放映し

ていただいているコミュニティチャンネルを視聴することが可能となります。 

今後は、コミュニティチャンネルを活用した学校行事や健康情報、議会中継、データ放送を

活用した道路ライブカメラの拡充などを検討し、より効果的で利便性の高い行政情報の提供を

行って参りたいと考えております。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 
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ほんとに、今度こうなることを待ってという部分が、実はあります。われわれ議員が、当選した

ときに、CATV を使って放送はできないかということの中で、議会改革特別委員会、あるいは事あ

るごとにそんな話をしたんですけども。やはり、いってないとこもあるのに、あるところだけを中

継をするのは不公平であるというようなことの中で、今まではできませんでした。是非ですね、こ

れは私も議長のときに CATV の方からが来ていただいて、見積もりをもらったりもしてあります。

そういうこともありますので、是非ですね、これは町と議会と一緒にですね連携しながら、是非議

会中継をですね、やっていただきたいと思ってますけども。ちょっとお考えはいかがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

CATV が、この９月末から町内全体を網羅できるようになります。これまでも町の情報につきま

しては、文字放送等使いながら町、消防団、警察、いろんな情報を記載しておりましたけども。今

度、生の動画も発信できる装置になっておりますんで。他の市町村でも県でも議会中継をやります

んで、うちの町としても議会の同意を得る中で、１日も早く実施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） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

是非ですね、よろしくお願いをしたいと思います。次の質問に移ります。本町で実施するシビッ

クコア地区整備計画について、現在の進捗状況と事業に併せた周辺の整備についてお伺いいたしま

す。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

シビックコアの整備についてお答えいたします。富士川町シビックコア地区整備計画につき

ましては、旧鰍沢町時代の平成１８年に中心市街地の８ha において、魅力と賑わいを創出する

ことを目的に策定し、整備を進めてきたところであります。 

現在の進捗状況につきましては、町においては町道中田 1号線、町道新道線、ポケットパー

ク及びかじかざわ児童センターの整備を行い、国においては、旧国道５２号の歩道及び電線地

中化の周辺整備が完了しているところであります。 

また、シビックコア地区の中核をなす国の合同庁舎の建設が、町の図書館と合築する計画で

本年度より事業化され、整備スケジュールにつきましては、調査・設計を平成３０年度までに

完了させ、平成３２年度から建設工事に着手し、平成３４年度の完成を目指しているところで

あります。 

こうした中、今後の合同庁舎周辺整備につきまして、合同庁舎の敷地となる旧鰍沢病院跡地

約３，４００㎡では、町の図書館を含めた施設を整備する用地としては手狭でありますので、

町道大法師線の道路拡幅工事と併せ、計画予定地南側２軒の取得を行い一体的な施設整備を進

めているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 
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〇１４番議員（齋藤正行君） 

あの、町道大法師線の拡幅ということの、今説明があったんですけども。合同庁舎に入るために

大法師線を広げてこう入ってくというふうな、そういうイメージなんですか。それから、またあの

２軒の買収がという話ですけども、この買収についてはもう話は済んでるということなんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

合同庁舎の出入り口につきましては、国の概算要望時では県道側にとっておりますけど、今後発

注します設計業務の中で、この辺は建物の配置を含め検討していくということでございます。あと、

２軒の地権者への意向につきましてはですね、ことしの５月の末に合同庁舎の整備に伴う移転のお

願いはしております。内諾は得ている状況です。今年度ですね建物補償の鑑定をしまして、その後

交渉に入っていく予定であります。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

今の病院の跡地って、敷地っていうのは、坂になってるんですよね。道路から。自然と壁を立て

るかなんかしないと。するか。坂のまま入るみたいな格好になるのかなっていうふうに思ったんで。

大法師線の方が、道路とすれば広げることによれば入りいいのかなって、そんなふうに考えました

けども。またしっかり協議をしていただきたいと思います。 

それから、もう一点。今シビックコア地区というのが鰍沢の整備をいろんなことをやっていく事

業ということなんです。もうこれで大方の事業は終わるというふうにに考えてよろしんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

合同庁舎の建設をもちまして、シビックコア地区を整備計画が完了ということでございます。以

上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

わかりました。それではの次の質問に移ります。富士川町は、誕生しまして７年６カ月が経過し

ました。町長はこの間、医療福祉の充実には、子育て支援など多くの政策を実行され、町の発展に努

力されました。町長は３期１１年にわたり政策課題に取り組まれ、町政のかじ取りを行ってきました。

平成３０年４月に施行されます次期町長選挙についての考えをお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

次期町長選挙についてのご質問にお答えいたします。 

私は、合併以来、富士川町の町長として、「暮らしと自然が輝く交流のまち」をめざし。また、

峡南地域の中心となったまちづくりに取り組むことをお約束し、誠心誠意、職務を全うして参

りました。 
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     一期目は、旧増穂でも旧鰍沢でもなく、富士川町としての風土をつくり、町民の一体感の醸

成に努めるとともに、峡南北部の地域医療を確保するため、峡南医療センターの設立や山王地

区の土地区画整理事業、中山間地域へのヘリポート建設などの防災対策とともに、中部横断自

動車道の開通を視野に道の駅の建設や、大型ショッピングセンターの誘致などの事業を実施し

て参りました。 

     また、二期目は、「子どもや若者が夢と希望の持てるまち」、「お年寄りや住民が安心して暮ら

せるまち」をめざして、公共施設の再配置計画を策定する中で、スポーツ広場や庁舎、町民体

育館、図書館、児童センターなどの建設計画を進めるとともに、町民会館、鰍沢分庁舎の機能

移転などに取組んで参りました。 

     また、消防団詰所の改築や防災ラジオの導入をはじめ、子どもたちが使用する建物の窓ガラ

スの飛散防止、国土交通省と連携した富士川の護岸整備など、防災・減災対策にも取組んで参

りました。 

     さらに、定住奨励金や中山間地域への移住を促す、住宅用地取得費補助、保育料や子ども医

療費、学校給食費の負担軽減、峡南医療センターの経営や診療体制の充実をはじめ、障がい者

や高齢者の就労機会の確保など、少子化対策、医療・福祉の充実に努めてまいりました。 

     また、「環境のまち富士川」を掲げ、可燃ごみを減少させるため、リュース食器の普及を図る

とともに、発生抑制、再使用、再利用を重点とした環境保全対策にも力を入れて参りました。 

     さらに、道の駅やフォレストモールでの農産物をはじめ地場商品や特産品の販路拡大と鳥獣

害防止対策など、産業の振興に努めて参りました。 

     また、富士橋の架け替え、中部地区の国道のかさ上げ整備、シビックコア地区の整備をはじ

め、下水道未整備区間の整備など、都市基盤の整備にも取組んで参りました。 

     さらに、小中学校に町単教員を配置し、スタッフを充実する中で、きめ細やかな教育を推進

するとともに、スポーツでは、「健康づくりまちづくり」を合言葉に、県の体育祭で７連覇する

など、教育・文化・スポーツに取り組むなど、公約に掲げた主要な施策は、概ね実現できてい

ると感じているところであります。 

     こうした中、先月ごろから、区長会をはじめ、町内の多くの団体の皆様から、次期町長選挙

へ出馬せよとの要請をいただいております。こうした要請をいただいたことに、心より感謝を

申し上げますとともに、改めて身の引き締まる思いを感じているところであります。 

     しかし、少子高齢化、人口減少が進行する中で、さらなる子育て支援や高齢者対策、定住促

進、中山間地域の活性化などを推進する必要があるとともに、リニア中央新幹線の建設に伴う

公共施設の移設や、子どもたちに安全な給食を提供するための給食センター、図書館とシビッ

クコア地区の整備、庁舎の建設など大規模な事業を発表しており。その内、一部事業には着手

したものの、未だ、未着手の事業があるほか、小中学校の老朽施設の改善や災害に備えた実効

性のある対策など、新たな課題も発生しております。 

     私は、こうした課題に責任をもって、しっかりと対応し。そして、豊かな自然、歴史と文化

にあふれた、この富士川町の未来を、さらに飛躍・発展させるため。引き続き、全力で町政に

取り組んで参りたいと考え、明春の町長選挙において、町民の皆様に信を仰ぐ決意をしたとこ

ろであります。 

     今後とも、公平公正な姿勢で、挑戦する富士川町として、残された任期を全力で尽くすとと

もに、「みんなで考え、一緒に築くまちづくり」を第一に掲げながら、「暮らしと自然が輝く交
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流のまち」富士川町をめざして、誠心誠意、全力で取り組んで参る考えであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

齋藤正行君。 

〇１４番議員（齋藤正行君） 

ありがとうございました。是非ですね、もう１期ですねよろしくお願いしたいと思います。私も微

力ではありますけども、ご支援申し上げるということを申し上げまして、一般質問を終わらせてい

ただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、通告１番、１４番 齊藤正行君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 

続いて通告２番、１１番 井上光三君の一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

１１番井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

それでは早速ですが通告に従いまして、大きな３点ですけれども質問をさせていただきます。 

それでは、質問に入ります。まず１点目の集落支援員の導入につきましてです。集落支援員は総

務省の地域力創造グループが行っている外部人材活用制度の一つであります。地域の実情に詳しく、

集落対策の推進に関してノウハウ、知見を有した人材を地方自治体で委嘱できる制度であります。

平成２０年度に創設されまして、創設年度は支援員数が全国で約１９９人でありましたが、年々導

入自治体数、支援員数とも増加しており、平成28年度は専任の集落支援員が１，１５８人。兼任が

３，２７６人委嘱されています。本町におきましても過疎地域等における集落対策を本格的に推進

していく必要があります。また、移住定住促進や空き家対策等、課題は山積しております。今後、

集落支援制度を導入して、諸課題の取り組みができないかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

集落支援制度についての御質問にお答えします。「集落支援員」は、地域力の創造・地方の再生

を目的として、総務省で実施している事業メニューの１つであり、人口減少に伴う生活扶助機

能の低下、身近な生活交通手段の不足、空き家の増加、森林の荒廃、耕作放棄地の増加などの

集落が抱える課題に対し、地域の実情に詳しい人材を活用することによって、解決する制度で

あります。 

町では、地域の再生・人口減少対策としまして、定住奨励金や中山間地域等における住宅用

地取得費補助などの移住定住促進対策。交通弱者に対応するためのデマンド交通の実施。空き

家バンクや空き家改修費補助などの空き家対策のほか、地域と行政とのパイプ役として役割を

担う地域支援員制度を設け、様々な地域の課題解決に向け取り組んで来たところであります。 

また、本年度、取り組んでおります第２次総合計画策定に向け、各地区で開催している寄り

合いワークショップにおいては、地域の課題に対する解決策を「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」を仕分け、地域と行政の役割を明確

にし、地域でできることについては、区長を中心に地域が主体的に課題解決に取り組んでいた
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だいております。 

 このようなことから、「集落支援員制度」を活用した課題解決に取り組むのではなく、地域と

行政が連携して課題に取り組んでいきたいと考えております。以上であります。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

答弁をお伺いしましてですね、 終的にはこの集落支援員をどう活用するのではなくて、今まで、

うちの町はいろんな補助制度、今お答えの中にありましたように補助制度。それから地域独自ので

すね地域支援員制度、導入されていろいろと取り組んできておられますけれども。実はこの集落支

援がなぜ重要かと感じましたのは、私どもの議会でですね総務産業建設常任委員会で伊那市に行政

視察研修に行ったんですが、伊那市には特に移住定住に関することで勉強したいということで研修

を行ってきました。その中で非常に独自性を持った取り組みを行なっていてですね。集落支援員が

二人、この後また説明、質問しますけれども地域おこし協力隊員が８人。で、説明はその集落支援

員がすべて、町の職員ではなくてですね集落支援員がすべて説明をしてくれたんです。非常に活発

な独自性を持った取り組みが、成功しているでしょうと思うくらいにやっておられたんで。 

集落支援員制度っていいうのは、総務省で、こちらで委嘱すると、後から特別交付税でその委嘱

した部分の交付税措置されるわけですから、非常に有効な手段かなと思いますんで。是非ですね、

この今すぐとは言いませんけれども、将来にわたってですね、今丁度うちの町では第二次総合計画

策定作業をしてます。先ほど話が出ましたワークショップもあり、それから審議会も開かれて。私

も審議会に入ってるんですが、一番の高い関心が、定住促進なんですよ。で、多くの皆さんが若者

のこの町に呼び込む対策をしっかりしなさいというのは、非常に高い価値を持っていますんで、是

非この将来的に、今すぐにということじゃないけど、将来的に導入を検討していただきたい。もう

１点そこの将来に渡ってどうかなということだけお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

ただいまご意見にありました伊那市の例でございます。私も伊那市移住定住促進プログラムとい

うのも拝見もさせていただきました。２５年に策定をして、具体的な目標数値を人で設定をしなが

ら、市全体が、部局が移住定住のために何ができるんだというもの、いっぱい挙げていただきなが

ら、総合的なプログラムを作ってるというようなことが背景にできたわけであります。その中の促

進の一つとして、集落支援員、それから…など活用しながら進めていくというようなところが伺え

たわけであります。本町のほうでも移住定住の事業はそれぞれ推進しているところでありますけれ

ども。そこの集落支援員の部分だけを取り入れてというような部分になると、なかなか。やっぱり

そこだけでうまくいくかというような部分ではあるかどうか、というところは検証していかないと

いけないと思いますので。今後またこれらの参考にさせていただきながら、取り入れられるものが

あれば取り入れていきたいと、いうふうに考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長 （志村学君） 

総務省の集落支援員制度は制度といたしましてですね、町は町独自で。先ほど、政策秘書課長が
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答弁させていただきまして、いろんな補助制度以外に、特に穂積区につきましては町の定年を迎え

た職員の再雇用の場として、活性化組合に一人もと職員を送り込んであります。この職員が町の事

業も、この間まで町の職員でしたんで。地域の皆さんに伝えていただきながら、もっと地域、地域

というよりもその集落が元気にする。やっぱり活性化組合が今、穂積の場合はもっと大きな力を出

しておりますんで、あそこが活気づくと集落全体がですね活気づくんではないかなと思ってます。

これからもそういった活性化組合への職員派遣を含めて。他の町村と同じことをやったんじゃ同じ

だけになってしまいますし。そして我々も総務省のほうに特別地方交付税ではなくて、交付金で措

置をして欲しいという要望もしていきます。特交の場合はどこへどう入っているか全然わからない

部分もありますんで、しっかりですねそういった支援員が置けて活用できるような制度の仕組みを

総務省のほうでも考えていただけるよう、要望をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

ありがとうございました。特に今町長の答弁もありましたけれども、ことに穂積地区はですね、

職員の再雇用ということで、地域の活性化を含めたことで、活性化のところに一人雇用していただ

いております。これは、ありがたいことで非常に。ただ、全般的にいくと穂積地区だけでなくてで

すね、いろんなところでいろんなところが必要かなと。で、これ質問ではないんですけども、先ほ

どの地域支援員、各地域にいますよね。地域支援員の活用が、地域ごとにちょっとバランスが悪い

というふうなこともありますんで、ここも含めてまた今後しっかりとした対策をとっていただきた

いと思います。 

では次の質問に入ります。集落支援とちょっと似通ったことがあるんですが、地域おこし協力隊

の導入につきましてですが。集落支援制度ともにですね、総務省が行なっている制度でございます。

地域おこし協力隊、この制度も各自治体で積極的に導入しておりまして、制度改正の平成21年度は、

全国で８９人でした。これが昨年平成２８年度は３，９７８人と大幅に増えています。本町でもこ

うした制度を活用することができれば、若者に移住促進ばかりでなくて、地域ブランドや地場産品

の開発販売ＰＲ等の地域おこしが拡充できます。さらにはまた、先ほどの集落支援とともに連携し

た取り組みも期待できます。今後、地域おこし協力隊が導入にできないかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

それでは、地域おこし協力隊の導入についてのご質問にお答えします。地域おこし協力隊制度は、

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、

定着を図ることで、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度であります。 

本町では、平成２７年１０月に策定した「富士川町総合戦略」の基本目標の一つであります

「富士川町への新しいひとの流れをつくる」ことの中に、具体的な施策として「地域おこし協

力隊」事業を掲げ、平成３１年度を目標として導入することとしております。 

こうしたことから、今後は本町地域のニーズや実情を考慮する中で、都市地域からの人材の

受け入れ方法や、地域への定住・定着を図れるための仕事内容を選定することや募集方法につ

いて、検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

そうしますと総合計画の予定通り３１年度を目安に、目標に導入を検討しているということでよ

ろしいでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

一応３１年度を目標として、本年度、これらの募集方法等の仕事内容の検討等を取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

是非ですね、ここは強力に導入できるようにお願いしたいと。ちなみにですね山梨県、平成２８年

度の事例でいきますと、県では４人、市が１０市で４８人。町村では、８町村で、３２人がもう導

入されてますんで。富士川町もこういった制度をですね導入して、本格的な取り組みを行なってい

ただきたいと思います。 

それでは、次の質問に入ります。次は財産区の取り扱いにつきましてです。本町内には複数の財

産区が存在しております。それぞれに歴史があり、権利区分や設置経緯にも相違があります。管

理方法については、大変私達議員をやっていても不透明な部分もあります。財産区は町内に存

在します特別地方公共団体である以上、管理方法を明確にする必要があります。次の点につい

てお伺いするんですが、なぜこの質問をしたかというとですね、非常に財産区というのは我々議

員の中にも、なかなか承知していない議員もいますし、地方自治法にはですね、財産区というのは

自治体と一定の体制をとっていかなければならない、というふうな自治法にもそういうなことが明

記されておりまして。そうある以上、私たち議員も知っておく必要があるのかなと思いまして。不

明な部分だけちょっと質問させていただきます。それではかっこ１です。財産区には管理会の設置

と議会の設置と区別されていますが、違いをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただ今の、管理会の設置と議会の設置の違いを伺う。これに対して答弁させていただきます。富

士川町の財産区は、旧鰍沢町の鰍沢町有林財産区、旧大同村の鹿島財産区と羽鹿島財産区の３つ

の財産区があり、鰍沢町有林財産区と羽鹿島財産区については、地方自治法第２９５条の規定

により本町条例に議会の設置を定め、鹿島財産区は同法第２９６条の２第１項の規定により本

町条例に管理会の設置を定めております。 

違いにつきましては、財産区議会は、予算、財産処分、契約、決算などの議決事件について

の議決権があることや、公職選挙法により選任すること、また、条例で任期、定数を定めるこ

とであります。財産区管理会は、議決権はありませんが、管理会の同意が必要であることや、

委員の選任については条例で定められており、４年任期で定数は７名以内となっております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 
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〇１１番議員（井上光三君） 

再質問なんですが。実は私のお伺いしたかったことは、議会とした経緯、管理会とした経緯とい

うのを知りたかったんですけども。なかなかこれが財産区というのは、一番古いものは明治22年な

んですよね。そのあと、町制等施行の関係で財産区になった経緯がありますんで、非常に古い部分

は分かりづらいと思いますんで。そこの部分は余り、私も財産区を質問するにあたって、調べてき

ましたんですけれども。なかなかどこの自治体も、ここには入り込んではいけないようなところが

あるんで、細かくそこまでは質問しませんが。１点だけですね、管理会、議会とがあります。で、

うちの町にはないんですが、全く管理会も議会も無い、ただ単なる財産区というのも存在してるん

ですが。財産区の管理者というのでは、誰にな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） 

財産区の管理者ということなんですけども。管理者につきましては、所在首長がなるということ

になりますので、本町におきましては町長が管理者ということになります。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

そうなんですよね。地方自治法で調べていくと、やっぱり 高責任者はそこの自治体の長が、

高責任者になるということなんですが。ただ財産区というのは、一部の区域が限られていて、そこ

の住民は権利があると。権利というのは、山林であれば例えば入会権であるとか、薪をとる権利で

あるとか草を刈る権利であるとかというそういう権利なんですけど。それは 高責任者は町長、う

ちの町でいくと。ただし議会が設置されてるとこは議長さんがいます。管理会が設置されてるとこ

は管理会長さんがいます、ということにやってこられたということですね。本当はもっと突っ込み

たかったんですが、あんまり領域に入るなというふうな雰囲気のところが多いようですから。 

２つ目にいきます。財産区会計は、町の特別会計で処理しているものと独自会計がありますが、

その違いをお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

財産区の特別会計、独自会計のは違いというご質問にお答えします。富士川町に存在する３つの

財産区のうち、鹿島財産区を町の特別会計としております。 

違いについては、鹿島財産区に管理会を設置しており、財産区の歳入歳出予算の調整、財産

区の財産の管理及び処分に関する議案の提出、財産区の収支を命令し金銭若しくは物品の出納

保管を掌る事務は、委任できず、財産区の収入支出は、会計を分別しなければなりませんので、

地方自治法第２９４条第３項の規定により、特別会計を設けております。 

ほかの２財産区につきましては、議会を設置しておりますので、特別会計は設置しておりま

せん。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 
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これもですね、なぜ特別会計にしたのかということを伺ったんですが。これも非常に昔のことで、

私の調べた限りはその経緯がよくわかってないということなんで。１点ちょっと再質問でですね。

この特別会計、町には特別会計設置条例というのがあって、その中に我々が予算、決算の審査して

いる特別会計があるんですが。一つですね財産区という特別会計があるんですが。これ一切予算に

も決算にも出てこないというのは、先ほどの課長の説明の中にもその名前が上がってこなかったん

ですが。特別会計設置条例に鰍沢財産区特別会計というのがあるんですが、これは何を指している

のか。鰍沢財産区も私が調べた限りでは存在しないんです。ここをちょっとお願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

お答えします。富士川町特別会計の設置条例に、鰍沢財産区特別会計が設置されております。こ

れは鰍沢町有林財産区の会計としてに設置されているものであります。この財産区の会計は、原則

として町議会の議決となりますが。条例により財産区の議会が設置された場合は、財産区議会が議

決権を有するということになります。こうしたことから鰍沢町有林財産区におきましては、財産区

管理会が設置されているということでありますので、財産区議会において予算が計上されていると

いうことですので、この鰍沢財産区の予算は計上はされておりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

鰍沢町有林材財産区っていうのはですね、この例規集にも載っていますように、議会の設置条例

があって、しっかりとしたものがあるんですが。先ほどの特別会計設置条例の中にある鰍沢財産区っ

ていうのは、町有林というのはなかったんですが。これはそうしますとかつて町有林財産区の会計

があったものがそのまま特別会計設置条例に残って、名前が町有林ではなくて残っていたというふ

うに理解してよろしいですか。 

鰍沢財産区町有林につきましては、町の設置条例で鰍沢財産区特別会計という名称で設置された

というようなことが経緯でございまして。それで先ほど申しましたが、鰍沢町有林財産区につきま

しては、議会が設置されてるということで、会計は財産区の方でで行うということです。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

そうしますと、この鰍沢町有林財産区は議会が設置されてますから、そこでいろんな審議がされ

るということです。会計もそちらで処理してるということですから、特別会計設置条例にある、こ

れをもう削除してもよろしいという考え方でよろしいですか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

こちらの鰍沢町有林財産区につきましては、町の条例で設置するということになっておりますの

で。こちらにつきましては条例で設置を定めまして、その後、鰍沢財産区に議会が設置されており

ますので、会計はそちらの議会に委任されているというようなことになります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

例規集によりますとですね、特別会計設置条例についてもちょっとまぎらわしいので、処理をお

願いしたいと思います。 

それでは次の質問に入ります。３番目ですね。恩賜林保護財産区っていうのは２件あるんですけ

ども、一つは町の特別会計で処理しておりまして、もう一方は存在がなかなかわかっていない。と

いうのが合併協議会の資料を調べたんですが、合併協議会の中にでも、その財産区について名前が

あがってこなかったという財産区があるんです。この二つの違いをわかれば教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただ今の恩賜林保護財産区の２件の違いということでお答えさせていただきます。富士川町には、

カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区と立石山及び大日向外六山恩賜林保護財産区の２つの恩

賜林保護財産区があります。 

カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区につきましては、地方自治法第２９６条の２第１項及

び第２９６条の４第１項の規定により本町条例に管理会条例を定め、特別会計において処理を

行っております。 

一方、立石山及び大日向外六山恩賜林保護財産区につきましては、管理会条例を制定してお

らず、旧髙下区が管理をしているものであります。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

この二つともですね、恩賜林ですから県の所有のものなんですね。県の所有のもので、やっぱり

入会権とかの関係で、この地域で保護財産区として管理しているということですね。地域にある財

産区ですから、これもやっぱり責任者は町長になるというのが原則なんですね。そこの二つのとこ

ろがまったく取り扱いが違うということで。これもやっぱり歴史があるでしょうから、これ以上は

突っ込みませんが。非常に将来的にですね、そこの地域にいる住民もわからなくなってきていると

いうことです。入会権という、あるいはそこの権利、どういう権利があるかということも昔と状況

が変わってきてますんで。これはいつかちゃんとしたことで、自治体が入って整理していく必要が

あるのかなと思います。 

それでは次の４番目に移ります。先ほど言った県の所有の保護財産区はですね、将来県の所有の

山林ですから。これ将来のことを、今どうこうということじゃなくてですね。将来、今状況がもう

ほとんど変わってないんですね。昔の入会権のような形で、そこの山に行って何かをするというこ

とがほとんどされていない状況ですので。例えばずっとを管理していくのが非常に難しくなってく

るような状況に今後陥ればですね、県に返還することができるのかどうか。これ将来的な話です。

お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

県所有の恩賜林保護財産区を、将来県に返還することができるかどうかという御質問にお答えし
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ます。山梨県恩賜県有財産管理条例第５条では、「従来草木の払い下げを受けた慣行のある市町

村であっても 恩賜県有財産保護の責任ある市町村組合を脱退することができる。この場合に

は草木払い下げの慣行を抛棄したものとみなす。」と定められているため、返還することは不可

能ではないと考えられます。 

しかし、返還となると入会権者の総意が必要なことや、権利、財産処分の問題などがあるた

め、これまでに返還事例はないと聞いております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

法的にできるけれども、今まで事例がないという。これは当然あの財産区には権利者がいますか

らですね。当然権利者の同意も必要でしょうし。今後もっとその財産区の財産が活用できるように

なれば、これにこしたことはないんですけどね。ちょっと似通ったことで再質問させていただきま

すけれども。今のは県の所有の恩賜林保護財産区なんですね。先ほどちょっと前の質問で聞きまし

た。例えば鰍沢町有林。財産区町有林という名前がついてますんで、権利者がもともとここにいま

すけれども。町有林ですから町の所有だというふうに私は理解してんですが。これを財産区でなく

て町有林として、将来的にですね、管理することができるのかどうか。そこについてもお伺いいた

します。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

鰍沢町有林財産区の町有林の受け入れということなんですけども。財産区の山林の受け入れに

は、広い面積を管理することとなりますので、寄付採納の申込をしていただき、採否するか検

討し、判断して参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

はいこれもまた、その地域、権利者があるわけですから、当然その同意が必要になりますから、

今すぐということじゃないんですが。将来的に、例えばそこもお荷物になるようだと、その区域に

対しても、お荷物になるんだと思いますんで。そういうことができないかということで質問させて

いただきました。 

もう１点ですね。この財産区について調べていく中で、うちの町には、この財産区、先ほどの県

有林、恩賜林の関係で、一部事務組合というのが３つあるんです。一部事務組合はうちの町だけで

はなくて、これ当然ほかの町も関わってますんで、町の中の財産区ということではなくて、恩賜林

関係の３つ組合があるんですが。旧町時代にはですね、旧増穂町の例規集には、そこの保護組合の

規約が載っていたんです。今、富士川町のところにはないんですね。一部事務組合の規約ですから

改正等はうちの町の議会にも諮られるんですけれども。そういったことで、そこの規約をですね担

当者として把握しているかどうかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 
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先ほどのご質問ですが、恩賜林保護組合は町内に３団体ありまして、奥仙重外二字山恩賜県有財

産保護組合、八町山恩賜県有財産保護組合、土山恩賜県有財産保護組合。この３つがございます。

この規約等につきましては、担当課で把握をしております。 

〇議長（秋山貢君） 

井上光三君。 

〇１１番議員（井上光三君） 

是非これもですねまあ質問じゃないですからね。うちの例規集のあたりに整理しておく必要があ

ると思うんですよね。うちの議会に改正があれば諮られて、県に届けるっていう事務があるかと思

うんですが。是非お願いをして、例規集に整理していただきたいという事お願いをして質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告２番11番井上光三君の一般質問を終わります。 

途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１０分 

再開 午前１０時１８分 

〇議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて一般質問を再開します。 

     通告３番、１０番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 

     １０番、齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、通告に従って、一般質問をしていきたいたいと思います。今回、私ちょっと質問

数が多いもんですから、答弁等はできるだけ簡潔にお願いしたいと思います。それでは一番

初ですけども。先ほど齊藤正行議員も質問されておりましたけども、リニアに関して、特に住

民投票ということについて、ご質問したいと思います。町長は今議会に住民投票条例を提案さ

れております。住民の意思を直接、より正確にということで制定を提案されておりますけれど

も、まず 初にですね、住民の意向を聞くということでもって、６月末にですね、天神中條、

勝寺、そして小林、長澤地区等を対象とした意見交換会、これを３回行なっております。こ

れは何のためにしたのか、改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

齊藤欽也議員の６月の意見交換会の目的に関するご質問にお答えいたします。リニア中央新

幹線の騒音に係る環境基準の類型当てはめをする地域に関しまして、県では平成２８年１１月

に、軌道中心線より左右４００メートルを範囲とし、環境基準の指定と騒音規制の見直しを並

行して行う方針を出しました。 

本町におきましては、リニア中央新幹線のルート上に、騒音規制が未指定の区域があること

から、町では、住民の皆さまの生活環境を保全するために、「騒音規制の範囲をどのようにす

べきか」を、該当している地域の皆様と一緒に考える目的で意見交換会を開催したものであり

ます。以上です。 

○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） 

ここの意見交換会。多くの意見が出されたんだろうと思いますけれども。これは騒音規制と

いうことで、直接、今回住民投票条例でやろうとしている内容に関わる、極めて、その内容そ

のものについての声を、多数聞いたということではないんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

今回、意見交換で広く意見を聞いた部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、そ

の県が環境基準の指定と騒音規制の見直しを同時に行うということでございますから。そのこ

とに関しまして未指定の区域があるために、その地域をどうしましょうかという部分でご意見

をいただきました。これは、ＪＲ東海がその 終的には、この県が定める環境類型のあてはめ

を基準に、その環境対策をいわゆる防音フードにするのか防音壁にするのかということを決め

るということでありますので。 終的にはこのつながるものであるというように考えていると

ころであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは、その意見交換会ではどんな意見が出され、そして、確か７月に県のヒアリングが

あるということで。これは環境区域指定についてのヒアリングということのようですけども。

その点の県への報告はどのようにされたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

今回は、環境のその未指定区域があることからということでございまして。３地区とも、そ

の空白の地域、真っ白の地域でありましたけれども。そこの部分につきましては、いわゆる黄

色い地域ということで、住居地域が望ましいというご意見を、それぞれの地区からをいただき

ました。で町としましてはこれを受けまして、７月の１９日に環境審議会にその意見を答申を

いたしまして、７月の３１日に環境審議会から、あっ、諮問をいたしまして、環境審議会から

答申をいただいたということで。その答申につきましては、住居地域に相当する第２種区域が

相当ではないかと、いうような答申をいただきました。これを受けまして、県とのヒアリング

というのは今月に行われることになっておりますから。その中で町の意見として、住居地域に

相当とすることが望ましいという意見を回答していくという予定でございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは、７月に県が行うというヒアリングというのは、無かったということでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 
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ヒアリングは９月ということで言われておりますので、７月はございませんでした。以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

住居地域が望ましいという、住民の声が多数であったと。で、環境審議会でもおおむねその

ように、それを受けてそのように判断をされたということですけども。この沿線住民から出た、

住居地域指定が望ましいということは、どういうことを持って述べられたのか、その点につい

てお答え願いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

そこの部分につきましては、住居地域に指定するというようなことになりますと、そこは、

県の当てはめにいきますと、環境基準の類型Ⅰになろうかと思いますけれども。そうなります

と騒音規制というのは、70 デシベル以下に抑えなければならないということで、認識をしてる

ところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

もうちょっと、はっきり言ってほしいんですね。というのは、騒音規制 70 デシベル以下と

いうことは、フードをつけることを前提とした住民からの声ではなかったのかと私は思うんで

すけどもいかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

３カ所で意見交換を行なったところでございますけれども、その中ではやはりフードという

要望は強くございました。ただ、そのフードをするのかしないのかというのはＪＲ東海がその

県の環境基準の当てはめを見ながら、沿線自治体と協議をしたいということでございます。で

ＪＲとするとその環境対策工というのは、総合的に考えたいというようなことも申しておりま

すから。それが防音フードになるのか、それとも個別対策によって７０デシベル以下にするの

かというような、二つの選択肢があるというようなことを伺っ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。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

先ほどですね、そうであるならばですね。要はＪＲがフードをつける、つけないの 終的な

判断をするということであるならば、齊藤正行議員の質問、何でするんですかと、他の方法も

あるんじゃないんですかという指摘がありましたけれども。まさにそのとおりではないかと思

うんですが。あえて住民投票する意味が、そうすると無いんではないかと私は思うんですけど

いかがですか。 
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○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

先ほども申し上げましたとおり、ＪＲ東海はその環境対策工をするに当たっては、その県の

当てはめ基準を参考にしながらも、沿線自治体と協議をしたいというようなことでございます。

で町としましては、その協議をする上で、住民の皆さんの、実際どのようなお考えだというと

ころを確認したいということでございます。と申しますのは、見学会を開催しました。そのア

ンケート中にもいくつか、いろいろな項目にご意見を頂戴いたしました。その中で、騒音に関

すること、51 項目いただきました。振動に関すること 27 項目。日陰に関すること 31 項目の

ご意見をいただきました。ということは、騒音それから、振動、日陰、いずれに関しましても

住民の皆さんは心配されてると、いうことでございますから。実際にその 400 メートル幅にお

住まいの皆様が、どのようなお考えであるかということを聞くためにも。やはり、その公職選

挙法に基づいた住民投票というものが、公正、それから公平に伺えるというようなところで判

断をしたというところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

私もですね、住民の意見交換会、３カ所参加させてもらっています。また、そのほかに JR、

リニアそのものの色んな環境基準、あるいは考え方等についての説明会にも、その都度参加し

ております。私が感じているのはですね。確かに日照の問題もあるよと。でも騒音の方がやっ

ぱり大変だねと、いう声がおそらく多いんだろうなと。それは意見交換会等々を通じて、ある

いは、小林地域でですね、防音フードをつけて欲しいというような署名活動を住民達がやられ

たということを見てもですね、これは非常に明らかなことではないのかなと。騒音について、

フードについて是非かけて欲しいというのが、圧倒的に多いだろうと私は感じてますし。逆に

フードと日照という問題を天秤にかけたときでも、多くの方々は、まずはフードだよと、騒音

だよと。いうことではなかろうかと。そういうふうに私は、この間のリニアに関する説明会や

懇談会、あるいは、今回の意見交換会でも受けておりますけども。それを町はそうには感じな

いというということなんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

これまでもですね、６月の議会でも、そしてまた住民との意見交換会の際にも申し上げまし

た。環境基準の指定と騒音規制の見直しの問題と、また工法の問題、フードにするか防音壁に

するか、これは別個として考えていきたい。ですから、住民説明会、意見交換会のときにも、

今回は環境基準の指定と騒音規制の見直しについて、皆さんご意見をくださいと。また、フー

ドにするか防音壁にするかは、沿線住民の皆様の御意見が も反映できる方法、方策を町の方

で今検討してますと。いうことでお話をしてまいりました。先ほど財務課長が説明したとおり。

公平・公正な観点で、そこに４００ｍ以内に住む皆さん、あるいは事業をする皆さん、耕作を

する皆さんのご意見が も反映できる方法は住民投票ではないかということで、町では住民投

票条例を提案しているところであります。以上です。 
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○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

さしあたって２番目の方に、重なってきますんで。２番目の質問の方に移っていきたいと思

います。沿線住民の意向確認というのは、先ほど齊藤正行議員からも指摘がありましたけれど

も、住民投票でなくても、他の方法でも十分行えるんではないかと思うんですけれども。その

点についてお伺いしたいと思います 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

住民投票を以外でもできるのではないかという御質問に対してお答えさせていただきます。

これまでに、町が実施したリニア見学会や沿線住民意見交換会におきまして、防音対策として

「防音防災フード」の設置を希望するご意見が多く見受けられた一方で、フードの設置による

日照阻害を心配するご意見もありました。 

こうしたことから、町としましては、沿線住民の皆様の意見を も反映できる方法として、

住民投票を検討いたしました。 

住民投票は、住民が直接その意思を表明でき、住民自治を確かなものとする上で有効な手段

であり、将来にわたって住民生活に大きな影響を及ぼすリニア中央新幹線に関しましては、

も適しているものであると考え、さらに、公職選挙法の規定に基づき実施することで、公平性、

公正性を確保できるものであることから、住民投票の実施を判断したところであります。以上

です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

住民自治を、確かなものするということなんですけれども。確かにですね、あの、かつて合

併問題の時に住民投票が行われました。これは、町に決定権が、・・あっ、鰍沢との合併に賛

成するかしないかかな。住民投票じゃなかったかな、投票行為がありました。要は、住民投票

というのは、一番大事なことは、投票した結果を町が決定権をもって行えるということなんだ

ろうと思うんです。で今回の住民投票そのものは、町に決定権は無いですよね。要するに、要

請するためのものと。町長も所信表明でおっしゃってましたけれども、JR から考えを求めら

れたときに、住民の意向を述べることができるように準備をしておくんだという。そういうた

めの投票だと、いうことなんですけども。そういう意味では、あえて投票をする必要もないし、

多くの個別アンケート、あるいは全沿線住民アンケートでもとれば、それは十分確保できる話

じゃないかと思うんですが、いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

旧増穂町でも旧鰍沢町でも合併の是非を問う住民投票はしたことはありません。ただ、旧増

穂町で意向調査、アンケートみたいのはしました。いずれも単独とか南アルプスが強かったわ

けであります。ただ、私はその当時、合併を訴えながら、選挙に出て当選をさせていただきま
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した。そうしたことから、鰍沢との合併を進めてきたわけでありますけども。住民意向調査と

アンケートでは、やはり選挙結果は違うんですね。で今回もいろんな意見があります。 

町のわがままとすれば、まあ、将来観光ということを考えれば、明かり区間も必要かなと、

いう意見もあります。町の方にも他県の皆さんからもそういった意見が寄せられています。リ

ニアで外が見えるところを作ってほしいという意見もあります。ただ、これは他の人の意見な

んですね。で、町全体でやってもこれは意味がない。工法の要請ですから。やはりそこに住む

皆さん４００ｍ範囲の皆さんのお考えを、町とすればしっかりお聞きをする中で、これからＪ

Ｒ東海さんの方にですね、工法について要請をしていきたい。その根幹となるもんであります

んで、リニアの４００ｍ幅。身近で関係のない人となると、やはり開けておいて欲しいという

意見も多いと思いますんで。そこに住む皆さんのご意見を 重要視しようということで今回実

施するものであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

話が行ったり来たりするかもしれませんけども。要はですね、何で住民投票するんですかと

いうこと。私が一番言いたいのは。先ほど町長が言った、明かり区間を欲しいというような意

見も、例えば私も知ってます、アルプスの方たちがですね。どうせだったら全部フードなんか

かけない方が、観光面でいいじゃないかと。何でみんなそれを考えないんだというな意見もあ

ります。でも町長おっしゃったように、町としては沿線住民、ずっと将来、永久に町がなくな

るまで住む、その住民達の意向が一番大事だよということで、この間意見交換会、懇談会、い

ろんな場を通じてやってきたんだろうと思うんですよね。それがあえて、なんであえてここで

住民投票をしなくちゃならないって、あえてなったのか。まだいまいち私わからないんでよね。

そこを説明してください。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

町としてこれまで住民の皆さんと、フードにするか防音壁にするか、という意見交換会は一

度もした事はありません。これまでリニアに対する説明会とか、先ほど言いました環境基準の

指定と騒音規制の見直しに対する意見交換会はやりましたけども。その時も先ほど言ったよう

にですね。フードにするか防音壁にするかは、この後、地域の皆さんの意見が も反映できる

方を町として検討しておりますんで、それでやりますと、言ってきておりますから。今回、フー

ドにするか防音壁にするか、沿線住民の皆さんの意見を直接伺うのはこれが初めての機会であ

ります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

いやそれは違うと思いますよ。この間、規制地域の話、騒音の話、これはすべて住民がフー

ド、要するに騒音について、日照について真剣に考えてやってきた話であって、今回初めて、

その点について聞くんだなんて話は、通らないと思いますが、いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 
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町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今までの意見の中で、いろんな場所で住民の皆さんの意見はありました。その中で先ほど来

申し上げておりますように、音の問題、振動の問題、日照の問題、いろんな意見であります。

音も、それは困るわけでありますけども、日照も非常に、そこに住んでる人たちは困るという

ふうな中でですね。フードにすれば、付ければ途中で外すわけにはいきません。こういった、

しっかり検討していただいた中で、それをご判いただく。意見交換会の中にもありました。意

見交換会の中でもですね、まだよく分からない人もいると。当然その意見交換会、６月末にやっ

たんですが。今ある東海道新幹線と同じような騒音を考えている人もまだ多くいるわけであり

ますけども。 

今回住民投票をする際に騒音の問題、日照の問題、振動の問題、景観の問題。そういうもの

をですね、わかりやすく説明した要旨と共にですね、投票をしていただくような案内をする予

定でおりますんで。細かなことでフードにするか防音壁にするかというところを、町から住民

の皆さんにお伺いしたことは今までありませんので。今回が、その沿線の皆さんのご意見を

も反映できる方策として、住民投票条例を制定したいというものであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

私はね、言葉をいろいろ規制地域の指定とか環境基準とかということではなくして。天神中

條の説明会で、住民からいろんな意見が出ました。そのときに、町長は沿線住民の意向が一番

大事なんだということで、あのときはこういう言い方をされました。確かいわゆる土地指定に

ついて、住居地域指定をしていきますと、確かおっしゃったと思いますね。その後の説明会で

も町としてはその方向でいきますということを、他の２カ所でも冒頭から述べられたと思うん

ですね。そのときの土地規制の話ってのは、規制地域の話ってのは、私は、すべて防音フード

にしてくれという事が大前提の話だったのではないかと思ってます。そんな言葉のあやみたい

な話をされても、参加された皆さんはそのように感じていると思いますが、いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     今回の意見交換会の時にはですね、地域指定の話をさせていただきました。そのときもくど

いようですけども、住民の皆さんには、これで防音壁になるとか防災フードになるとか、そう

いうことではなくて。それは後ほど、地域の皆さんの、一番反映できる方法を、町で検討して

ますから。という話は３会場とやっておりますし、６月の議場でもそれは言っておりますし。

そういう中で今回、その地域住民の皆さんの意見を聞くということでありますから。ただ、意

見交換会も３カ所でやりました。役場職員を除けば３カ所で 80 名の皆さんなんですね、一般

の人は。それが総意とも思えませんし、しますんで。そこに住んでいる皆さんに、役場の方か

ら改めて問うと。そして、騒音規制はこれは県が指定をします。ただ防音フードにするか防音

壁にするかＪＲ東海の工法なんです。そこは要望する相手も違いますんで。今回はＪＲ東海に

しっかり地域の意見、町の意見として、その結果をですね、お伝えしていきたい。そうなるか

どうかは今お約束はできませんけども。町としても、住民の意見がこうなんだということを出
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していきたい、そのための住民投票をお願いするものであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

言葉ってのは、多くの方は全体的な印象で受けとめると。これが実態だろうし、私も町長の

話を聞いて全体で受け止めます。全体的な話を聴いて、おおよそこんなことを言ったんだなと

いうふうに受けとめます。 

それではですね。次に移っていきたいと思います。住民投票条例そのものについて少しお伺

いしていきたいと。先ほどからも、すでに議論の中でも出てます。今回の選挙はいわゆる通常

の普通選挙とは違うと、いうことなんで。一つ目としてですね、年齢を 18 歳以上としたこの

理由をお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

     住民投票条例の投票資格者をなぜ１８歳以上にしたかというご質問にお答えします。 

平成２７年６月１７日に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が満１８歳以上となりました。 

この背景には、１８歳という年齢は、さまざまなメディアを通じて多様な情報に接し、自分

の考えを育んでいる世代であり、今後の少子高齢化の進む中で、未来の日本に生きていく世代

であると位置づけられています。 

また、政治的な成熟度も増し、自分の考えを主張できる世代であるとも言えることから、公

職選挙法と同じく、満１８歳以上を投票資格者としたところであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今回の町は、今学校に通っている児童、生徒も将来にわたって考えなくてはいけない問題だ

ろうと、私は思っている。住民投票というのはいくつかの町で条例そのものをすでに制定して

いるところもいくつかあるようですけども。時には中学生以上を対象にしたり、あるいは高校

生以上を対象にしたりと。今回の問題というのは、地域住民全体に関わるもんであるというこ

とを考えるならば、少なくとも高校生以上に投票権を与えるとか、そういったことをすべきで

はないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

投票年齢の資格者につきましては、議員おっしゃるように全国的にいろんな議論がされてお

ります。議員おっしゃるように１５歳以上としたのは合併の議論がございました長野県の平谷

村が一番 初に１５歳以上を住民投票として行いました。でそれ以外にも、まあ場所によって

は１６歳以上としているところもございます。 

そのなんで１８歳以上にしたかというところでございますけれども。現在、地理、歴史、公

民という授業が学校の方でされております。中学３年生になって初めて、その公民というもの

を教わり始めます。その中学３年の時点で教わる内容というのは、政治、経済の意義、それか
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ら国民生活上の経済にかかわる現代社会の社会生活など、個人と社会の関わりの見方や考え方

の基礎を養うとされております。それが高校に行ってはどんな事業するかといいますと。そう

いった中学校で養われた見方や考え方の基礎を深化、深める方ですね。さらに発展させるよう、

政治・経済・国際関係等について、広い視野に立って、客観的な理解と公正な判断が培われる

ように、というようなことでございます。 

で、非常にその公民という授業は重要でございまして、こういった授業を受けることによっ

てその児童生徒が、初めて自分としての意見を言える時期が来るということでございます。こ

この分につきましては公職選挙法の改正の中でも、多く国の中で議論されていることでござい

まして。このようなことを踏まえますと、本町としましても、１８歳以上とした方が、 も自

分の意見を反映できるのではないかとようなことで、基準としたところでございます 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要はね、教育の目的が各年齢において違うという事を今おっしゃった訳ですけども。今回の

この問題っていうのは、実際に住む人たち。子どもだってうるさければうるさいって言うんで

すよ。騒音が。日照が問題だったならば、これでは困るというんですよ。そういう問題なんで

すね、今回の投票というのは。だと思うんですけども。そういう事を考えれば、今、ご立派な、

いや失礼な言い方をしました。いろいろと国が１８歳に定めた理由を調べて述べていただきま

したけども。そういう問題ではないんだろうかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

その地域に住んでいる皆様のそのしっかりとした御意見をいただきたいというのが町の本旨

でございます。やはり４００メートルにお住まいになられている方々の心情を確かなものとし

たいということでございますので。やはり自分でしっかりと判断ができる年齢としますと、

１８歳以上が望ましいという判断をしたところでございまして。やはり子どもたちも、ここに

は住み続けるとは思いますけれども、そこの分につきましては１８歳以上の大人が、将来にわ

たって、どのようにあるべきかということを正しく判断してあげるというのが、必要なのでは

ないかというように考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

改めて質問しますけれども。全沿線住民、例えば１８歳以上に、全員にですね、個別アンケー

トをとるという方法がだめな理由を教えていただきたい。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

その、アンケートとその投票の違いというところでございますけれども。まあ投票というの

はその一人一票、そして秘密投票の原則というのがございまして、従来の投票と同じく、やは

り投票所に行ってそこで自分の考えを初めて意思表示するということでございます。アンケー
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トというものと、やはり意向調査というものであり、重みが違うというような認識をしている

ところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

今回はですね、住民の大方の意向を調査するための住民投票と私は理解しますけども。そう

であるならば、二つ目に移ります。当然、それだけの意向をしっかりとつかみたいという事な

らば、 低投票率を当然設定すべきだと思うんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

低投票率に関する御質問にお答えいたします。このたびの防音防災フードの設置要請に関

する住民投票につきましては、該当する町民の皆さまが直接その意思を表明できる有効手段で

あり。通常の一般選挙と同様に、公平性、公正性の観点から、公職選挙法に基づき実施するも

のであります。こうしたことから投票結果につきましては、住民の皆様の意向として判断する

こととし。投票率に関係することなく、その結果を尊重すべきであり、 低投票率を定める必

要はないものと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要は多くの方の意見が欲しいんでしょう。これまで意見交換会をしても実際参加者が少ない

んですよ。だから、全員の意見を出来るだけくみとりたいというのが今回の投票の目的なんで

しょう。であるならば、普通の選挙みたいに一票多ければ勝ちだよいう話にはならないんだろ

うと思います。やはり、７割なら７割以上の投票率が無ければ、これは、この投票の目的、趣

旨からして成り立たないんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

その先ほども申し上げましたとおり、やはり住民の皆さまがそこに来て、投票していただけ

たということは、そのご意見を尊重すべきであるというように考えております。以上でござい

ます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

投票所に来ていただけたことが大事だと。私は、そう言われるんであれば、意見交換会、あ

るいは住民懇談会に来た人たちの意見が も大事だと思うんですが、いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

確かに住民意見交換会には、地域によっては多くの皆さんに来ていただきました。そういう
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場面でご発言をいただける方は、相当勇気があって、ご自分の意見を発言できる方だと認識し

ております。実際に、リニアの見学会をした後のアンケートの結果でございますが、それも意

見交換会の中でも出させていただきました。その中にはやはり先ほど申し上げましたとおり、

騒音に関すること、それから振動に関すること、日陰に関することのご質問、というかアンケー

トの結果をいただきました。その中でもやはり日陰を心配されている部分で３１項目があった

ということは、実際には発言できなかったけれども、やはり日陰のことに関しては、かなりご

心配をいただいてるんじゃないかなというには、町としては認識をしてるところでございます。 

確かにその意見交換会での発言も重要なところはございますけれども。住民の皆様が実際に

思ってるその心情という部分を理解するうえでは、やはり意見交換会に加えまして、今回、住

民投票条例を制定されていただいて住民投票を行うというところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

齊藤正行議員がですね、住民投票というのは白黒決着をつけると。どういう結果になろうと

もしこりを残すと。いうことをおっしゃいました。で、今課長はですね、意見を言える人は勇

気のある人だと、言えない人はいっぱいいるみたいな話をされた。その理屈でいけば、小林地

区で行われた署名活動もですね、頼まれたから書いたみたいな話になりかねない話なんですけ

ど。アンケートというのは用紙に記入をし、封筒に入れて役場に送り返す。そういうものなん

だろうと思うんですよね。これで何でこれが駄目なのかという理由がまったくそういう意味で

は分からない。投票という大掛かりな、選挙管理委員をたて、投開票には職員も行き、非常に

大変な手間ひまをかける。あえてそれをやらざるを得ない、あるいはやるんだというのは益々

わからない。こういう問題は、 もいい方法は個別的な住民アンケートだろうと、１人ひとり

の。もしそこまでおっしゃるんであれば。と思うんですけどいかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

これまでも申し上げましたけれども、やはり、沿線地域の皆様のお考え、心情を確かなもの

にするということでございまして。公職選挙法に基づいたこの住民投票を実施することによっ

て、公平性、公正性の観点から、しっかりとした意見がうかがえるというように判断したとこ

ろでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

低投票率を定めないと、いうことも大いに私は疑問です。三つ目のことに移りたいと思い

ます。投票形式及び方法について、どのようにされるのか、改めてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

投票の形式に関するご質問にお答えいたします。投票につきましては、ＪＲ東海が、環境影

響評価書で想定したフードの区割りに基づき、路線下となる 勝寺、天神中條、小林のそれぞ
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れの地区の意向を尊重するため、県道平林青柳線から以南を第１投票区。同県道から旧利根川

右岸までを第２投票区。旧利根川左岸から以北を第３投票区とした３つのブロックとしたもの

であります。 

投票所におきましては、それぞれの投票区ごとに１箇所とし、午前７時から午後６時までの

間を投票時間としております。また、告示日翌日から投票日前日までは、役場本庁舎において、

午前８時３０分から午後８時までの間、期日前投票を行なえることとしております。 

なお、投票は、投票区ごととし、「防音防災フードの設置」について、「希望する」「希望

しない」の２者１択の「○」の記号を付す選択方式としております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

これを３ブロックに分けるという意味はどういうことでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

先ほども申し上げましたとおり、そのＪＲ東海が環境影響評価書の中で今度の区割りを３つ

のブロックに分けているということもございますから、その３つのブロックに合わせた格好で、

投票区を分けさせていただいたというところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要はですね。私も一部、明かり区間が欲しいなという意見があるということを承知しており

ます。３ブロックに分けたというのは、用紙を色分けするのかはあれなんですけども。そうい

う形で３ブロックに分けて投票するという意味はですね、実際に沿線に今現在住んでいる人達

の感覚と、まだそんなに家が無い地域の感覚では違うんだろうと思うんです。そこをあえて多

分狙った投票方法であり形式だと私は思います。いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

決してそういう願いで行うものではありませんで。やはりそこにお住まいの皆様方の、実際

の考えを聞くという観点からも、この川、道路で区切った３ブロックが望ましいであろうとい

うことで、３つのブロックにさせていただいたというところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

いろいろ聞いてまいりました。ただ総じて思う事はですね、今もって住民投票の意味がわか

らない。沿線住民の意向を町が把握出来ないというのもわからない。そしてまた、あえてする

んであれば、投票率は 70%以上、少なくとも設定しなくてはいけないのに、それはしない。住

民アンケートで十分、経費も少ない中でできるんだろうと思うんですけれども、それでは意味

がないみたいな話をされる。しかもこの住民投票条例というのは、本町に決定権があるんでは
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なくて、JR から説明求められた時のための準備ですよという話。私はむしろもっと住民と意

見交換会を細かくするなり、今言ったアンケート調査をするなり、いろんな方法で、町が自信

が無いんだったらですよ。判断に自信が無かったら、いろんな方法で住民の意見を聞く手段は

あると思います。 

意見だけのべて、大きな次の問題に移って参りたいと思います。３番目としまして。学校給

食センター整備計画についてお伺いしたいと思います。学校給食センターについてはですね、

以前、一般質問を多少させていただいております。今はですね、今回予算の中に、用土地の取

得に向けた調査、こういったものが、あの盛り込まれております。実は、その前に驚いたこと

があるので、まずお伺いしておきたいんですけども。 

町長が所信表明の中で、この学校給食センターについてですね。本町の給食施設は衛生問題

で指導を受けていると、いう発言をされました。これは、あれ、うちの町の給食センターは県

かどこか知りませんけども、指導を受けたんだと。これは大変な問題だよなと思ったんですけ

ども。まずこれ、いつ、どこからどんな指導がされたのか、 初に聞いておきたいと思います

が。 

○議長（秋山貢君） 

通告した中でですね、再質問で聞いてください。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     分かりました。一般質問の中にないという、非常に厳しい御指摘があるんで。給食センター

に関して、またその中でお伺いしていきます。 

この給食センターですけれども。今回、町の、かつて２７年ですか１２月から、有識者によ

る給食センターのあり方検討委員会が開催されて。２８年度当初ですかね、３月頃にその報告

がまとめられ。そして町の方で整備検討委員会を開催して、今日に至ったと。ついこの間、議

会の方にも整備検討委員会の報告が、内容が示されました。で、そこの中でまず幾つか質問を

したいんですけども。施設面積は 1,300 強ですか、敷地面積が 4,000 ㎡という数値が出された

訳なんですけども。この根拠についてまずお伺いしておきたいと思います。 

○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） 

     ただ今の齊藤議員の施設面積等の根拠についてのご質問にお答えをいたします。施設面積の

算出根拠については、学校が必要とする 大食数を基に、学校給食衛生管理基準に適合した、

先進の同規模程度の学校給食センターの実績事例を参考とし、算出したところであります。 

     また、敷地面積の算出根拠についても、施設面積に加え、食材搬入や配送車両等の通路や駐

車場、並びに受水槽など屋外施設の配置バランスを考慮し、算出したところであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

敷地面積についてはですね、施設面積のおおよそ３倍という表現がされてるんですけれども。

これはどういうことでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君 



 ５５

○教育総務課長（秋山佳史君） 

おおよそ３倍という部分につきましては、学校、先ほども言いましたが、学校給食衛生管理

基準額、こういった基準が平成２１年に改正をされて、現在適用されてるとこであります。そ

うした基準を満たすためには、この先進事例におきましても、２倍以上３倍程度の面積が必要

となっていることから、これを算出根拠とさせていただいているとこであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

要は、ひっかかったのはですね、この施設を運営するのに、車の出入りや駐車場や、あるい

は何か、何処か備品倉庫か何か別に作るのかどうかわかりませんけど。そういうことを考える

と、これこれの面積が必要だと言うなら、非常に、私理解できるんですよ。それをおおよそ３倍

だということでもって算出された数字だというふうに、報告書では読める訳ですよね。その点

についていかがですか。 

○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） 

先ほども言いましたが、衛生管理基準、平成２１年度以降に、県下でも、何カ所かの新たな

給食センターをつくられております。こういった 新の事例ですと、この安全基準に基づいた

施設の面積、敷地の面積、こういったものが確保されているものと考えております。これに準

じた形で。本庁の計画も進めて参りたいということで計画に策定しているとこであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

次の２つ目に入っていきたいと思います。建設候補地の選定ということの基準で質問をする

訳ですけれども。今回、８月 25 日の全員協議会の時には、教育長からは３地域５カ所という

ことで、有力なのはTK グラウンドの付近かなというお話がありました。それからわずか、議

会が始まる時には、町長ははっきりとTK グラウンド東側付近を用地として定めて、それの取

得に向かっていくと、そのための予算を今回組んだと。いうことをおっしゃられました。ま

ちょっとそこは時間的な表現から違和感がある訳ですけども。まず、この基準の詳細のうち、

道路事情、複数のルート確保ということについては。どういうことを指しているのか、その点

からお伺いしたいと思います。 

○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） 

ただいまのに建設候補地選定基準のうちの、道路事情等についての質問にお答えをいたしま

す。学校給食センターの建設にあたりましては、食材を搬入するための車両や、各学校へ給食

を配送するためのトラックなどの配送路について、災害時や道路工事などを想定して、迂回で

きる複数のルートを確保する必要があります。 

     また、学校給食衛生管理基準では、給食の調理完了から喫食２時間と定められており、安全

でスムーズな配送の確保が不可欠であることから、道路が狭隘でなく、比較的混雑の少ない環
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境である事を、選定基準のひとつとしたところであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

施設整備の中にですね、車の動線が干渉しないと。多分この動線というのは、入る、出る、・・・ 

○議長（秋山貢君） 

かっこ３の質問ですか。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

すいません。かっこ３です。動線というのは、入る、出る。あるいはルートを作って荷物を

降ろす、積むよいう事のルートが、重ならないようにという話なんだろうと思いますけども。

そういうことでよろしいかどうか、まずお願いしたいと思います。 

○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） 

ただ今の「干渉しない」とは、という部分の質問にお答えをいたします。学校給食衛生管理

基準に適合させるためには、食材の搬入から配送車までの作業動線を直線化することが望まし

いことから、食材搬入車と配送車の動線を別にする必要があります。 

     また、学校給食センター敷地内では、職員や見学等の車両が混在し、敷地内における事故の

発生が懸念されることから、敷地内の安全対策を確保する必要するがあるため、干渉しないと

いう表現を使ったところであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

おっしゃってるとおり、敷地内の事故を懸念すると、いう事が多分この動線という意味なん

だろうと思うんです。私がなんでこれを聞いているのかというと、そういう事をすれば、当然

土地というのはかなり広く確保しなくちゃならないんだろうと思うんですよ。前提として。要

は今財政難の折に、規模の大きい、確かに安全だよとあるいは国の基準ではこうした方が望ま

しいよということはあったとしても、やはり町の規模や財政状況というのを考慮していかなく

ちゃいけないんだろうと、私は思ってます。 

まして給食センターってのは限られた人の出入り。先ほど、見学に来るとか言いますけども。

それは特定の日の特定時間帯の話、あるいは。職員の出入りも特定期間、特定時間の話で、ま

た、食材の入ってくる時間帯、あるいは配送車が出て行く時間帯、でこれはそれぞれを決めら

れた期間帯であり、例えば、今話題になっている豊洲市場みたいな車がいっぱい入るような、

日々普段に行き交うようなそういった施設ではないんだろうと思うんですね。そういう意味で

は、確かに国のこうした方が望ましいみたいな話もあるんだろうけれども。すべてクリアする

んだというのには、私は少し抵抗感があるんですがいかがでしょうか。 

○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） 

すべては、安心安全で栄養バランスのとれました、おいしい給食を提供することだと思って
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いますので、そこら辺を確保できるような計画を、進めてまいりたいと考えております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

     建設用地の選定ということについて、あらためて思うんですけども。先の６月議会で私がヤ

マト運輸への、土地の貸し出しの土地があるじゃないですかと。給食センターの話はここまで

進んでいれば。なんでその時その土地を利用する事を考えないんですかと質問しました。教育

長は、ちょっとその時は考えていませんと言って、町長がそれをフォローされて、あそこは形

状も悪いし面積もそもそも少ないから、当初からセンターを作るにはふさわしくないんだと

思っていました、という話をされました。私はその後チラシにも書いたんですけども、私もうっ

かりしていて、あそこの土地が実際どれだけ面積があるのか、調べてなかったもんですから、

その時反論することもなくですね、終わったわけなんですけども。調べてみたら十分この規模

のセンターを作ることは可能であるし、道路事情も非常にいいと。あらためてですね、時間的

経緯をみても、町が進めようとしてきた時間的経緯とヤマト運輸へ貸し出した時間的経緯とい

うのを考えれば、何で貸したんだとあらためて思います。それは次の方でも質問しますから。 

 ４番目の非効率的な用地とはどんな土地のことを指すのかあらためてお伺いしたいと思いま

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） 

ただ今のご質問にお答えします。学校給食センターの建設にあたりましての非効率的な用地

とは、取得する用地内の高低差の有無や、接道する道路との関係でスロープを要する用地、土

地利用上支障となるような不整形な形状の用地といった、新たにインフラ整備が必要となる用

地を意味しております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

その土地が今回具体的に、多分地権者の問題もあるでしょうけども。勘案してTK グラウン

ド付近になったということでよろしいでしょうか。 

○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） 

そのとおりでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

ちなみにですね、お伺いしておきたい。３地域５カ所のうちの他の４カ所ってのは、そうい

う意味では不適切だったということなんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君 
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○教育総務課長（秋山佳史君） 

整備基本計画をご覧いただいたと思います。大きく３つのエリア、その中から教育委員会で

５地区を絞ったとこであります。で、今回選定したい個所以外の４カ所につきましても、この

整備計画で必要とする敷地面積、こういったものを確保できるところが、この３つのエリアの

中に何カ所あるかということで、そういった 低基準の部分は満たしております。 終的に決

定いたしましたのは、そういった総合的な項目の中から判断した結果、このTK グラウンド東

側の用地が 適という判断で、候補地として選定させていただいたところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

私はですね。給食センターのセンター化については、おおむね、将来的にしていくべき問題

だろうと考えております。あり方検討委員会なんかでもいろいろ検討され、ま回数が４回と非

常に少なかったわけですけども。報告書自体はしっかりしたものが作られてきました。整備検

討委員会も、これは役場庁内の課長等が中心で、そこに学校長と栄養士と調理員代表ですか、

が入って、中のこともあるんで検討してきた。 

ただですね、冒頭言いかけましてけども、町長が所信表明で、衛生上の問題が指摘されたと

いう事が、これが事実であれば、この計画というのはすぐにやるべきではないのか。あるいは、

今ある給食室もすぐに対応するべきではないのかと思うんですけども。その点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

本町の、現在の自校方式でやっております各学校の給食室につきましては、平成２１年以前

の衛生管理基準に基づいてなってるものです。これまで、この基準を、平成２１年からは厳し

い基準になっております。そういう意味においては、その衛生基準をすべて満たしているわけ

ではございませんので。今回、そういった基準を満たすような、安心安全なおいしい給食を提

供できるセンターの計画をしているとこであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

いや私、教育厚生常任委員なんですけども。衛生上の問題が指摘されたという、あるいは指

導されたという事は大変な問題なんで、いつなのかということをお伺いしてるんです。 

○議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

ただいまのの齊藤議員のご質問にお答えさせていただきます。衛生問題ということにつきま

しては、平成２１年度の学校給食衛生管理基準に適合してないということでありますけども。

県の方で給食施設の指導に来ております。その中で、非汚染区域、また汚染区域等の区別がしっ

かりついてないというなことの中で。またトイレの状況、手洗いの状況などについて指摘を受

けているということでありますので。この際について、適合した施設をつくっていきたいとい
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うことで進めているところであります。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今のやつを、ちょっと補足させていただきますと。あの安全性という部分は、今の基準の中

でやっておりますけども。その中で衛生上の問題というのは、今の施設はセンター方式にして

も、個別方式にしても床がビシャビシャしてるような湿式方式なんですね。今、Ｏ１５７とか

いろんな問題があります。そういう中で、今主流は乾式です。床が乾いている状態の中で調理

をするようにという指摘を受けていると、私は聞いておりますんで。そういうことから衛生上

の問題があるという認識でおります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

一般的な意味で、今の給食室が、多少、今後造るんであれば、問題点を解消しながらやりな

さいよというような話であればいいんですが。ここにある指導なっていう話になっちゃうと、

これはすぐに対応しなくちゃいけないんじゃないのかと。例えばトイレも、問題があるなら、

やらなくちゃいけないし。手洗い場もすぐに直さなきゃいけない。私はそういうふうに思った

から、今お聞きした訳ですね 

時間も迫ってきました。次の質問に移りたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤欽也議員、途中ですけども、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１９分 

                 再開  午前 １１時  ２５分 

○議長（秋山貢君） 

     休憩と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） 

四つ目のですね、ヤマト運輸への土地貸し出しの経緯について。この土地貸し出しについて

はですね、全員協議会でも、経緯じゃない、土地貸し出しをしたいという旨については、以前

全員協議会で報告をされております。１つ目として、３月議会で、この土地について、学校給

食センター建設を具体化するのであれば、なぜこの土地を貸し出したのかと質問しました。そ

の後、私の議会報告にこの件を載せたところ、多くの反響がありました。また、その中には、

貸し出しの経緯に疑念を抱かせるような、そんな話も多く寄せられました。昨年、当局から貸

し出したいとの説明があったときは、私はですね歴史的土地であるから、むやみに貸し出すべ

きではない。と意見を述べましたが、未利用地の利用ということで、その経緯については特に、

実は質問をしておりません。あらためて、町民からいろんな意見が寄せられたので、疑念をもっ

ておりますので、この経緯についてですね、詳細に伺いたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君 
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○管財課長（志村正史君） 

ただいまの齊藤議員のご質問にお答えいたします。昨年の１０月７日、ヤマト運輸株式会社

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

し出があり、貸し付け位置、面積、貸付料、貸付期間など、具体的な協議を進めて参りました。 

こうした中、本年１月１６日に、ヤマト運輸株式会社から、普通借地権による土地賃貸借の

申し入れがあり、内容を精査した結果、物流大手の会社であること。長期的な貸し付けを希望

していること。障がい者や地元雇用など福祉や社会貢献を確約していること。さらに、災害時

に支援物資の配送や物流拠点として機能できること。などの理由から、１月１９日に、ヤマト

運輸株式会社の進出を政策決定したところでございます。 

こうしたことから、１月２０日には、町議会運営委員会、全員協議会に説明し、１月３０日

には、朝市実行委員、２月１日には、地元区や近隣住民の皆様にも説明し、協議した結果、異

論が無かったことから、白子明神町地内の町有地、４，２６５平方メートルを本年４月から、

ヤマト運輸株式会社 富士川営業所として、貸し付けることとし。２月６日、ヤマト運輸株式

会社と今後の進め方など、合意に至り、その後、土地賃貸借契約の締結に向けた協議を重ね、

先月の９日に契約を結び、同日には地鎮祭が執り行われたところであります。 

今後については、９月中には、建築工事に着手し、明年２月中には、営業開始の予定とお聞

きしております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

２月６日に合意して、今後の進め方について協議したという話なんですね。で、私はすぐに

でもすぐにでも契約するのかと思っていましたら。６月時点で契約はまだ行われていないと。

今の答弁で８月９日契約と、非常にこの期間が、契約に至る期間が長いんですけども。その理

由をお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

先ほども答弁させていただきましたが。金額についてとか、そういった町から話については

４月以前に決まっていたところですが。ヤマト運輸株式会社の敷地の中の配置計画につきまし

て、なかなか会社側でまとまらなかったことが１点ありまして。あとは、中に下水道管が入っ

ていたんですが、その移設工事に、移設をしてもあの場所に建てたいということですので。町

の方でも、６月に補正予算を組んで下水道工事をやった形から、８月の契約ということになっ

たところです。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

ヤマト運輸の配置がなかなか決まらないと。いろんな施設利用の配置が。だから延びたんだ

というんですけども。契約自体は、ヤマト運輸から申し入れがあれば即進むような話だと思い

ますが、いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 
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管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

お答えいたします。町の施設であります下水道管の移設につきましては、当初、移設しない

中で廃置計画を考えて、ヤマト運輸では考えておりました。しかし、将来的に見てもあの物流

の拠点ということで、県内でもない施設整備をしたいという事から。下水道管移設をしてまで

も計画をしたいと、いうことでありましたので。町で移設費を計上し、その後ヤマト運輸から、

その移設の負担金はいただくことで了承したことから。６月に補正をさせていただいて、８月

の契約ということになりました。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

ヤマト運輸からの申し出があって、その後の本契約に至るまでに時間がかかったという事が、

いまいち理解できない部分がありますが。 後の質問に移ります。 

増穂商業の跡地利用について、署名簿が多く町長に出されました。前回の議会では堀内議員

の協力要請については、消極的な発言でしたけども。今後、この活動について、町としてどう

考えているのか、ご意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

齊藤欽也議員の県立専門職短大の誘致活動についてのご質問にお答えします。増穂商業高校

は、平成３２年度末をもってすべて新設校へ移行することとなり、閉校後の跡地へ、県立の専

門職短大の誘致をめざし、町民有志による署名活動が行われたところであります。 

     跡地につきましては、所有者である山梨県から活用の方向が示されておりませんので、町と

すればその動向を注視しているところであります。 

こうした中、9 月 7 日に「増穂商業高校の跡地を活かす会」から、７８２６人におよぶ署名

を添え、県立専門職短期大学校の誘致の要望書をいただきました。 

町内に、専門職短大が設置されることは、高度で先進的な教育が受けられる環境が整うばか

りでなく、地域の発展や活性化に好影響を与えるものと考えております。 

今後は、発起人の皆様や町議会と一緒に県に要望をして参りたいと考えております。以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

〇１０番議員（齊藤欽也君） 

ぜひとも、この運動をですね、実現したいと思いますので。先頭に立って頑張っていただく

ことをお願いし、質問を終わります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

以上で通告３番、１０番 齊藤欽也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、９番 市川淳子さんの一般質問を行います。 
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９番市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

非常に微妙な時間帯ですので、急いでやりたいと思います。私は地域包括ケアの構築につい

てということで質問させていただきます。 

厚生労働省は２０２５年に向けて。この２０２５年というのは、団塊の世代の方が後期高齢

者になるこの年なんですが。介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の自主性や主体性

に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築することを市町村に促しています

と。これに向けて富士川町においても、第２次富士川町高齢者福祉計画・第６期富士川町介護

保険計画を作成しております。この計画は、平成２７年度から２９年度までとなっており、今

年度は 終年度であります。実施にあたっての成果と課題、また次期計画についてお伺いした

いと思います。 

まず１、この計画書の第５章に、「介護保険事業計画の推進」が示されておりますが、これま

で実施してきた成果と課題について伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの市川議員の介護保険事業計画の成果と課題についてお答えしたいと思います。第

２次富士川町高齢者福祉計画・第６期富士川町介護保険計画の第５章には、計画を推進するた

めの施策として、高齢者福祉計画の推進と介護保険事業計画の推進をそれぞれ示しております。 

このうち介護保険事業計画の推進については、「情報提供体制の整備」、「相談及び苦情処理窓

口の充実」、「介護サービス事業者等の調整･指導」及び「介護サービス従事者等人材の確保」の

４つの施策を掲げ、取り組んでまいりました。 

「情報提供体制の整備」や「相談及び苦情処理窓口の充実」については、地域包括支援セン

ターが中心となり、広報やホームページを活用する中で、社会福祉協議会や介護事業所などと

の連携により、対応をしております。平成２８年度相談件数は、２，８３９件であり、増加傾

向にあります。 

また、「介護サービス事業者等の調整･指導」については、峡南５町の担当者会議や介護支援

専門員等との連携会議（いきいきネット）等を毎月開催し、介護情報の提供、意見交換や学習

会等により、利用者本位のより質の高いサービスが提供できるよう努めているところでありま

す。いきいきネットの参加事業所及び参加者数も、平成２８年度は２４事業所で延べ２７９人

と、ネットワークも年々広がっている状況であります。 

さらに、「介護サービス従事者等人材の確保」については、保健師、社会福祉士等の専門職を

順次確保するとともに、社会福祉協議会との連携により、実際の現場で働く介護従事者の確保

について検討し、取り組んでいるところであります。 

     一方、本年３月に行った介護予防・日常生活圏域ニーズ調査においては、「地域包括支援セン

ターの存在を知らない」、「名前を聞いたことがあるが役割までは知らない」が、約６割となっ

ており、介護における 初の相談窓口の周知をさらに進めることも、今後の大きな課題である

ことが、わかったところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 



 ６３

〇９番議員（市川淳子さん） 

実はこの地域包括ケアシステムに対してはですね、平成２６年の９月議会で小林有紀子議員

が質問しています。そのときの答弁者が当時笠井課長さんでした。平成２８年の１２月議会で

は秋山勇議員さんも、依田課長さんが答弁なさってます。で、どうしてまたという感じなんで

すが、これはですね、この計画書は非常によくできている。もう見てびっくりなんです。まず

ページは７５ページ、資料編抜いても７５ページもあって、それを資料編を入れれば８３ペー

ジという膨大な計画になってます。すごいなと思ったところが、非常に分析がすぐれている。

調査が非常にしっかりしているんですね。こんなに調査がしっかりしてあって、こんなにやっ

てるのに、施策の、計画を推進するための施策ってなったら１ページ半しかないんですよ。て

いうことはどういうことなんだろう。あえてそう思ったのでここで質問させていただくんです

が。 

この、今、情報提供体制の整備というところで、６割の方たちが、まずは地域包括支援セン

ターの存在がわかってないと。これは非常に大きな問題だと思うんですが。先ほどですね、何

人かの議員さんの質疑の中で、ＣＡＴＶの話ありました。コミュニケーション何とかなんとか

というようなシステムをやっていきましょうとか、あるいは地域支援員とか、いろんなことが

あるんですが。この情報をしっかりと周知させないと、これは困る問題になってくるんです。っ

ていうのは、再質問なんですけれどもね。私これ本当によく見ましたがこの町の状況がすごく

よくわかってきたんで。この町の高齢者の状況がわかるにつれて、この地域ケアシステム、こ

れが包括ケアシステムがですね。本当にこれからこの町にとって左右する、大きな問題になる

んだろうなということがわかりますした。 

なぜならばですね、平成２２年から２６年の人口がどのような割合になってるかってことが

示されていたんですけど、２２年の時は１５歳未満が 12.6%。１５歳から６４歳が 59.2%。

６５歳以上が 28.2%だったんですね。その４年後の平成２６年は、１５歳未満が 11.3%。ちょっ

とやっぱり少なくなっていって。６４歳まで 58%。そして６５歳以上は、28.2 から 30.7 になっ

ていた。全体的に２２年が１万 6,971 人であったのが減って、２６年が減って１万 6,132 人に

なってる。にもかかわらず６５歳以上が、パーセントで増えている。一体どういうことかとい

うと、非常に増えてるってことで全体的に増えています。 

で、増えていって、中身はどうなってるかっていうことも、ちゃんと書いてあります。ひと

り暮らしの人たちがどうなってるかってことも書いてあって、 後に非常に衝撃的であったこ

とが書いてあったんですが。認知症の割合、平成２５年度、６５歳から７４歳、前期高齢者で

すよね、この方たちにの認知症は男性が１６人で、女性の１９人。全体で３５人だったんです

ね。ところがですよ。７５歳過ぎるとどういう状況になるかっていうと。男性が一気に増えて

１６９人。女性は何と４６３人に増えてるんです。ていうことが３５人が一気に６３２人。こ

れが増えるということ。っていうことは、後期高齢者対策、しっかりしていかないと、これは

ほんと大変な事態になりますよってことなんですね。２人の議員さんが質問した時に、まあ議

事録ありまして、やりますよ、やりますよっていうふうには言ってます。でもなかなか実態が

伴ってないんだろうなっていうのを今感じたので、もう一度言いますが、情報提供の整備とい

うところでは具体的にお示しできますか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 
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〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

情報提供につきましては、ただいま議員のおっしゃるとおりでございます。答弁でも申し上

げましたけれども。３月のニーズ調査、この結果については、地域包括支援センターの認識度

について、職員が考える認識とは大きな温度差があるということが痛切に感じられました。今

までも広報とかホームページとか使って、活用してまいったわけですけれども。今後はこの活

用方法の見直しと、それから包括に限らず課全体で地区の教室や、それから会議に積極的に出

させていただき、周知を進めてまいりたいと思っております。また相談窓口としてこの地域包

括支援センターという名前が果たして親しみやすいのか、何をしてくれるところなのかってい

うのが、すぐにわからないんではないかということも課内で出されておりまして。親しみやす

く、一発でわかりやすい名称に変更する。変更するというか名称をつけるということなど、今

年度検討して参りたいと考えております、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

この後小林有紀子議員さんも、ここら辺のことで、また質問するので、そんなに詳しくは質

問しませんけれども。先ほど相談が 2,839 件ありました、というお話でした。やっぱり、私の

知り合いに聞いたところ、やっぱり知らない。名前は知ってるけ、どういうことをするところ

かもわかってない。例えば私の知り合いが、どうも痴呆症になりそうだということになったと

きに、とりあえず地域包括、まずは地域包括とかというような。とりあえず、何でもいいから

大きく窓口を広げて置いていただいて。例えばそれが道路の話であっても、穴があいていると

いうことでも何でもいいんで、そこに一端入れてもらって、そっから振ってもらうと。コンシェ

ルジュみたいな感じだなと思うんですが。あまり囲わないでもらいたい。福祉とか介護のこと

だけですからっていうふうにやっちゃうと、本当にそれはだめです。なので、これはしっかり

とやっていただきたい。今、佐藤課長は保健師ですので、ここら辺は十分にやっていただきた

いところです。 

それから先ほど、社会福祉協議会との連携をとりながらというお話がありました。私はちょっ

とあの 初のときにも、会計の部分の監査役の方が、社会福祉協議会との関係も見直すべきで

はないかみたいな指摘がございましたよね。どういうところの部分かよくわかりませんけど。

私も、この社会福祉協議会をもっとを利用するべきだと思うし、社会福祉協議会が何をやって

るのかがちょっとわからない。委託のものをいっぱい渡していますが、その委託した結果が、

どういうふうに職員がそれを理解して、揉んで次の政策につなげていくかということが、どう

しても見えないんです。ここら辺はいかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

大変厳しいご指摘だと思います。社会福祉協議会の活動につきましては、時代に応じて、変

化していく必要があると思います。先ほどお話がありましたとおり、核家族化の進行と、それ

から、高齢者世帯、独居世帯の増加、それから孤独死。そんなときにも、地域福祉として社会

福祉協議会が、何らかの役割を果たすようなことも、今。社会福祉協議会と一緒に検討してい

るところでございます。 
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それから事業についての委託しっ放しというような状況でございますが、それにつきまして

は、今後も検証する中で、職員共々そういったことの無いよう、きちんと評価して分析して、

次の施策に反映できるよう検討してまいりたいと思います。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

ばんばん言ってすいませんけど。今、在宅の独り暮らしっていうのは平成２５年に、たまた

ま資料がありましたんで。６５歳以上で在宅、平成２５年ですけども男性が２９８人。女性が

７６１人いるんですよ。平成２５年で。今はもっと増えてるでしょうか。それで、その中でも

ですよ、７５歳以上は、男性が１６２人。そして女性が５９９人いるんです。でね、福祉保健

課だけでね、こういうことを全部網羅しようなんて言ったら、とてもできません。地域包括支

援センターで全部やりましょうって言ったって無理なんですこれ。 

だから先ほどから連携っていうふうに書いてありますが、連携をしますって言ったら、しっ

かり連携をどういうところと何をしてもらうか。しっかりとしなければいけない。で、ボラン

ティア、ＮＰＯ、あるじゃないですかね。そういう方たちにも協力してもらうとことが必要な

んです。住んでいる人の見守りもするのは、近くの人が一番できるんですよ。だから、そんな

にお金をかけなくてもそういう協力体制をとることを、福祉保健課が先頭立ってやる。これが

大事だと私思います。いかがですか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の市川議員のご質問でございますが、その後の地域ケア会議にも通ずるところがござ

います。おっしゃるとおり包括支援センターでも限界以上のケースを抱えております。そうい

うところで、職員を増やしていただいておりますが、対応し切れない状況がありますので。全

体で民間も、行政もＮＰＯもみんな入った中で、これは見守っていかなければならない。そう

いう状況に入ってきていると思います。このイニシアチブを町がとっていくという方向で、今

検討しているところです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

じゃあお願いします。２番目の質問に移ります。地域包括ケアシステムのイメージ図の中に

は、医療が入っています。現在峡南医療センターでは、訪問看護室、これ仮称ですけれども、

の新設を、検討しています。これらとの連携強化は必須だと思いますが、町の考えをお伺いし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の、峡南医療センターで検討されています、訪問看護室についてのご質問にお答えい

たします。 

町では、重度の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
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続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築に取り組んでいるところであります。 

特に、在宅介護においては、医療機関との連携や訪問看護、介護の提供は重要であり、現在、

地域包括支援センターを中心に、医療機関や訪問看護と連携し、在宅介護支援を図っていると

ころであります。 

なかでも、訪問看護は、医師との密な連携や看護ケアの提供などを行うことから、重度の疾

患を持ちながら、在宅生活を送る方々を支えるためには必須であり、往診医師の少ない町にお

いては、重要な役割を担っております。 

こうしたことから、峡南医療センターが設置を検討している訪問看護室ができれば、さらに

町との連携が強化されるとともに、地域包括ケアシステムに大いに貢献される機能として、大

変心強く思うところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

８月２５日、金曜日ですけれど峡南医療センター企業団議会定例会がございました。ここで

初めてだったんですが、一般質問させていただきました。その中で平成３０年の４月に、仮称

ですが訪問看護室を新設しますということを明言していただいてます。その動きを加速するよ

うにお願いしますよと。言ってあります。で、この先ほど課長がおっしゃいましたけど、この

ケアシステムの構築には絶対的に医療が必要です。 

ここで町長に答えていただきたいんですけれども、この町にやっと病院ができたわけですよ。

公立の。で、２町ですけれども、２町で持ってる病院ですけれども。この病院は私立ではなく

て公的な病院。で、こういうシステムを組み込んでいって初めて地域の方々が安心できる。と

私は思ってます。今、回復期の病床がないんです。ケアセンターの改革プランの中には、療養

型の病床よりも回復期の方の病床を増やしますよっていう計画になってるんですね。回復期と

いうことは、大腿骨骨折しました、一生懸命リハビリしました、家に帰りました。まだいまい

ち具合い悪いです、また戻ります。いうようなときに、この包括のケアシステムがしっかりし

ていれば何の不安もなく、患者さんは自宅に戻れる。施設に戻るんでなくて、自宅に戻れるん

です。こういうことを真剣にやりましょうよっていったのが厚生労働省が一生懸命やってると

ころ。 

私はこれは、町長が口はそんなに出せませんよと、言えどもですね、この町から多額の金額

をですね運転資金として出していたり、一生懸命支えています。ここのところをしっかりと、

していただきたい。町長の権限としてですかね。そこら辺を、病院と役場のところの包括支援

センターとうまくつながるように、一役かっていただきたいんですがいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

〇町長（町長志村学君） 

ただいまの質問にお答えいたします。本当に高齢化時代に突入しているなと思っております。

２０２５年、我々がちょうど７５になるときがですね。そっからほんとの団塊の世代が高齢化

に入ってくということでありますんで。いずれ我が身としても、しっかりした高齢者の医療対

策が必要。その中で包括ケアセンターは、是非システムを構築しながらですね、みんな安心し
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て老いていけるような社会になっていけばいいかなと思っております。 

そういう中で峡南医療センターがですね、訪問看護室を今検討しているということでありま

すけども。医療センター自体が、基幹診療型病院と総合診療型病院ということになっておりま

す。富士川病院の方は基幹診療型病院ということで、大きな手術したりですね二次医療機関と

してしっかり働いていただきながら、機能を生かしていただきながら。また市川三郷の方が総

合型診療でありますから、こういった訪問看護室なんかも主体に受けていただいて。当然２町

でつくってる医療センターですから、その本拠地が市川であろうとも、うちの町もしっかりそ

こを利用させていただきながら、今後運営ができればいいかなと思っております。 

また、回復期の話もありましたけども。富士川病院の方は大きな手術をしてですね、そして

いったんよくなったときに、家に戻るか、そこでリハビリするかということになると思います

が。この地域には一次医療も多くの先生方おりますんで。そういった、診療所の先生方とも連

携をとりながらですね、診療所でできるもの、また病院でなければできないもの、いろいろあ

ると、ケースバイケースがあると思いますから。地域の峡南医療センターとして、医師会とも

連携を図る中でですね。この地域の人たちが安心に暮らせる。そんなような医療を担っていた

だければいいかなと思っております。 

開設者ということでまあ運営について、直接といいますか、表立っては言えないかもしれま

せんが。開設者会議も定期的にやっておりますんで。私どももいろんな住民の皆さんまた、議

会からの御意見も伺っておりますんで。それらを持ってですね、医療センターのしっかりした

経営ができるような病院になっていただけるように、機会ある度にちくちくと言っていきたい

なと思っておりますんで。 

そうはいいましても医療センター今年からは、若干では、徐々にではありますけれども、経

営の改善に向かっていくんではないかなと。私も今年は、単年度収支はプラマイゼロにして欲

しいということを常に言っておりますんで。今、医療センターの方も一丸となって頑張ってる

とこでありますんで。これからに期待をしていただければと思っています。また期待にこたえ

るような医療センターに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） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

地域包括ケアシステムというのは、本当にいろんな多種の人たちがですね、一つの事例に対

して、一生懸命みんなで取り組んで、本当に安心できるような、そういう地域をつくりましょ

う。しかも、歳をとっても自立して地元、地域で生涯を暮らせると。そういうシステムを構築

するということが大きな目的ですよね。どうも考えているのがですね、飯富病院は峡南在宅医

療支援センターでございます。で、これが私が感覚的に感じてるのかどうかわかりませんけれ

ど。どうもその在宅とかいうと、飯富病院の方でねみたいな話になって。広域っていうのは非

常に責任が薄れちゃうといったらおかしな言い方かもしれませんけど、問題が見え隠れし

ちゃって、はっきりとしない。 

私は支援センターにもですね、富士川町からは３４０万７千円、これが出てますね。在宅連

携の介護連携事業として出てます。市川三郷の方からも３４７万、出てますね。こういうふう

にお金出してるわけです。それぞれの単町で。でも、何となく向こう主流で、こっちはそっち

にやってもらってるから、みたいな話になっちゃうと、全くこの包括支援センターの意味がな
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くなっちゃうんですよ。だから、もっとここをしっかりと立て直していただかないと、私たち

は富士川町に住んでるわけですから。ここの方たちに面倒見てもらうわけですから。そこをしっ

かりやっていただきたいんです。そういう意味で、もう一度ですね、その医療の部分で、力を

入れるところがあったら教えていただきたいんです。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ご質問のとおり、できるだけ身近に専門の支援センター、あるいはチームがあるということ

は、地域の方にとってみれば、非常に効果的、効率的な話だと思います。現在、峡南医療セン

ター企業団には認知を診れるドクターがおりません。その部分を今峡南医療センターに要望と

して、両町の要望としているところであります、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

医療センターは、多分、医師がいないとか、体制がとれないとか、そういうことを言うと思

います。だけど、それに屈することなく、町は町の町民を守っていかなきゃいけないんですね。

だからそのところで、自分の後ろには町民がついてるっていう思いでですね、押してっていた

だきたい。できないものはないんです。先生方はいらっしゃいます。なので見つける気になれ

ばいます。私はそう思ってます。なので医大が云々かんぬんとかという話もありますが、そう

いうところをしっかりとを突破していただきたいと思います。 

次にいきます。 

〇議長（秋山貢君） 

途中ですがここで暫時休憩いたします。 

再開は午後１時といたします。 

休憩 午後１２時０１分 

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

再開 午後 １時００分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開します。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

午前中に引き続きよろしくお願いします。 

3 番に移ります。厚生労働省が地域ケア会議を推進しております。この地域ケア会議を町は

どのように考えているのかお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの地域ケア会議について、町はどのように考えているかというご質問にお答えいた

します。 
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地域ケア会議につきましては、高齢者の個別の課題への対応や分析、及びその積み重ねによ

る地域課題の明確化、また、地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには、介護

保険事業計画への反映など、時代に応じた介護福祉の政策形成に必要であると考えております。 

町では、平成２７年度、県からアドバイザーの派遣を受け、指導の下見直しを行い、平成２８年

度からは、主任介護支援専門員、病院関係者や地域住民等をメンバーに、地域課題やその解決

策の検討及び地域課題の明確化を行なっております。 

今年度は、町全体を対象とした地域ケア会議に加え、小地域を対象にした、ケア会議を開催

しており、地域の実情に合わせた解決策を試行的に実施していく段階であります。 

今後はさらに、地域ケア会議の充実に努め、町の地域包括ケアシステムの体制構築に向けて、

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

地域ケア会議の推進というところで、これも計画の中にしっかり今課長がおっしゃったよう

なことが明記されております。で、地域ケア会議の推進というのが、この地域支援事業の充実

強化と介護予防給付の見直しっていうところで、新たな業務としてですね、４つほど追加され

たんですが。その中に、地域ケア会議の推進というのが、あの新しく入りました。それはなぜ

入ったのか、そこらへんの意義はどう考えていますか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

この地域ケア会議が入った趣旨でございますが。答弁におきまして、時代に応じたと申し上

げましたが。その時代の住民ニーズに応じた施策については、地域ケア会議の趣旨であります

個の、個々の積み上げにより、地域課題を明確にし施策化することと私どもは考えております。

今般介護保険法改正によりまして、この地域ケア会議が創設されまして、設置が義務づけられ

ましたことも、この趣旨が大きいと認識しているところです。 

町としましては、この会議をより効果的に定着させまして、現在の町の高齢者などの困り事

に寄り添い、みんなで検討し施策化していくことが、時代に応じた地域福祉を進めていくため

に重要と考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

要するに今回の改正というのは、個々の一つ一つの事例について、みんなが多種の方々が集

まって、地域で自立して、その方が生活できるようにっていうことを目指してのケア会議とい

う会議でやったと思うんですけれども。今小地域でもってお話がありましたよね。それをする

にあたって、じゃ富士川町ではどういうものがこれから、例えば人材が足りないのか、予算が

足りないのか、それぞれの人たちのつながりが足りないのか。そういうことを検証していかな

いと、具体的にならない。で小地域でやってますよってお話だったんですが、実際にやってい

て、どんなふうなものが問題になっていて、どのような形でやられてるのか。教えていただけ

ますか。 
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〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

現在は、参加者の地域でやっております。山間地域が２カ所と、あと通常の小林地区ですけ

れども、で、やっております。で、やってみますと、やはりその地区地区ごとの住民ニーズの

違い、それから高齢者の状況の違い、これが明らかになってきております。その中で地域のネッ

トワークがもっと強い方がいいとか、ボランティアさんがもっといたらいいとか、そういった

問題が上がってきております。特に多いのは足の問題でございます。こういったことを、今度

全体の地域会議で富士川町の問題としてとらえ、どのように対応していくのか検討してまいり

たいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

私もあの地域ケア会議ということで、ちょっとインターネットで調べましたけれども。なん

と事例の２番目にですよ。２番目に南アルプスが載ってるんですよ。で、相当進んでるのかな

と思って調べてみましたけども。地域包括ケアっていうのは行政主体でやっていて、これが第

２層。第３層が福祉井戸端会議というのが社協主催でやって、第４層が福祉小委員会というの

がまたこれも社協が主催でやっていっていて。第５層ていうところで個別ケア地域会議てのが

あって。その大きなところから、どんどん個別にどんどん入ってくる。本当に個別の対応をやっ

ているんだなと。これは進んでいるから、２つ目に入ってるということだったと思うんですが。

まあ、隣の市でやってるわけですから、どうかこういうものをですね、あの参考にしながらで

すね。今モデルとしてやっているとおっしゃいましたけれども。これからほんとに先ほど申し

ましたけど、これが大事になってくる。 

町長の政策としてですね、今いろんなところを、いろんな、例えば給食センター、道路、庁

舎、体育館いろんなもの、いろんなものがあります。でも、これから、それはそれでいいんで

すけど。これから必要なものって、そこに人を入れていくこと。ソフトの面ですよね。子育て

支援の包括もありますけれども、包括の意味がみんなしっかり職員が感じていてくださらない

と。あの、おぼろげになるというのかなと。分散するっていうか、問題がぼけてしまう。そう

いうことにならないようにしていただきたいなと思うので、ぜひこの地域ケア会議の推進を

しっかりしていただきたいと思います。 

じゃ４番目に移ります。今年度でこの計画が終了しますけれども、次期計画策定の進捗状況

と方向性をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

次期計画の進捗状況と方針でありますけれども。第３次富士川町高齢者福祉計画・第７期富

士川町介護保険計画については、平成３０年度から３２年度までの３年間の計画となっており

ます。 

昨年度末、高齢者の日常生活の実態や健康状態、介護保険制度に対する意見、要望等の把握

と、計画策定の基礎資料とすることを目的に、アンケート調査を行いました。 
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本年度は、このアンケートの調査結果を分析し、被保険者代表や保健・福祉・医療機関の代

表者などから構成する、「富士川町介護保険運営協議会・富士川町地域包括支援センター運営協

議会」において、検討を行ったところであります。 

今後は、この運営協議会で、人口推計や高齢化率などをもとに、第 2次、第6 期計画の評価

や第３次、第７期計画の骨子及び体系案について、検討していく予定となっております。 

次期計画では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向け、中長期的な高齢者施策の展

開を図り、安心して老いることのできる地域を目指し、在宅医療及び介護の連携並びに、自立

支援及び重度化防止に向けた保険者機能の強化を図り、地域包括ケアシステムの深化に、取り

組んでいく予定であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

非常に期待しますけれども。どうもその、この計画を見て非常にすぐれていて、よくここま

で調べたなると思うような見事な計画が３年間立ってやったわけですね。すごいなと思ったの

は人口、総人口の推計。これが平成２５年度までに約１万 5,500 人になりますって書いてある

んですよ。で、調べたら、ほとんどぴったりですね。９月１日のホームページに載ってました

けれども、１万 5,500 何人。２４人という形で物すごい精度が高い。調査とその見込み。で、

これだけのことができるのに、何で施策になると、何というかね、今、追いついてないですね。

はっきり言って、計画が先行していて、時代の流れがどんどん来ているのに、計画立てて、あっ

と思ったら、もう次の計画をやらなきゃならないような状況ですよ。南アルプス市ではですよ、

こういう形で市だから仕方ないといえばそうかもしれませんけど、そういうこと言っちゃいけ

ないんですよね。町でも市でも、住んでる住民は同じですからね。だからやっぱり先を行って

いかないとだめです。計画を作って終わりじゃ困るんです。 

なので、次期のこの策定の計画。今、小林地区で足が問題なんですよ。足が問題てことは、

お買い物の足とか、そういう足ですよね。だったらば政策秘書課ですよ。コミュニティーバス

じゃないですか。デマンドバスじゃないですか。そういうものと絡めながら、なんてかな、横

のつながりと縦のつながりを絡ませるこの体制。役場の体制がとても重要になってくる。そう

いう体制が自分の課だけで考えましょうと思ってるんだったら、これも時代遅れです。はっき

り言って。だからそういう体制をぜひ次の計画にも盛っていただきたい。福祉保健課でつくる

ことですが、全体のこととして盛って、計画を入れていただきたいんですが。そこら辺のこと

はいかがでしょうかね。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今のご質問ですけれども、確かに介護保険法施行前は、高齢者サービス調整チームとい

う会議が、市町村に設置が義務づけられておりまして、そこのチームの中で、上も下もなく横

の連携を持って、一人一人の困り事を検討した経過がございます。その際には、本当に困難ケー

スのときは町長にも出ていただいたこともございました。そのときに、やはりそれをもとに、

社会福祉協議会と町が一緒になって事業化をした事業が、今現在も生きております。そういっ

た意味で、福祉が先進であった経過があると思います。 
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今回、ほぼ意味合いのも厚生労働省が設置を義務づけてきました。恐らくこういう動きにな

ることを期待してるんだと思います。その後、期待どおりに、職員が動き、情報を収集し、施

策化できるようやっていきたいと思います。ありがとうございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

市川淳子さん。 

〇９番議員（市川淳子さん） 

非常に期待しておりますので、よろしくお願いいたします。終わります。。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告４番、９番 市川敦子さんの一般質問を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

ここで、町長より答弁の修正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） 

     午前中の一般質問におきまして、齊藤欽也議員のこの町で住民投票というお話がありました。

私の答弁の中で住民投票はした事はありませんと言いましたけども。精査をいたしました結果、

平成１６年１０月に議員発議による住民投票条例が可決をされまして、１２月５日に住民投票

が実施されております。これは鰍沢町との合併についてどうかということでありますけども。

賛成、反対の２者択一方式。対象者は１８歳以上の者で期日前投票も実施をしながら実施をし

ております。なおこの住民投票の投票率は 75.88％でした。訂正してお詫びを申し上げます。

以上です。 

○議長（秋山貢君） 

続いて、齊藤欽也議員より一般質問中の発言の修正の申し出がありましたので、これを許し

ます。 

     １０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

     午前中の住民投票条例に関する質問の中で、再三にわたってフードの設置を求めた住民の署

名活動を、小林地区の住民と申し述べましたが、天神中條地区の住民でありましたので、訂正

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

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

○議長（秋山貢君） 

続いて通告５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。 

○３番議員（川口正満君） 

私は、この町を揺るがすリニアについて、地域の現場や現実の生の声を大切にする観点で、

お二人の質問とかぶらないように、４項目、７点を、また再質問を幾つか行います。 初の１点

目です。リニア防音フードの選択に関する住民投票条例案についてです。１点目。先の意見交

換会の目的は、県に対して、地域類型Ⅰとするか決定するための住民意見をまとめることであ

り、住民は落着したと思いました。それが、住民投票案によると、「ＪＲ東海へ『フードを付

けるかどうか』住民に選択を求めて、結果を同社に伝える」ことになった。なぜ、県に地域類
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型Ⅰを要望せずに、事業者のＪＲ東海に直接に要求するような愚策の進め方を行うのか、町長

の見解を伺います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

川口正満議員のリニア建設に伴う、工法について住民投票を行うかという質問についてであ

りますが。６月に開催いたしました意見交換会は、リニア中央新幹線のルート上に、騒音規制

が未指定の区域があることから、住民の生活環境を保全するために、「騒音規制の範囲をどの

ようにすべきか」を、該当している地域の皆様と一緒に考える目的で開催したものであります。 

その後、意見交換会での意見を踏まえ、７月１９日に、町の環境審議会へ「リニア中央新幹

線鉄道の騒音に係る環境基準の類型の当てはめに伴う騒音規制及び振動規制、悪臭防止に係る

規制地域の見直し」について諮問をし、７月３１日に、「町内の未指定の区域を、住居地域に

相当する第２種区域へ指定することに異議がない。」旨の答申を受けたところであります。 

この答申を受け、町といたしましては、今月中旬に行われます県とのヒアリングにおいて、

「未指定の区域を第２種区域へ指定すべきである。」という考えを、町の意見として、回答す

ることとしております。これは騒音規制の方であります。 

一方、防音防災フードの設置につきましては、事業主であるＪＲ東海が施工するものであり

ます。 

ＪＲ東海では、防音防災フードの設置にあたっては、県が定める騒音規制の地域指定を参考

にしながら、沿線自治体と協議をしていくこととしていることから、町といたしましては、沿

線住民の皆様の意向を も反映できる判断の手段として、防音防災フードの設置要請に関する

住民投票を実施することとしたものであります。その結果を、町の意見としてＪＲ東海へ要請

するものであります。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） 

町長には丁寧に説明いただいたんですけど。 初の騒音規制に関するですね、環境審議会の

答申については、７月 31 日の結果を速やかに、町民に公開するような手続きをお願いしたかっ

たと思います。 

関連することですが。住民の意見を聞くということでは、天神中條区では、県知事に対して、

署名された大勢の方が出席して、騒音被害に危機感を持って、地域類型Ⅰを求める意見で合意

していました。これを受けて、 勝寺、小林地区では、財政課長は、住居地域について、それ

で良いですかと、参加者の賛同を促していました。公開された意見概況、これはホームページ

に載っていますが。記載されていませんが、財政課長その点についていかがでしょう。ご確認

ください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

     財務課長の斉藤でございます。財政課長ではございません。すいません、よろしくお願いい

たします。 
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確かに議員おっしゃるように、意見交換会の中では天神中條地区を 初にいたしました。そ

こで、議員おっしゃるように、住居地域に相当する第２種地域が望ましいというご意見をいた

だきました。ということで 勝寺地区の意見交換会、小林区の意見交換会におきましても、「他

の地区で御意見が出ています。この地域ではどうしましょうか」というような問いかけをさせ

ていただいたところ、 終的には、どこの地域においても、住居地域に相当する第２種の地域

が望ましいということで意見集約をしたというところでございます。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） 

財務課長ありがとうございました。住民投票案ですね、これは中條区民などの総意や意見交

換会では町との合意もされたと思いますが。これらの合意を踏みにじるような。区民は、それ

はないでしょうという怒りの声も多くありました。それについていかがお考えですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニアの工法について、防災フードにするか防音壁にするか、非常に皆さん悩んでおられる

と思います。既に結論出した方もおられると思います。町でこれから住民投票をやってもです

ね、変わらないんであれば同じ結果が出るものと思っております。ただ、今までのやつは町が

直接問うたものでもありませんし、署名活動も県への署名活動でありますから。これから町の

意見を求められますんで、町としてしっかり、住民の意見が も反映できる方法として、今回、

住民投票を考えているとこであります。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） 

それでは２点目で、 勝寺区の状況ですね。これは１６人のみで、「こんな少ない参加者で、

地域の意見としてまとめないで、町は参加者を増やすよう努めるべきだ」と強く批判がありま

した。これを受けて、町は、町民の総意を聴収するためには、再度、地域で説明会を行う。ま

たは、次世代の中学生以上の町民に対して、丁寧な説明と、意見交換を行うことが効果的な広

聴広報として望ましい訳です。町民はまさか、住民投票案を予期しなかった。その点どのよう

にお考えですか。 

○議長（秋山貢君） 

かっこ２の答弁をお願いします。 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

効果的な、広聴広報活動に関する部分についてのご質問にお答えいたします。これまで町で

は平成２６年度から１２回にわたり、リニア実験線での見学会を開催し。さらに本年度は、沿

線３カ所におきまして、住民意見交換会を開催しながら、住民の皆様のご意見を伺う、広聴の

機会を設けてまいりました。またＪＲ東海におきましても、地区懇談会や事業説明会など、そ

れぞれの地区において情報提供を行なっているところであります。 

こうしたことから、住民投票に関しましては、改めて説明会を計画する、開催する計画はご
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ざいませんが、防音防災フード設置に関する住民投票判断としましての情報につきましては、

騒音や日照に関する影響予測等を示すデータなどを入れ込み、投票する皆様にわかりやすく、

かつ判断しやすい内容である住民投票公報、公の公報でありますが、を発行してまいりたいと

考えております。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） 

３つの会場や、あるいは山間地の実験線の、単線、５両編成だったですか。騒音体感の見学

者アンケート。ここにありますが、よくまとまっていると思うんですね。４９名の方々が体験

されたアンケートが詳しく出ています。これらの方々の意見では防音壁を、という意見は全く

なかった。騒音を考えるとフードが必要だ、との意見ばかりだったと思います。町は、意見交

換会での参加者が少なかったことを反省したのかどうか。町民が多数集まるように努力する方

法ではなく、住民投票を選びました。 大の問題は、多くの町民がリニアによりどのような影

響や被害を受けるのか理解されていないことです。この実情を認識して、区や組長の協力も得

て、地域ごとに行う。または文化ホールで開催するなど、再度きめ細かい説明と意見交換の場

を強く求められていると思いませんか。いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

住民投票の実施に関しましては、丁寧な情報提供を行いたいというようなことを考えており

まして、条例の中にも記載をさせていただいておりますが。町はわかりやすく、かつ丁寧な情

報提供に努めるという条項もございます。この中で、先ほど申し上げましたとおり、騒音や日

照に関する影響予測データを入れ込みまして、皆さまに、わかり易いかつ判断しやすい住民投

票公報を発行してまいりたいと。いうように考えております。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） 

住民投票の対象としてですね、午前中にも出ましたが。次代を担う中高校生が、将来にわた

りリニアによる利益や負担も負います。若い世代の意思を聴くことが必要です。 町の将来を担

う中学生はリニア開業時には成人になります。若者たちの人格を尊重して、社会的な意識を高

め、町づくりへの参加を促すためにも。午前中財務課長は、１８歳以上が判断能力があるとい

うふうな答え。あるいは学校教育での中学生の位置づけの説明がありましたが、これは町を揺

るがす大きな問題であり、地域と共に考えていかなくてはならない。中高生が傍聴していたら、

「ちょっと待ってよ」という意見があるかもしれません。そんなことで中高生からも不満や批

判が強いと思いますが。その点再度伺います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

住民投票の投票資格者の年齢要件に関しましては、全国的な先進的な事例等も研究させてい

ただきながら、なおかつ、公職選挙法の１８歳以上になぜなったのかという事も勘案しながら、



 ７６

決めさせていただきました。ということで、この条例案の中では、１８歳以上を投票資格者と

すると、いうようなことを考えているところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

それでは３点目ですね。今度は地域的な問題で質問します。両側４００ｍ内の直接的な被害

者のみを対象者に限定する住民投票案は、４００ｍ圏外の町民は、蚊帳の外に置かれるので許

されません。町民が分断されるようなマイナスの面について、どのように考えたか伺います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

町民が分断されるようなマイナス面に関するご質問にお答えいたします。住民投票の対象者

としましては、年齢満１８歳以上の者を前提条件とし。県が環境基本法に基づく新幹線鉄道騒

音に係る環境基準の類型の当てはめをする地域を、リニア軌道中心線より左右４００メートル

以内とする方針を出したことから、その範囲内に居住する者。また、居住者同様に影響が考え

られる、同区域内に存する法人登録事業所の代表者、さらに、日照について考慮するため、環

境影響評価書において、日陰影響の予測値の 大の範囲となる左右１００メートル以内に土地

を有する者、を投票資格者としたものであります。 

将来にわたり、 も生活に影響がある住民の皆様のご意見を第一優先に尊重するための条件

としたものでありまして、この条件によって、町民が分断されるものとは考えていないところ

でございます。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） 

今、マイナス面をすべて挙げていただいたのかどうか、私が指摘したいと思います。１点目、

天神中條区民の総意を踏みにじったこと。２点目、対象者を限定して、それ以外の住民を除外

していること。３点目、選管や職員の労力を掛けて、限られた住民の意向を問い、民間事業者

に伝える愚かな方法である。４点目、投票者が適正に判断できるように事前説明会や適正な情

報を提供できないのではないか。５点目、多額の経費発生がある。６点目、町政に混乱を招い

ている。など多くがあります。このようなマイナス点をどのように、町長は真摯に受け止めま

すか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニアの住民投票をすることによってマイナス面、マイナス点をあげられましたが。すべて

がマイナスではないと思っております。地域沿線に住む人にとってですね。この 400 メートル

以外の人を入れると、リニアが見えない人も入ってきますよね、当然。そうすると。そうする

とフードでなくて見える区間を多くして欲しいという人が、私は多いんじゃないかなと思って

おります。そう人たちの意見を重要視するんではなくて、そのリニアの軌道中心にいる人たち

の意見を重要視するために、左右４００ｍと限定をしたところでありますから。それが天神中
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條とも入っておりますし、大久保の人も入っております。舂米の一部も入っております。そう

いうことで天神中條の人たちの意見を排除することもないし、そしてまたそれ以外の人からの

意見を重要視する。リニアに関係の無い人たちは排除されたと思うかもしれませんが。私の想

像では、その人たちを入れると、かえって明かり区間をたくさんとって欲しい、見える方がい

いという意見の方が多くなるんじゃないかな。 

そういうことであれば、やはり地域を限定して、実際に影響を受ける人たちの意見を町も真

摯に受け止めながら、JR 東海の方に、工法の要請をしていった方が、一番地域住民の皆さん

と寄り添った形になるんじゃないか。また事前説明の話もありました。先ほど課長が言いまし

たようにですね。これから、騒音にしても日照にしても、一番わかりやすいような選挙公報を

出しながらですね。１８歳の人でもわかるように、またお年寄りでもわかるように、公報を出

しながらですね。それぞれがご判断いただければと思ってます。また、経費の問題も出されま

したけども、やはりこう住民のこれから何十年と多分続くと思います。もしかすると、未来永

劫かもしれません。そういう中で、しっかり住民の意見を、施工者である JR 東海にですね、

町の意見、住民の意見と同じ意見となると思いますけども。それを伝えていくことは、ここで

４００万ほど経費を使っても決して高いものではないと思っておりますし。これで町政が混乱

するということは、私は考えておりません。議員さんが言われたマイナス面というのは、我々

はこれはマイナスとは捉えておりませんので。これをすることによって、本当に地域住民の皆

さんの真の声が、反映できるものと考えております。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） 

それではちょっと伺いたいんですが。投票条例の目的ですね、沿線地域に利害関係を有する

者という事で、４００ｍ両側と限定しております。騒音は４００ｍを超えて当然影響します。

その方々に対する騒音被害を、どのように説明されますか。これこそ分断ではありませんか。

いかがですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今回 400 メートルと限定させていただいたのは、環境基準の類型の当てはめに伴う地域を軌

道より４００としたことからですね。その人たちの意見を 重要視したいということでありま

す。私の家も身延線から５キロほど離れておりますが、朝、音が聞こえる時もあります。夜も

聞こえる時もあります。風向きによっても変わるでしょうし、季節によっても変わるかもしれ

ませんけども。ま聞こえたなという程度で、そんなに耳ざわりな音でもありませんし。ヘリコ

プターもよく、 近山の事故が多いから飛びます。そしてまた、今、秋の稲刈りの時期であり

ますから、コンバインの音もします。そういうのも時期時期によってでもありますけども。リ

ニアは、これからは営業線になりますと、朝６時から夜１２時まで、そこはずっとある訳であ

ります。その、近隣にお住まいの４００ｍの皆さん、事業所のある皆さん、またもしフードと

かなりますと、日照の問題もあります。耕作者だけの人は少ないと思うんですね。実際そこに

お住まいの方が、近隣を耕作されている方が多いと思いますけども。その人たちの意見も聞い

ていかなきゃならん。これは、町は公平公正な立場で聞いていかなきゃなりませんから。あま



 ７８

り偏った考えだけもできませんけども。そこをしっかり、地域沿線住民の意見としてまとめあ

げていくのに。今回、町も悩みましたけども、地域限定の住民投票条例、それで、皆さんにお

考えをいただいた、その結果を、町も町の意見として JR 東海に要請していきたいという趣旨

であります。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） 

後ほど騒音についてはですね、詳しく述べたいと思いますが。今、町長は身延線の例を挙げ

られて、騒音も日々あると。暮らしに馴染んだ音ならいいけれども。このリニアの空力音がで

すね、決して４００ｍではない。この巨大な６分間隔で、連続的に発生することが、沿線地域

に利害関係を有する者、これは４００ｍ内だけではない。全町民に及ぶわけです。リニアによ

る騒音、振動、日照阻害、ここなでは挙げられております。さらに景観の悪化、高架橋による

圧迫感や精神的な苦痛、水脈への影響、地域と住居環境の悪化などは町全体におよぶ広域的な

影響があり、ＪＲ東海には町民への被害を 小限にさせる対策が必要です。そんなことで、マ

イナス面の大きな点をですね、改めて認識のうえですね、今後とも対処をお願いしたいと思い

ます。 

投票経費４２０万円については、明日の質疑以降ですねあげられると思います 

大きい２項目をお願いします。今度は住民投票の判断に供するために、情報の提供について

です。両側４００ｍ内と、４００ｍ外でも風による騒音影響も広範囲におよびます。投票実施

の前に、住民が正しい判断できるよう、適切で十分な情報をＪＲ東海に提示させ、町民に公開

するべきである。町の住民目線での投票に向けて、いつ、適正な情報を提供できるのか伺う 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

情報の提供時期に関するご質問にお答えいたします。防音防災フードの設置に関する投票判

断としての情報につきましては、騒音や日照に関する影響予測等を示すデータなどを入れ込み、

投票する皆様に分かりやすく、且つ判断しやすい内容である住民投票公報を作成し、住民投票

の１か月前には、投票資格者宛に直接郵送してまいりたいと考えております。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） 

     １カ月前に対象者のみということですが。繰り返しますが、全町民がですね、騒音のみなら

ず被害を受けると、いうことをご確認ください。町長はですねテレビインタビューの中で、公

平公正な情報を渡す中でと述べられましたが。大丈夫ですか。できますか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

議員さんからは地下水への影響とか、リニアに対する影響のことがありました。私は今回の

この住民投票は、リニアに賛成、反対の住民投票じゃないです。リニアの高架橋の上をどうす

るかという工法について、地域住民の皆様のご意見を伺う住民投票でありますんで。議員さん
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考えてるような広範囲のですね物でなくて、例えば今富士川町民全員と言いましたけども。例

えばですよ、鰍沢の駅前も富士川町住民なんです。そこの人たちに騒音とか、日照とかの問い

かけをしても、私はそんなに意味がないと思っているんですね。やはりこの 400 メートル幅に

いる皆さんがどう考えるか。その工法について。それを今回の住民投票でするわけですから。

地下水の問題がどうかとか、そういうところは入っておりません。今回は、高架橋の上の形を、

対策をどうするかという住民投票でありますんで。その辺は、この趣旨をしっかり受けとめて

いただきながら、また、議員も一緒に考えていただければと思っております。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） 

今回は騒音と日照等に絞ってですね、町民に選択肢を求めていくということですが、この静

穏な地域の現状と比べて、フードまたは防音壁の場合、８００ｍ内でも騒音がどのように届く

のか。８００ｍ外でも広範囲に発生するのか。八ヶ岳下しの強風による騒音が青柳区などに拡

散する懸念も大きい訳です。ついては、何か所もの騒音予測調査を行い、また、 大４００ｍ

で７０ｄｂを規制するんであれば、実際に７０ｄｂを体感してもらう機会を設けるなど、ＪＲ

に厳しく要求して、町民に理解でき、判断できるような情報を投票前に提示させられますか。

住民目線に立った情報提供という事でお答えください。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     リニアの実験線、今５００キロで走っておりますんで。都留市の小形山でありますけども。

もう何回となく住民の皆さんにも、行く機会も設けてあります。ただ、行った人が、全員が行っ

てもらったとは思っておりませんけれども。そういった機会もこれまでも設けております。そ

の中で、まだまだ東海道新幹線の車輪とレールが擦る音かなと思っている方もおられるかもし

れませんけども。先般の意見交換会の中でも、小形山での音、そしてまた大月市でのフードを

被った所での音。こういうのも皆さんに聞いていただいております。ただ、録音機で納めた音

と実際の音では違いますが、今回の４００ｍ幅を騒音規制区域にしたのは、これまでの実験線

での騒音の結果。それとリニアに対する有識者の意見を総合判断して、県が４００ｍという案

を示してきたものをですね。１地域住民の皆さんにお示しをしながら、騒音規制を致しました

んで。今回、どこまでがいいかどうか、もありますけども。その規制の区域の皆さんのご意見

を 重要視するというのが今回の住民投票でありますんで。リニアに反対をするか、賛成をす

るかの住民投票じゃありません。リニアが通るということになりましたんで、その軌道の上の

工法をどうするかという住民投票でありますんで。是非そこのところはご理解をいただければ

と思います。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） 

今の答弁では、さらに現地調査ですね。現在の状況を調査することは、町もやる意志も無さ

そう、あるいは JR 東海あるいは県にも協力を求めてね、現状とそれから営業線が走った場合

の、この差ですね。を調査して、被害予測をすること、それこそがですね、判断の材料になる
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訳ですよ。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） 

環境影響につきましては、すでに環境影響評価書がでております。その中でリニアの軌道か

ら何メートル以内で、 高で８０数ｄｂという音が示されております。今回、それをⅠ類型に

しながら７０ｄｂに抑えていこうということでありますんで。それのフードに押さえるか、ま

た個別対策で抑えるかは、いろいろ手法はある訳でありますけども。今回の住民投票は、そう

いった沿線住民の皆さんのご意見の中で、判断をしていただきたい。そういう意味で住民投票

をしたいということでございます。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） 

適正な情報の提供について伺ってるわけですけども。調査する意思は、残念ながら無いよう

に見受けられますし。そういう状況の中で、住民にですね、どちらがよろしいのかということ。

例えばですね、じゃ騒音であれ日照であれ、住民の関心は補償条件にもあります。対策と補償

ですね。これらについて、どのような情報を提供できますか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

先ほども申し上げましたけれども。今回のその投票の判断の材料でございますけれども。騒

音と日照に特化してまいりたいと考えておりまして。その影響予測等、データで示しながらわ

かり易く、かつ判断しやすい材料として住民投票公報を発行すると、いう予定でございますか

ら。その中に、わかり易いデータ等を組み入れながら、ご判断いただくということを考えてお

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） 

再度、実態調査のですね必要性ということで。この意見交換会の資料の中で、騒音に関する

測定シートがあります。町内４か所で９時、１１時半、あるいは夜２１時という実態調査。こ

れをですね、早朝あるいは深夜に町も調査ができると思います。早朝と深夜にですね、５，６分

おきにリニアが走るんだと。そういう実態、実情と比較してですねどれほどの被害予測が大き

いのかと。それについて、町はどのように真剣に、深刻に考えているんですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

意見交換会の時に示したのは現状の騒音を示したものであります。リニアの実験線なり、こ

れから営業線が走った時の音は、環境影響評価書の中で示されておりますんで。それらを元に

ですね、先ほど来課長が言ってますように、騒音や日照に関する影響予測等をデータ化するな

どした選挙公報を出しながら、住民の皆さんにわかり易い情報を与える中で、ご判断をしてい
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ただきたいということであります。なお先ほどの質問でありました。また、現地での体感をし

ていく機会というのは、必要があれば行いたいと思いますけども、もうすでに１２回ほどやっ

ておりますんで、これ以上することなく、今回条例案を提出しておりますんで。それが、ご議

決いただければ、早速住民投票をして参りたいと。こんなふうに考えております。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） 

町も対住民の不安に対してですね、一生懸命頑張って実験線の視察、あるいは意見交換をやっ

ていただいているところだと思いますが。例えば、この意見交換会の資料を、まだ町民はホー

ムページにも公開されてないし見ていない。それから今の実態調査ですね、重ねて言いますけ

どもその重要性。４カ所で、３つの時間帯でやられました。これはやはり、やっていただいた

上で、どれほど深刻なのかどうかを、やはりしっかり説明したりする場が必要じゃないですか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

まず１点目の意見交換会の資料でございますが、既にホームページの方で、公開をさせてい

ただいておりますので、閲覧できることは可能でございます。それから騒音の測定でございま

すが、この意見交換会の中の資料で測った数値につきましては、これは、町が簡易的な騒音測

定器で測ったものでございますから、その正式なデータとしては、位置づけられないものがご

ざいます。で、騒音というのは、音源があってはじめて騒音になるということですから、何ら

かの騒音がない限り音は発生しないということでございます。 

ということで、平穏な夜間の部分であっても、やはり４０ｄｂぐらいの音は確認できるとい

うことでございます。それがその夜９時、１０時頃測った騒音ということで、参考値として載

せさせていただきましたけれども。それに対する予測値というのは、到底できない。音源が、

そのリニア実験線でない限り無いものですから、この地域で果たして全く同じ状況かというと、

都留の小形山と富士川町では、やっぱり条件も異なるということですから。あくまでも予測値

は予測値でしかないということでございますから。それを元にご判断いただくのは、いかがな

ものかなというふうにも考えますし、町としましては、ＪＲ東海と連携をしながら、その日照

に関するデータと騒音に関するデータを入手しながら、この住民投票公報の中で周知をしてま

いりたい。というふうに考えております。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） 

まず、この全体の資料ね。意見交換会のアンケート意見概要はあったと思いますが、これは

ありますか。載ってますか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

意見交換会の資料としては掲示してございます。それと、あと意見の、どのような意見が出

たからというような結果は公表してございますが、アンケートの部分につきましては公表はし
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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） 

実験線のですね、騒音と、営業線が走った場合の騒音の被害の大きさ。実験線は山間地であ

り、数両編成、単線で走って。そして片側は果樹園です。だから山で吸収されるとかですね、

ありますし。こちらは甲府盆地の３０ｍ界隈で広く拡散すると。そのことをですね、住民が判

断するために、適正な情報を提供する必要がある。それは町は県と共にですね。県に対して厳

しく要求するなり、県が独自に騒音規制できるわけですから、県にも、共に調査してください

よと。そういう強い姿勢で町民の健康なり命を守るためにですね。厳しく対応していただきた

いと思います。いかがでしょう。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

これまでの体感会もですね、甲府盆地の中のもう折り返し点で、速度を遅くしたところも聞

いてもらってるわけじゃありません。都留の小形山でトップスピードで走っている音を、高架

下で聞いてもらってるんですね。あそこは果樹園もありません。周りは山です。その反響もあ

ります。その一番条件の、向こうの方がずっと狭いもんですから音は近くに聞こえると思いま

すけども。ここはまだ、甲府盆地から舂米、そして青柳の方まで広がってるとこではあります

けれども。山に囲まれた都留の小形山に行きますと、両側で山に囲まれてます。四方を囲まれ

ていると言ってもいいくらいのとこでありますけども。そこを、今の実験線が５００キロのトッ

プスピードで走る音を聞いてもらってるわけです。当然、その道路に近いところではリニアの

音が聞こえませんから、高速道路際から入っていく訳ですが。高速道路に近いとこであれば、

高速道路の方がうるさいねと。あれはあそこでですね、２４時間高速道路は走っておりますん

で。先ほどの測定もですね。都留の小形山でやっても、ずっとむこうの方がうるさい訳であり

ます。 

こちらの方はそういった高速道路からも離れておりますから、夜は静かになりますけども。

先ほど課長が言ったように４０ｄｂぐらいの音は、常時いろんな川の音とか蛙の声とかいろん

なものがありますんで、４０ｄｂぐらいはあると思いますけども。そういったものをやりなが

らですね、やっておりますから。これまでもうちの体感会は甲府盆地でした事はありません。

甲府盆地はですね、旧御坂町の坂野という地域で、山から山にフードがかかってる所がありま

すんで、そこは見ていただいたりはしていますけれども。音の部分は、都留と大月で、フード

の無いところとフードのあるところを皆さんに聞いていただいておりますから。町が作為的に

音の静かな所を聞かせているとか、そういうことは全然ありませんので。一番環境の悪いとこ

を聞いてもらって、それでご判断をしていただくことを、今しているところであります。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） 

町長にはもっと深刻に考えてもらいたい。という観点を言っておきます。実験線はとにかく
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数両編成で、営業線は１６両編成が連続的に発生する。そういう基本的なこともご認識の上で

すね。３項目。今度は時間規制について聞いてまいります。 

ルート４００ｍ内には保育所、公民館、４つの老人保健施設、寺院、５００ｍ内には小学校、

児童センター、文化ホールがある。さらに早朝深夜に高齢者や子供と、また夜間勤務の若者の

安眠を妨害する。町民の健康や命までも脅かす騒音による公害問題であり、不安に対して、県

独自の騒音の時間規制について、県に対し働きかけるべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町民生活課長 松井清美さん。 

○町民生活課長（松井清美さん） 

     ただいまの、県独自の騒音の時間規制についての御質問にお答えします。新幹線鉄道騒音に

係る環境基準は、国が適切な測定方法や既設の新幹線の状況を検討した結果を踏まえて、全国

一律の基準値を定めていることから。既に県として、新たに時間帯の区分を設定することは難

しいという見解を示しております。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

新幹線の全国一律の基準を適用する。これがそもそもですね、住民の健康や命をないがしろ

にしているということを。町も県もご認識を新たにお願いしたいと思います。 

町と県は、騒音振動が感覚的公害であり、人の健康や命を脅かすことについて、認識が低す

ぎます。住民が騒音の犠牲になるわけです。騒音による安眠妨害は、情緒不安定、集中力意欲

の低下などの、まず精神的被害が起き、次に頭が痛い、胃腸の調子が悪いなどの健康被害を起

こします。さらに、高血圧、心筋梗塞など疾病になります。ヨーロッパのＷＨＯは、騒音が有

害化学物質と同様に、健康に影響する環境要因として危険なものとしています。リニアの空力

騒音は、住民は窓を開けられない、読書、テレビの視聴や子どもたちとの団らん支障となり、

外では普通の会話ができないなど家庭の日常生活が脅かされます。住居に対して振動が様々に

発生する懸念も大きいわけです。 

 新幹線基準とリニアの空力音は明らかに違うということを、町も県も国も認識をしなければ

いけないと思います。そこで県は、独自の 低限でも、時間制限を設けるべきであり、町は強

く要求するべきであり、どのように具体化できるでしょうか。お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

町民生活課長 松井清美さん。 

○町民生活課長（松井清美さん） 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、環境基本法に基づいているものです。先ほど答弁させて

いただいたとおり、国は、適切な方法で基準を定めており、これを全国一律の基準にしており

ますので、新たな時間帯の区分の設定ということは、考えておりませんし。こうしたことから

町としましても、改めて騒音の時間規制については、働きかけを行わないことと考えておりま

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） 
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町のご認識ということで。ちょっと、住民説明会で説明あった、町長が新幹線では、２００ｍ

両側と、いうふうな地域指定があるよ。あれは東京都だけなんですね。で、恐らく東京を走る

新幹線は、短い区間で走行もゆっくりの区間だと。ところが東海道新幹線他はですね４００ｍ

になってます。山陽新幹線では３００ｍ両側というふうなことで、地域にそれぞれのですね実

状の中で、地域住民の健康暮らしを守るために必要なんですね。今の課長の答弁等ですね、国

一律じゃ困るんです。町民を守るためにですね。やっっぱり毅然として対応していただきたい。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

騒音規制の幅につきまして、時間はですね一律という事になっておりますけども。幅につき

ましては、市の場合は市長。町村の場合は、町村の意見を聞いて都道府県知事が告示をすると、

いうことになっておりますんで。それぞれ、町村の意見を聞きながら、それぞれの既存の新幹

線においてもですね、東京都は東京都、静岡県は静岡県、愛知県は愛知県、こんなふうに決め

られているものと認識しております。うちの場合は４００ｍを第Ⅰ類としてですね、７０ｄｂ

以下に抑えていきたい。それで、先ほど、夜眠れないとかなんとかありますけれども、規制は

７０ｄｂがありますんで。それでも新幹線を起因とする音が出るようであれば、今度は室内対

策をしていくと、いうことになると思いますけども。そういったことで、時間帯をすることは、

県の方でもすでにですね、新たな時間帯の区分を設定することは難しいと。山梨県独自でです

ね。それは既に環境基準がありますんで、そういう中で対応していくことであります。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） 

中央市の例で恐縮ですけども、医大とルートは１００ｍくらいしか離れていないですか。そ

の間にどちクリニックがあったりですね。で、中央市のトップにも聞いたんですけども。市が

関与ではなくて、直接医大と JR がやっているようだと。これはおそらく私の推測ですけど、

個別対応で対処するのか。で、今町長が対策をとっていくということですが。このリニアの場

合、構造物を建設して、それから対策をとるという事ができるのかどうか。新幹線の場合原則

ということができたんですけども。そんなことですね、現状の計画を容認するならば、深刻な

町民への影響被害が発生することは明らかです。町も県も、使命感ををもって工事着手前の今

の段階において、ＪＲに対して必要な騒音音源対策を施すように、要求する責務があると思い

ます。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

ですから住民投票をしてですね、フードにするか防音壁でいいなのか、そこを住民投票をし

て、しっかり JR 東海の方に、地域、町の意見として要請をしていきたいということでありま

す。これは、JR 東海が構造物の詳細設計に入る前に、向こうに伝えていかなければなりませ

んので、今定例会に、住民投票の条例案をお願いをしてるとこであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 
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３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

それでは４項目のですね。リニアが町にもたらす利益・・・ 

○議長（秋山貢君） 

川口議員、途中ですがここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後２時０４分 

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

再開 午後２時１１分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて、一般質問を再開します。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

それでは４項目目ですね。リニアが町にもたらす利益と一方不利益の発生についてです。１点

目。町は、リニアによってどのような利益が発生しますか。固定資産税収入の他に、何かプラ

スになる項目があれば、概算予測について伺います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齊藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

利益の概算予測に関するご質問にお答えいたします。町としましては、概算予測はしており

ませんが、山梨県リニア活用基本構想によると、県内の１年当りの経済波及効果は、企業数増

加によるものが、約 2,419 億円。観光客増加によるものが、約 167 億円と予測されております。

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） 

町への不安や不利益がひたひたとやってくる中でですね。そのようなお答えはないんじゃな

いですか。これは通告してですね。では具体的に聞きます。以前の、質問の中で、町民にも説

明があった、固定資産税収入が入るんだよと、いうことだったですけど。それについての概算

を予測してますか。 

○議長（秋山貢君） 

税務課長 永井たかねさん 

○税務課長（永井たかねさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。今現段階での固定資産税の試算については、いたして

おりません。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

なぜその点のですね、プラスとマイナス要素を予測できないのか。用地を２２ｍ幅をＪＲ東

海が買収して、それは、町に固定資産税収入がおちるというふうに、以前の説明会ではありま

した。それが、トンネル部分はどうなるんでしょうかね。それも含めてですね、お答えできま
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すか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

この明かり区間のところは平均２１．６ｍをＪＲ東海が買収をするという基本的な考え方で

あります。で、そのうち両側４ｍづつ、８ｍは工事用道路あるいは緩衝地帯として後々残ると

いうことでありますんで。そこはまあ町が無償で借り受けるという事になっております。そし

て、この土地の部分についてはですね、ある程度目鼻がつくかもしれませんけども。まだ構造

物については設計が出ておりません。その設計に応じてですね、今度償却資産をかけていく訳

ででありますけども。ＪＲ東海さん、１０年後に営業線という事を言っておりますけども。営

業線になってから初めて半額が町の固定資産になると認識しておりますんで。設計の出来てい

ない段階で、どのくらいのどういう物を作るのか、町では予測もつけませんから。設計書が出

ればその設計書が見せていただきながら、また固定資産税の課税をしていかなきゃならんと

思っておりますけども。ゼロではありません、相当の額が入ってくると思いますけども。今ま

あ、地域住民の皆さんもそんなことよりも、わが家がどうなるかという方が大切だと思います

んで。町がそういう数字をはじくことも、公表することも適当な時期ではないではないかと考

えております。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） 

半額が町に入るという、ちょっとそこのところ詳しく説明できますか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

通常であれば、一般企業であれば全額課税いたします。道路はまあ、もっと公共性がありま

すんで、無税であります。鉄道については、今までの例でいきますと、算出された額の半額が

課税できるというふうな状況になっておると思いますが。今いいましたように、まだ細かいと

ころは全然してありませんので。ゼロではないとは思います。相当な額にはなると思いますけ

ども。細かい数字は、設計書も何もできてない状況でありますんで。まだ土地のですね売買価

格も決まっておりません。うちの方で算出のしようがないという状況であります。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） 

北海道新幹線では、地方税改正によりましてですね。固定資産税の課税標準が５年間は６分

の１、その後５年間は３分の１というふうに聞いてます。このことにつきましてはですね、ま

た次回までにはですね、ぜひ概算億円単位でいいですから、町のプラス要素をしっかり詰めて

ください。 

それでは、町民の不安、負担を解消できるのかについて。 後の項目です。町への不利益に

ついては、住民は、騒音、日照阻害、地域の分断、住民の立ち退き、自然環境や景観悪化など

不安に感じています。不動産地価の値下がり、また残地や、売るに売れない住宅地も発生する
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など、さまざまな影響があり、犠牲が生じる。町民の不安、負担を解消するために、町長は、

どのように住民に寄り添った対応策を講じていけるのでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

今の質問にお答えする前に、先ほど２分の１と言いましたけども。軽減をしていきまして

終的に２分の１になってるというあれですから。整備新幹線これは初めてのことであります。

山梨県に実験線はありますけども、まだ営業線になっておりませんから。その辺は定かであり

ませんけども。今までの鉄道の例を見ますと。開業をしてから何年間が６分の１、そして３分

の１、こう下がっていくような形になると思います。あのできており、下がっていくようにな

りますけども。 終的には２分の１が町の税金としてとっていけるんじゃないかと、こんなふ

うやっておりますけども。本当細かいところはまだしておりませんから。当然、できれば議会

へまず第一にお話をすることになりますんで。その辺は、また出来たところでご説明させてい

ただきたいと思います。 

それでは、リニアが通過によりまして住民が困っている。その住民に寄り添った対策につい

てのご質問にお答えをいたします。 

住居を移転せざるを得ない住民の皆様の生活が大きく変化してしまうことをはじめ、騒音や

日照阻害の問題など、大きな影響が発生することは認識しております。 

町といたしましては、これまでもその都度対応して参りましたとおり、住民の皆様への影響

がより少なくなるよう、また、しっかりとした補償もいただけるような交渉を、県を通じなが

ら、ＪＲ東海と協議して参りたいと考えております。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） 

大きい方向をとらえてですね。大きい懸念、で大きい未来づくりという観点で伺っている訳

ですけども、自然とくらし輝く町が、沿線には住めない地域となってしまう。また、今後の行

方を不安視して、町から事業者や町民が離れていく、あるいは若者が町に帰ってこないような

懸念について町はどのように捉えていらっしゃいますか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニア中央新幹線がこの町を縦断することによって、大きく様変わりすることは認識をして

おります。ただ、このリニアというものにですね期待を持ってると人もいる訳であります。町

の方にも、リニアが通るんであれば、山間地域のところに引っ越して来たいという話も来てお

ります。ただフードでふさがれてしまうんであれば、それはいかがなもんかな、というのもあ

りますし。この間の住民投票条例の新聞を見まして、他県の人でありますけども。かつて話が

出たような透明壁でやったらどうですかと、いうふうなご意見もいただいております。 

いろんなものが、プラスになるかマイナスになるかあると思いますけども。ここをリニアが

通ることはほぼ確実でありますんで。ここにお住まいの皆さんの不安が少しでも小さくなるよ

う、町も当然被害者でありますんで。一緒に、自分の問題としてですね。地域住民の皆さんに



 ８８

も寄り添いながら、これらの対応をしていきたいというふうに考えております。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） 

後に伺います。町長も、町も被害者であるということですが。町民に相応の利益がなけれ

ば、リニアは、町全体に関わる甚大な影響を被るので、町民に負担、犠牲を押し付ける巨大な

迷惑施設と断言できます。今後、これらの不安、懸念が現実になっていくのか、いや、町民の

暮らしや健康の安全安心が守られるよう解消できるのか、解決していけるのか、根本的な政治

課題です。町民は詳しい被害予測や些細な補償などについて知るならば、今の環境とくらしや、

地域や家族の絆を守りたいという、痛切な心情になると思いませんか。そして、町や地域には

利益がないリニアは、困ったもんだ。要らん。という苦渋、苦痛の気持ちが分かりませんか。

リニア事業が不確実な危険性、リスクがいっぱいである。安全安心の対策を保証できないなら

ば、また、町民に犠牲や負担、不安ばかりを強いられるような事業ならば、沿線の市町や県と

も連携して国策民営事業の計画見直しを、ＪＲ東海や国土交通大臣に要求しなければなりませ

ん。町長は、いかがお考えですか。根本的な課題についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニア中央新幹線は、ここを通過地として、もうすでに国の方に決定をされております。こ

れまでも日本全国で、高速道路にしてもしかりでありますけども。反対をした地域もあります。

そこは 終的には、その土地を本人の目の前で、ミカン畑を切られた映像もテレビで放映され

たところであります。どこまでねばれるかという問題もありますけども、そうはいいましても、

もうあと１０年後には営業線ということで、いろんなところで作業が進んでおります。早川町

はもうトンネルを相当深く掘ってありますし。そういったことを考慮いたしますと、これは避

けては通れないあれであります。 

今、町も被害者だと言いましたけども。本来であればここを通ってもらいたくないことは当

然でありますけども。もうそういう決定をされてしまってるんですね。ですから、そういった

地域住民の皆さんにも、リニアが通ることによって不安も当然ありますけども、その不安をで

きる限り小さくして、また次の生活が出来るような対策も、町も一緒に考えていきたいと思っ

ておりますんで。この、もう一度ですね原点へ戻ってと、いうふうな考えはありませんけども。

この地域の皆さん。本当リニアに影響される皆さんに寄り添いながら、町も一生懸命、このリ

ニアの対策は考えていきたいなと思っております。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） 

まとめになりますが。隣の南アルプス市のですね、戸田区とか宮沢区では、緩衝帯を１００ｍ

とるように要求し、これは１００ｍれば５５ｄｂになる訳ですね。環境省が設けた環境規制で

住民の暮らしが守られる。そんなことで暮らしや農業用地の確保を求める。そういう回答がな

ければ、一切の説明を受けないという地区もあります。 

様々な観点から失敗が見えている愚策な国策民営事業に対して、町長は、町民と町の将来に



 ８９

対して、リニア事業が町にとって利益がない、と決断できませんか。町民目線に立って、県と

ともに、５０年間無事故だった安全安心な新幹線に代えるなどの事業計画見直しを進言できる

かどうか。町長には今、歴史に残る勇断を厳しく問われています。町長の英断を期待して質問

を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、通告５番、３番 川口正満君の一般質問を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

続いて通告６番、４番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

４番青栁です。私は一般質問の通告で、公共施設のLED 化について伺わせていただきます。

それから地区が管理している街路灯と防犯灯について、２番目に伺います。３番目に、現在調

査をしております町道青柳３２号線について質問をさせていただきます。 

初めに公共施設の LED 化についてでありますけれども、電球のＬＥＤ化によって電気料金

の節約と電球の長寿命化。さらに低電力による発電量や事業者コストですね。その削減、さら

に地球温暖化防止にも寄与するＬＥＤ化を進めたいと考えております。そこで、次の点につい

て伺います。１番として、町の公共施設のLED の進捗状況を伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

管材課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今の青栁議員のご質問にお答えいたします。 

本町では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成２３年度に、第１期富士川町

役場環境保全率先行動計画を策定し、現在、第２期環境保全率先行動計画において、平成２９年

度から平成３３年度の５年間を取り組み期間とし、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化な

どに関わる取り組みを推進しているところであります。 

こうしたことから、取り組みの一つであります、環境配慮型商品の購入につきましては、各

実施機関が照明器具の更新時において、LED 電球など省電力製品の購入・交換に努めることと

しております。 

LED 化した主な公共施設につきましては、学校施設では、増穂南小学校、及び鰍沢小学校の

職員室や、敷地内の外灯の一部、また、鰍沢中学校体育館アリーナは、LED 照明を使用してお

ります。 

次に、指定管理施設では、まほらの湯の施設内の一部で LED 照明を使用しており、道の駅

富士川では、営業開始当初からLED 照明を使用しております。 

また、公園関係施設では、殿原スポーツ公園の外灯の一部で LED 照明を使用しており、殿

原スポーツ公園ソフトボール場の夜間照明については、本年度、LED 照明に取り換える計画と

なっております。 

本庁舎及び別館については、誘導灯や公用車駐車場の外灯に LED 照明を使用しております

が、新庁舎建設を検討していることから、新庁舎整備の際は、LED 電球等の省電力製品を導入

して参りたいと考えております。  
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なお、保育所については、LED 照明は使用しておりませんが、今後の改修等に併せて、LED

照明に切り換え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） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

公共施設について、私も独自に調べようと思いましたけれども、学校施設、保育園施設、町

営住宅、役場関係施設、指定管理先施設、公民館、公園関係施設、あるいは街路灯のすべての

管理する担当が多岐にわたっておりまして、担当課すら答えられない状況が現在であると思い

ます。したがって、次に通告してある質問をしても回答をはいただけないと思いますけれども、

通告どおり２番目の質問をいたします。LED 化前とLED 化後の電気量、電灯の交換費用等に

ついて、その効果を比較していらっしゃるかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。公共施設のLED化につきましては、LED照明については、

白熱灯や蛍光灯などに比べ、製品単価は高いですが、省電力や長寿命であるので、電気料及び

電灯の交換回数の削減が図られる理由から、これまで、各実施機関において、照明器具の更新

時に、交換前と交換後のランニングコスト等の比較検討する中で、LED 化を進めてきたところ

でございます。 

なお、殿原スポーツ公園においては、本年度計画しております、ソフトボール場夜間照明に

ついて、ランニングコスト等を比較検討した結果、１０年間使用しますと、約５６０万円の削

減が見込まれ、LED 化を実施することとしたところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

殿原スポーツ公園の夜間照明だけで、10 年間で 560 万円。いろいろ東電や何かに確認しま

したところ、一般の蛍光灯ですか、を LED 化した場合、約半額。水銀灯を LED 化した場合

には、約３分の１くらいに電気料金が下がるということを聞いております。町でも更新ごとに、

LED 化していただくという答弁ですので。後ですね、この３番目。今後の公共関連施設のＬＥ

Ｄ化計画について町長のが発表しております給食センター、体育館、本庁舎は先ほど志村課長

が、今後のまだ先の話であるからというお答えがありましたけれども。あるいは児童センター

ですね、近場であれば。LED 化等の公共施設の計画についてお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。今後の公共関連施設の LED 化計画につきましては、

既存の公共施設について、照明等の購入・交換の必要性がある場合は、その都度、LED 電球等

の省電力製品に切り替えるなど、第２期富士川町役場環境保全率先行動計画に基づいて、引き

続き、各実施機関に対して、取り組みを推進して参りたいと考えております。 

また、新たに整備を計画しております、新児童センター、新町民体育館、富士川地方合同庁
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舎と合築する新町立図書館、給食センター、新庁舎の照明等については、LED 電球等の省電力

製品を導入して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

ランニングコストを考えると、当然そういう計画をお持ちいただけると思いますし、是非そ

れを進めていただきたいと思います。で１点確認したいんですけれども。殿原は新しく切りか

えることで結構ですけど、南小とか鰍小の体育館とかですね、あるいは鰍小の職員室とか、こ

れは東京電力に対してLED 化に電球が変わったという申請をされてるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

〇管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。今、申された施設につきましては、一括で伊藤忠エネクス

と契約をしておりまして、その中で、基本単価と従量単価、料金を設定しておりますので、特

にLED 化をしたからということで、届け出はしておりません。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） 

どうして確認したかといいますとですね。私今年度、鰍沢の上南町というところで組長が回っ

てきておりまして、組の中に１６灯防犯灯があります。そのうち３灯ぐらいは、あの電球とい

いますか器具を町からいただきましてLED 化されています。ところが東京電力に「LED 化に

なったよ」という届はしていないんで、電気料が従来と変わっておりません。この伊藤忠エネ

クスが、まとめて東京電力から恐らく回線を買って営業してると思いますから、その辺の負担

は伊藤忠の負担にはなるんだろうと思いますけれども。そこを後で従来とどのくらい違うのか

確認されたほうがよろしいかと思います。 

１度ですねその、さっき言い申し述べましたように各担当が余りにも広過ぎてですね、町が

管理する電気料はいくらなんだと。「青栁さん、決算書の電気料支払いのとこ、足せし。」とい

うことであれば、それもやってみすけども。一体何灯あるんだということは、どこの課も捕ま

えてませんので、志村課長の担当とも思いませんけれども。どこかでですね、ひとつ町が管理

する電灯数。それに対して LED が何灯あって、ある時点で電気料を確認しておいて、進捗す

ることに省力化を再検討していただくと。確認していただくということも大切だと思いますん

で、それを希望しておきます。 

それでは大きい２番目の、街路灯、防犯灯のＬＥＤ化について伺います。こちらの方が私と

しては主なんですけれども。町が管理する街路灯と同時に、町内の各地域が管理する街路防犯

等について伺っていきます。 

小林区では、一般的の略称ですけれどもコミュニティー助成金を利用して地区内の。全灯を

ＬＥＤ化が完成しております。それから鰍沢中区の畔沢組というところでは１４灯とか１５灯

ということだと思いますけど、組の積立金で全灯ＬＥＤ化。青柳町区では、区の資金で各丁目

ごとに順次ＬＥＤ化に着手したと聞いております。青柳では３丁目をとりあえずやったという

ことを伺ってます。80 灯ですかね。防犯灯は現在、各区や組が管理し、で電気料や電灯の交換
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料を支払っています。地区ごとに管理者が違うので非常に難しいと思いますけれども次の点を

伺いたいと思います。１番目として、地区ごとに管理する町内の防犯灯の総本数あるいは区ご

との本数は町の方で把握している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） 

ただ今の青栁議員の各区管理、もしくは各区の防犯灯の本数の把握についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

町内には、国、県、町や区及び組がそれぞれ管理する防犯灯等が数多くございます。それぞ

れ管理されている区管理の防犯灯の数については、町の方では把握しておりません。以上でご

ざいます。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

先ほどもいいましたように、地域ごとに管理者が違うんで、これもやっぱり非常に難しいこ

となんですね。私も各区長さんにお願いして、各班ごとに管理する組とか、組ごとに管理する

とか、区で支払っているとか、区で管理しているとかっていうところもありますけども。いず

れにしても全体像がつかめませんでした。今後ですね是非、区長会を通じて、だんだんこの調

査を各区、班と下していってですね、管理本数とか支払い電気料を１回どっかで集計していた

だくようにお願いしたいと思います。それで、たまたま私が調査といいますか伺う中で、小林

区では１５５灯、内 LED 化はさっきお伝えしましたように全１５５灯の中で水銀灯が２６あ

りました。この分が電気料が３分の１になると。旧電気量は年間 70 万円払ってましたけれど

も、今現在は 25 万 5,000 円と。でコミュニティー助成を使ってその設置費用というか器具の

代金ですね。これ、例えば約１万円。本数をたくさん買えばもっと安くしてくれるでしょうけ

ど、約１万円で、東電の申請は電気事業者でないとできませんから、その書類作成とか電柱敷

地の所有者にハンコをもらうとか、いろんな複雑な手続があるようです。その手数料が１万円

としてだいたい１灯２万円と考えてもですね。小林区では、300 万くらいかかったようです。

青柳町区では、全体で４０５灯あると。で、さっき言いましたように、３丁目８０灯を交換し

たと。年間の電気料は 138 万 1,000 円。その他に集会所と電気料が１３万ぐらいと。２年前に

議会でもって地区懇談会をした時には、青柳町区では年間電気料 180 万払っておると。この辺

を何とか検討してくれという区長さんからのお話がありました。そのときは 180 万て言ったん

ですけど、地区集会所等もあわせて、今現在、１５０万程度ですから３丁目を 80 灯LED 化し

たことによって恐らく 30 万ぐらいは、電気料が減ってるじゃないかなと。いうふうに判断が

できると思います。 

大椚、それから舂米、穂積、鰍沢南区、中部区、こちらはあのまだLED 化、、いただいた電

球は何本かあるらしんですけど、私んとこと同じように東京電力へ正規に申請してやってない

んで、LED 化はゼロと計算しても、大椚が７３灯、舂米が１４７灯、穂積が２２灯、鰍沢南区

が１３９灯、中部区が１２７灯、それぞれに何十万円という年間電気料を払ってます。特に鰍

沢南区では、鰍沢身延線の鰍沢口近く駅前通りがですね、ほとんどが水銀灯なわけですね。こ

れを何とかして電気料を３分の１くらいに減らしたいと。 勝寺区については。１６組あって
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２５本がLED 化されてると。馬門でもほぼLED 化したと。ただし各組管理なんで、全体像は

不明であると。天神中條区でも約半数が LED で、電気料は３分の１に減少していると。ただ

これも、およそでもって、全体像は捕まえてないと。鰍沢北区は各組とか班とか、高層住宅と

かですね町営住宅とかを含んで、県営計住宅も含んでますんで、やっぱり不明であると。私の

所属します鰍沢中区でも各組の管理あるいは各班の管理のままんなってますんで、全体像がと

らえられておりません。こんなのが私がこのお伺いしてきた状況であります。 

そこで次のかっこ２の質問に移ります。町は毎年希望があれば数本ずつ LED 機器を希望区

へ配布しておりますけれども、これは毎年一定額を予算化するというような計画でやってるん

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） 

ただ今の１点は、予算の計画の問いにお答えさせていただきます。LED 防犯灯は、器具の寿

命や経費負担の軽減などから、新設を含め、整備を進めていくことが必要と考えております。 

現在、LED 防犯灯器具の整備費用を一定額予算計上し、希望する区には配布しておりますが、

購入するコストが高価なこともあり、各区の要望数を満たしていない状況となっております。 

このようなことから、町の財政が厳しい状況でありますが、今後も一定額の予算確保に努め

て参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

その点をぜひ続けていただくということと。まあ、受け取った方は、東京電力へ正式申請を

しないと電気料安くなりませんけども。少なくとも長寿命化もされますし蛍光灯の交換も発生

しないと。１０年２０年発生しないということ聞いてますんで。是非その政策は進めていただ

きたいと思います。 

次にかっこ３の質問です。LED 化も今年度、コミュニティ助成金は、鰍沢地区の山車の修繕

に充てられました。来年度もあと２台、４基あるうちのあと２基に対する修繕費の予定がある

ようでコミュニティ助成金では、ちょっと何年先になるかわかりません。その次には各区から

どんな要請が上がってくるか、陳情が上がってくるかわかりませんので。必ずしもＬＥＤ化に

向けたその助成金申請というのであれば。何年先になるか分かりませんけども、全町をＬＥＤ

化に向けて何か計画があるかどうかお考えをいます。 

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） 

全町LED 化計画についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

町内全域における防犯灯は、町や区及び組などが管理するものがあり、相当な本数が設置さ

れております。現在、区や組ごとに財源を確保し、防犯灯のLED 化を進めていただいており、

管理する防犯灯のLED 化が完了した区や組もあります。 

町としましては、防犯灯の LED 化は進めていくべきことと考えておりますが、相当な費用

を要することから、町の管理する防犯灯につきましては予算の範囲内で順次整備することとし、
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未整備の区や組におきましては、地域力創造交付金や町が配布する器具を設置していただき、

整備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） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

各地域のですね、防犯灯のＬＥＤ化ということが、今回の一般質問の主たるねらいでありま

すけれども。今お話にありました財政も厳しい折というお答えがありましたんで、次の大きい

３番町道 32号線について伺っていきます。町道青柳32 号線計画の現在の進捗状況を伺いたい

と思います。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

ただ今の質問にお答えいたします。現在の進捗状況につきましては、昨年度、道路の詳細設

計が完了したところであり、本年度は、用地測量及び建物・工作物の調査を行っているところ

であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

用地測量等の調査費については議会でも認めて、予算化されて進めていただいてると思いま

す。そこで次の質問に移ります。町道３２号線について、調査費を計上した段階では、対象約

220 メートルから西側の旧国道５２号までの計画は、当時作成されていないという答弁があり

ました。町道３２号線の計画目的は、中部横断道の出口から旧国道５２号までつないで来町者

を誘導し、青柳宿活性館の周辺を商店街の賑わいの中心とする。としておりました。ところが

青柳活性館、建物大きく２棟ですけども、耐震力不足ということを理由に取り壊し方針が決定

されました。そうすると当初計画目的からは状況が変化しております。旧国道５２号までの延

長計画が決まるまで、青柳３２号線の計画延期または中止の考えはないか町長のお考えを伺わ

せていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

ただ今のご質問にお答えします。青柳３２号線につきましては、増穂 IC を町の玄関口とし

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

西道路から旧国道５２号の間を計画し、昨年度より第 1期工区として、甲西道路から町道青柳

長沢線までを事業化したところであります。 

また、町の中心市街地にある青柳追分館、活性館が現在、閉館中でありますが、青柳３２号

線の事業目的である「町の中心市街地へ人を誘導する」ということに変わりはありませんので、

計画の延期または中止する考えはありません。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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再質問しますけれども、当初目的はその道を使って青柳活性館周辺を賑わいのを中心にする

という答弁がありました。町長の考えもそうでした。ところが、その活性館を潰すということ

が決定されたわけですから、調査は調査として、いずれ役に立つと思いますんで。しかもその

青柳長澤線から西側の計画がまだできてないわけですよね。その 220 メートルを延期するとい

う考えを再度伺いますけど、無いわけですね。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

先ほど申し上げましたように、東部開発、東部の基盤整備また青柳の追分周辺への人の誘導

ということに変わりはありませんので、計画の延期、中止はございません。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

個人的には少し南へ出てもらえれば、高速道路自体がですね中部横断道自体が例えば道の駅

へも片側からしか入れないというような道の駅ですけれども、出口を出ていただければ南へ

１５０メートルくらい走っていただければこの役場へ繋がる、あるいはフォレストモールへ繋

がるなど商店のあるところを町内へ誘導してくることができると思いますんでね。個人的には

３２号線は要らないんじゃないかなと。何か企業誘致とか、表通りまで５２号まで引っ張って

くる、先の計画があるんであればですね、これを必要なんだろうと思いますけれども。個人的

には今は要らない道路と思ってます。 

なぜこの問題を取り上げたかといいますとですね、先ほど来申し述べていますＬＥＤ化でで

すね。電灯一本交換、器具がが１万円、申請料が１万円という単純計算ですけども。1,0001､

おおお 1,000 本交換しても 2,000 万なんですね。220 メートルに２億５千万かけるより、３、

４千万で全町が明るくなる。各地区の経費が大幅に節約できる。例えば、青柳町区で年間 70

万から 90 万ぐらい電気量が安くなる。そうするとその 70 万、90 万をを地域の行事に使って

いけるわけです。こういうことが全町に影響する、真の町民のための政策だと思います。町民

のために、再出馬を決められた町長、町民の必要とする事業をぜひ考えていただきたいと思い

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長 （志村学君） 

青柳３２号線のことについてお答えをいたします。青柳３２号線はですね、活性館周辺、活

性館、ほんと今耐震化がありませんから、単に活用がなければ、取り壊しをしていきたい。そ

この詳細調査もしていただいておりますんで、今年度中には結論出るんではないかなと思いま

すけども。今のインターチェンジがT字路になっております。そこをですね、まっすぐ第１期

工事として、都市計画道路まで抜く計画でおりますけども。ニスカさん、今キャノンになりま

したけれども、あそこの車も高速道路を使って来ます。コの字型に曲がるよりも、まっすぐ入っ

てそのままニスカへ行けるとか、利便性はあると思っております。 

それとまた同時に、これ１期工事でありますんで２期工事として５２号までは持ってくるつ

もりでおります。中心市街地の活性化といいますか、賑わいのまちづくりについては青柳二丁
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目の周辺をですね町の中心として位置付けておりますんで。そこには銀行もありますし、郵便

局もある。そしてまた役場ともそんなに離れてないという地域でありますから。是非その辺を

ですね富士川町の中心市街地ということで、インターから直接入ってくる道路をやっていきた

いと思っております。 

それと、あの道路に２億５千万程をかかりますけども。これは道路をするから２億５千万の

財源が確保されてるんですね。これをやめて新たに２，０００万で街路灯がつくからってなる

と、全く純粋な町のお金がは出て行くわけであります。道路整備ということで財源確保してあ

りますんで、この財源をそちらへ振り向けることは、国の交付金、起債、これは使えないこと

になりますんで。それとこれとはまた切り離しながらですね。道路も必要な道路を整備してい

きながら、町をまた安価な値段で、防犯、防災に役立てていくための街路灯は街路灯として、

整備を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） 

青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私も道路をやめて２億５千万を浮かせろと言った訳じゃなくてですね、道路も半分は町の財

布からているわけですよ。交付金で補てんされるかもしれませんけども、約半分は町の財布あ

るいは借金をしてつくるわけですから。１億 2,500 万。１億 2,000 万程度はお財布から出てい

くと。そん中を節約して２、３千万あれば、全町が明るくなるじゃないかということをお伝え

したかった訳です。今町長が答弁していただいたように、考えていただけるという考えが含ま

れておりましたんで。是非ですね、そうかといって 1,000 灯、1,500 灯を１カ月６カ月で全灯

変える訳にいきませんから。できるだけ早く１年、２年かけて、地区ごとでもよろしいかと思

いますんで。そちらへも先ほどいいましたように 3,000 万程度あれば、恐らく全町が明るくな

るんじゃないかと思います。ご検討をお願いして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６番 ４番 青柳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。大きく２点にわたり質問をさせて頂きます。はじめに、地

域の共生による「地域包括ケアシステム」についてお伺いいたします。 

     先ほど市川議員からもこの問題について質問がありましたので重なる部分もあると思います

が、よろしくお願いいたします。 

１番目の質問ですが、厚生労働省の推計では、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年に

は、認知症患者数は約７００万人を超え、軽度認知障がいの認知症予備群を入れると、６５歳

以上の３人に 1人を占めるとされています。そこで本町の現在の高齢者数・高齢化率・認知症

患者数。あわせて平成３７年の段階での推計をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 
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〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の高齢者数の推計についてのご質問にお答えいたします。平成２９年４月１日現在を

基準日とした高齢者福祉基礎調査において、富士川町の高齢者数は５，０３１人、高齢化率は

３２．３％、認知症患者数は６５１人となっております。 

第２次富士川町高齢者福祉計画・第６期富士川町介護保険事業計画においては、平成３７年

の推計値を、高齢者数は４，８０８人、高齢化率は約３５％になるとしております。 

また、この計画において、認知症患者数の推計は出ておりませんが、厚生労働省による平成

37 年の認知症有病率は 19%とされており、高齢者数から約 900 人と推計されます。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） 

人口減少にともない、高齢者は減っていくが、それと同時に、認知症患者数の増加が極めて

高い、ということが、ハッキリとわかりました。認知症対策は、世界一の高齢社会に直面する

日本にとって、 重要課題です。本町としても、このままでは医療費の高騰や、社会保障費の

増大と、町政にとっても大変に深刻な問題であります。 

そこで２番目の質問ですが、平成３７年に向け、介護保険制度の持続可能性を高め、地域の

多様な主体・人材を活用し、地域包括ケアシステムを構築するためには、市町村が主体的に総

合事業に取り組み、生活支援、介護予防の充実に努めることが必要として、「介護予防・日常生

活支援総合事業」が、本年４月よりスタート致しました。 

要支援１・２の軽度の要介護者向けサービスについて、本町の進捗状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

新たな介護予防、日常生活支援総合事業についての進捗状況のご質問にお答えいたします。 

本年４月からスタートしました介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、要

支援 1 及び要支援 2 の本町での対象者 113 人中、65 人が移行しており、この他、新規要支援

認定者及び総合事業対象者となった方から随時移行しているところであります。 

サービス内容につきましては、現行相当の訪問型・通所型サービス、及び一般介護予防事業

を実施しております。 

この制度改正については、担い手の不足など、様々な問題がありますが、介護予防事業の検

証・見直しを行い、推進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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

現行のサービスに加え、訪問型などサービス、新事業を行なってくださっているということ

でありますが。再質問ですが、先月８月１９日の山日新聞の１面に、介護保険から切り離され、

市町村事業に移行した軽度の要介護者向けサービスについて、県内の市町村の半数が運営に苦

慮している、との記事が掲載されておりました。全国全ての市区町村で実施された、共同通信

のアンケートでは、全国の４５％が運営に苦慮しているとし。県内では、南アルプス市や富士

吉田市、市川三郷町など１４市町村が「苦慮している」との回答だった、とありました。本町
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では、どのような判断をされたのでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

本町におきましても、対応に苦慮しているという回答をさせていただいております。根拠に

つきましては、やはり担い手の不足、ボランティアあるいはＮＰＯの不足等が挙げられており

ます、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、本町としても、「苦慮している」という判断をされたとの事ですが。どのよう

なことが理由で判断されたのか、課題をお伺いいたします。 

包括支援センターの方々が中心となり、担当課の皆さまが、日々奮闘して下さっているわけ

ですが、スムーズな支援体制の構築には、まだまだ課題が多く、「介護予防・日常生活支援総合

事業」の充実のためには、更なる地域住民の支え合う、仕組みづくりが重要になってくると思

います。 

そこで３番目の質問ですけれども、私がこれまで平成２６年９月と平成２７年９月の一般質

問で、認知症カフェの設置を訴えてきましたが。ようやく「ゆずカフェ」の名称で保健福祉支

援センター内にて、この７月にオープンとなり、大変にうれしく思っております。現在までの

状況と今後の計画をお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

認知症カフェと今後の計画についてでありますが。認知症カフェについては、認知症対策推

進総合戦略、新オレンジプランとも申しますが、その中で、認知症の方やその家族等に対する

支援として推進されており、地域支援事業で実施できるとなっております。 

町においても、地域包括支援センターを中心に、地域の主任介護支援専門員や認知症看護認

定看護師、社会福祉協議会の職員で構成する実行委員会を立ち上げ、内容の検討、協力ボラン

ティアの募集などを行い、本年７月２５日に第１回の認知症カフェを開催したところでありま

す。当日は、ボランティアを含め約１３０名の参加があり、カフェの名称も参加者の公募によ

り「ゆずカフェ」と決めたところであります。 

ゆずカフェでは、専門的な知識を持った職員が入り、参加者のニーズや相談支援など相互に

情報を共有し、認知症の方やその介護者の負担軽減を図るとともに、ボランティアの方々との

交流の場として、毎月１回の開催を計画しております。 

今後も、地域の方々やボランティアの協力を得る中で、身近にこのような場が増え、気軽に

参加できる体制づくりの整備を、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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

初回から、１３０名ということで、予想をはるかに超えた参加者が集われたのは、大変に驚
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きました。担当課の皆様の真剣な取り組みのおかげです。多くの関係機関や、ボランティアの

皆さまのご協力のもと、開催できたのだと感謝しております。また、それほど、町民の皆さま

の、身近な関心事である事の現れだと思います。 

再質問ですが、これからの計画を、今後はこの「ゆずカフェ」を起点に、今歩いて集えるよ

うなとお話ありましたけど。その通りで、できれば各地域に歩いて集えるような所に是非、開

設をして頂きたいと考えます。現在、個人で高齢者に寄り添った声かけや、居場所作りの活動

をして下さっている方から、会場を借りる費用とか食事代やボランティアの確保などにご苦労

されていると伺いました。また長年、自宅で介護をしている方に日々のご苦労や介護の辛さを

伺う中で、 後は話を聞いてもらって元気が出たと前向きな姿勢に変わって下さいました。同

じ境遇だからこそ、心からわかりあえる癒しの場所、コミュニティの場所として活用して頂く

ことが、住み慣れた地域で安心して生活していく生活支援ではないでしょうか。積極的に推進

をして頂きたいと思いますがいかがでしょうか。その点について今後もっとこれを起点に進め

ていく方向性として、どのように考えられていますでしょうか。よろしくお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい。ただいまのご質問のとおりでございます。高齢者の方がこういう場がありますと、参

加しやすく悩みも聞いてあげることができると思います。今年度につきましては、年度途中の

実施ということで予算化を全くしておりませんで、あるものを使って実施している状況でござ

います。この事業も先ほども申し上げましたとおり、地域支援事業の中に入ってございますの

で交付金の対象になる事業でございますから、今後、認知症サポーターの養成を広める中で、

地域でやってみたいという方がいたら支援をして、予算化するものは予算化をして実施して参

りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

是非、宜しくお願い致します。再質問ですが、地域に根付いた活動をするため、地域の協力

者の確保が大事です。これまでボランティア養成講座を受講した方が多くいらっしゃると思い

ますが、更に地域の核となって活動する人材の養成に、力をいれて頂きたいと思います。今サ

ポーターということでお話ありましたけども、その点は、どのように進めていくお考えでしょ

うか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えします。現在、社会福祉協議会のデイサービスや、民間の高齢者

施設などへのボランティアについては、増穂奉仕の会、鰍沢奉仕活動の会、日赤奉仕団やほの

ぼのファミリーなど、ボランティア団体や個人的な技術を生かしたボランティアの皆さまで、

ほぼ毎日、２人から５人の協力をいただいているところであります。年間にしますと実数約 400

人近くの方がご協力いただけている状況でございますので、認知症サポートリーダー養成講座

も始めました。こういう方々にも、PR をいたしましてサポートリーダーとなっていただき、
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地域の中で展開を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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

是非宜しくお願い致します。４番目の質問ですが……。 

〇議長（秋山貢君） 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時１５分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２１分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開します。小林有紀子さん。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

４番目の質問ですが。平成３０年から、制度改正により、赤ちゃんから高齢者まで、障がい

の有無に関わらず、身近な地域で様々な福祉ニーズに対応できる「共生型サービス」が新設さ

れる事になりました。今後の方向性として検討すべきと考えますが、町の見解をお伺いいたし

ます。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

共生型サービスについてでありますが。「共生型サービス」は、団塊の世代が 75 歳以上とな

る 2025 年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮し続けられるようにする「地域

包括ケアシステム」の体制強化を目指し、本年の介護保険制度の見直しにおいて創設されまし

た。 

今回の改正では、障害者が 65 歳以上になっても、慣れた事業所においてサービスを利用し

やすくすることや、福祉に携わる人材に限りがある中、地域の実情に合わせて、子ども、障が

い者、高齢者が同じ施設でサービスを受けやすくすることを趣旨としており。基準及び報酬に

ついては、平成 30 年に改定されることとなっております。 

現在、実施に向けての課題も多いサービスではありますが、限られた地域資源を活用し、多

世代の豊かな人間関係の中で、相互に良い効果が期待できる、重要なサービスと考えておりま

す。 

行政と民間の協働で取り組む必要があるサービスでありますので、今後は、事業所や関係機

関と連携し、情報共有を行いながら、取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子） 

７月に、山梨学院大学内で開催された、「山梨の共生社会について考える会」の研修会に参加

して参りました。２４年前に日本で初めて共生型デイサービス事業所を開所された、富山県の
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「このゆびとーまれ」を参考に、年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが集える居場所として、

共生型デイサービスは、今後の地域の支え合いに大きな役割を担っていくものと、強く感じま

した。このような富山型デイサービスが、今は国や県の補助金の対象となり全国に広がってい

ます。徘徊を繰り返していた高齢者が、毎日来る赤ちゃんを見て徐々に落ち着き、会話も自然

に出来るようになるなど、様々な相乗効果を生み出しています。 

私はこのような「共生型サービス」ができれば、地域の支え合いが深まり、障がいへの差別

やひきこもり、いじめや虐待などの問題解決の糸口にもなると考えます。現在、推進されてい

る「地域包括ケア」で目指す 終的な形が、すべての人が共に支え合い暮らしていける「共生

社会」です。是非、他の所管と連携しながら計画的に検討して頂けますよう、よろしくお願い

致します。 

次に５番目の質問ですが、すでに平成２７年９月の一般質問で訴えた、高齢者の方が住み慣

れた地域で生きがいを持ち、積極的に地域貢献できるよう、「介護支援ボランティア制度」が導

入出来ないか、再度見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。介護支援ボランティア制度につきましては、以       

前お答えいたしましたとおり、ボランティアの養成・育成を優先して進めているところであり

ます。現在、社会福祉協議会において生活支援サポーターやデイサービスボランティアなどが

あり、ボランティアスクール等を実施して意識の醸成を図っているところであります。 

また、おもちゃ図書館やデイサービスなど、子どもから高齢者に対し、多くのボランティア

に協力いただいており。今年度からは、認知症カフェにもご協力をいただいているところであ

ります。このようなことから、現在のボランティア活動を継続することにより、ご質問の制度

の趣旨である、元気な高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち、介護を必要とする高齢者の

見守りなどを行えるように、今後もボランティアの養成・育成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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀さん子） 

ボランティアをされる高齢者の方の、認知症予防や健康寿命の延伸のためにも、とても画期

的な制度ですので、今後検討して頂きたいと思います。私もデイサービスに、時々ボランティ

アでお手伝いにいきますが、利用者さんの話し相手が、不足していると感じております。介護

施設を利用されている方々の、介護度の改善や維持のためにも、声かけや介護のお手伝いなど

に取り組んで頂くことによる効果は、大きいと考えます。 

神奈川県の川崎市では、昨年度から事業所がボランティアの確保や介護度の改善に積極的に

取り組む「かわさき健幸福寿プロジェクト」として、成果を上げています。プロジェクトは、

要介護状態の改善・維持に意欲のある高齢者に対し、介護事業者がチームをつくり、１年間リ

ハビリなどを含むケアを実施します。その結果、要介護度の改善・維持に一定の効果あれば、

各事業所に報奨金の支給や表彰を行うそうです。 

介護度の改善につながるような、質の高い介護サービスを行っている事業所に評価をしてあ
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げることで、そこで働く方のモチベーションの向上に繋がり。介護施設での暴力や悲惨な事件

を無くすためにも、ボランティアの確保や利用者さんの介護度の改善に、事業所が積極的に取

り組むことは、大変に意義のあることだと思います。 

再質問ですが、町内の介護施設の評価はされているのでしょうか。利用者さんの要介護度や

日常生活動作が改善した場合など、本町ではどのように評価をされているのでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

地域密着型の施設につきましては、運営協議会等に出席させていただきまして、報告の中身

につきまして、こちらのほうで助言指導を行なっているところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

助言指導をされているということですけれども。その地域に密着型の介護施設などに関して

は評価する機会というか、町民の皆さまに、そういうものを示すような、そういうことをぜひ

行なっていただければ、思うんですがその点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

内容の公表ということでよろしいでしょうか。福祉だより等もございますので、そういう中

で広報や福祉だより等を使いながら、差しさわりの無いような内容でモチベーションが上がる

ような、そういった公表を考え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） 

是非、介護度の改善につなげるような、そういう頑張っているところに是非、評価をしてい

ただければモチベーションが上がると思いますので、よろしくお願いいたします。 

６番目の質問ですが、これも、以前、「峡南医療センター」に設置出来ないかとの質問をしま

したが、国が平成３０年度までに、全ての市町村に設置を促している「認知症初期集中支援チー

ム」について、現在の状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

認知症初期集中支援チームの進捗状況でございますが。まず認知症施策の一つ、認知症初期

集中支援チームは、複数の専門職により認知症が疑われる人やその家族を訪問し、適切な医療・

介護等の支援機関につなげるなど、認知症の初期の支援を包括的、集中的に行い早期診断、早

期対応により、自立生活のサポートを行う支援体制であります。 

この事業については、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられ、平成３０年度には全

ての市町村で実施することとされているところであります。 

この認知症初期集中支援チームには、専門医や複数の専門職が必要となるため、単町のみで
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の設置は難しいことから、県の支援や町の認知症サポート医師及び近隣の専門医の協力の下、

峡南５町共同で飯富病院内にある峡南在宅医療支援センターへ設置することとして、１０月

１日開設に向け準備を進めております。 

峡南在宅医療支援センターには、既に峡南５町共同で、在宅医療介護連携推進事業を委託し

ていることから、町との連携は密に取れており、より効果的効率的な支援体制になるものと考

えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、「峡南在宅医療支援センター」に設置する、飯富病院ということですね。先ほ

どの市川議員の質問にもありましたけども。飯富病院が峡南５町の在宅医療も担い、また今度

１０月から「認知症初期集中支援チーム」も担うとなれば、本町にとって現実的にとても厳し

いのではないかと考えます。現在、飯富病院の患者数が大変に多く、予約をしていても、２～

３時間待ちで困ったとの、患者さんの声も私は聞いております。認知症には、早期診断、早期

発見が大事です。距離的にも遠い病院で、本当に町民のニーズにあった支援が出来るとお考え

でしょうか。高齢者の方々が、地域での生活が維持できるような支援を、できる限り早い段階

でサポートするということが、認知症初期支援チームの役目だと思っておりますが、その点に

ついてどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

先ほどの答弁でも申し上げました。町としてしましても、できるだけ身近に専門職のチーム

があることは、この事業の目的であります。早期診断、早期対応、町と連携して自立支援サポー

トが行われやすくなると考えられます。地域の病院として峡南医療センターに対しては、富士

川町は市川三郷町の両町の意見としまして、この件につきましても、提案をさせていただいて

いるところであります。 

しかし、この事業を行うためには、認知症の専門医の配置が必要であることから、今後病院

としても医師確保に向けて、努力するとのご返事をいただいております。しかし、法令により

このチームにつきましては、今年度中の設置が必要であることから、当面は峡南在宅医療支援

センターに委託し、その状況も検証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） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

今年度中、今、当面はということでありますので、しっかりそこが検証をしていただきたい

と思います。専門医ということで、企業団の定例会でも、地域ケア会議で福祉保健課のほうか

らも、精神科の医師の確保が必要だという要望があったということも伺っております。ぜひ担

当課は企業団と、本当に連携をして、私も企業団議員の一員として、この峡南医療センターが

富士川町にありますので、峡南医療センター内に、認知症初期集中支援チームを一刻も早く設

置ができるよう、ともに取り組んでいただければと思っておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 
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それでは次に、大きな２点目の質問として、子どもの貧困の連鎖を断ち切る対策について、

お伺いいたします。 

１番目の質問ですが、教育厚生常任委員会で、貧困対策の先進地である足立区に視察、研修

をしてまいりました。貧困の連鎖を断つことを、施策の中心に全庁あげて取り組んでいます。

山梨県も、本年６月「やまなし子どもの貧困対策推進協議会」を設置いたしました。子どもの

貧困対策に対する、町長の見解をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

小林有紀子議員の子どもの貧困対策についての質問にお答えいたします。 

山梨県は、本年度こどもの貧困対策を総合的に推進するため「やまなし子どもの貧困対策推

進協議会」を設置し、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労支援、経済的支援を推進

することとしております。 

     町では、貧困問題をとても重要であるものと捉え、子どもがいる貧困世帯には、経済的支援

だけでなく、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう、多方面からの支

援が必要とされることから、部署を越えた連携、情報共有を行いながら、貧困対策に取り組ん

で参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。全国的に貧困の連鎖が大きな問題となっていますので。 

２番目の質問ですが、平成２７年１２月に本町の困窮家庭の実態調査について質問をしまし

たが、実態調査は必要ない、との回答でありました。今年、県が７月に実態調査を行ったと伺

いました。人数の把握だけではなく根本原因の解決につなげるため、町独自の実態調査が必要

ではないでしょうか。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） 

ただ今の実態調査の必要性についてお答えいたします。本町における困窮家庭の実態につい

ては、生活保護世帯、住民税非課税世帯、非課税世帯のひとり親家庭について把握をし。子ど

もがいる世帯へは、教育基本法及び学校教育法の規定に基づいた就学援助費の支給、保育料の

軽減、また生活困窮者自立支援法に基づき、就職斡旋等の相談支援の強化も図っております。 

妊娠届時のアンケートでは、経済面や仕事、家庭環境、人間関係などの心配事を把握し、貧

困の要因になるものに対して、支援につなげています。 

このようなことから、町では関係課において個別の困窮状況や原因の把握に努めているため、

現時点で、実態調査を行う予定はございません。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

町で個別に対応をしているということですけれども。県が行った実態調査。このことに関し
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ては、具体的にはどのようなものが行われたのか、再質問ですがお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

県が実施した、山梨子供の生活アンケートについてお答えします。対象は小学５年と中学２年

の児童と、小学１年と５年、中学２年の保護者です。各学年とも１クラスのみ実施しました。

配布と回収は町がを行い、集計は県が行います。内容としましては、家族構成、所得額、就労

状況、電気料等の支払い状況、家族旅行をしているか、塾に行っているか、お小遣いや誕生日

祝いをしているか。公的制度、児童手当や児童扶養手当、または事業を知っているか。相談で

きる人がいるか。などとなっています。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

県の調査は、小学１年、小学５年、中学２年の１クラスだけを抽出した調査ということです

けれども。それでは、県のおおまかにまとめるための調査であって、もっと町としての具体的

な支援に繋がるように、独自の調査が必要ではないかと思っております。見落としてはいない

か、口に出せないで苦しんでいる子どもがいないか、もっとアンテナを高く幾重にも張って支

援をして頂きたいと思います。 

そのためにも、３番目の質問になりますが、関係課が連携して、早期の支援につなげていく

体制作りが出来ないか見解をお伺いしたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えします。現在、本町の生活困窮世帯における子どもの支援につきま

しては、貧困対策に限らず、子育て支援課においては、妊娠期から 18 歳まで切れ目のない支

援を実施しており。その中でも小・中学校生の期間については、教育委員会と連携し支援を行っ

ているところであります。 

さらに、福祉保健課では、就職斡旋の相談や日常生活援助を要する両親の支援を行い、子ど

も達の就園、進学支援を子育て支援課で行うなど、連携が必要な案件については、その都度情

報を共有し、課を越えた支援体制を整えております。 

このようなことから、今後も、各課との連携を密にし、早期の支援に取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

教育委員会や福祉課とも連携されているということですけれども。視察に行った足立区の場

合ですけれども。貧困の連鎖を断つことを根底にして、あらゆる施策を展開されていました。

まずは全庁で、その意識に立つ。その意識改革を担当の部長が何年もかけて行ってきたそうで

す。支援が必要な人が窓口に来たら、各課と連携するのは当然ですが。言いたくても言えない、

そういう人の後ろに貧困の子どもがいないか。表面では困窮しているとは思えない家庭でも、
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内実は経済的な問題を抱え、そのことで親が子どもを虐待するケースや、進学をあきらめたり

するケースもあります。あらゆる面での連携が必要です。 

前回の質問でも言いましたが、足立区では、経済的に厳しい家庭では、虫歯の子どもの割合

が高いそうです。貧困の状態把握に検診での虫歯の状況を把握することで、対応につなげる取

り組みをしています。乳幼児健診、保育所での検診、小中学生での検診と、それぞれの所管す

る担当課が掌握をしていますが。 

再質問ですが、今後、それぞれの所管の歯科検診の情報を共有して、状況把握に活かしてい

くことは出来ないでしょうか。子どもの貧困の実態把握の１つとして、虫歯のある子、未処理

の子の把握は、子育て支援課ではどのようにされているのでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今の質問にお答えします。口腔内の衛生状態の悪化には、貧困が影響しているという見

解があることは承知しております。本町の乳幼児や、児童生徒の歯科衛生状態においては、子

育支援課や、小中学校での歯科健診において把握をしており、それぞれ歯科保健指導がされて

おります。貧困を背景とする治療放置の虫歯が 10 本以上あるような、口腔崩壊状態のケース

は見られませんが、治療が必要な児童生徒には、三者懇談等で子ども医療費の助成制度を活用

して受診するよう、勧奨がなされております。 

本町では乳幼児から児童生徒の健康状態に関する情報共有に関し、子育て支援課と福祉保健

課の保健師が、町内の小中学校の養護教諭と年２回会議行なっております。また、学校保健委

員会には子育て支援課長や保健師が出席し、検診結果等の情報共有を行なっております。この

ように歯科の衛生状況に限らず、子供の健康は経済面を含め、保護者の生活環境に影響を受け

やすいものと理解し学校と連携し、状況を把握に努めております。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） 

状況把握をしっかりと、また支援の方に繋げていただければと思います。足立区では虫歯の

ほかに、子どもの健康・生活実態調査を行っています。子どもの頃からの糖尿病をはじめとす

る生活習慣病予防の対策に取り組み、生活や健康状態から貧困の連鎖を断つ支援をしています。

生まれてから独り立ちするまでの貧困対策を行うには、福祉保健課と教育委員会の連携は大事

です。更なる各所管を包括的に推進するための体制づくりが、ますます必要となってくると考

えます。今後ともこの検討を、宜しくお願い致したいと思っております。しっかりと全庁挙げ

ての取り組みになっていただければと願っております。 

４番目の質問になります。本年４月、就学援助における「新入学児童生徒学用品費」を入学

前に支給出来るよう、要綱の改正がありました。本町でも、入学前の支給が出来ないか、見解

をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

小林議員の就学援助を入学前に支給できないかとの質問にお答えいたします。 
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このほどの国の改正は、要保護世帯、いわゆる生活保護世帯への支給となっておりますが、

本町の要保護児童生徒に対する就学援助については、生活保護法による生活保護費で支給して

おり、入学準備金については、既に入学前に支給しているところであります。 

     なお、本町では、町が全額負担する準要保護世帯へは、新入学児童生徒学用品費等の就学援

助を、前年の所得に基づいた申請により６月以降に支給しております。 

     しかし、入学前支給を実施する場合は、受給後に町外への転出や、就学援助の認定が６月以

降となることから、返還金が生じるため、準要保護世帯への入学前支給については、実施して

おりません。 

〇議長（秋山貢君） 

小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

今年度から、要保護児童・生徒には、すでに実施をして下さっているということで、いち早

く取り組んで頂き。素早い対応に町長はじめ執行部が、子育て支援に対して、大変にご努力さ

れていることに、深く感謝しているところです。しかし、要保護に準ずる準要保護には、今お

話をお伺いしたように、所得の確定後でないと、支給が出来ないとのことで、大変に残念な思

いをいたしました。 

再質問ですけれども、富士川町の未来を担う子供たちが、一人も残らず、貧困の連鎖を断ち

切り、心豊かに成長していただけるよう「就学援助」という枠では、出来ないとのようですが、

是非、準要保護児童・生徒にも「新入学準備金」というような、対象と同じような形で、要保

護児童・生徒と同じ対象にして頂くような、検討はしていただけないでしょうか。今回の平成

２８年度の一般会計で就学援助費は１６６万の歳出の決算でありましたが、新入学児童生徒学

用品費だけは、今後検討して頂けないでしょうか。この点、町長のお考えをお伺いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

就学援助費についてのご質問にお答えさせていただきます。就学援助につきましては、やは

り前年の所得、住民税非課税世帯ということで、認定作業を行なっております。今後も認定作

業が６月以降になってしまいますので、誤りのないように認定作業をして、今後も支給をして

いくこととしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

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） 

なかなか難しい問題だとは思いますが。それほど、この準要保護児童生徒は人数は少ないと

思いますので、この子たちにもぜひ支援が行き届くような、体制作りができればと願っており

ます。以上で私の質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告７番 １番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君） 
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続いて通告８番、５番 堀内春美さんの一般質問を行います。 

５番堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

５番堀内春美です。今回は町民図書館建設についての１点だけ質問をさせていただきます。

国の合同庁舎シビックコアにですね町民図書館を併設することになり、概算事業費が１０億円

と非常に多額であると考えます。そこで次の点について伺います。 

１番の質問なんですが。概算事業費の内訳について伺いますが。まず、なぜこの質問をする

かというとですね。単純に考えれば、町の所有地である鰍沢病院の跡地に、この町の図書館だ

けを単独に建設するのであれば、そんなに多額の費用はかからないと思います。土地は町の所

有物ですから、単独で建てても、５億円くらいで立派な図書館が建設できるのではないかと思

います。国が公表している総事業費が２０億で国の負担が１４億、町の負担は６億としており

ますが。単純に計算すると、５階建の建物ですので、１階は４億という計算になりますが。５階

に防災の備蓄スペースが、町が４分の１くらい使うことになっているので、６億としているの

かなと思うんですけれども。それにしても、１０億というのは非常に大きな金額になります。

そこで１０億の根拠となる内訳をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の堀内議員の概算事業費１０億円の内訳について、お答えをさせていただきます。国

が建設する富士川地方合同庁舎の総事業費は、約２１億３千万円となっております。 

町が予定している概算事業費の１０億円でありますが、図書館については、国の合同庁舎と

の合築となっていることから、占用部分の面積を基に算出した国との負担割合に応じて負担す

ることとしております。 

図書館部分の負担については、敷地調査及び設計費約１億３千万円のうち、町が約５千万円、

建設工事費約２０億円のうち、町が約６億円であります。 

そのほか、シビックコア地区整備に伴う周辺整備にかかる、建設地南側の用地建物移転補償

及び、町道大法師線の道路整備事業は、町が事業主体として実施するため、約３億５千万円を

想定した、１０億円を見込んでいるところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

今、隣接する土地代の取得に３億５千万。これは何軒分で３億５千万なんでしょうか。午前

中ですね齊藤議員が質問したときに、今用地買収が２軒というふうに伺ったんですけれども。

何件で３億５千万なんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

合同庁舎のですね南側に２軒ありまして、その２軒分の移転費用と土地代と。あと、大法師

線の道路改良工事ということで、３億５千万円を想定して計上いたしました。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） 

２件で３億５千万。それから大法師線の土地改良、あの工事に合計で３億５千万というのは

ちょっと高過ぎないんでしょうか。それから、私がちょっと聞いたところによると。北側の方

も、その病院の跡地のですね。北側の方も取得するというふうに聞いているんですけれども。

北側の方の取得というのは無いんでしょうか。 

それからもう一点。今のね南側の建物を取得して、そして町道大法師線ですか。そこに入る

その２軒くらいありますよね、横に２軒。そうすると、大法師山へ行く大法師山の道路とする

のがどのくらい幅なのか。それから奥行きがどのくらいなのか。そこ教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

北側の土地についてはですね、平成１８年に策定したシビックコア計画の中では、入ってい

たわけですけど。今回は旧病院跡地と、あと南が軒件ということで考えております。あと道路

につきましては、歩道を含めた幅員が７メーター、約８０メーターということでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますとね、北側はもう取得しないということですか。これから取得があるということ

ですか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

計画の中では北側は取得しません。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますとですね。２軒分で、そのうちの幅７メートル、奥行き８０メートルが道路に使

うということですね。この２軒分の取得の平米は合計でどのくらいなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

２軒分の面積につきましては、約８００平方メートルです。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますと８００平米の内、幅７メートル、奥行きの８０メートルが道路ということです

よね。道路になるんですよね。 

〇議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君。 
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〇土木整備課長（細野幸男君） 

町道大法師線につきましては、土木整備課の方の担当になりますから、私のほうからお答え

します。奥行き８０メートル、今言われました２筆は道路にかかる分じゃなくて取得する面積

としては 800 メートルありますけども。その内７ｍで８０メートル持ってきますので、今現在

の道が３メートルとか４メートルぐらいですので。そこへ約３メートルから８０メーターぐら

い取るわけなんですけども。それにかかる建物がかかってきます。道路として、道路沿いの建

物かかってくると。ここのシビックコアとしても、一つの建物もかかってくるということの中

で、今年度、既に用地測量の発注をしております。土木整備課のほうで。それで今まで概算で

両方で道路整備と２筆で３億５千万と想定していますけれども。今年度その発注しております

ので、年度末には測量設計の成果ができますので、来年になればもう少し詳しい金額は出てく

ると思います。あくまでも概算で３億５千万ということです。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

先ほどの説明の中で土地調査測量に１億３千万て答弁にありましたね。そして、それに対し

て町で５千万出すということですよね。この土地というのはもともと鰍沢病院が４階建てか何

かで立っていた建物ですよね。その調査測量に１億３千万というのは、ちょっとかかりすぎじゃ

ないかなっていうふうにも思いまして。また、国が建設するのだから国が負担してもいいんじゃ

ないのかなっていうふうな考えもあります。それからですね、図書館部分は、１，５０７平米

でありますので、それに対して町の５千万、１億３千万から町が５千万出すというのはちょっ

と多すぎるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

先ほどの敷地調査及び設計費に１億３千万ということで、これは今の敷地の測量とボーリン

グ調査と。あと設計というのはですね、合同庁舎の設計と、建物の設計になりますんで、図書

館を含めた、それの合計が調査設計費で１億３千万と。その中で町の負担する分が約５千万と

いうことです。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

先ほども申し上げましたけれども、調査測量が１億３千万。そのうち町が５千万というのは

比重が重すぎるような感じがするんですけど。これは国に対してですね、今話題の忖度してい

るのではないでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

設計にかかる費用約５千万円ですけれども。国と町が占用する面積からいいますと、大きな

金額をかと解釈されているかもしれませんが。合同庁舎はですね、主に事務所として設計をす

るということですが。図書館については事務所以外にですね、設計の単価がもともと面積と比
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較してですね、事務所よりも高いということを、国からもお話をいただいておりますので。た

だ単純に面積の場において、国と比較して高い安いというよりも、事務所を設計する場合、そ

して図書館を設計する場合では、それぞれの平米当たりの基準単価が、図書館の方がどうして

も高くなってしまう。ということからですね、町の負担がおおむね５千万円という試算を国で

していただいたところでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますとね、２軒の土地を取得しますね。そして大法師山へ行く道がとられますね。そ

の残りは駐車場ですか。駐車場に使うということですか。 

〇議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

今から設計に入るわけですけど。その部分を含めた中で、建物の配置、駐車場の位置という

ことを決めていますので今、残りが駐車場ということは明言できません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

国でこの合同庁舎を合築でつくるというとこは、もう設計図とですね、それからあの出てる

んですよね。きちんとして。インターネットにちゃんと載ってるんです。それでね。それを見

ますと駐車場が５０台分、約５０台分の駐車場があるんですよね。そして１階が図書館。２，

３，４が国の建物の物が入っています。そして、５階が４分の１が、非常用の備蓄倉庫という

ふうなな感じに、もうきっちりと出てるんですよね。その辺のところはどうなんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

町のほうからですね国にお願いしているのは、図書館についてはできれば１階。ワンフロア

で確保をお願いします。という話をしておるわけですけれども。国からの回答はまだでござい

ます。設計の方ももちろんまだでございます。それと駐車場ですけれども、図書館として、必

要な駐車場は概ね何台を想定すればいいですか、国に聞かれて。町は２０台は必要です、とい

う回答がしてあります。そのほかですね、国の合同庁舎は、５０台の台数てことで、今現在私

どもが聞いているところでは、図書館は駐車場は敷地の中に約７０台分ぐらいは確保をしたい

という話を聞いています。そのほかですね、国の公用車、専用の駐車場。これは、国が、もち

ろん負担をしてつくるわけですね。その７０台の中には、それは含まれておりません。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

冒頭申し上げましたように、単独で作りますとね、５億くらいで作れると思うんですね。合

築で作るということになると、私達はもっと安く入れるんじゃないかなっていうふうに思って
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いたわけなんですね。それが何か、随分と、土地が３億５千万。それから調査に５千万。それ

から建設費が６億とかですね。随分と高くなっているんですけれども。この辺はどうなんでしょ

うか。単独でつくったほうが安くなると思うんですけれども。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

実際にですね、単独でつくったときの経費の算定はしておりませんが。国と共有で使う部分、

これはロビーとかですね、トイレ、会議室とですね、町と国がこれら経費については按分をし

て負担することになっておりますので。そういう面から考えましても、ランニングコストを考

えたところ、場合によってはですね単独でつくるよりも、今後の維持管理については、合築の

方が大きな節減が図れると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問です。町有地はですね現在、全体で 3,436 平米ですね。そして、この左側の２軒を 800

ですか、足すと 4,236 平米になるわけですね。で、そこで質問なんですけれども、この建物に

入る五つの署ですね職安、法務局、税務署、労働基準監督署、建設省の面積はですね。私が、

ネットで調べたところによりますと、職安が 361 平米、法務局が 852 平米、税務署が 821 平

米、労働基準監督署が 342 平米、検察庁が 313 平米で、合計 2,689 平米ですが、正式にはここ

へ入る５庁の合計平米はどのくらいになるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

国から示されております、国が占有用部分として使用する面積は 2,526 平米と聞いておりま

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） 

そこで質問なんですけれども。５庁入るのが 2,526 平米。そして町の土地が 4,236 平米です

かね。そして、ここに入る職安、税務署の 5か所ですね。いずれ、町の土地とは交換するとい

うふうになってくんですね。ですよね。それで、そこで問題に思うんですけれども、今の鰍沢

病院の跡地というのは旧国道沿いで 1等地ですよね。そして、方や職安とか税務署とかそうい

うふうなところというのは、とてもへんぴなところにあるわけなんですね。ですからそうしま

すとね、平米に直せばかなりの差が出てくるんじゃないかと思うんですけれども。五つの国有

地と交換してこの値段の差額ってのはどうなるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長 （志村学君） 

国の合同庁舎を核としたシビックコア整備計画でありますんで。合同庁舎だけでなくて、旧

鰍沢の病院跡地を中心とした周辺まちづくりも今回いっしょに入っております。その中で、病
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院の敷地以外のところもしながらですね、今整備計画を進めているわけであります。その中で

旧鰍沢、富士川町の土地でありますけども。その病院の跡地は町の土地でありますから、そこ

を活用しながらやってく訳であります。この５つの国の機関だけでなくて、町は国から借りて

いる土地が、今の町民会館の駐車場も建物の下も、そして町営住宅の下も幾つかあるわけであ

ります。 

そういう中で、今回どのくらいの土地の値段が出てくるかに応じまして、町が持っている土

地の中、借りている土地の中からですね、やってく。今の５つの庁舎の中で町でも使えるもの

もあるわけです。そこは、当然、第１次に交換用地としてやっていきますけれども。それ以外

のところ、不必要なものを町がいただくわけではありせんので。その５つをすべてが交換をす

るんではなくて。町が今後必要とする土地とは交換の話し合いをしていきますけれども。それ

以外に町が借りているとこもありますから。そういうところも交換の対象地としてやってきま

すんで。５つの今の国の庁舎と旧鰍沢病院跡地との比較ではなく、これから総体的に考えて行

くつもりでいます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうしますと、５カ所と交換ということは考えないということですか。いいところは使うと

いうことですね。私がなぜこの質問をするかといいますと、この５か所と交換というふうに私

は伺っておりましたから、そういうふうに聞いたわけですけれども。ここでですね、一つ言い

たいことはですね旧国道ですね。あえて言わせていただきますけど。旧国道青柳線の青柳１０号

線第四保育所へ行く道路なんですけれども。あれは 初に購入した土地を使えば、二重に、二

重に買いましたよね。二重に買ったから現在 初に購入した土地が空き地になってますよね。

ですから、これこそ税金のむだ遣いじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですから、今

回も国と交換するこの５つのところがですね、交換しないということですけれども。そういっ

たとこが、こういうふうなところの税金の無駄遣いにならないようにしなければいけないとい

うことで、質問をさせていただいたんですけど。 

〇議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今度のシビックコア整備に係るですね。土地の問題につきましては、前回の議会でも出てお

りまして、同じに答えをさせていただいております。今回が初めてはなく、以前からそう答え

をさせていただきます。ですから、今回、旧鰍沢病院跡地と国の５つの庁舎の、そのうちの１つ

は町の土地でありますから５つすべて変えるわけにはいきませんし。町のこれから必要な土地

は、交換の対象に入ってきますけども、いらない土地は国で管理をしてもらうということにな

ります。それと、青柳１０号線はもともと１０号線の道路用地というのは、今、工事をしてる

ところが１０号線の道路用地でありまして、そこに１軒家がありましたんで。そこの家の代替

地として南側を取得した。その間にですね、お亡くなりになった方が二人おります。国道沿い

と幼稚園寄りに。そこでももう土地の活用方法がないから何とかということで、どこに代替地

を要求するかわかりませんので、そこを一緒に取得をさせていただきましたけども。道路上に

かかわる家が希望地を提案しまして、今そこに家が建っておりますから、残りの土地は今度町
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の分譲地として、これから売り出していく予定でおりますんで。あくまでも、道路敷の南側の

土地は代替地として町が取得したもんでありますんで。クランクをいくつも作るような道路を

これから作っていきたくはないと思いますから、まっすぐした道路をつくっていくのが、交通

安全の面からもいいと思いますんで。そこはちょっと議員さん、認識が私どもと違うとこだと

思います。もともとを道路敷は道路敷。そこにいた家庭がありましたんで、その移転先として

一つ用地を取得した。その後に、国道の沿いと保育園寄りの方が亡くなって、そこも一緒に代

替地の候補地としていかがかという話がありましたんで、町が取得をした。今後はそこを町は

分譲として売っていく予定でおります。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） 

私がいろんな方から情報をいただく中で、 初に購入した今空き地といってあるところが、

第４保育所へ行く道だというふうに伺っておりましたから、質問をいたしました。それでは、

次の再質問ですが、この合同庁舎ですね。完成してからの維持管理費というのは、どういうふ

うになるんでしょうか。建物全体の維持管理費は、国が全部払うのかあるいは５等分するのか。

町の負担分は、図書館部分だけなのか。どのくらいかかるのか。 

なぜこれを聞くかといいますと、次の世代を担う子供たちにとってはどのくらいの負担にな

るのか。箱物を造るということはですね、この後ずっと維持管理費がかかるということ。その

維持管理費の箱物が大きければ大きいほどかかるということ。これは、次の世代の人たちを苦

しめる材料にもなるということなんです。これからは人口が減少していく時代になっていきま

すので。あのコンパクトに何かを考えていかなければならないんじゃないかと思ってますが。

維持管理費っていうのは、どのぐらいを想定しているでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

維持管理費につきましては、まだ設計の段階ですので実際にどのくらいかかるかという数字

が出ておりません。ただしですね今回の合同庁舎については、国が専門に使う部屋、そして町

が専門に使う部屋、これを割合を出しますと国が専門に使う部屋が７２%、町が専門に使う部

屋が２８%、７２対２８。この数字を国との共用する廊下ですとかロビー、会議室、トイレ、

光熱水費等は、この数字を基準に負担をしていくこととなると考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

ぜひですね次の世代の人たちに負担にならないように、そのへんのことをしっかりと詰めて

いただきたいと思います。それでは、２番目の国の合同庁舎の中に図書館を併設する必要性に

ついて、町長のお考えを伺います。そもそもですね合同庁舎の中に図書館をという話は、単独

で建設するよりも安くつくれる、ということをではなかったかと思うのですね。国と町が一緒

に作ればお互いにメリットがある。ということはまだいいんですが、町にとっては余りメリッ

トもないんじゃないかなって。かえって高いものになっているんじゃないかなっていうふうに

考えます。 
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それから、合同庁舎が町の商店街の活性化というふうな、活性化につながるんではないかと

いうふうなことで、合同庁舎が作られるという声も聞きましたけれども。合同庁舎が、町の鰍

沢の商店街の活性化につながるというふうなことにはならないのではないかと思います。なぜ

ならば、大きなスーパーが出るというふうなものとは違って、ここのですね検察庁とか、そう

いったところに来る人たちは、限られているんですね。ですから、そういう人が多く出入りす

るという建物ではない。そういうふうに思います。ですから、先ほども申し上げましたように、

町単独で町有地に図書館を建設すれば、もっと安くできるんじゃないかと。それからもう一つ

ですね心配になるのが、この建物の中に……。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内議員、かっこ２に入ってる訳ですよね。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

そうです。 

〇議長（秋山貢君） 

かっこ２は、必要性について町長の考えをと質問しましたよね。まずそれについて聞いてい

ただいてよろしいですか。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

はい、どうぞ。 

〇議長（秋山貢君） 

町長、答弁をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

図書館を併設する必要性についてお答えをします。先ほどからお話が出ているかと思います

けども。合築することによりまして、共有スペースとなる会議室、トイレ、ロビー、駐車場等

は、国と町との負担割合で建設することから、面積を大きく利用出来。、完成後の維持管理経費

についても、負担割合で支払い続けるため、ランニングコストを含めたトータルコストの軽減

を図ると思っております。 

また、鰍沢中心市街地にある町有地の大きな未利用地の解消が図れることや、周辺地域の活

性化につながることから、町にとって必要性のある大きな事業であると考え、併設することと

したところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

再質問させていただきます。図書館にはですね、多くの児童生徒や町民が利用する施設にな

ります。この合同庁舎には先ほどちょっと言いかけましたけれども、検察庁も入ってくるわけ

なんですね。そうすると、防犯上の問題とかねそういったことも出てくるんではないかなとい

うことを懸念いたします。なぜこういうことを言うかと申し上げますと。私たちはですね、子

どもや孫を持つ者としては、よりよい環境で暮らしてやりたいというのが私たち女性、親、男

性もそうなんですけど。親ならだれしもが願うことであると思います。同じ場所というのは、

決していい環境ではないのではないか。今私たちがしなければならないことは、健康な地域で
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子どもたちを育てることである。そういうふうに思ってるんですけど、この辺はどうでしょう

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） 

ただいまの御質問ですと検察庁があることによって、環境が悪くなるというご質問だと思う

んですけども。検察庁におきましても国の機関でありますので、それなりに対応していくと思

いますし、図書館につきましては、１階で管理運営について、十分できると思っております。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

是非ですね、せっかくできる図書館を、いい環境で子どもたちに過ごせるような、そういっ

た形にしていただきたいと思います。いずれにしてもですね、次の世代に負の遺産を残さない

ように、健康な町、健全な財政の町を次の世代へ引き継ぐのも、今の私たちのやることことだ

と思っておりますので。その辺のことをしっかりと踏まえてやってほしいと思います。それか

らそういうふうに、是非そういうふうにしていただきたいとお願いをいたしまして、私の質問

は終わらせていただきます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告８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 ４時２７分 

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

再開 午後 ４時３３分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩をといて、一般質問を再開します。 

続いて通告９番、６番 秋山勇君の一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

６番秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

後の質問者の６番秋山勇が行います。よろしくお願いいたします。私は新オレンジプラン

の基本的な考え方と、それからですね、ことしの９月１日から始まりました高齢者に対する地

域活性化について。この２点について質問させていただきたいと思います。  

    まず１点目の新オレンジプランの基本的な考え方について。基本的な考え方というのはです

ね、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし

続けることができる社会の実現。これを目指すことになっております。 

山梨県の２０１７年度の高齢者福祉調査結果によりますと、４月１日現在なんですが、６５歳

以上の高齢者は２４万２，０６５人。前年比で３，６０６人増えております。高齢化率も２８．

８%で、前年比で０．６%と。これは過去 高となりですね、全国を、１．３ポイント上回っ

ております。ちなみに富士川町の場合はどのくらいになってるかっていうと、高齢化率が３１．
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９%。これは資料によりましたところによると、３１．９です。だから、山梨でいうよりかま

だ富士川町の方が高齢化が進んでおるということでございます。県の高齢化率が進むペースは

全国より３年早く、富士川町は県よりはまだ２年ぐらい早いと思います。今後も高齢化率では

全国より早く進むという予測しております。 

また、県内で介護が必要な６５歳以上の認知症高齢者は、２万６，６２６人で、高齢者全体

の１１%を占めている。これはあの新聞報道でございます。高齢者の急増は、間違いなく認知

症の人の増加につながり、あと１０年もしないで認知症社会がやってくると言われております。

そうした中、認知症高齢者の行方不明者。あるいは身元不明者に対する自治体の取り組みが、

あの重要視されてくると思います。認知症は以前、痴呆症と呼ばれ、２００４年から呼び名が

認知症に変わりました。痴呆症という言葉はいわゆる認知症のイメージを相当悪いものにして

おりました。壊れた人。あるいは恥ずかしいことを連想させ、多くの人が精神科病院に行った

か、あるいは施設に入所させられておりました。そうした中ですね認知症は段階的に進行して

いる疾患であります。すぐ明日出てくるもんではございません。いきなりわからなくなったり、

できなくなったりするわけではなく、ちょっとした工夫やサポートがあれば、今までどおり生

活できる人も多いと言われております。若年性認知症を含め認知症をもつ家族や介護者が孤立

しないため、医師、看護師、薬剤師、看護職、家族が連携して、それぞれができる手助けを工

夫して行なっていくことが、これから求められております。まず町としてですね、見守りが必

要な高齢者の把握について、お伺いしたいと思います。お願いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

見守りが必要な高齢者の実態についてでございますが。見守りが必要な高齢者の実態把握は、

大変難しく、全体として把握はしておりませんが。現在、町で把握している、富士川町の認知

症患者数は６５１人となっております。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

今の回答がありましたように、公には６５１人でということでございます。これはかなりで

すね潜在的な認知症が多いと思います。ていうのはまだ痴呆症のイメージがそのまま残ってお

るというのが言われると思います。そこで大事なのがです。もしも自分が、ここの議員さんの

中にも、私を初め数名かの人がもう高齢化になっております。もしも自分が認知症になったら

どうするかと、そんな意識を持ってですね。認知症に対する正しい理解や、温かい応援の気持

ちで支える認知症サポーターあるいは養成状況と、その他にですね、町の方針では認知症地域

支援推進。あるいは先ほど、あの小林議員のほうの質問にもありましたように、認知症初期集

中支援チーム。そういうものを町でも考えておるようなんですが。まずは私がここでお伺いし

たいのは、認知症サポーター養成状況。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

勇議員。かっこ３に入ったんですか。 

〇６番議員（秋山勇君） 

あの…… 



 １１８

〇議長（秋山貢君） 

かっこ２がありますけど。見守りネットワーク…… 

〇６番議員（秋山勇君） 

失礼しました。飛ばしちゃった。すいません。 

２番の項目に入らせていただきます。認知症高齢者の行方不明、身元不明者を見つけ保護す

るには地域の方々の協力が必要であり、事故等の未然防止にもつながります。自治体によって

は徘徊 SOS ネットワークという仕組みをつくってるところもあり、成果を上げていると言わ

れております。町の見守りネットワークづくりのための協定の締結状況についてお伺いしたい

と思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ネットワークづくりのための、協定の締結状況でございますが。高齢者等への地域での見守

り体制を強化し、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できる環境づくりを目的として、

県や町では、民間事業者が行っている通常業務の中で、住民の異変などを察知したときに連絡・

通報していただく「地域見守り事業に関する協定」を締結しております。 

     県では６社、町では８社と、協定の締結または地域見守り活動への協力の同意を頂いており、

内容としましては、配達や顧客訪問時に異変を察知した場合の通報や、高齢者等の消費者被害

防止等に関する啓発活動にご協力をいただいております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

再質問させていただきます。全国的に見ますとですね。あるいは小中学校、あるいは高校。

それからですね銀行、コンビニ、そういうとこのですねファックス番号を把握しといてですね、

行方不明者あるいはそういう人が出た時に、すぐファックスで、この特徴等を配信してるとい

うのも聞いておりますけれど。町としてはそういう郵便局、あるいは公共機関とのSOS のネッ

トワークというのも、やっぱりつくっておるんですよ。これ今１番重要なのはファックス番号

ですね控えといて、そういう不明者が出たときにはですね、周知するというのが一番手っ取り

早いと思うんですね。特に、小中学校、あるいは高校生の帰る時間帯等にもその辺を周知して

いただければ、ちょっと変な人がいたよという情報なんかも入ると思うんです。その辺の町と

しては、そういうものはどんなふうに取り組んでおるのか、その辺ちょっとお聞きしたい。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

実は、この徘徊ＳＯＳネットワークについては、３番の答弁で、入っておるところでござい

ますが、現在、構築中でございます。今現在の協定につきましては、何らかの形で通報を包括

支援センターにいただくということで。この徘徊ＳＯＳネットワークは、事前に事業者等と話

し合いを持って、連絡方法もシステム化しておくという内容になっておりまして。今鰍沢警察

署と話し合いを進めているところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 
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秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

警察へ届けるのもいいと思うんですが。私が今考えております福祉保健課の地域包括セン

ターは、やっぱり主体となってですね、タクシー会社へ連絡するとかですね、そういったほう

が早いと思うんですよね。そうすれば、地域包括センターの方へ人も寄ってくるし、あるいは

相談窓口には地域包括センターですがね。そこへ身軽に行けるような環境がとれると思うんで

すが。その辺の考えはいかがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今議員のおっしゃるとおりでございまして。鰍沢警察署と検討しているところは、その

原案づくりでございます。実際、徘徊 SOS ネットワークになりますと、近隣でもうすでに実

施している市、町の状況を見ますと。やはりタクシー業者とか、あるいは配達の方とかそういっ

たいろんな方のネットワークをつくっております。ただ今、議員さんがおっしゃられたように、

子どもさん、中学生、高校生が入っているところは、今のところないかと思いますので。うち

の町としましてもその辺も含めながら、今後ネットワークづくりを行なっていきたいと思って

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

是非ですね、このネットワークは早急に構築していただいていですね、行方不明者の捜索に

時間が余りかかってもうまくないですから。その辺を、締結するように進めてほしいんです。 

じゃ三つ目の質問に入ります。これは、私も考えておるんですが、もしも自分が認知症になっ

たらどうするか。私も７８になりましたから、認知症には当確です。そんな意識を持って、認

知症に対する正しい理解や、温かい思いやりの気持ちで支える認知症サポーターの養成状況と、

認知症地域支援推進員等による、地域における見守り体制の構築状況についてお伺いしたいと

思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。認知症の方が増加する中、認知症に関する正しい知

識と理解をもち、地域で認知症の方やその家族に対して、できる範囲で手助けを行なっていた

だくことを目的に、認知症サポーターの養成を行っております。これまでに高齢者に関わる地

域の方、病院や金融機関などの事業所で実施させていただき、平成２８年度末までに受講され

た方は、１，５７７人となっております。 

今年度もすでに４回実施しており、地域での見守り体制整備に向けて、鰍沢警察署や民生委

員児童委員、認知症カフェのボランティアの方々に学んでいただいており、地域の見守りとし

て、見守り協定先をはじめ、講座を受講された方や各種団体、地区への呼びかけを継続して行っ

ております。 

また、認知症などによる行方不明者の、早期発見・保護のため、近隣の自治体と連携をして
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おりますが、今後は、地域における見守り体制として「徘徊 SOS ネットワーク」の構築に向

け、警察署や近隣の市町と協議をしているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

私も今ですね、職場でもってこの介護者を相手にする、認知症のお話なんかやっておるんで

すが。私も以前、オレンジリングというか、あれを受けてサポーターの資格を持っておるんで

すが。やはり、お年寄りあるいは認知がちょっと進んできた、いろんな人に対してはですね、

昔の話をしてやると、やっぱり、いきいきしてくるんですよね。私が特に進めておるのが、昔

の写真集を置く。そういう本を、介護者でなくて利用者に見せてあげると、こういうことがあっ

たんだと、そういうあれをやります。それから私は戦前の生まれですから、経験がある程度持っ

てると自分では認知しておるんですが。やはり経験のお話をしてあげると、お年寄りがのって

くるんですよね。だから、そういう方法をですね、やっぱり町としても昔の本、あるいは昔の

写真等を展示するとか、あるいは図書館に用意していただければ、手助けになるじゃないかと。

そうゆうことで生涯快適に暮らせるまちづくりを目指して、全町民が一丸となって認知症高齢

者等の見守り体制の構築に取り組むことを町へ望んで、第１の質問を終わらせていただきます。 

質問の２のほうに移らせていただきます。高齢者に対する地域活性化について。これはです

ね。タクシーや貸し切りバスで荷物を運んだり、あるいは貨物車に客を乗せたりする貨客混載

サービスが９月１日から過疎地で可能となりました。たまたま富士川町の場合には、旧鰍沢町

のほうが過疎地。旧増穂町のほうは過疎地にはなっておりません。その場合ですね高齢者の買

い物支援、人手不足の運送業の効率化にもつながる。この期待の貨客混載サービスに対してで

すね、富士川町の場合、旧増穂町の高齢者に対してはどのように考えているか、その辺もお聞

きたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の質問にお答えいたします。国土交通省では本年９月１日から、旅客と貨物を一緒に

運ぶ「貨客混載」について、過疎地における規制緩和を行いました。 

これは、自動車運送事業者が旅客または貨物の運送に特化せず、サービスの｢かけもち｣を可

能とするもので、旅客と貨物の両方の許可を取得している業者により行うことができるとされ

ており、町における対象地区は、旧鰍沢町が発着の場合のみとなっております。 

しかし、まだ、旅客業者に対して、国などから詳細について提示されていないことや、需要

も把握されていないため、実施には時間がかかることが予想されます。 

こうしたことから、町としましては、旅客業者との連携により情報を収集していくとともに、

現状でニーズがあった場合などは、社会福祉協議会の有償ボランティア制度、生活支援サポー

ターや民間事業者の買い物支援サービス等の情報提供及び利用支援を行ってまいりたいと考え

ております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 
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非常にですね、今の宅配業者も人を優先するのも大変らしいんですよね。人員不足で。やっ

ぱり経営が厳しい過疎地の宅配業者の、新たな収入源としてタクシーで配送したり、あるいは

貨物車へ人を乗せたりする。これはかなり有効には有効だと思います。ただしその場合ですね、

行政のチェック、必ず出てくるということです。これ値引き合戦ていうんですか。こういうの

が出てくると思います。その辺はですね、やっぱりチェック機能も強化しながらですね、この

辺を監視していただければよろしいかとます。まあ、当然あの全国の運輸支局においてはです

ね、この許可を取るに、やっぱり１カ月から３か月かかるらしいんですよね。実際に始まるの

は、今年の年末から１月頃だと思いますけれどもね。是非それを始めた場合にはですね、さっ

きも言った行政のチェック機能。この辺も強化していていただいければ、非常にありがたいと

思います。以上で私の質問は終わらせていただいいただきます。ありがでございます。 

〇議長（秋山貢君） 

以上で通告９番、６番 秋山勇君の一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終わります。 

本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会とします。起立願います。相互に礼。

ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５３分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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開会 午前１０時００分 

○議長（秋山貢君） 

平成２９年第３回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しいとこ

ろご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の、議事日程は、お手元に配布しておきましたとおりです。 

本日は、質疑の日程になっております。議案第６５号については、質疑終了後、討論採決を

行いますのでよろしくお願いします。 

質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいま

すようお願いします。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 報告第７号 平成２８年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足 

比率の報告について                     

を議題とします。 

これから、報告第７号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、報告第７号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３ 報告第８号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行の状況の点検及び評価報告書の

提出について 

を議題とします。 

これから、報告第８号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、報告第８号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

   日程第４ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会

計補正予算（第２号））                     
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を議題とします。 

これから、承認第１０号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、承認第１０号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第５ 議案第５４号 富士川町リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音防災フードの設

置要請に関する住民投票条例の制定について 

を議題とします。 

ただいま議題となっております、議案第５４号については、所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、大綱的な質疑にとどめたいと思います。 

これより大綱質疑に入ります。 

質疑は、ありませんか。 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

質問させていただきます。 

昨日の一般質問でも、この条例の質問が多く出たんですけども。やっぱり聞いてる中で、納

得いかない部分が非常に多くてですね。やはりそれは、住民への説明というのが一番不足して

いるのかなというふうに感じました。やはり正しい情報をもって投票できるかが、非常に疑問

に感じています。今回は委員会付託ということで大綱のみということですので、１点だけちょっ

と質問させていただきます。 

この住民投票で、３つの区割り、ということになっていますけれども。この明かり区間の中

で、どこがフードで、どこが防音壁かという明確な位置というのははっきりとは分からないん

ですけども。今回第１投票区、第３投票区というのは、まあ一応防災フードはかかっていて、

第２次投票区の天神中條区は、フードがかかっていないと自分としては認識をしているんです

けど。そこで、なぜこの区割りをしたかという事ですが。もしもこの住民投票で、例えば、第

１投票区の最勝寺区がフード要りません。第３投票区の小林区もフードは要りません。で、天

神中條区だけ要りますと言ったら、天神中條区だけかけるようになるのか、それとも、トータ

ルで判断して、全体的にかけるかけないとするのか。その辺をちょっと教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの長澤議員の、防音防災フードのエリアと投票区割りの関係についてお答えいたし

ます。この条例の第６条の中で、投票区の区割りをしてございます。議員おっしゃられたとお

り、第１投票区は平林青柳線以南の対象区域。第２投票区が、１級河川旧利根川の右岸から県

度平林青柳線までの対象区域。それから第３投票区が、旧利根川の左岸の対象地域ということ

になります。これは、JR 東海が環境影響評価書の中で、ある程度現在の騒音規制に基づいて

想定したものでございます。これによりますと議員おっしゃるように、小林区の部分はフード
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がかかっていて、天神中條区から以南の部分については防音壁になっているというのが、ＪＲ

東海の想定でございます。で、ＪＲ東海は今後、県が規制のその基準を見直しをした、その当

てはめに基づいて今後設計をして行く。その設計をするに当たっては沿線自治体の意見を聞か

していただきたいということでございますので、あくまでもこの防音防災フードを設置するの

は、ＪＲ東海でございますから。町はその住民の皆さんの意見です、ということでお伝えをす

るということになります。 

おっしゃられたように、やはりそこで、かけるかけないというような議論になろうかと思い

ますけれども。町としましては、その出た、その設置するに「○」が多かったか、設置しない

に「○」が多かったか。という部分で、判断をさせていただいて、これが住民の意見ですとい

うことで、ＪＲ東海にはお伝えをさせていただくと。そこから先はＪＲ東海が、それらを考え

て、最終的には、フードを全面にするのか、あるいは一部分開けるのかというようなかっこう

になろうかと思います。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

ということは、やはり第１工区でフード要りませんという声が多かったら、そこはもうかけ

ないというふうに、ＪＲ東海には町から進言する。で、第２工区はかけてください、というふ

うに進言するという考え方でよいという事ですね。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

はい、議員おっしゃるとおりでございます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

こういった部分も、非常に住民も知らないところだと思いますんで。こういうところもしっ

かりと、情報発信してもらいたいと思います。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

総務産業建設委員会で付託されるということなので、町民全体に関わる３点をお伺いしたい

と思います。まず１点目。広く町民の意見を広聴するために、何百万もかけないで、経費を抑

えるために、再度の意見交換会を行う案についても、慎重に検討されたと思います。なぜ採用

されたのか、どんな理由で具体化できなかったのか、理由を教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問は住民投票条例を、住民投票をなぜするのかというようなご質問だと思い

ますから、それに関してお答えをさせていただきますけれども。この住民投票の第１条の目的
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にありますとおり、本町通過するリニア中央新幹線の騒音と、それから日照に係る防音防災フー

ドの設置に関しまして、設置要請に関しまして、沿線住民の皆さんの生活、それから周辺事業

所、土地の影響を鑑みまして、当該沿線地域に利害を有する者の、意向を確認する必要がある

ということで、今回条例を提出させていただいてるというところでございます。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） 

今の答弁でですね。すべての事案についてことの良し悪しがある訳ですけども。今は、条例

の目的について、わかっております皆さんですね。なぜ、他の方法も。検討したと思いますけ

ども。そこについてですね、どのように深く検討されて、なぜ却下というか、なったのかと、

そこのなぜについての理由を挙げてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

昨日の一般質問の答弁の中でもさせていただいたところでございますけれども。やはり、そ

のリニア軌道の左右４００メートルにお住まいの皆さん、一番影響を被る皆さんのご意見をい

ただきたい、という意味でございます。それをするに当たっては、やはり公平性、公正性の確

保から住民投票が最も適していると、いうような結論に至ったところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

これで最後です。 

○３番議員（川口正満君） 

今の答弁等ではですね、町の努力が足りないと。町民に対して広く呼びかけるためにという

ことで。今回ですね、今は先ほど、公正公平なと、言われましたけれども。さて、じゃあ４００メー

トル内で、どのように公正に、いつまでにという点でですね、町民は不安を感じております。

その点につきまして再度。昨日、ちょっとその席でですね。財務課長は対象者のみに対してチ

ラシを配る、チラシを配るということですけども、どんなような内容で、十分納得できる内容

を用意しているのか教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

昨日の一般質問でも答弁をさせていただきました。これは住民投票公報、公の公報ですね。

公報を発行させていただくということで。これは条例の第 17 条の情報提供に当たる部分でご

ざいます。これに当たりましては、騒音や日照に関する影響予測等を示すデータを入れ込み、

投票する皆様にわかりやすく、かつ判断しやすい内容である、住民投票公報を発行してまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

重ねてですね、住民目線で丁寧に分かり易く、説明を提供するようにお願いいたします。 
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○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニアの住民投票につきましては、先ほど長澤健議員もありましたが。住民は知らないとい

う意見であります。今、条例を出しているんですね。この条例が可決をされたら、ブロックの

ことについても、住民にしっかりしていかなきゃいけない。そして、これまでもいろいろアン

ケート、アンケートというか署名もありました。そういう人たちが、それじゃあ本当に、細か

いことを知ってて書いたのか。そこも疑問があります。そういうことから、公の公報を出しな

がらですね。しっかり、同じもので皆さんに判断をしていただくというのが、今回、住民投票

の主旨の１つでもあります。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） 

追加のお答えありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 市川淳子さん。 

○９番議員（市川淳子さん） 

今回、大綱ということなので、基本的なことをお伺いしたいんですが。住民投票というのは、

直接請求に対して、直接民主主義と言われてますよね。間接民主主義といって、私たち議員も

町民から選ばれた。で町長も町民から選ばれた。で二元代表制ということで、議論して。町長

の政策がいいのかどうなのかっていうことで、今話し合って。私たちはこういう本会議でやっ

たり、委員会でやってます。で、住民投票という時に、直接皆さんの意見を聞きたいんだと。

公平で、というお話でしたけれども。であるならばですよ、ちょっと前にもですね、そんなこ

んじゃあ議員は要らんじゃん、と言った時があったんですけど。例えば今回いろんな大きな、

例えば庁舎の問題、庁舎を建てるか建てないかとか。体育館の規模とか、それは検討委員会で

もやってますけども。そこで、住民の意思を問うみたいな。そういうことは。議会でできて。

そして今みたいに、直接その沿線の方たちには住民投票でという。その住民投票自体のですね、

物の考え方。私は、今回のはなじまないと思ってます。全然、議会もですね、今まで見学に行っ

たりして今一生懸命、特別委員会まで開いてですよ、今議論をしている最中なんです。で、私

たちは町民の声を持って、議論しようとしているにも関わらずですね。直接聞きますよという

のが、どうしても私には、ちょっとおかしいんじゃないかなと思ってます。住民投票の基本的

な考え方、そこをお尋ねします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

住民投票条例を今回提出しているわけでありますが。住民投票になじむものとなじまないも

のはあると思っております。この町でも、きのう私ちょっと失言をしましたけども、平成１６年

の１２月に議員発議で、合併の賛否について住民投票をしております。ただ、私が町長になっ

てからも、住民投票すべきだという意見がありましたが。これは住民投票にはなじまないとい
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うことで、結局、実現しなかった訳でありますけども。まちづくりとか、街の将来ということ

であれば、これは町と議会としっかりですね、議論をしながら、将来を決めていかなきゃなら

ない。今回の場合は、リニアという構造物によってですね。そこを通る新幹線によって、その

地域の住民の皆様が、非常に、まっ限定で影響を受けるということですね。これらに、こうい

う案件については、その地域の皆さんの本当の意見を聞けば、聞くのが一番いいんではないか。 

今回、町の意見をＪＲ東海はいずれ聞いてくるということでありますけども。町としても町

のわがままが出てきます。町は、観光とかいろんな事を考えていかなきゃなりません。町の将

来を考えていかなきゃならん。その意味では、明かり区間が少しでも多い方がいいかなという

意見も当然あります。しかし、これは町のわがままであって、そこに住んでいる皆さんが、今

後、自分たちが判断する中での構造物にしていただく。それが一番いいんではないか。例えば、

これを議会の方にですね、お願いをしても多分。後５０年、６０年先のことを判断するのは非

常に難しいんではないかな。そんなふうに思いまして。町の将来とか、制度設計とかというも

のは、当然二元代表制の中で、執行部と議会との議論の中で決めていくべきだと思いますけど

も。 

今回のリニアにつきましては、まさに住民に直接的影響を受ける問題であります。それも全

町民ではありません。沿線の、ほんと周辺の人だけなんですね。ですからそこの周辺に限って、

意向を確認をしながら、その意見をもって JR さんの方に町の意見として提案をして行きたい。

それには、先ほど財務課長が言いましたように、しっかりした情報出す中で、公平性を確保し

ながらやっていきたい。というのが今回の町の考え方であります。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） 

もし、そこまでおっしゃるのならですが。そこまでおっしゃるのなら、住民投票の前にです

ね、もっとを町はいろんなことやるべきじゃないかと私は思います。そして、私たち議員はで

すね、町民の代表として、ここに来ているわけです。町民の代表として、もちろん個々の方た

ちの意見をとおっしゃいますが、当然地元にも議員さんはいらっしゃいますし。こちらの方は

１５名います。そういう中ではいろんな意見が聞ける立場でいるわけです。そういうところで

まだ全然議論をしてないのに、一気に住民投票ということが、ちょっと私には。時期尚早かな

というふうに思っていますが。それはまあ、今の町長の意見ですのでこれで終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

７番 鮫田洋平君。 

○７番議員（鮫田洋平君） 

ちょっと一点だけお聞きしたいんですけれども。最もいいやり方が住民投票と昨日の一般質

問、先程の質疑の中でもありましたけれども。最もいい方法が住民投票であるならば、その他

にも何か、方法なんかを考えた中で、それを選択したのかと。その他にどういう選択肢があっ

たのかということだけ教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 
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ただいまの鮫田議員の答弁でお答えいたします。全国的な事例等を研究する中で、いろいろ

な事例がございます。それは一つにはアンケートという方法、それからは意向調査という方法。

それと住民投票というような方法がございます。この中で一番公平性、公正性が確保できる。

最もその影響を受ける住民の皆さんの投票資格者が、その投票所に来て、その投票所の中でご

自分の判断をされる。ということが一番公平性、公正性が保たれるであろうという判断のもと

に、住民投票条例案を提出さしていただいたところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君。 

○７番議員（鮫田洋平君） 

はい、ありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

２点ほどお伺いします。まずですね、昨日の一般質問等でお答えいただいた中に、３か所の

住民説明会、これについては環境衛生基準について聞いたというお話がありました。なおかつ、

３カ所で８０名では総意とは思えないというご発言がありました。そういう中で、投票率は求

めないと、今度の住民投票についてですね。参加者が８０名で総意とは思えなくて、住民投票

については、投票率を求めないとした根拠をお答え願います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの青栁議員のご質問にお答えいたします。町が実施したのは住民意見交換会でござ

います。それは昨日も説明をさせていただきましたけれども、県が環境の当てはめをするにあ

たって、そのリニア沿線に未規制の区域があるということで。じゃどのようにしましょうかと。

地域の皆様と一緒に考えましょうということで、広く意見を伺ったところでございます。そこ

でのご出席をいただきました。 

今回住民投票をするに当たっては、第１７条の中で、しっかりとした情報を皆様に提供して

いきたいという考えでございます。これには騒音のデータですとか、日照のデータ等を盛り込

みながら、住民投票公報で広く周知をしていく。なおかつ第１８条で、その公報をきっちりや

るというような、努めなければならないというようなことも規定をしてございます。その中で、

多くの皆さんに正しい情報を伝えながらやってきたいという考えはございますから。そういっ

た中では、やはり正しい情報を伝えることによって多くの皆さんが、投票所に運んでいただけ

るんじゃないかという考えもございます。それに基づいて行う住民投票ですから、あえて住民

の皆さんが、その真の御意見を投票していただける訳ですから、最低投票率は設けないという

決断に至ったところでございます。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） 

片方では、住民の総意と思えないと言いながら、片方では、投票してくれる人が総意だとい



 １３１

う結論になるんじゃないかと思いますけど。一番問題なのはですね。いいんです、公の公報で

もってデータをお届けして、それで判断してもらう。だったらそれを送って、対象者に送って

住民アンケートでも十分足りるんじゃないかと。なぜかというと、この投票の結果は町が決断

をすることじゃないんです。今からＪＲと協議する材料にするためです。住民からはこう意見

がありました。小林地区では壁にしてくれ、天神中條ではフードにしてくれと。こういう意見

がありましたという報告をＪＲにして。ＪＲと協議するための、単なる材料なんです。これを

住民投票でやるということには、どうもまだ納得がいきませんので、なぜアンケートではだめ

なのか。教えていただきたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

今回は、条例の第５条で投票資格者というようなことで限定をさせていただきました。これ

は昨日も御質問等をいただきましたけれども、１８歳以上で住所を有する方、それからそのエ

リアの中に事業所を持ちの方、それから土地お持ちの方、というようなことで規定をさせてい

ただいたところでございます。こういう皆さんに正しい情報を伝えるというのが第１点。 

それから、アンケートというのは、やはり個人の意見というよりか、世帯の意見というよう

なこともあろうでしょう。そういう中で、やはり投票というのは、公職選挙法に基づいて行う

ものでありますので。やはり公平性とか公正性というような観点からいいますと。一番それが。

住民の皆さんの真の意見を吸い上げれるのではないかと、いう決断をしたところで。住民投票

の方が望ましいと、いうことを結論として、結論に至ったというところでございます。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） 

家族の意見。アンケートだと家族の意見ということでありますけれども。であればなおさら、

もし投票条例ということになればですね、投票率を決めていただきたい。この投票条例自体に

私疑問に持ってますんで。今後例えばリニアの側道についても、住民の意向を聞かなきゃなら

んかもしれない。体育館を造るについても住民の意向を聞かなきゃならんかもしれん。議員発

議を、一件、一件住民投票でやるのか。これが、町が決める事だったらいいですよ、住民投票

でもアンケートでも。単なるＪＲとの協議の材料ですから。それを住民投票でやるということ

については、まだ納得がいかないということで、私の質問を終わらしていただきます。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、議案第５４号の質疑を終わります。 

ただいま議題になっております、議案第５４号につきましては、お手元に配布してあります

議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 

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

○議長（秋山貢君） 
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日程第６ 議案第５５号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第５６号 富士川町地域包括支援センターの人員及び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８ 議案第５７号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 議案第５８号 富士川町直売所条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は、条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５５号から議案第５８号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５５号から議案第５８号の質疑を終わります 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１０ 議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１１ 議案第６０号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６１号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６２号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第６３号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の５議案ついては、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５９号から議案第６３号までの質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

７番 鮫田洋平君。 

○７番議員（鮫田洋平君） 

１点だけお願いします。一般会計補正予算の２ページ歳入、財産売り払い収入なんですけど。

ちょっと、説明であったかもしれないんですけども、確認でお願いします。この土地売り払い

代金の場所と、大きさ、広さを教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

管財課長 志村正史君。 

○管財課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。全部で、１件目は公募により売却をしました８０９万円

でございます。場所につきましては、大椚大久保線のコメリの東側約１００メートル行った町

有地でございます。面積については３３７平方メートルでございます。続きまして、２点目で

すが。未利用地、普通財産によりまして隣接者への売却で１１０万８千円でございます。場所

につきましては、鰍沢地区の仲町１５５３－３という事で、ハローワークの西側でございます。

それが２件でございます。もう一点は、赤道の用途廃止後の売却１件で、３万５千円でござい

まして。こちらにつきましては、いち柳の、というかスナック街のところの細い道を北に向かっ

たところの、いち柳さんに売却した計４件でございます。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

７番 鮫田洋平君。 

○７番議員（鮫田洋平君） 
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ありがとうございます。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

議案第５９号一般会計補正予算の住民投票費用４２０万円について伺います。まず１点目。

町民の立場から、なぜ町民が４２０万円もの費用を負担しなければならないのかと、いうこと

で。端的に言って、フードであれ防音壁であれ、町民は被害者です・・・。 

○議長（秋山貢君） 

川口議員。一般会計補正予算の４２０万のですね、使途とかそういう事について質疑するで

あれば結構ですけれども。投票条例自体についてですね、ここで質疑にするのは適切ではない

んで、予算について質疑してください。 

○３番議員（川口正満君） 

今予算について、４２０万円について伺ってるんですけども。はい、で被害者になる町民。

町長も、町も被害者でと申してますけども。加害者という立場にとってですね。これ、巨大な

国策事業が、今この町に来ておるわけです。それで、騒音や日照阻害の影響や被害が町民に及

ぼすということで。本来ならば、環境影響評価書で慎重に丁寧に調査するべき。だから、それ

がですね今一部は防災フードだと。一部は開けるんだという意見が反映されて、今の計画になっ

てる訳ですね。 

さてそれでですね。今回、今の段階になって、フードか壁かということを住民に求めるわけ

ですけども。その発生する費用を、なぜ町民が負担しなければならないのか。本来ならば、慎

重に環境影響評価をしてですね。その時点で費用が発生するならば、すべての事業、費用は事

業者が負担するべきです。そんな事で素朴にですね、町民がなぜ４２０万円負担しなければな

らないかっていう。１点目の質問です。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

住民投票条例の４２０万円の費用についてでありますけども。これはですねこの町の住民が

これから末永くそこで暮らしていかなきゃならない。その判断をするための経費でありますか

ら、町で実施すべきだと。そして、JR 東海は JR 東海で環境影響評価書、環境アセスの中でで

すね、先ほど財務課長が答弁いたしましたように、明かり区間とそしてフード区間、それは示

しております。ただ、そういった示された中であっても、先般。騒音規制の意見交換会をしま

した。その結果、中心線から左右４００ｍを第１類位の規制区域として、これから県のほうに

していくわけでありますけれども。そうは言っても、明かり区間は出る訳であります。例えば

戸川の上とかですね。戸川の川の上部とかは出てきますんで。そういうものも含めてですね、

これからどういうふうにしていくか。町の意見をこれからしていくために、やはり地域住民の

意見を聞くための経費だと思っております。 

なおこの経費につきましては、ＪＲ東海に本来負担してもらえれば一番いい訳でありますけ

ども。全部同じ自治体が、沿線自治体がするわけでもありませんので。町とすれば、特別地方

交付税の特殊要因ということで入れてあります。もらえるかもらえんかは、これからで分かり
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ませんけども。そうは言いましてもこれを実施するに当たりましては、とりあえずは、町が支

弁をしていかなきゃならんということで、今回計上させていただいております。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） 

先ほどの１点目の質問は加害者と被害者という立場でお聞きしたのですけども。２点目の質

問はですね。収益事業を上げようとする、国策民営事業の民間企業は、営業目的ということに

なる訳ですね。一方、このまちの住民は土地を譲ってあげる。あるいは、多大な迷惑をかけま

すけれども、平穏な町を通らせていただきます。という観点での事業になります。 

そういう観点でですね、住民は用地を提供する、あるいは環境悪化などの影響、被害を受け

ることが明らかにもかかわらず、仕方なく協力して、負担を負わなければならない協力者の立

場です。そういう観点でですね、これ民法上からいってもですね、収益事業を上げる国策事業

でありますけれども。この発生する費用を、被害者がなぜ負担しなきゃいけない。町と。間接

的には町民が町税から負担しなければいけない。そういう観点でいかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

町も被害者と今までも言ってきましたけども。今でも思っておりますけども。これは町が所

有している公共施設の上部を通るということで被害者なんですね。当然町を縦断するのも被害

者でありますけども。ただ、これからそこにお住まいになる皆さんも居るわけであります。こ

れは、収益的事業とはいっても、公共事業として入ってきますんで。土地収用法も関係をして

くる公共事業であります。 

そういう中で、これから、そごにお住まいになる皆さんが、できるだけ快適で過ごし、そこ

で生活ができるようにですね。皆さんの意見を聞くための経費であります。住民の意見とはい

いましても一旦は吸い上げても、そのあとは今度それを元にした町の意見として JR 東海へ、

施行者である JR 東海の方には伝えていきますんで。その意見集約するための経費であります

んで。町が計上するのは当然のことだと思っております。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） 

３点目の質問ですけど。先ほど町長も、特別交付税の検討もする、ということですけども。

この４２０万円、やはり本来は JR 東海に対してですね、弁償するものなり、あるいはＪＲ東

海が補填するという事をですね、JR 東海、事業者に要求するべきだと思いますが。その点い

かがですか。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

JR 東海は今後町の意見を聞いてくると思いますけども。本来であれば町がしっかりとした

ですね。全部フードにしてくださいとか、全部明かり区間にくださいとか。こうですと。今、

はっきり言えればいいんですが。そこに住民の意向、意見を町は集約しておりません。集約し
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てないから、今回こういう手法を使いながら、地域住民の皆さんの最も意見が反映できる方法

として、この住民投票を考え、その経費を計上したところであります。でＪＲ東海の方はです

ね、先ほどもいいましたが、全地域がするんであればそれは出るかもしれません。これは富士

川町としての判断でありますんで、他の沿線自治体がこういう住民投票するかどうかわかりま

せん。町は条例制定権もありますし、そして住民の意見を聞くのには、我々は、これが最も公

平性があった手法だと思っておりますから、今回はしております。でＪＲ東海はそういう考え

であります。町でも当然それは要求はしてありますけども。それは多分無理であろういうこと

で、今回は町の経費で計上してありますが。この一般財源４２０万４千円については、リニア

という特殊事情によって生じる経費でありますんで。特別地方交付税の特殊要因ということで、

県の方には出してある。ということであります。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） 

まとめですけれども。町民がですね、本来ならば無かった費用が発生して、全く町民が負担

したくない費用が発生する、ということで。財政面でですね、さらに、町民、町が負担になら

ないように。ぜひ泣き寝入りならないように、善処をお願いしたい。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

住民投票の予算に対して、１点だけお聞きします。投票の手続等の予算は、たぶん４２０万

という事なんでしょうけども。先ほどから議論になっている、町民や住民への情報提供という

部分になると。例えば印刷物の印刷や郵送、そういった費用がかなりかかるんじゃないかと思

うんですけども。その予算というのは、どこに含まれてるのかお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただいまの齊藤欽也議員のご質問にお答えいたします。補正予算書の４ページ事項別明細書

の４ページでございますが。この中に役務費といたしまして通信運搬費。需用費といたしまし

て、印刷製本費を計上してございます。この経費の中で、執行させていただきます。以上でご

ざいます。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

はいわかりました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

５番 堀内春美さん 

○５番議員（堀内春美さん） 

ちょっと教えていただきたいんですが。 

歳出のですね。 

○議長（秋山貢君） 
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議案何号ですか。一般会計ですか。 

議案第５９号ですか。 

○５番議員（堀内春美さん） 

５７ページの土木費の公有財産土木費というのが３１１万９千円とあるんですけども。これ

この間の説明の中に青柳の古宿とおっしゃられたんですけれども。・・・。すいません。後でも

う一度やり直します。 

○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５９号から議案第６３号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１５ 議案第６４号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１６ 議案第６５号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結について 

以上の２議案については、契約の締結案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第６４号および第６５号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

議案第６５号の光ケーブルのことでお伺いします。約７００万円の工事変更契約が結ばれる

仮契約になっておりますけども。この主な原因を、増額した主な原因を教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君。 

○政策秘書課長（野中正人君） 

青栁議員の中部・五開区光ケーブル敷設工事変更契約の、増額分の主な部分についてご説明

いたします。まず１点は、東京電力の指示によって、中部区から五開小学校等までにひかれて

おります、旧の公共施設のネットワーク送電路でありますけども。これを、撤去をしてほしい

と。新しいものと古いものと、二つある架設ということになるわけですけれども。東京電力の

方針として、１事業所１カ所にしてほしいというような指示がございまして。その撤去費用に

約３３０万円の増加でございます。 

それから、国道の占用協議の中におきまして、管理者の方からの指示によりまして、インナー

ダクトを、敷設に伴って、入れてほしいというようなことで。国道の中に配管が入っていて、

それに何本か入る訳ですけども。それを１本１本分けるようにするためのインナーダクトとい

うようなものを、その中で敷設してほしいと、いうような指示がございまして。その材料、工

事費で、約１６０万円。それから、河川管理者及びＮＴＴ柱から鹿島の橋を渡った先のところ、

それから鬼島地区の塩の華のうしろでございますけれども。独立柱を１本ずつ立てないと、も

たないという指示がございまして。独立柱を２本建柱することになりまして、それが約６０万

円の増加。その他、工事全体の増減等がございまして、それが差し引きで約１５０万円の増加

ということで、合わせて７００万円の増ということになります。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 
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○４番議員（青栁光仁君） 

質問をおります。 

○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） 

議案第６４号、町民交流広場整備工事契約請負の締結についての部分ですけれど。これは今

回地元の業者が落札したという事で、非常にいい事だと思いますけれども。その中で特記仕様

書。これは施工する上でのルールの部分なんですけれど。この中の現場管理というところの中

に。競技施設の施工においては、一読しますね、平成１９年度以降に官公庁等が発注した日本

陸上競技連盟基本規則に基づく、第３種以上の公認陸上競技場に関わる、全天候型舗装の新設

及び改修工事（４，０００㎡以上）を、元請または共同企業体の代表構成員として請け負った

事業者と雇用関係にあるもので、上記の工事の管理技術者または主任技術者として、従事した

実績のある技術者を必ず配置すること、ってあるんですけど。この実績のある技術者っていう

部分は、確認はしてあるんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

○都市整備課長（内田一志君） 

ただいまの質問の、実績ある技術者ということなんですけど。これは下請の業者も可能とし

てありますので。誰が実績があるかという事は確認しておりません。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

今後、施工をする中で下請けが決まったら、そこで、その業者を確認するという考え方でよ

ろしいですか。 

○議長（秋山貢君） 

都市整備課長 内田一志君。 

○都市整備課長（内田一志君） 

そのような形になります。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。是非この辺のルールにはしっかり則って施工をお願いします。以上です。 

○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６４号および第６５号の質疑を終わります。 

これから、議案第６５号 中部・五開区光ケーブル敷設工事請負変更契約の締結についての

討論を行います。 

討論は、ありませんか。 
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（ な し ） 

     討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６５号の討論を終わります。 

これから、日程第１６ 議案第６５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６５号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１７ 認定第６号 平成２８年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第１８ 認定第７号 平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案については、決算認定案でありますので、一括して議題とします。 

本案は、決算特別委員会に付託しましたので、質疑は、大綱のみに留(とど)めて下さい。 

これから、認定第六号および認定第七号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

以上をもって、認定第６号および認定第７号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１９ 認定第８号 富士川町道路線の認定について 

日程第２０ 認定第９号 富士川町道路線の認定について 

以上の２議案については、道路認定案でありますので、一括して議題とします。 

これから、認定第８号および認定第９号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ）     

質疑なしと認めます。 

以上をもって、認定第８号および認定第９号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５５分 
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平成２９年第３回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２９年 ９月２２日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 １号 子どもたちのゆたかな教育環境をつくるための、教職員

定数改善に関する請願について 

日程第 ３ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度 

富士川町一般会計補正予算（第２号）） 

日程第 ４ 議案第５４号 富士川町リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音 

防災フードの設置要請に関する住民投票条例の制定に 

ついて  

日程第 ５ 議案第５５号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第５６号 富士川町地域包括支援センターの人員及び運営に関す 

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 ７ 議案第５７号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第５８号 富士川町直売所条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第６０号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１１ 議案第６１号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６２号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１３ 議案第６３号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第６４号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１５ 認定第 ６号 平成２８年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入 

歳出決算認定について 

日程第１６ 認定第 ７号 平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定について 

日程第１７ 認定第 ８号 富士川町道路線の認定について 

日程第１８ 認定第 ９号 富士川町道路線の認定について 

日程第１９ 議案第６６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２０ 意見書案第１号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書提出に 

ついて 

日程第２１ 意見書案第２号 子どもたちのゆたかな教育環境をつくるための、教職
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員定数改善に関する意見書提出について 

日程第２２ 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２３ 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２４ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山   勇 

           ７番  鮫 田 洋 平 ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町        長 志 村  学 会  計  管 理 者     田 辺  明 弘 

教 育 長 川 手 貞 良  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人   

財 務 課 長 齋 藤  靖  管  財   課   長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永 井 たかね  防   災   課   長  深 澤  千 秋 

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

子育て 支 援 課 長 大 堀 ゆかり  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

都 市 整 備 課 長 内 田 一 志  土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男     
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開会 午前１０時００分 

○議長（秋山貢君） 

本日は、第３回富士川町議会定例会四日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました、第３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本日の会議

を開きます 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 諸般の報告 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案件として、富士川町人権擁護委員人事案１件、意見書案２件、閉会中の継

続調査申出書３件が提案されています。 

ご審議をよろしくお願いします。 

また本日は、報道機関から撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了承願

います。以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 請願第１号 子どもたちのゆたかな教育環境をつくるための、教職員定数改善に関 

する請願について 

去る、９月８日に教育厚生常任委員会へ付託しました、請願第１号について、委員長の報告

を求めます。 

７番、鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

―――――――  請願審査報告書の朗読 ―――――――― 

〇議長（秋山貢君） 

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

鮫田委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、請願第１号の質疑を行います。 

質疑はありますか。 

（ な し ） 

     質疑なしと認めます。 

以上をもって、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

鮫田委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、請願第１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。 



 １４２

以上をもって、請願第１号の討論を終わります。 

これから、日程第２ 請願第１号を採決します。 

請願第１号に対する委員長報告は採択とするものです。委員長の報告のとおり決定すること

に、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号は、委員長報告のとおり採択とすることに決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般 

会計補正予算（第２号）） 

を議題とします。 

これから、承認第１０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１０号の討論を終わります。 

これから、日程第３ 承認第１０号を採決します。 

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１０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４ 議案第５４号 富士川町リニア中央新幹線の騒音及び日照に係る防音防災フードの 

設置要請に関する住民投票条例の制定について  

     を議題とします。 

本議案は、去る９月８日の本会議で総務産業建設常任委員会へ付託しました。議案第５４号

について、委員長の報告を求めます。 

１１番、井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

それでは報告をいたします。 

――――――― 委員会審査報告書の朗読―――――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、総務産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５４号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 
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質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第５４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。   

これから、議案第５４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５４号の討論を終わります。 

これから、議案第５４号を採決します。 

     この採決は起立によって行います。 

議案第５４号に対する委員長の報告は否決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

起立多数です。ご着席ください。 

したがって、議案第５４号は、否決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第５ 議案第５５号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第５６号 富士川町地域包括支援センターの人員及び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７ 議案第５７号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第５８号 富士川町直売所条例の一部を改正する条例について 

以上の４議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５５号から議案第５８号を、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５５号から議案第５８号の討論を終わります。 

これから、議案第５５号から議案第５８号を一括して採決します。 

     お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５５号から議案第５８号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第９ 議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

を議題とします。 

９月１９日付けで、齊藤正行君他１名からお手元に配布しました、議案第５９号 平成２９年

度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修正動議が提出されました。 

したがって、これを本案と併せて議題とし、修正案の提出者の説明を求めます。 
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１４番、齊藤正行君 

○１４番議員（齊藤正行君） 

――――――― 修正案の朗読―――――――― 

提案理由、議案第５９号平成２９年度富士川町一般会計補正予算第３号中、2 款総務費４項

選挙費５目住民投票費４２０万４千円については、住民投票条例案が、先の総務産業建設常任

委員会の審査において原案否決。また、先ほどの条例案の採決においても否決となったため、

住民投票費を全額減額するものであります。事項別明細書をお願いします。 

――――――― 事項別明細書の朗読説明―――――――― 

以上で報告を終わります。 

○議長（秋山貢君） 

齊藤正行君 その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修正

案の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、修正案の質疑を終ります。 

齊藤正行君 自席にお戻りください。 

これから、議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の修正案の討

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５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の修正案

の討論を終ります。 

これから、議案第５９号の修正案を採決します。 

お諮りします。 

本修正案に賛成の方は、起立願います。 

起立多数です。着席してください。 

したがって、議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修

正案は、可決されました。 

次に、ただいま修正議決した部分を除く、議案第５９号 平成２９年度富士川町一般会計補

正予算（第３号）についてを採決します。 

お諮りします。 

採決は、起立によって行います。 

修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願

います。 

起立多数です。 

したがって、議案第５９号は、修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり可決

されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（秋山貢君） 

日程第１０ 議案第６０号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第６１号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６２号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第６３号 平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

以上の４議案については、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから議案第６０号から議案第６３号までの討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６０号から議案第６３号までの討論を終わります。 

これから、議案第６０号から議案第６３号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６０号から議案第６３号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１４ 議案第６４号町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

これから、議案第６４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６４号の討論を終わります。 

これから、日程第１４ 議案第６４号町民交流広場整備工事請負契約の締結についてを採決

します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６４号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１５ 認定第６号 平成２８年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

日程第１６ 認定第７号 平成２８年度富士川町水道事業会計決算認定について 

平成２８年度の決算認定につきましては、去る９月８日の本会議で、決算特別委員会に付託
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しましたので、委員長に審査の報告を求めます。 

９番、市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

――――――― 委員会審査報告の朗読 ――――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、委員長の報告が終わりました。 

市川委員長、その場でしばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第６号および認定第７号については、質疑と討論を省略します。 

市川委員長、自席にお戻りください。 

これから、日程第１５ 認定第６号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告のとおり認定とするこ

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、認定第６号は、原案のとおり認定することに決定しました。 

これから、日程第１６ 認定第７号を採決します。 

お諮りします。 

この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告のとおり認定とするこ

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、認定第７号は、原案のとおり認定することに決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１７ 認定第８号 富士川町道路線の認定について 

日程第１８ 認定第９号 富士川町道路線の認定について 

以上の２議案は道路認定案でありますので一括して議題とします。 

これから認定第８号および認定第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、認定第８号および認定第９号の討論を終わります。 

これから、認定第８号および認定第９号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 
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（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第８号および認定第９号は、原案のとおり承認されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１９ 議案第６６号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

について 

を議題とします。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

――――― 議 案 の 提 案 理 由 説 明 朗 読 ――――― 

○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６６号については、質疑と討論を省略します。 

これから、議案第６６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６６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２０ 意見書案第１号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書提出について 

を議題とします。 

意見書案第１号の提出者に趣旨説明を求めます。 

１１番、井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

      ―――――――― 意見書案の提案理由朗読説明 ――――――――  

○議長（秋山貢君） 

以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第１号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 
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以上をもって、意見書案第１号に対する質疑を終わります。 

井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、意見書案第１号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第１号の討論を終わります。 

これから、日程第２９ 意見書案第１号「全国森林環境税」の創設に関する意見書提出につ

いてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第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２１ 意見書案第２号 子どもたちのゆたかな教育環境をつくるための、教職員定数改善

に関する意見書提出について 

を議題とします。 

意見書案第２号の提出者に趣旨説明を求めます。 

７番、鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

―――――――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。 

鮫田委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第２号の質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 

鮫田委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、意見書案第２号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 

これから、日程第２１ 意見書案第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 



 １４９

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

日程第２２ 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２３ 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２４ 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。 

各常任委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は、全て終了しました。 

平成２８年度の決算認定案など重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会出来ます

ことを厚くお礼申し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、質疑、答弁、決算特別委員会、

各常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。これから各種行事が催される時

期となります。何かとご多忙のことと存じますが、健康には十分留意されまして、町政の推進

になお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３回富士川町議会定例会を

閉会します。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時３９分 
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