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平成３０年第４回富士川町議会定例会（１日目） 
 

平成３０年１２月 ７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  承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度富士川町一般会計補正予算（第４号）） 

日程第 ５ 議案第６６号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例につい 

 て 

日程第 ６ 議案第６７号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第６８号 富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第６９号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ９ 議案第７０号 富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１０ 議案第７１号 富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の 

一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第７２号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条

例について 

日程第１２ 議案第７３号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１３ 議案第７４号 平成３０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７５号 平成３０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７６号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算

（第２号) 
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日程第１６ 議案第７７号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第７８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予    

算（第２号） 

日程第１８ 議案第７９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１９ 議案第８０号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第２０ 議案第８１号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第２１ 議案第８２号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第２２ 議案第８３号 町民体育館解体工事請負契約の締結について 

日程第２１ 認定第  ５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。（１４名） 

 
 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 
 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 
 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 
 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  
１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 
１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 
 

３ 欠席議員 
         な  し 
 
 

４ 会議録署名議員 
 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁 
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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 
（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 
会 計 管 理 者 永井たかね    政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 
財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     
税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    
町 民 生 活 課 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 依 田 正 紀     
都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  土 木 整 備 課 長 内 田 一 志    
上 下 水 道 課 長 中 込 浩 司  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史     
生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 

 
 
６ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 
議会事務局長 早 川 竜 一 
書     記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（井上光三君） 

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。着席願います。

富士川町告示第６４号をもって招集されました、平成３０年第４回富士川町議会定例会

に、議員並びに町長をはじめ執行部各位にはご健勝にてご出席いただき、誠にありがと

うございます。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

ただいまの出席議員は、１４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３０年第４回富士川町議会定例会を開会します。 
これから本日の会議を開きます。第４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し

上げます。 
師走に入り、平成３０年も残りわずかとなりました。ここ数日、温かい日が続いてお

りますが、気象庁の３か月予報でも、気温は寒気の影響を受けにくいため、平年並みか

高いといわれています。これからの季節、気温の変動が見込まれますので、体調等の管

理には十分ご留意願います。 
さて、今年１年の主な出来事を振り返ってみますと、２月に行われた平昌オリンピッ

クにおいては、男子フィギュアスケート羽生選手が金メダルを獲得するなど、日本は冬

季オリンピック史上過去最高となる１３個のメダルを獲得し、女子カーリングチームが

戦略を練る時に使った言葉「そだねー」が、平成最後となる新語・流行語大賞を受賞す

るなど、高い関心を呼びました。また、アマチュアスポーツ界では、アメリカンフット

ボール、レスリング、体操、ボクシングでの指導者のパワハラなど、不祥事が目立った

年でもありました。 
自然災害では、大阪北部地震や震度７を記録した北海道胆振地方地震、西日本におい

ては、７月の数日間にわたる記録的な豪雨により、１１府県で大雨特別警報が発令され、

死者２２０人以上となる平成最悪の気象災害となりました。一方で、関東甲信地方では、

梅雨入りの期間が２４日間と短く、また平年より２２日早い梅雨明けとなりました。 
安倍政権の今後の柱と位置付けた「働き方改革法案」では、「少子高齢化に伴う生産

年齢人口の減少」、「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」、こうした投

資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に

発揮できる環境を作ることが重要な課題であるとして、「働き方改革法案」が成立され、

働く方の置かれた個々の事情に応じ多様な働き方が選択できるよう明年４月から、順次

施行されます。 
本町に目を向けますと、４月に町長選挙、町議会議員一般選挙が執行され、議員選挙

においては、これまでの定数を２名減し、１４名の議員が誕生しました。これまでの間、

議員各位におかれましては、それぞれの分野において議員活動にまい進されてきたこと

と思います。議会としても、本年４月に施行された議会基本条例を基に議会改革を進め

ているところでありますが、これまでの議会改革活動の成果として、本年８月から１１
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月にかけて、県内外の自治体議会から６件の行政視察の受け入れがあり、議会改革、議

会運営等についての情報交換を行ったところであります。今後は、現在、議会改革推進

会議で協議している、一般会議の設置、議員懇談会の実施、議会サポーターの導入等に

ついて、早急に取りまとめていきたいと考えています。 
年が明けますと、山梨県知事選挙や山梨県議会議員選挙の執行、５月１日には新天皇

が即位されることから、新元号への対応準備、また町制施行１０周年記念行事など、様々

な事務事業が予定されております。議会としても、こうした課題について町民の皆様の

声に耳を傾けるとともに、町と連携して対応していく所存であります。 
今定例会は平成３０年度補正予算、条例改正などについて審議をお願いすることにな

ります。議員各位におかれましては、健康への十分な留意と活発な議論をお願い申し上

げ、あいさつといたします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により９番 深澤公雄君及び１０番 青

栁光仁君を指名します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

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１４日までの８日間にしたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 
（異議なし。の声） 
異議なしと、認めます。 
したがって、会期は本日から１４日までの８日間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３ 諸般の報告 
この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
議長から報告します。本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・

氏名、及び監査委員の出納検査報告などにつきましては、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。 
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１１日の本会議で議事日程により、審議

をお願いします。以上で諸般の報告を終わります。 
ここで、町長からあいさつの申し出がありましたのでこれを許します。 
町長 志村学君。 
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○町長（志村学君） 
      おはようございます。本日ここに、平成３０年１２月 富士川町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位におかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、全員の御

出席を賜り、誠にありがとうございます。 また、日ごろから町政推進のため、格段の

御理解と御尽力 を賜っておりますことに、厚く御礼を申し上げます。  
本年も残すところあと僅かとなり、年末年始を間近に控え、多忙な日々が続くことと

存じますが、どうぞ健康には十分に御留意され、穏やかで、輝かしい新年が迎えられま

すようお祈り申し上げます。  
それでは、開会にあたり、今定例会に提出いたしました案件のうち、主なるものにつ

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

し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。  
この一年を振り返りますと、４月１５日に、富士川町長選挙及び富士川町議会議員一

般選挙が執行され、多くの町民の皆様のご支援を賜り、引き続き町政を担わせていただ

くこととなりました。 その責任の重さを改めて実感する中で、身を引き締め、日々、

執務にあたっているところであります。 これからも公平・公正な立場で、住民中心の

町政を推進し、重要課題に積極果敢に挑戦し、「暮らしと自然が輝く交流のまち」を目

指す中で、子どもや若者が夢と希望の持てる町、お年寄りや住民が安心して暮らせる町

にして参りたいと考えております。  
さて、今年は、異常気象や平成、最悪となる災害の多い一年でありました。夏は全国

各地で記録的な猛暑となり、埼玉県熊谷市では、これまでの日本最高気温となる４１．

１℃を観測し、県内においては、３５℃以上となる猛暑日が３１日を数え、甲府市では

８月１０日に４０．７℃と県内の過去最高気温を観測しました。 また、７月５日から

８日にかけての西日本豪雨は、死者 ２２４名、行方不明者８名、浸水被害２０，００

０棟以上の被害を受けたところであります。 ９月４日から５日には台風２１号が、９

月３０日から１０月１日には台風２４号が山梨県に影響をもたらし、大雨警報や、土砂

災害警戒情報も発令され、本町においても、災害警戒本部を設置し、警戒にあたったと

ころであります。 また、地震の多い年でもあり、４月９日に鳥取西部を震源とする震

度５強を観測し、６月８日には、大阪府北部を震源とする震度６弱の地震が発生し、登

校中の女児がブロック塀の崩落に巻き込まれ、亡くなられたことは記憶に新しいところ

であります。 このほか、９月６日には北海道 胆振いぶり東部を震源とする震度７の地

震が発生し、未明の地震ということもあり、死者 ４１名を数える人的被害が発生しま

した。 地震や豪雨被害に遭われた皆さまに、お見舞い申し上げますとともに、お亡く

なりになられた皆さまの御冥福をお祈り申し上げ、さらに、それぞれの地域の一刻も早

い復旧、復興を願っているところであります。 こうした異常気象や地震の発生は、日

本各地はもとより、世界規模で発生しており、地球温暖化をはじめとする、自然現象の

変化に危惧するところであります。  
明るい話題といたしましては、２月に韓国で開催されました、平昌冬季オリンピック

において日本は、金メダル４個、銀メダル５個、銅メダル４個と、長野オリンピックに
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記録した、１０個を上回り、過去最高となり、２０２０年の東京オリンピックに弾みが

ついた大会となりました。  
本町においても、第７１回山梨県体育祭り町村の部において、９連覇を達成し、旧増

穂町時代を含めると１２連覇の偉業を達成いたしました。  
明年は、町制施行１０周年を迎える記念の年であります。 町でも１０周年記念事業

を計画しておりますが、県体育まつりにおいても、町村の部で、総合優勝１０連覇を期

待して いるところであります。  
それでは、今定例会に提出いたしました、主な案件と主要な事業への取り組み状況に

ついて申し上げます。  
先ず、ごみ処理の広域化についてであります。 将来にわたり、安定的かつ効率的な

ごみ処理体制を確保するために、山梨県ごみ処理広域化計画によって区分された、Ａブ

ロック管内にある峡北、中巨摩、峡南地域が、ごみを共同処理することとなりました。 
Ａブロックのごみ処理広域化計画につきましては、峡北、中巨摩、峡南地域ごみ処理広

域化 推進協議会で協議されており、現在までに決定されている事項を報告させていた

だきます。 新組合の名称は、「山梨西部広域環境組合」で、議員定数は、１６名、経費

の支弁方法は、施設建設費等につきましては、均等割１０％、人口割９０％、管理運営

費につきましては、均等割１０％、人口割３０％、処理量割６０％で決定されました。 
また、ごみ処理場の場所につきましては、１１推薦地から南アルプス市鏡中條地区、中

央市大田和地区、中央市浅利地区の３候補地に決定したところであります。 今後、３

候補地から１候補地へ最終決定いたしますが、住民の皆様のご理解をいただけますよう、

慎重に進めて参ることとしております。  
次に、役場新庁舎の建設についてであります。 役場新庁舎につきましては、昨年１

２月に、新庁舎の設計業務の指針となる「新庁舎整備基本計画」を策定し、 本年１１

月には新庁舎の内部空間の方針である「新庁舎執務環境 整備 基本計画」を策定したと

ころであります。 今後は、この「新庁舎整備基本計画」、「新庁舎執務環境 整備基本計

画」を基に、プロポーザル方式により、設計業者を選定し、基本設計を行うこととし、

今定例会に新庁舎建設 基本設計業務委託に要する経費を計上いたしたところでありま

す。  
次に、将来を展望した教育についてであります。 本町の小中学校においては、児童

生徒数の減少等により、学校の小規模化が進み、教育条件や教育環境の不均衡のほか、

教育効果への影響が懸念されております。 このような状況の中、町では、平成２５年

に「富士川町学校規模 適正化基本方針」を策定したところでありますが、策定から既

に５年が経過し、学校の現状や児童生徒数の見込み等についても変化してきております。 
こうしたことから、町内在住の、小中学校の校長経験者を委員とした「富士川町小中学

校のあり方検討会」を１１月に設置し、町内小中学校の今後の教育制度のあり方や、学

校の適正な規模、配置等について検討をいただいているところであります。  
次に、町立保育所の再編についてであります。 現在、町内に町立保育所は５個所あ

りますが、少子化が進み、全ての保育所が定員割れの状態であります。 このような状

7 
 



況下の中で、クラス人数の減少が進むと、児童の間での関わりや、触れ合いの機会が少

なくなり、集団保育の効果が低下してしまいます。 こうしたことから、町では、保育

所の適正な規模、配置を検討しているところであり、集団保育の効果の向上を図るため、

保育所の再編を行って参りたいと考えております。  
次に、峡南医療センター企業団への貸付金についてであります。 峡南医療センター

企業団の平成２９年度決算においては資金不足比率が１２．４％となり、１０％以上と

なったため、平成３０年度は企業債の借入れが困難となりました。 こうした資金不足

比率が、１０％以上の状態が続きますと企業債の借入れができず、医療機器等の整備が

できなくなり、病院経営に支障を及ぼすこととなりますが、現在の企業団の財政力では

解消できないことから、この資金不足比率を １０％未満に抑えるため、企業団と両町

で協議した結果、今年度、短期貸付で予定していた貸付金の内、２億５千万円を長期貸

付に振り替えることとしたところであります。 こうしたことから、今年度、予定した

返還金の内、本町分の歳入予算、１億２千５百万円を減額する補正予算案を今定例会に

提出しております。 なお、この長期貸付金は、県市町村振興資金の貸付け利率と同率

で貸付け、５年据え置きの３０年で両町に返済される貸付金としております。  
次に、台風 24 号に伴う公共土木施設等の災害復旧についてであります。 ９月３０日

から１０月１日にかけての台風２４号における、倒木及び土砂流出の撤去を早急に行う

ため、道路橋梁 応急 災害復旧費及び、農地等応急 災害復旧費については、議会を開

くいとまがないため、それぞれ必要な経費を専決処分させていただきました。 また、

町道八丁山線外３路線においては、路肩面の崩落等による町道の復旧費、平林の農地１

カ所、倒木により被災した鳥獣害防止電気柵の本復旧費として、農業用施設 災害復旧

費及び道路橋梁 災害復旧費に、それぞれ所要の経費を計上しております。  
次に、入町地内の危険木伐採についてであります。 鰍沢入町地内においては、民家

に隣接する裏山の山林の荒廃が進行し、雪害や台風等による枝折れや倒木等が多く見受

けられ、非常に危険な状態であります。 こうしたことから、町では、再三にわたり山

林所有者に伐採依頼を行って参りましたが、未だに放置された状態にあります。 法律

上、こうした事案は、民地と民地の問題であり、倒木により被害が発生した場合、所有

者同士の訴訟となるものでありますが、山林所有者とは連絡が取れず、このまま放置す

れば、地域住民の生命、身体、財産に被害を及ぼしかねないことから、防災対策として、

町が伐採することとし、今定例会に危険木伐採経費を計上いたしております。  
次に、小中学校のブロック塀の撤去についてであります。 町内小中学校のブロック

塀については、国土交通省のブロック塀の安全基準に基づき、ブロック塀の高さ等を目

視により点検し、安全性が不十分であった増穂小学校及び増穂中学校のブロック塀は既

に撤去し、フェンスの設置を行ったところであります。 しかしながら、今般、文部科

学省から専門家による再点検の指示があり、探知器によるブロック内部の点検を実施し

たところ、増穂南小学校及び鰍沢小学校のブロック塀が、国の安全基準を満たしていな

いことが判明したことから、今定例会において、２校のブロック塀の撤去等、改修に係

る経費を計上しております。  
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次に、簡易水道料金と営農飲雑用水料金の改定についてであります。 町では、平成

２８年６月に富士川町 水道料金等審議会へ上水道、簡易水道料金及び下水道使用料の

改定について、 諮問を行い、同年１０月には審議会からの答申を受けたところであり

ます。 この答申では、簡易水道料金については、上水道を含めた水道水を作る費用に

大きな差がないため、町内の水道料金は同一の料金体系とすることが望ましいが、大幅

な改定となることから、利用者の負担軽減が図れるよう、段階的に行うこととし、２年

毎に審議会を開催し、審議していくことが望ましいとの答申をいただいたところであり

ます。 この答申内容に基づき、各地域で説明会を実施し、平成 ２９年１月の臨時議会

後、周知期間を経て、同年４月より第１段階として、町内各簡易水道の料金格差の解消

する料金改定を行ったところであります。 こうした中、本年７月に改めて水道料金等

審議会を開催し、第２段階としての簡易水道料金と営農飲雑用水料金の一部を上水道料

金と統一する内容の諮問を行い、１０月１９日に答申を受けたところであります。 こ
の答申を受け、簡易水道料金と営農飲雑用水料金の一部を上水道料金と統一する内容の

改正を行うこととし、今定例会に条例改正案を提出しております。  
次に、富士川町 都市公園条例の改正についてであります。 都市公園の管理について

は、都市公園法において、設置者の地方公共団体が行うことと規定されておりますが、

同法において、申請に基づき、町が許可を与えることにより、都市公園内において、公

園管理者以外の者が、都市公園の機能増進等を目的に、売店・飲食店等の便益施設を含

む、公園施設の設置又は管理することができることとされております。 しかし、本町

の都市公園条例では、都市公園の施設等の管理につきましては、教育委員会又は公共団

体に限られております。 こうしたことから、都市公園における機能増進のニーズに対

して、公園施設の設置管理許可制度を活用するため、所要の改正を行う必要があるため、

今定例会に条例改正案を提出しております。  
次に、町民交流広場の名称の決定についてであります。 町民交流広場の正式名称に

つきましては、平成２７年３月、富士川町民交流広場 整備検討委員会から、「現段階で

は、仮称であるので、公募し、ふさわしい名称に決定することが望ましい。」との提言

をいただいていたところであります。 平成３１年度、一部供用開始するにあたり、名

称を募集することとし、本年８月２０日に富士川町民交流広場 名称選定委員会を設置

いたしました。 委員会では、８月２７日から応募の受付を開始し、９月 ２６日に締め

切ったところ、町内小中学生や全国から１３２点の応募があり、名称選定委員会におい

て、８点まで絞り込み、１１月９日に最終選考を行ったところであります。 その結果、

最優秀には、県外の２名の方々から応募があった「富士川いきいきスポーツ公園」と決

定し、１１月１６日に委員長から報告を受け、採用することとしたところであります。 
この、富士川いきいきスポーツ公園については、明年４月下旬、スポーツ施設を供用開

始する予定であり、現在、人工芝舗装などの工事を鋭意進めているところであります。 
こうしたことから、スポーツ施設の供用開始に合わせ、陸 上競技及びサッカー競技の

備品整備が必要となるため、今定例会に備品購入に係る所要の経費を計上しております。  
次に、過疎地域 自立促進計画の変更についてであります。 この計画は、鰍沢地区を
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対象とした計画で、掲載した事業が過疎対策債の対象事業となるものであります。 今
回の変更は、「産業の振興」の項目へ、かじかの湯温泉井戸 孔内改修事業および十谷地

区大型バス 駐車場整備事業を、「教育の振興」の項目へ、学校給食センター配送車整備

事業を、それぞれ追加するものであります。 また、「生活環境の整備」、「高齢者等の保

健・福祉の向上及び増進」、「医療の確保」の３項目は、個別計画に基づき、項目の追加

や文言の変更を行うものであります。 計画の変更は、過疎地域自立促進 特別措置法の

規定に基づき、議会の議決が必要なことから、今定例会に計画変更案件を提出しており

ます。  
次に、指定管理者の再指定についてであります。 地域健康福祉センターは、「社会福

祉法人 富士川町社会 福祉協議会」へ平林交流の里 みさき耕舎は、「平林活性 化組合」

へ、それぞれ平成２６年４月から指定管理者として 指定をし、明年３月にその指定期

間が満了を迎えます。 両施設ともに、これまでの間、利用客からの苦情もなく、安定

した経営を行ってきております。 「管理運営に関する基本協定」に基づき、指定期間

を更新する場合は、指定期間満了の６か月前までに指定期間の更新の申し出をすること

となっておりますので、先般、両団体へ更新を打診したところ、引き続き、指定を受け

たい旨の回答がありましたので、「富士川町公の施設における 指定管理者の指定の手続

き等に関する条例」の規定に基づき、公募によらない指定管理の候補者として選定し、

今定例会に指定案件を提出しております。 
 最後に、町民体育館解体工事に伴う契約承認についてであります。 町民体育館等、

リニア中央新幹線のルート上にある公共施設につきましては、リニア中央新幹線建設工

事に伴い、平成３１年９月までには、更地にすることとされております。 こうしたこ

とから、町民体育館につきましては、明年１月からの解体に向け、去る１１月１９日に

解体工事入札を執行し、落札者が決定したことから、今定例会に、工事請負契約締結案

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

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、承認案件１件、 条例改

正案件７件、補正予算案件７件、指定案件２件、計画 変更案件１件、契約締結案件１

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、御議決あらんことをお願い申

し上げ、あいさつといたします。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長のあいさつを、終わります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

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３０年度 富士川

町一般会計補正予算（第４号）） 
を、議題とします。 
町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
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町長 志村学君。 
○町長（志村学君） 

――――― 提案理由説明 ――――― 
〇議長（井上光三君） 

次に、承認第１０号について補足説明を求めます。 
財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 
それでは承認第１０号の補足説明をさせていただきます。 
（以下、専決第１０号専決処分書の朗読。） 
次のページの平成３０年度一般会計補正予算第４号の表紙の次のページをご覧くだ

さい。 
（平成３０年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 
第１表歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書により説明させていただきま

す。事項別明細書の１ページ、タブレット８ページをごらんください。 
（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読） 
以上、承認第１０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき承認いただき

ますようお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由 並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第 ５ 議案第６６号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第 ６ 議案第６７号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について 
日程第 ７ 議案第６８号 富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ条例の

一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第６９号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
日程第 ９ 議案第７０号 富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第７１号 富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を改

正する条例について 
日程第１１ 議案第７２号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例につ

いて 
以上の７議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
     ――――― 議案の提案理由朗読説明 ――――― 
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〇議長（井上光三君） 
     次に、議案第６６号から第７２号までの補足説明を求めます。 

はじめに、議案第６６号及び第６７号について補足説明を求めます。 
財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 
それでは、議案第６６号の富士川町職員給与条例の一部を改正する条例についてであ

ります。タブレット１２ページになります。この条例は、２条建てでありまして、第１

条には、本年度分の支給の改正、第２条は、来年度分の支給に関する改正であります。 
    詳細については、新旧対照表で説明させていただきます。新旧対照表の１１ページ、タ

ブレットですと２２ページをご覧ください。職員の給与条例に改正第 1 条関係でありま

す。まず、９条の２は初任給調整手当を、人事院勧告により改正するものであり、当町

には該当しませんが、医師、歯科医師等の初任給調整手当を改正するものであります。

１号としまして、４１万４，３００円を４１万４，８００円、２号の５０，７００円を

５０，８００円それぞれ改正するものであります。続きまして、１５条の２宿日直手当

でありますが、４，２００円を４，４００円に改正するものであり、以下、文言や規則

で定める引続き行われる宿直、また、次のページに移りまして、医師等の宿日直手当に

関わる改定であり、２万円を２万１千円、６，３００円を６，６００円、３万円を３１，

５００円、２１，０００円を２２，０００円に改正するものであります。続きまして、

勤勉手当、１７条の４であります。次のページ、１号、２号の改正であり、今年度の支

給に関する改正であります。次のページになりますが、２項１号において、１００分の

９０を１００分の 95 に改正、特定幹部職員、課長職になりますが、こちらについては、

１００分の１１０を１００分の１１５に改正するもので０．０５か月引き上げるもので

あります。２号といたしまして、再任用職員に関するもので、１００分４２.５を１００

分の４７.５、１００分の５２.５を１００分の５７.５に改正するものであります。また、

別表第２・別表第２の２の改正につきましては、給料表の改正であり、タブレットです

と１３ページから１９ページが、改正給料表であります。次の新旧対照表の１４ページ、

タブレットでは、２５ページ、第 2 条関係であります。２条関係は、来年度の支給に関

する改正であります。第 8 条扶養手当に関する改正であります。配偶者に関わる手当を

1 万円から 6,500 円に改め、配偶者がない場合の規定を削除しております。第９条にお

いても、すべて、前条と同様、配偶者の規定を削除しております。次の次のページ、タ

ブレット２７ページ、１７条、期末手当でありますが、こちらの改正は、６月、１２月

に支給する割合を同数とする改正でありまして、総支給月数は変わりませんが、両月と

も１００分の１３０、特定幹部職員にあっては、１００分の１１０とする、また、再任

用職員においても同様に改正であり、１００分の７２．５と１００分の６２．５とする

改正であります。次のページ、第１７条の４勤勉手当でありますが、１００分の９５を

１００分の９２．５、１００分の１１５を１００分の１１２．５、１００分の４７．５

を１００分の４５に、１００分の 57.5 を１００分の５５に改正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。ただし、２条については、平成３１年４月
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１日から施行する。また、改正後の第９条、１５条、別表の規定は、３０年４月１日か

ら、改正後の１７条の４は、１２月１日から適用としております。以上が議案第６６号

の補足説明であります。 
続きまして、議案第６７号の補足説明をさせていただきます。次のページ、タブレッ

ト３０ページでございます。こちらは町長等の給与、及び議員の報酬の条例の一部を改

正する条例であります。この改正条例は４条建てとなっておりまして、１条、３条にお

きましては今年度の支給に関する改正、２条、４条におきましては来年度の支給に関す

る改正であります。詳細につきましては、次のページ、新旧対照表にて説明させていた

だきます。まず第１条は、町長等の期末手当（町長、副町長、教育長）でありますが、

第６条の１２月支給において、１００分の２２７．５を１００分の２３２．５に改正す

る内容であり、０．０５月引き上げる改正であります。次のページ、第２条におきまし

ては、総支給月数は変わりませんが、来年度の支給に対する６月、１２月の支給割合を

同じ月数とする改正で１００分の２２２．５に改めるものであります。次のページ、第

３条関係でありますが、議員の報酬の期末手当に関する改正であり、同様に０．０５月

引き上げるものであります。よって、１２月分の１００分の１８２．５を１００分の１

８７．５に引き上げるものであります。次のページ、４条においては、来年度の支給に

関しまして総支給月数は変わりませんが、来年度の支給に対する６月、１２月の支給割

合を同じ月数とする改正で１００分の１７２．５に改めるものであります。なお、この

条例は、公布の日から施行する。ただし、２条、４条については、平成３１年４月 1 日

から施行する。としております。以上が議案第６７号の補足説明であります。  
議案第６６号、６７号ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６８号について補足説明を求めます。 
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） 
それでは、議案第６８号の富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ条例の

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、富士川町ますほ児童センターの移設に伴い所要の改正を行う必要があるため行う

ものです。 
まず富士川町児童センター条例の一部改正でございます。タブレット３７ページの新

旧対照表をご覧ください。第１条の「富士川町児童センター（以下児童センターという。）」

を、「児童センター」に改めるものであります。第２条につきましては、表の名称にお

いて、「富士川町ますほ児童センター」を「富士川町児童センター」に、位置を「富士

川町小林１９５２番地８」を「富士川町最勝寺５５５番地」に改めるものであります。

別表（第１０条関係）では、使用区分部屋名の「富士川町ますほ児童センター多目的ホ

ール」を、「富士川町児童センター遊戯室（多目的ホール）」に改めるものであります。 
続いて、富士川町児童クラブ条例の一部改正でございます。タブレット３８ページの
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新旧対照表をご覧ください。第２条の児童クラブの位置についてでありますが、「小林

１９５２番地８」を「最勝寺５５５番地」に改めるものであります。タブレット３６ペ

ージに戻っていただいて、附則といたしまして、この条例は平成３１年４月１日から施

行することとしております。   
以上で議案第６８号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願い致しま

す。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６９号について補足説明を求めます。 
都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 
それでは、議案第６９号富士川町都市公園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。議案のかがみの次のページ、１ページ、タブレット４０ペ

ージをお願いいたします。富士川町都市公園条例の一部を改正する条例の本文でありま

して、はじめに改正の概要を説明させていただきます。都市公園の管理につきましては、

都市公園法第２条の３において設置者の地方公共団体が行うことと規定されておりま

すが、同法第５条において、申請に基づき町が許可を与えることにより都市公園内にお

いて、公園管理者以外の者が、都市公園の機能増進等を目的に、売店・飲食店等の便益

施設を含む公園施設の設置又は管理することができる制度があります。しかし、本町の

都市公園条例では、都市公園の施設等の管理につきましては、教育委員会又は公共団体

に限られておりますので、都市公園における機能増進のニーズに対して、公園施設の設

置管理許可制度の活用を可能するためなどの改正でございます。それでは、新旧対照表

で改正内容をご説明させていただきますので４ページ、タブレットの４３ページをお願

いいたします。第８条の「公園施設の設置基準」につきましては、現行の第１項、第２

項、第２項第１号の下線部分については、間違いであることから改めるものです。第 8
条第 1 項中「第 4 条第 1 項」の次に「本文」を加え、同条第 2 項中「第 4 条第 1 号」を

「第 4 条第 1 項」に改め、同項第 1 号中「この項において」を削除する内容でございま

す。次に第 9 条の「行為の禁止」については、新たに第１０号として、(10) 前各号に

掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のある行為を加え、これは、第１号

から第９号以外の禁止行為に対応できるようにするための見直しでございます。次に第

１０条の次に、第１０条の２「許可の特例」としまして次のページをお願いいたします。

これは、都市公園施設の設置及び管理の許可又は、都市公園の占用許可を受けたものは、

第１０条の制限行為の許可を受けることを必要としないことを可能にするため、許可の

特例の条文の追加であります。次に第１４条の「使用料」につきましては、現行の第 1
項の２行目の「別に定める使用料」について明確でないことから、新の条文としまして

は、第１号では富士川町行政財産使用料第２条の規定による使用料、第２号では富士川

町社会体育施設条例の別表の規定による使用料に分け、使用料の規定を明確に見直した

ところでございます。次に第 15 条の「施設の管理」につきましては、第１項では、「又

は公共団体」を、「若しくは公共団体又は法第 5 条第 1 項の規定により町長の許可を受
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けた者」といたしました。この改正内容は、概要で説明したとおりでございます。次に、

第 2 項につきましては、現行の下線部分の「による事務の範囲」を新たに「により管理

させることができる事項」に改め、また、同項第３号中「前２号」の次に「に掲げるも

ののほか」を加えました。これは、適切な文言の修正及び追加でございます。次に、タ

ブレット４５ページですが、６ページになります。第１６条の「公園施設の設置等の申

請書の記載事項」につきましては、現行の条文では、法第６条第２項、占用許可に関す

る内容でありましたが、本条例の第１５条の見直しに伴い、公園施設の設置及び管理に

関する内容を追加しました。第１号では、「公園施設を設けようとする場合、アの設置

の目的からクの原状回復の方法、ケのアからクまでに掲げるもののほか、町長が指示す

る事項までの内容を、また第２号では「公園施設を管理しようとする場合」につきまし

ては、アの管理する公園施設からエの管理の方法、またオのアからエまでに掲げるもの

のほか、町長が指示する事項までの内容を記載事項としており、第３号では、許可を受

けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項の追加でございます。次のページ

お願いします。同条の第２項では、現行の第１項の占用許可に関する内容を規則で定め

るのではなく、わかりやすく条文で占用許可申請書の記載事項を第１号の占用物件の種

類及び構造から第７号の原状回復の方法、第８号、前各号に掲げるもののほか、町長が

指示する事項を追加いたしました。次に第１７条の「軽易な変更事項」については、軽

易な変更事項は規則で定める事項としておりますが、わかりやすく条文で規定するため、

第１号では、都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の模様

替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。第２号では占用物

件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うものの追加であ

ります。次に、第２５条の次に、公園施設の設置・監理、都市公園の占用に関して、届

け出の必要があることから、第２６条の届出の条文を追加いたしました。第２６条です

が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにそ

の旨を町長に届け出なければならない。第１号では、法第 5 条第 1 項又は法第６条第 1
項若しくは第 3 項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工

事を完了したとき。第２号では、前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は

都市公園の占用を廃止したとき。第３号では、法第１０条第 1 項の規定により都市公園

を現状に回復したとき。第４号は、法第２６条第 2 項又は第４項の規定によりこれらの

項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。第５号で

は、法第２７条第 1 項又は第２項の規定により同条第１項に規定する必要な措置を命ぜ

られた者が、命ぜられた工事を完了するとき。第６号では、都市公園を構成する土地物

件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。第７号では、

第１３条第 1 項又は第 2 項の規定により同条第 1 項に規定する必要な措置を命ぜられた

者が、命ぜられた工事を完了したときの条文を追加した改正でございます。第２７条に

つきましては、新たに第２６条の届け出を加えたことに伴い、現行の第２６条からの条

ずれであります。なお、新の第２８条の過料については、次のページをお願いいたしま

す。各号で示しております条文について修正が必要なことから、第１号では第５条を第
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９条、第２号では第６条第 1 項を第１０条第 1 項と、第 3 号では第 9 条を第１３条第 1
項または第 2 項というように改めるものでございます。なお、タブレット４２ページ、

ページ数でいうと 3 ページになりますが、戻っていただきまして、附則としまして、こ

の条例は公布の日から施行するということでございます。 
以上で、議案第６９号の補足説明を終わります。ご審議いただき、ご議決賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 
     ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５９分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０８分 
〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 
次に、議案第７０号及び第７１号について補足説明を求めます。 

〇議長（井上光三君） 
上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込司君） 
     それでは、議案第７０号富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例につきまし

て補足説明させて頂きます。１ページをお開きください。画面表示５０ページとなりま

す。富士川町簡易水道給水条例の一部を次のように改正する。第２４条を次のように改

める。なお、改正内容につきましては、新旧対照表で説明させて頂きます。画面表示５

２ページをご覧ください。第２４条の条文につきましては、適切な表現となるよう「水

量段階別逓増料金として、」の言葉の部分を削除し、第１号の専用、共用、消火栓、給

水装置では、表中の「立方メール」を文字ではなく単位記号で表す改正となり、地区名

ごとの料金をまとめた表記となるように改めまして、基本料金では穂積地区の７００円

を８８０円、十谷地区の８５０円を８８０円とし、超過料金では平林、穂積、中部、柳

川、鳥屋、十谷の各地区７０円を９５円に改める。次のページにお進みください。第２

号の臨時用では、すべての地区が上水道料金と同額となるよう、表中の地区名に中部地

区、鳥屋柳川地区、十谷地区を追加し、料金１００円のところを基本料金１２００円と

超過料金１㎥につき１４０円に改める。第３号のメーター使用料では、表中のメーター

使用料がそれぞれの口径につき、上水道料金と同額となるよう６０円を６６円、１２０

円を１３２円、１４０円を１５４円、２２０円を２４２円、２７０円を２９７円、１２

００円を１３２０円、１４００円を１５４０円、１８００円を１９８０円に改める。画

面表示５０ページに戻りまして、附則、施行期日、この条例は平成３１年４月１日から

施行する。次のページにお進みください。経過措置として、この条例の規定による改正

後の第２４条の規定は、平成３１年 4 月２６日以後に行うメーターの点検により算定す

る料金から適用し、同日前の行うメーターの点検により算定する料金については、なお

従前の例による。以上、議案第７０号富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例
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の説明とさせて頂きます。 
続きまして、画面表示５５ページをお開きください。議案第７１号の補足説明させて

頂きます。富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を改正する条例。富士

川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を次のように改正する。別表第１の２

の項を次のように改める。なお、改正内容につきましては、新旧対照表で説明させて頂

きます。画面表示は５５ページをお開きください。富士川町営農飲雑用水施設の管理及

び給水条例新旧対照表となります。別表第１の第２項につきましては、簡易水道給水条

例と同じ表記となるよう「１箇月」を１月（ひとつき）に改め、口径の単位記号も同様

に改め、メーター使用料が上水道及び簡易水道料金と同額となるようそれぞれの口径に

つき、60 円を 66 円、120 円を 132 円、140 円を 154 円、220 円を 242 円、270 円を 297
円、1,200 円を 1,320 円に改める。 

    別表第２につきましては、口径 30ｍｍの列を削除し、簡易水道給水条例と同様に口径

の単位記号と負担金額を上水道及び簡易水道と同額となるように 13ｍｍにつきまして

は 50,000 円が 80,000 円、20ｍｍでは 55,000 円が 160,000 円、25ｍｍでは 60,000 円

が 400,000 円、40ｍｍでは 70,000 円が 900,000 円、50ｍｍでは 75,000 円が 1,500,000
円となるよう口径別加入者負担金額を改める。 
以上、第７１号富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を改正する条例

の補足説明とさせて頂きます。ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第７２号について補足説明を求めます。 
生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 
     それでは、議案第７２号富士川町ますほ文化ホール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たいと存じます。今改正案の趣旨は、ますほ文化ホール

の施設利用者の利便性の向上及び施設の稼働率の確保を図るものでございます。かがみ

文の次のページ、タブレットで申し上げますと５８ページをごらんください。ますほ文

化ホールの施設の中でギャラリー、いわゆるロビーのことを言いますが、ギャラリー金

額の改正、それからリハーサル室に１項を追加するものでございます。詳細につきまし

ては新旧対照表、タブレット５９ページをごらんいただきたいと存じます。従来ギャラ

リーにつきましては、全日の午前９時から午後 10 時の時間での料金設定でございまし

たが、午前、午後、夜間と時間割が設定されてございますので、その時間に応じた使用

料の設定をさせていただいて、利用者の利便性の向上を図るということでございます。

それからリハーサル室でございますけれども、従来より、１時間、２時間単位での利用

の要望がございましたので、新たに時間貸しということの中で、平日、土日、休日の１

時間単位の金額の設定をさせていただいたところでございます。タブレット５８ページ、

前のページに戻っていただいて、改正の本文でございますけども、なお、この条例の附

則としてこの条例の施行は、平成３１年４月 1 日から施行ということと、経過措置とし
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て施行日前の利用は、なお従前のとおりという経過措置でございます。以上雑ぱくでご

ざいますけども、議案第７２号の補足説明をさせていただきました。ご審議の上、御議

決賜りますようよろしくお願いいたします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由 並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
日程第１２ 議案第７３号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 
日程第１３ 議案第７４号 平成３０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７５号 平成３０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７６号 平成３０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７７号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１７ 議案第７８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 
日程第１８ 議案第７９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

以上の７議案は補正予算案件でありますので、一括して議題とします。 
町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
――――― 議案の提案理由朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君） 
     次に、議案第７３号から第７９号までの、補足説明を求めます。 

はじめに、議案第７３号について補足説明を求めます 
財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 
     それでは、議案第７３号の補足説明をさせていただきます。平成３０年度富士川町一

般会計補正予算第５号の次のページをお願いいたします。タブレット６３ページになり

ます。 
（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 
第１表歳入歳出予算の補正は、事項別別明細書により説明をいたします。タブレット

は７１ページをお願いします。 
（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読） 
次のページからは、給与費明細書となっておりますのでご覧ください。タブレットで

すと９４ページから１０２ページまでとなっております。 
次に３３ページ、タブレットで１０３ページをお願いします。地方債の現在高の見込

みに関する調書であります。右下の数字になりますが、７７億 1 千７７９万円となって
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おります。 
次に、第２表繰越明許費の補正であります。５ページ、タブレットですと６８ページ

をお願いいたします。第２表繰越明許費補正であります。 
（以下、第２表繰越明許費補正朗読） 
次のページをお願いします。第３表地方債の補正であります。 
（以下、第３表地方債補正朗読） 
以上、議案７３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご決議いただき

ますようお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第７４号及び第７５号について補足説明を求めます。 
〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 松井清美さん。 
〇町民生活課長（松井清美さん） 

議案第７４号平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算第１号の補足説

明をさせていただきます。次のページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算書朗読） 
次のページに移ります。第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては、タブレット

１０８ページの事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 
（平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計事項別明細書朗読） 
以上、補足説明とさせていただきます。続きまして、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。タブレット１２１ページをお開きください。議案

第７５号平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の補足説明を

させていただきます。次のページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算書朗読） 
次のページを開きください。第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては事項別明

細書によりご説明をさせていただきます。タブレット１２５ページをお開きください。 
（以下、平成３０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） 
以上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。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第７６号及び第７７号について補足説明を求めます。 
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） 
     それではタブレット１２８ページ、議案第７６号平成３０年度富士川町介護保険特別会計

補正予算第２号の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算書朗読） 
第１表歳入歳出予算補正の詳細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。タブレット１３３ページへお進みください。款、項、補正額の順に読み上げさせてい
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ただきます。 
（以下、平成３０年度富士川町の介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読） 
続きまして、１４５ページをお開きください。議案第７７号の平成３０年度富士川町介護

サービス事業特別会計予算第１号の補足説明をさせていただきます。次のページにお進みく

ださい。 
（以下、平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算書朗読） 
第１表歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書により説明させていただきます。１

５０ページをお願いいたします。 
（以下、平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 
以上議案第７６号及び第７７号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第７８号及び第７９号について補足説明を求めます。 
上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 
それでは、議案第７８号の補足説明をさせていただきます。画面表示は１５２ページ

になります。平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算第２号。次のページにお

進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算書朗読） 
詳細につきましては事項別明細書により説明させていただきます。事項別明細書の１

ページ、画面表示の１５７ページにお進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算事項別明細書朗読） 
３ページ以降は給与費明細書となりますのでご参照ください。以上議案第７８号の補

足説明とさせていただきます。 
続きまして画面表示１６８ページをごらんください。議案第７９号平成 30 年度富士

川上下水道事業特別会計予算第３号の補足説明をさせていただきます。次のページにお

進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町の下水道事業特別会計補正予算書朗読） 
詳細につきましては同様に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、画面表示１７３ページにお進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町の下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 
３ページ以降は給与費明細書となりますのでご参照ください。以上で議案第７９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、よろしくお願い申し

上げます。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 
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日程第１９ 議案第８０号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第２０ 議案第８１号 公の施設の指定管理者の指定について 

以上の２議案は指定案件でありますので、一括して議題とします。 
     町長から、本案について提案理由の説明を求めます 

町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 
     ――――― 議案の提案理由説明 ――――― 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第８０号及び第８１号について補足説明を求めます。 
政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 
議案第８０号及び８１号の補足説明をさせていただきます。今回の指定候補者の選定に当

たりましては富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第５条公

募によらない指定候補者の選定を適用しているものでございます。まず議案第８０号であり

ます。管理を行わせる公の施設の名称、富士川町地域健康福祉センター。指定管理者となる

団体の名称、富士川町長澤１９４２番地１ 社会福祉法人富士川町社会福祉協議会 会長志

村一彦。指定の期間平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まででございます。次の

ページをお願いいたします。議案第８１号についてでございます。管理を行わせる公の施設

名称、富士川町平林体験農園休憩交流施設平林交流の里みさき耕舎。指定管理者となる団体

の名称、富士川町平林２３３５番地１平林活性化組合 組合長手塚次郎。指定の期間、平成

３１年４月１日から平成３６年３月３１日まででございます。いずれの施設に関しましても、

平成２６年４月１日から現在に至るまで、利用者、利用客の苦情もなく安定した経営を行な

ってきているところでございます。今般、指定の協定書に基づきまして更新を申し出たとこ

ろ、指定を受けたい申し出の回答がございました。再指定をするに当たりまして、事業計画

書予算書の提出を受けまして、内容を精査したところ、施設の適切な維持管理ができるもの

と判断し、今回、指定候補者として選定し、議会の議決を求めるものでございます。以上、

議案第８０号および８１号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りま

すようよろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２１ 議案第８２号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
を議題とします。 
町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

――――― 議案の提案理由説明 ――――― 
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〇議長（井上光三君） 
次に、議案第８２号について補足説明を求めます。 
政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 
議案第８２号の補足説明をさせていただきます。説明に関しましてはタブレット１８

８ページ。富士川町過疎地域自立促進計画を変更計画にて説明をさせていただきます。

８８ページ、変更計画書の２ページでございます。基本的事項、町行財政の状況につき

ましては、し尿事業、火葬事業の業務参加自治体の変更に伴うものでございます。中ほ

ど基本的事項、カッコ４、地域の自立促進の基本方針につきましては、計画変更による

内容の修正になりまして、平成２９年度に策定いたしました健康長寿富士川プランに基

づくもので、それぞれ改正をしているものでございます。次のページにお進みいただき

まして。中ほど上から５行目でございます。２、産業の振興、カッコ２、その他の対策

でございます。ここの項目に関しましては、大型バス用の観光駐車場の整備という項目

を追加いたしました。事業計画の中には２事業を追加さしていただきまして、かじかの

湯温泉井戸孔内改修事業、十谷地区大型バス駐車場整備事業を追加したものでございま

す。次のページにお進みいただきまして、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流

の促進でございます。事業計画の中に１事業を追加させていただきました。防災行政無

線整備事業、鰍沢南区内山王地区画整理地内への防災行政無線放送の設備の設置を項目

として追加いたしました。表の下でございます。４、生活環境の整備。ア飲用水の安定

供給。これにつきましては、平成２９年４月から本町地区簡易水道が上水道へ統合され

たため、その項目の内容を変更いたしております。次のページにお進みいただきまして、

上から４行目でございます。５、高齢者等の保健及び福祉向上及び増進でございます。

これに関しましては、制度変更に伴う文言の修正をそれぞれに加えているところでござ

います。次のページにお進みいただきまして上から８行目でございます。５、高齢者等

の保健及び福祉向上の及び増進でございます。こちらも同様に制度変更に伴う文言の修

正をそれぞれ加えてございます。次のページにお進みいただきまして。５、高齢者等の

保健及び福祉の向上及び増進。こちらに関しましても制度変更に伴う文言の修正でござ

います。中段で５、高齢者等の保健福祉及び向上の中のエの障害者福祉の充実の項目に

関しましては、富士川障害児・障害者プラン策定に伴いまして、内容の修正を加えてご

ざいます。次のページも同様のプラン策定に伴う内容の修正でございます。次のページ

にお進みいただきまして、事業計画でございます。富士川障害児・障害者プラン策定に

伴う内容修正ということで、それぞれ事業内容の名称を変更したものでございます。次

のページにお進みいただきまして、こちらも同様に健康長寿富士川プラン、富士川障害

児・障害者プラン策定に伴う内容修正でございます。次のページ１１ページでございま

す。こちらも計画策定に伴う内容修正となっております。次のページにお進みいただき

まして７、教育の振興、イ、学校教育の充実でございます。こちらに関しましては、学

校施設の長寿命化計画の策定に関する内容を追加させていただきまして、事業計画の中

にも、１事業を追加をいたしました。学校給食センター給食配送車購入というものを追
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加いたしましました。次のページにお進みいただきまして、こちらもソフト事業として

１事業、学校施設の長寿命化計画の策定事業を追加させていただきました。最終ページ

でございます。こちらはソフト事業が活用できるということで、学校施設の長寿命化計

画策定事業を追加させていただいたものでございます。以上が議案第８２号の補足説明

でございます。ご審議いただきご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由 並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２２ 議案第８３号 町民体育館解体工事請負契約の締結について 
を議題とします。 
町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
――――― 議案の提案理由説明 ――――― 

〇議長（井上光三君） 
次に、議案第８３号について補足説明を求めます。 
管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 
それでは議案第８３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

民体育館解体工事であります。施工場所につきましては小林地内利根川公園内でありま

す。工事概要につきましては、町民会館の建物本体及び外構などの解体撤去であります。

入札の方式につきましては、指名競争入札とし、１１月１９日に入札を実施いたしまし

た。入札の結果、落札金額１億２５０万２８００円で株式会社ダスラップサービスが落

札し、入札日当日の１１月１９日付け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９８．１２％でございます。また工期につきましては、議決日翌日から平成３

１年９月３０日となっております。契約の相手方につきましては、株式会社ダスラップ

サービス代表取締役平田久和です。なお建設工事請負仮契約書の写しを添付してござい

ますので、ご参照ください。以上議案第８３号の補足説明とさせていただきます。ご審

議の上ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由 並びに担当課長の補足説明が終わりました。 
以上で、本日の日程は全て終了しました。本日は、これにて散会とします。起立願い

ます。相互に礼。苦労さまでした。 
     

散会 午後 １２時０６分 
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開会 午前９時００分 

〇議長（井上光三君）   

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。おはようございます。着席願います。 

平成３０年第４回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ

ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１４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（井上光三君）   

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。一般質問の通告者及び当局者は、質問並びに答

弁の要旨をわかりやすく簡潔にお願いします。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２ 一般質問 

質問の通告者は９名であります。 

これから通告順に一般質問を行います。 

それでは、通告１番 ４番井上和男君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

おはようございます。４番井上和男です。これより通告に基づきまして、一般質問をさせて

頂きます。新児童センターの建設は平成３１年４月の開所に向けて順調に進んでおります。た

だ現存する児童センターへの JR 東海側の補償内容についてお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの井上議員のご質問にお答えいたします。ますほ児童センターの補償につきまして

は、その機能を廃止したり、中断したり出来ない公共施設であることから、公共補償基準に基

づく公共補償であり、現在ＪＲ東海と協議を進めているところであります。 

この公共補償とは、公共施設に対する損失の補償であり、機能回復を行うものであることか

ら、現在のますほ児童センターとして備えている機能につきましては、財産価値の減耗分を除

いた全てが補償対象となっております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 
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再質問です。補償額の確定というのはいつ頃になる予定ですか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。新児童センターの補償額の確定につきましてはＪＲ

東海と協議を進めているところです。また、補償交渉は町民体育館、利根川グラウンドなど複

数の施設と共通する事項があります。今後も、関係課と連携をとりながら、ＪＲ東海と補償額

の確定に向けて交渉を進めてまいります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

再質問です。そうしますと今の時点では時期というのは明確にはできないということですね。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

はい、おっしゃるとおりです。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

次の質問に移らせていただきます。 

新児童センターは、現施設には無い新しい機能が追加されていると思いますが、追加機能部

分への JR 側の補償というのはどうなっているかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまの井上議員のご質問にお答えいたします。新児童センターの建設につきましては、

平成２８年７月に策定した「富士川町児童センター整備基本計画」に沿って進めているところ

であります。この計画による主な追加機能は「敷地面積は約２．５倍」、「建築面積は約１．５倍」、

「遊戯室に冷暖房完備」などであります。追加機能については、公共補償基準に該当しないこ

とから、補償対象外となっております。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

敷地面積とかが増えても、その部分については補償の対象外ということになっておるわけで

すね。わかりました。それでは次の質問に移らしていただきます。 

平成３０年８月４日付の山梨日日新聞に興味深い記事が掲載されました。それは、市町村で

は県内初のひきこもり支援事業を９月より開始する記事でありました。事業開始より３か月が

経過しましたが、事業の趣旨と事業開始後に見えてきた課題についてお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

ただ今の引きこもり支援事業の趣旨および現在の課題についての御質問にお答えいたします。

誰も孤立させない地域づくりの一環として、本年９月１日にスタートしました、ひきこもり支

援に特化した地域活動支援センター事業については、ひきこもりの長期化・高齢化の予防、早

期発見、早期対応、さらに当事者及びご家族等の相談窓口と訪問も含め、継続的支援を行うこ

とを主な目的としております。平成２７年度、県の行った調査結果において、町内のひきこも

り対象者は約３０人となっておりましたが、事業開始から３か月経過した現在、すでに継続的

支援を行っている方が複数あり、就労につながった方も出てきております。また、その他電話

相談等も含め、月平均約３０件から３５件の相談対応を行っているところであります。 

反面、課題としましては、今後のニーズ増加への対応や居場所づくりへ向け、スタッフの不

足があげられております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

先ほど県の調査で、町内に約３０名の対象者がいるとのことですが、対象者の年齢分布がわ

かれば教えていただきたい。また実績値で月３０から３５件の実績があるということですが、

その支援内容についてお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

県の調査での当町の対象者の年齢分布でございますが、まず対象条件が１５歳以上で６か月

以上、引きこもりなどの状態が続いている方を対象としております。該当となった方の年齢分

布は４０歳代が も多く、次いで３０歳代となっておりまして３０歳から４０歳代の方で、全

体の約７５%ありました。ちなみに男女比は、７対３と男性に多く、年代別、性別とも県、峡

南地域、ほぼ同様の結果でございました。また、毎月の対応の実績の内容でございますが、来

所や相談、電話等による相談事業が一番多く、次いでハローワークや作業所に一緒に出向く同

行支援が多くなっております。そのほか、 近ではご家族への対応や、居場所としての活用が

多くなっている状態であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

そうしますと先ほど言いました課題の中で、開始後に見えてきた課題解決に向けた取り組み。

その取組等についてお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

今後の課題解決への取り組みについてお答えいたします。今後増加が予想される相談支援や

気軽に立ち寄ることができ、社会復帰のきっかけとなるような居場所づくりについては、現在

の専門職による継続的な相談、訪問支援の充実に加え、国が市町村事業として位置付けている、

ひきこもりサポート事業を活用し、対応してまいりたいと考えております。 
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特に、ひきこもりサポート事業の「ひきこもりサポーター養成講座」については、ひきこも

りに対する理解と基本的な知識を地域に普及し、その上で地域のサポーターとして活動いただ

けるよう取り組むものであり、ひきこもりサポート事業のひとつの柱となっている事業であり

ます。 

こうしたことから、この養成講座について、早期に取り組み、地域のサポーターと専門職が

連携し、居場所づくりや社会復帰に向けた相談支援など、当事者やご家族がさらに安心して生

活できるような体制づくりを図ってまいりたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

再質問です。先ほど、ひきこもりサポーター養成講座開講という計画があるということなん

ですけども、当然補助金事業で行われると思いますが、この具体的補助金の見込みというのが

あるんであれば教えて頂きたい。又、地域のサポーターとしての具体的活動方法ですね。どの

様に考えているかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

ただいまのご質問の補助金事業ということでございますが、ご質問のとおり国では引きこも

り支援の質の向上を図ることを目的としまして、市町村への補助事業としてこの事業を位置づ

けております。事業展開に当たっては、より効果的に効率的に国などの補助事業を活用してま

いりたいと考えております。また、サポーター養成講座を受講された方の活動内容、期待する

ところでございますが、ご協力いただける方々には、センター職員と連携のもと、居場所での

ボランティアや日常の相談に乗っていただくことなども考えております。また、こうした研修

を受けていただくだけでも、地域の理解を深めることにつながりますので、地域づくりの１つ

として重要なことと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

ありがとうございました。この事業が軌道に乗って、一人でも多く引きこもりという事態が

解消されることを期待いたします。以上で終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告１番 ４番 井上和男君の一般質問を終わります。 

続いて、通告２番 ２番 樋口正訓君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

おはようございます。２番樋口正訓です。通告に従いまして、三つの質問をさせていただき

ます。初めに、山梨交通ボロ電についての質問です。山梨交通ボロ電は昭和７年に運行。甲府

と青柳駅の２０．２キロをつないでいました。終了から５５年が経った今、利根川公園に展示

がしてあります。公園の利用者だけでなく、もっともっと多くの人の目に触れる場所。例えば
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道の駅だとかっていうところに移転をしていただき、また観光資源としても活用できないなの

か。これを伺いたいと思います。お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今の樋口議員のご質問にお答えいたします。現在、利根川公園に展示してありますボロ

電については、昭和２３年に製造された車両で、昭和３７年に甲府盆地でその務めを終えたの

ち、長野県の上田丸子電鉄で走り、昭和４６年から神奈川県の江の島電鉄へ移り、藤沢～鎌倉

間を、観光客や通勤客を乗せて走り続けましたが、老朽化が進み、昭和６１年４月２７日の運

行を 後に、廃車にされました。 

その後、「思い出の電車を増穂町に」との町民の熱望により、ボロ電は、２４年ぶりに旧増穂

町に帰ってくることになり、旧軌道沿いの利根川公園内に、昭和６１年６月に設置し、平成４年

には、廃止から３０周年を迎えたことから、記念式典を開催し、傷んだ車両を塗装し、上屋根

も設置したところであります。こうした経緯を踏まえますと、現在の保存場所において、常設

展示を継続して参りたいと考えております。 

次に、ボロ電を観光資源として活用することにつきましては、現在、ボロ電は常時、見学可

能となっていることから、山梨交通株式会社の担当者からは、県内を運行していた昭和当時の

車両や音の復元、さらには車両が動くなど魅力を付加しないと、観光資源としては厳しいので

はないかとお聞きしているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問です。先月開催された甲州ますほ祭り。山梨交通株式会社区主催のなつかしのボロ電

展ということで開催をされておりました。オレンジ色がトレードマークで、ボロ電は年間数百

万人を運び、また、先ほど課長がおっしゃられた、資料の展示、再現のジオラマ、関連のグッ

ズの販売、またボロ電電車の保存場所では同時期に活躍したボンネットバスの展示などが多く、

見学者も多く私もその一人でした。その状況を町でも把握をしておりますか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。先月開催しました甲州富士川まつり山梨交通株式会社

主催のなつかしのボロ電展が出展されボロ電の過去、現状の周知などを目的に開催し、山市交

通株式会社からは、児童センターのメイン会場では約３００人程度。ボロ電を展示してあるサ

ブ会場では約１２０人程度見学者がいたとお聞きしております。以上です    

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

再質問です。ただいま、志村課長から懐かしのボロ電展の見学者等の状況を伺い、今でも大

勢のファンがいることがわかりました。現時点では、ボロ電の移設や観光資源としての活用は

難しいようでありますので、できれば代わりにボロ電関連のイベントの開催をしていただき、
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利根川公園とその周辺の地域の活性化が図れないかどうか志村町長に伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ボロ電の活用した地域の活性化という御質問にお答えいたします。これにつきましては先ほ

ど課長の方から言いましたように、長年、青柳から甲府駅までを運行し、我々も小さい頃よく

いたずらもしたり乗ったりさしていただいた思い出の電車であります。先ほど言ったようにで

すね、 後、江ノ電として活躍し、そして当時ボロ電の電車が３台残っていたわけであります。

そのうちの１台を神奈川の人、この増穂出身の人がですね、その内の１台を取得をいたしまし

て、旧軌道沿いに、やっぱり思い出の電車ですから置いていただきたいということで、いまの

ところへ置いてあります。道の駅にも舟運の船を置いたらどうかとか、いろんな意見がありま

すけども。歴史が変わってしまうという部分もありますんで。ボロ電は今の位置、軌道沿いに

今後も置いておきたいなと。そしてまた、今ある展示されている電車は当時走っていた電車の

色とは若干違うということから、山梨交通のほうで当時の色に直したいというお話もあります。

寄贈してくれた方に相談をしたところ、いいよ、まかすということですから今後、山梨交通の

ほうで、もしかするとあれをもとの色に戻すと思います。そしてボロ電は恋の電車でありまし

た。あそこで幾つも結婚も実っておると思いますし。そういった思い出の電車でありますんで、

今後ですね、山梨交通のほうでもそういった甲府から増穂までの間のボロ電の歴史を、この間

の講義よりさらに細かくしてですね。これを山梨県の観光というか、そういうものにつなげて

いきたいということありますんで。町としても、それに同乗しながらですね、この青柳、長澤

間がボロ電ではありません。やはり甲府までのロマンがありますんで。その辺で山梨交通と一

緒に考えていくつもりでおります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ありがとうございます。町民の生活を支えてくれたボロ電、ぜひイベント等々の計画も開催

されることを提案いたしまして、この質問を終わりにさせていただきます。 

続いての質問に入ります。次に、ふるさと納税の質問です。穂積地区では、特産のゆずの出荷が

盛期を迎えています。生産者は非常に高齢化が進んで、収穫も大変だとも聞いております。活性

化組合とも連携をして、どうでしょうか。収穫の体験と併せて、小室山妙法寺の見学や、その周辺

の里山の散策、また、特産ゆずを使った食事の提供をセットにした商品を。ふるさと納税の返礼品

として発信をして、人手不足の解消や地域の活性化が図れないかと考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまの樋口議員のふるさとのでの返礼に関するご質問にお答えいたします。ふるさと納

税の返礼品は、約３００品目あり、野菜や果物、菓子、工芸品のほか、陶芸の体験や町内イベ

ントへの参加などを取り扱っております。返礼品を送ることにより富士川町のＰＲにつながっ

ているものと考えており、今後は、ふるさと納税をきっかけに来町していただき、富士川町の

良さを満喫できる体験型の返礼品を増やしていきたいと考えております。 
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こうしたことから、特産品の収穫体験と史跡めぐりを組み合わせた返礼品を、町内事業者に

ご協力いただけるよう、提案して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     ありがとうございます。返礼品のアイデア次第で地域おこしもできるのではないでしょうか。

こんなふうに考えております。また、富士川町では返礼品の対象に、墓地の清掃なども用意し

てあって、とても今の時代にユニークな発想だと思います。これからもアイデアあふれる商品

を提案して、ぜひ納税者を喜ばせてほしいと期待をしております。よろしくお願いいたします。 

後の質問に入ります。ご当地ナンバープレートの導入についてということでの質問です。

先日、富士五湖観光中に富士山型のナンバープレートの原付バイクに出会いました。通常の形

に捕らわれず、独自の形状や図柄のプレートが市町村ごとに次々と登場しているというところ

です。その数は２００８年では３市町村から始まり、２０１８年ではもう全国で５０９市町村

が導入していると聞いています。そこで質問です。町民などからアイデアを募集した町独自の

ナンバープレートをバイクや軽自動車に導入が可能かどうかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     税務課長 遠藤悦美さん。 

〇税務課長（遠藤悦美さん） 

ただ今の樋口議員のご当地ナンバープレートの導入についてのご質問にお答えいたします。

現在、町が交付する原動機付自転車などのナンバープレートにつきましては、総務省通達に基

づき標準的な長方形デザインを採用して作成しており、昨年１年間に交付した台数は１３８台

であります。ご当地ナンバープレートにつきましては、独自のデザインを、条例に規定するこ

とで作成が可能であり、近年、観光振興の観点などから、採用する自治体が緩やかに増えてき

ており、県内では甲府市など１０の自治体が導入しております。 

     ご当地ナンバープレートの導入をした場合は、動く広告塔として、町のＰＲのひとつに有効

と考えることはできます。しかし、その効果については、不透明なところが多く、検証結果も

不十分な状況であります。また、導入費用につきましては、現在使用のナンバープレートの単

価１枚あたり、１１０円が、約３倍の３３０円程度となります。さらに初期費用として、独自

デザインのプレート金型製作費が１００万円程度、必要となります。 

こうしたことから、ナンバープレート在庫枚数の状況も鑑み、現時点における、ご当地ナン

バープレートの導入については考えておりません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

わかりました。近隣の市町村にも先駆けて導入をされれば、町の観光面やイメージアップの

向上、また来年の町制１０周年を迎えて、町内外や県外までもご当地ナンバーをつけて走る広

告塔の宣伝効果も大いに期待できるではと思います。実現に向けて再、要望をお願いして私の

一般質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君）  

以上で、通告２番 ２番 樋口正訓君の一般質問を終わります。 
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続いて、通告３番 １０番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青栁です。今日はですね、町営の文化ホールを「一般社団法人ふじかわ」として指定

管理してから、ちょうど２年が経過しました。法人設立社員の町長と理事は、文化協会の会長

以外は全部役場職員ということで、従前と変わらぬ運営をして、町民に本物の芸能・文化を体

感してもらうということで、引き続き、前の町営の時と同じように運営できるということでお

伺いして一般社団法人になった訳です。そのメリットと言いますか、ただ運用の自由度、そう

いうのが会社になったからどう変わったのかがまだよくわかりませんので、２つだけ質問させ

ていただきます。 

一般社団法人ふじかわの設立時の目的は約１，０００万の人件費の削減と。それから当時、

退職することになりました事務局長の後継者育成というのが大きな２つの目的ではなかったか

と。またそういう答弁もいただいておりますんで。質問の第１番目として、文化ホールの人件

費について町運営の２８年度と、一般社団法人の経営になりました２９年度の比較で、目的の

達成状況はどうかと。ただ、一般社団法人が２８年の１１月設立ですから、概算の数、あるい

はパーセンテージでもよろしいんで、経費削減ができているかどうかをお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の青栁議員の２８年度と２９年度の比較の目標の達成状況という御質問にお答えいた

します。ますほ文化ホールの職員人件費につきましては、平成２８年度の富士川町一般会計の

決算では、正規職員２名、嘱託職員２名、計４名の合計で、２１，７６８，１２６円でありま

した。 

     また、平成２９年度の一般社団法人「ふじかわ」の法人決算では、再雇用職員１名、法人職

員 2名で、合計 3名の合計で、８，３１７，１０７円となっております。比較いたしますれば、

１３，４５１，０１９円の減となったところでございます。以上でございます。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

そうすると２９年度と３０年度では、指定管理料が減額予算となっています。指定管理料に

ついては、法人設立時の質問で、その要因は一般会社と違って、イベントによっては、あの出

演料とか入場収入などが大きく違うから、年々変化するんだというお話をいただいております。

この２９年と今年度の予算が減額になったというのは、今お答えがありました人件費の削減が

大きいんでしょうかね。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの削減の状況でますけども、人件費とは限りません。当該年度の自主事業やイベン

トの公演料、また収入によって、指定管理料が変わってまいります。ですので人件費というこ
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とで減額ということではございません。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

では重ねて伺いますが、私は本来、指定管理料というのは一定がいいんじゃないかな、一定

のものじゃないかと思っていました。例えば道の駅に、駐車場とトイレの管理を委託して指定

管理して、例えば７００万とか。まほらの湯の指定管理料、かじかの湯の指定管理料というの

は毎年変化するものではありません。法人とですね、一定の指定管理料を相談というか協議し

て年々、ますほ文化ホールで言えば、その範囲内でやってくれと。当然説明を受けました。野

村萬斎親子を呼ぶと、このくらいかかって、そうかといって、ますほ文化ホールは５００人し

か入れないから、入場料を低く抑えれば、呼ぶことによって赤字が出ると。それも理解してい

るし、町民に本物の文化を観せたいと。それから地域の文化の創造と育成に寄与することを目

的としている文化ホールの役割を考えると、それも十分理解できますけれども、ある意味、一

般社団法人化した以上は、この範囲内で努力してくれ、頑張ってくれというのも、それがまあ

指定管理のいいとこじゃないかなと思いますんで、指定管理を一定にするという検討はされて

るのかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

文化ホールの指定管理料の件についてお答えをいたします。文化ホール、先ほど役場の人た

ちがみんな入ってやってるんじゃないかという質問ありましたけれども、文化ホールのどう

いった公演内容をしたらいいかというのは、文化ホールの運営委員会の中で決めていただいて

おります。ただ指定管理料、これは毎年動くもんであります。先ほど課長が言ったようにです

ね、呼ぶ人、また内容、とれる収入、公演料等々ですね、動いて来るわけでありますけれども。

町では、一定額を一般社団法人ふじかわに提示をしております。当然、過大見積もりをすると

収入が増えてですね、すごい事業ができるですね。で、実際やった時に、そのお金がとれなかっ

た。そうすると払うもの払わなきゃなりませんから、町の出す分が今度は想定外のお金が出て

行かなきゃならない。そこで一定額は提示をしてあります。そして無理のない収入、そして相

手としっかりした交渉をしながら、出演料の支払いをしながら。で、これを単年度でやると非

常に無理が生じますんで。前々年度の決算によって、それに示した一定額から、余剰金が出た

場合。例えば収入者がうんと多くてですね、収入が上がったと。では、支出は一定ですから、

そこの差の分を翌々年に反映できるという制度もつくってあります。町が一般社団法人に出す

お金は年々、それは変わる金額がありますけれども。考え方はもう一定額の中で自由に、皆さ

んのニーズに応じた公演ができるように権限は渡しております。当然、ここの役職は役場職員

が中心を占めておりますけれども、中の公演の内容、あるいはどんなことを今皆さんがしてい

るが、一般の方から募集した人も含めた文化ホール運営審議会の中で、公演内のも決めていた

だいておりますんで。役場は、計算上のところには関与しておりますけれども、あそこでどう

いった公演がいいなのかについては、利用する皆さん、そして一般の人が求めるニーズに合っ

た公演をしていただいていると考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      
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１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

役場職員運営管理の時よりもかなり自由度といいますか、町民の意見が反映されているとい

うことがわかりました。ただ、そのなんて言うんですかね、テレビやなんかで非常に有名な誰

でも知っている人を呼べば、当然高いお金がかかる。少し人気の弱くなった、芸能人を呼べば、

ある意味安く済むということもありますんで。その一定のベースといいますかね。これはぜひ

抑えて、年々いい人呼べば呼ぶほどお金がかかって、それを町で負担するということのないよ

うに、お願いしたいと思います。 

それでは通告の２番目の質問に移ります。この文化ホールの一般社団法人ふじかわ、法人化

の目的のという２つ目になりますけれども。１番大事な後継者育成ですね。法人の事業内容が

特別のものですから、後継者育成が心配になります。現在の後継者育成への対応状況を伺いた

いと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の、後継者育成のご質問にお答えをさしていただきます。ますほ文化ホールの運営に

つきましては、町の関与が必要であることから、町の職員を出向させ、業務を続けていたとこ

ろであります。後継者育成につきましては、今後も引き続き職員を出向させる中で、良質な舞

台芸術の提供が行えるよう、運営業務の継承に努めていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

確認です。今後も町の職員を出向させる計画ということでよろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

これまでもそうですが、生涯学習課に籍を置き、出向させていただいていた形でございます。

これからも町長部局との協議もあるわけでございますけども、引き続き職員の出向を検討して

いるというところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先ほど人件費削減が大幅に削減できた。という答弁になっておりますけど、私の感覚とすれ

ば２８年から２９年にかけては、課長に近いクラス、町が運営してたときは課長クラスとリー

ダークラスが行ってましたから。そのリーダークラスの分は削減できたと思いますけれども。

この２年間は課長クラスが管理してました。で、その事務局長が退職して、事務局長分が再雇

用という形で管理をしていただいてますんで、半額になったか、３分の２になったか、そこも

削減できたということがあるんで。目標の１，０００万というのは、人件費に関してはクリア

できたかなというふうには感じておりますが。今後、職員を派遣するということだと、なかな

か人件費削減ていいますか、経費削減というのが続かないんじゃないかと思いますけど。法人
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に採用をさせるという考えはあるでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

これは、社団法人ふじかわも考えていくことであると思いますけども。今、議員さんの質問

の中で言ったように、これまでは全部正規職員が勤めておるわけでありますが、そこに退職し

た職員を再雇用という形で、法人の方で採用してもらうことによってですね、人件費はがさん

と落ちるわけです。当然、何年勤めるかは、また法人の方で決めていくわけでありますけども。

一般職員の給料額とは相当な差はあります。そうすることによって、これまでの町すべて正規

職員が行っている運営でなくて、経験豊かな退職者を利用することによって、継続性もできま

すし、良質な舞台芸術の提供もできるということから、その受け皿として社団法人ふじかわ作っ

ているわけであります。そうはいいましても、人間ですから、歳は毎年１つずつとっていきま

す。一生抹消勤めるというわけにはいきませんので、新たにまたそういった回転ができるよう

にですね、町の職員の育成をしていくという意味で、これからも出向させながら、そしてまた

退職後もそこでやっていただく。で一般社団法人ふじかわが独自に採用するとですね、やはり

専門的な人になると思います。そうすると、芸術のジャンルも一つに偏っていってしまうとい

うことが懸念されます。これはやはり幅広い住民のニーズに応えていくにはですね、その人の

趣味趣向ではなくて、住民のニーズにあった公演ができるようにしていくためにはですね、あ

まりに、そういうように特化されない。そうは言いましても良質な舞台芸術を提供していかな

ければならないんだというこの使命感に燃えてる人を今後もつくり上げていくために、職員の

中から、そこに精通していただきながら、当然そういった芸術の部門もありますけれども。あ

らけの施設を管理していかなきゃならんということはありますんで、慣れていただけるような

職員をこれからも育成していくつもりということで、職員を出向させるという答えであります。

以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

その点に関しては、私も全く同感であります。現在の管理者は、実質、職員から定年後の再

雇用と同様でありますけれども、この法人にはですね、文化芸能の運営に関わった経験者を採

用するのがベストではないかなと思います。この法人には定年の規定はあるんでしょうか。伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

社団法人の定年のご質問にお答えさせていただきます。一般社団法人ふじかわ職員の任命及

び服務規程の第２７条第１項の規定で、定年は６０歳とされておりますが、同条第３項では

６５歳までの継続雇用をすることができると規定されております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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     そうするとですね、今の管理者、代表理事っていいますかね。代表理事は恐らく６２，３歳。

そうするともう先が見えてる。先ほど町長もおっしゃられたように、特殊な部門で管理と、そ

れから例えば、芸能人との出演交渉、プロダクションとの折衝なんていうことは、３か月や半

年で引き継げるもんじゃないし、現在町でこういう事業をやりたいから補助してもらえんかと

いう金額的な相談があるときは、既に１年とか１年半先の事業を決めておかないとできないこ

とだと思います。そこで考えられるのは、もっと３０代とか４０代とか、２年、３年かけて、

そういう出演交渉とかですね。そういう人材を採用することがいいんじゃないかなと思います

けれども。人件費も含めてですね、補助金を先ほどの指定管理料を考えて出して、法人にそう

いう経験者を採用してもらうというお考えはないでしょうかね。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今議員さん、おっしゃられるとおり、もう既に交渉というのは１年半ぐらい前からやってい

かなければ、町の会計４月に始まって翌年３月で終わる会計の中で、３月に当初予算を通して

いただいて、４月から交渉したんではもうほとんどその年の公演は無理になります。そこで、

先ほど言ったように一定枠は渡してありますんで、その中で翌々年には何をするかっつ計画を

つくってもらってます。こうしたことはもう既に前からやってることでありまして。今、文化

ホールもですね、これまで長年やってきておりますから、あそこに勤務した職員もうちの町に

相当います。何回も行っているのもいるでしょうし、２年、３年経験したのもいます。そういっ

た中でこれからもですね、職員の中からそこの代表者をしながら、町と本当に連携していかな

ければ、勝手に施設を直されても困りますし、勝手にいろんなとこと交渉されても困りますん

で。そこはタガをはめながらの中ではありますけれども、自由度を文化ホールに渡しながら。

かっては役場の予算査定の中で事業が決まってきました。どういう公演か決まってきました。

今は、枠を渡しとく中でですね、文化ホールの運営審議会の中で 近、こういうことにちょっ

とやってないから、このやつを１つ入れてみようとかですね、そういった民間の人を中心とし

た文化芸術に長けてる人たちで、いろんな１年間の催しを計画していただいております。そこ

の中心になってそれを取りまとめるというのが理事長だと思いますんで、今後もですね、役場

職員の育成する中で、理事長職を作っていきたいなと、こんなふうに思っております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

私が心配したのは、一番 初に述べましたように、後継者づくりですよね。現在の館長がい

つまで勤められるかという問題もありますけども。代表理事ですから６５歳。定年延長制にか

かわらず、７０でも８０でもいいのかもしれませんけれども。ぜひですね、今、町長からも話

があったように、１年半前には次の芸能の出演を決めとかなきゃならんと。いうこともありま

すんで。というのは私が心配してるのは、２９年度に派遣された職員とも話をしましたけれど

も。経理が主で、仕事は本当は管理、経理ということで派遣されたようだと思いますけど、本

人は経理事務をやってるみたいな返事をしてましたんでね。ちょっとそれでは文化芸能ごとの

交渉は館長１人だけだと、後継が育たないじゃないかという感じもしましたし、定年間際の人
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をそこへ派遣しても、覚えたころには定年になってしまうと。町長おっしゃったように定年に

なったら引き続き勤めてもらえば、また５年なり、その活躍は期待できると思いますけれども。

ぜひひとつ職員を派遣する目的も今理解しましたけれども。単なる何と言うんですかね、天下

り先にならんように、文化ホールという特殊な事業の自由度も認めながら、後継者をぜひ育成

していただくようにお話をして、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告３番 １０番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

続いて、通告４番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

おはようございます。通告に従いまして、まず１番目に歴史遺産活用について伺います。富

士川町の指定、伝統文化、いわゆる文化財は現在４０件あると確認しております。富士川町で

は、道路網、建築物件の立ち並ぶ一方、よき古き伝統芸能、古民家等は忘れつつ、失われつつ

あります。古きある家が老朽化したり、管理の行き届かなくなった建物が取り壊されたり、身

近な懐かしい風景、芸能が変化していく光景を、町民の方々は何かしら寂しい思いと感じます。

文化財保護法の１条には、この法律は文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文

化的向上に資するとともに、世界文化の進捗に貢献すすることを目的とするとあります。歴史

資産は保存するだけでなく、活用することが重要であるとも言われています。活用は公開によ

るだけでなく、その建物を使い続け、町づくり観光資源、コミュニティーの拠点として地域貢

献が期待されていると思います。一般的な文化財、歴史資産の保護は、価値を守ることが第１と

され、保存が優先されていて活用がいまひとつであると思われます。このような中で富士川町

でも伝統芸能、文化遺産。例えば長澤のボロ電ですね。それから町内の何百年も前に建てられ

た古民家、昔ながらの地域芸能などを新たに調査・発掘し、取り組むような計画があるか伺い

ます。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の新たな町指定文化財の発掘というご質問にお答えさせていただきます。文化財は、

長い歴史と幾世代もの人々から伝えられ、人々の営みと関わりながら伝統的な意義や価値を形

成し、地域の特色を持たせてきております。こうした中、町では常日頃、文化財調査を行って

まいりましたが、文化財の指定にはつながっていない状況であります。 

しかし、町には今だ未発掘な文化財があると思われますし、再度の調査を行い、指定文化財

としてふさわしいかを検討し、町指定文化財の発掘と指定に取り組んでいきたいと考えており

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ぜひ地味ですけども、非常に大事なことかなって私思われますので、ぜひ調査等よろしくお

願いいたします。次にですね、次のカッコ２番に移りたいと思います。文化財保護法は、度重
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なる改正がありましたが、人々の概念や価値観の変化に伴い、歴史的・文化的自然遺産の価値

が再認識されています。私が考える文化構想は、地域に存在する文化遺産を指定、未指定にか

かわらず、幅広く的確に把握し、文化遺産をその周辺環境まで含めて総合的に保存活用するた

めの方針であると考えます。このような中で、歴史遺産を活用したまちづくりの推進のために

も、歴史遺産のマスタープラン、基本計画があるか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただ今の保存活用マスタープランの策定計画というご質問にお答えさせていただきます。文

化財を後生に残していくことは、社会の変遷や生活環境の変化を知る上で、重要なことと考え

ております。また、町内にある様々な文化財の指定の有無や形の違いにかかわらず、長期的な

視野で、計画的に保存・活用していくことが、重要であると認識しております。 

     こうした中、国においては、地域の文化財の活用を後押しする、改正文化財保護法を成立さ

せ、文化財継承のための方策の一つとして、地域一体で計画的に保存・活用に取り組んでいく

ことを目的に、市町村による「文化財保存活用地域計画」策定の推進にかかる指針をまとめて

いるところであります。 

    こうしたことから町といたしましては、今後示される指針を参考に、文化財保存・活用に係

る計画づくりに向けた検討をしていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

やはりあの町民全体がですね、歴史文化を体感でき、町民が誇れるまちづくりのためにも必

要があると思われます。先ほどの長期的な計画で見ていることですけれども。ぜひよろしくお

願いいたします。やはり学校現場とかふるさと教育、こういった場をやっぱり考えていますと

ぜひですね、実現ていいますか、計画ではなく実現ということでぜひよろしく検討してくださ

い。 

次の質問に、移らさせていただきます。次に峡南医療の町の支援体制ということでお願いし

ます。平成２６年に開業以来、厳しい状況が続いております。富士川町にとっては無くてはな

らない医療施設であり、多くのことを期待して開業しました。多くの町民は病院の必要性を痛

切に感じており、寄り合いワークショップにおいても、地域の課題の１位に医療充実を掲げて

いるとこもあります。こうした中、２町の金融支援を行なった効果もあり、平成２９年計算は、

医業収益が３９億４００万。医業費用４４億３，６００万円で、医業外収益５億６，０００万

により、 終収益も１４２万４，０００円減少という結果でした。 

特に営業費用の９，４００万の圧縮は病院関係者の企業努力であり、評価できるものと思わ

れます。実際、病院経営は全国的にも慢性的な赤字の続いているのが現状だと確認しておりま

す。この他にも改革プランの策定等も実施しており進捗していますが、今後うちの町では医療

センターにどのような支援体制をとっていくか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 
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ただ今の峡南医療センターへの今後の支援体制についてお答えいたします。峡南医療セン

ター企業団は、公立病院として地域医療を守るため、平成２６年４月に２病院、２老健施設が

経営統合し、開設しました。それ以来、構成町であります市川三郷町と富士川町の両町が、財

政的な面を中心に支援を行っておるところであります。現在、両町が行っている財政支援の主

な内容は、負担金と貸付金であります。まず負担金につきしては、町が企業団に繰り出すこと

ができる総務省繰出基準額分と、統合前の企業債償還金分のほか、政策医療に関わるものであ

ります。貸付金につきましては、企業団における当年度の運転資金として、短期貸付金と長期

貸付金を支援しております。こうした中、現在、企業団では、平成２８年度末に策定した「新

公立病院改革プラン」を基本に、目標達成に向けた具体的な取り組みを展開しているところで

あります。当企業団は、地域住民の健康と命を守る上で重要な役割を担っており、地域には欠

かせない病院と老健施設を運営しております。 

こうしたことから、今後も町としましては、これまでと同様に企業団の経営状況を精査、判

断する中で、効果的な財政支援を行うとともに、改革プランの達成に向けた取り組みへの支援、

連携も図ってまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問ですが、先ほどの凝縮してと、丁寧な回答でしたけれども。改革プラン、いわゆるア

クションプランていうですかね、これが平成２９年４月に作成しましたが、この進捗状況にど

こまで町のほうで深く、精査っていうですかね、関与っていますか。それを伺いたいです。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

アクションプランのチェック及び評価についてでありますが、このアクションプランにつき

ましては、病院の経営管理局、両病院老健代表者、両町の財務担当課長と福祉保健担当課長で

構成します幹事会により、四半期ごとに進捗状況を把握し、平成２９年度の状況を今回評価し

たところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問ですけども、アクションプランの４つの柱の１つは、地域包括ケア病床の開設ですね。

２つ目は、地域連携活動による強化による、紹介患者数の増加。３つ目はベッドコントロール

の効率的な運用による入院患者の動向。４つ目、「診療報酬を見直し、新たな増加の届け出」の

精査をですね、やっぱ中心にすべきかなって私は考えてるんですけども。その中であの１つで

すね、提言て言えるかどうか分かりませんけども、１つ目としまして高齢化によるですね、在

宅訪問看護体制の導入がどうかですね。それから２つ目がですね、精神科の新設。それから３つ

目は認知症初期集中支援チームの新設ですね。やはり今後２０２５年問題と、現在うつ病の患

者と高齢者の急増する、非常に急増しているという中ですので、地域医療を担う病院としてで

すね。町では、やはりいち早く金融支援だけではなく、このような支援体制がですね。ある意

味では必要でないかなというふうに考えますけども、いかがでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 

     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、秋山議員がおっしゃられたことはまさしく町の現場での課題となっていることでござ

います。今後、団塊の世代が後期高齢者になります２０２５年を目途に、現在、国においても

町においても予防、医療、介護、生活支援を含めた、地域包括ケアシステムの構築を進めてい

るところでございます。先ほどおっしゃられたように、町におきましても要介護者の増加、介

護の担い手不足、認知症高齢者・独居高齢者の強化などの問題は顕著になってきているところ

でございます。こうした中、特に医療では先ほどお話のあった精神的な診療、それから認知症

対策、在宅医療ケア、訪問看護などは必須であり、住民の健康寿命を支え、守る重要な役割を

担う地域医療を支える病院として、この地域のニーズに沿った役割を果たしていただけるよう

期待しているところでございます。また今後も、市川三郷町とともに地域の状況や住民の声を

峡南医療センターに伝え、体制に反映していただけるよう支援してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     ぜひ今３つ言った機能をですね、私としては必要かなというふうに思いまして、今後のやっ

ぱり病院経営を会社じゃないですけれども、経営を考える上で非常に町民としても、こういっ

たことは必要性といいますか、感じておりますので。これあの企業団で考えることかなといい

つつも、やはり町でもぜひ検討すべきかなって思います。 

再質問ですけど、よろしいですか。金融支援としてですね、この４年間、医業収益と事業収

益の平均見ますと、約３９億円に対してですね、これをですねやはり費用がどうしてもかかっ

てますから営業費用の４年間の平均値が約４５億３，１００万円、差し引けば５億円超の経費

圧縮をですね今後どうするかが課題であるかなと思われます。今後１０年間にわたってですね

年間約５，０００万の経営圧縮し、特に営業費用を削ることが重要と思われます。そして事業

外収益、今年度５億６，５００万、負担金、交付金、長期前受金戻入金ですね、今後そういっ

た資金は新規の設備資金、借入金等に返済をするようにしたらどうかというふうにちょっと思

われますけれども。町長か財務課長になるですかね、この辺はね。 

〇議長（井上光三君） 

     秋山仁議員、今のは具体的な企業団の中身にかかってくるので、それに対して町がどう支援

体制でって、質問通告がそうなってますので、質問ちょっと変えていただければと思いますけ

れども。もし町長お答えになれるんであれば。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターの経営について、関心を持っていただきましてありがとうございます。医

療センターの方もですね改革プランに沿って今一生懸命、病院あげて、企業団あげて頑張って

るとこであります。今年度の中間報告では、マイナスではなくてプラスという結果もいただい

ております。このままちゃんとやっていただければ、この赤字解消も徐々ではありますけども
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やっていけるんでないかなと思ってます。今のご質問についてはですね、あそこの病院は公営

企業法で設立しています。一つの団体であります。病院を作る時にもですね、いろんな病院の

形式がありましたけども。富士川町議会から、富士川町長も市川三郷町長も経営には関与する

なということから、私どもは今、全然そこんとこは表面上入っておりません。しかしそうは言っ

ても両町が５０％出資している企業団ですから、設立者会議といいますか設置者会議というの

を定期的にやりながら、病院にはちくりちくり言ってるとこはありますけれども。今言った内

容は、公営企業体でありますんで、執行部は企業長を中心とした病院であります。それを監視

するのは病院の議会でありますんで。この町からも５名の議員が出てます。市川三郷からも５名

出てます。そういう人たちに、病院とすればしっかり内容を説明し、また執行部ですから企画

立案しますけども、それを執行するのは議会の議決を得られなければ、１円たりとも執行でき

ません。そちらのほうでしっかり議論をしていただければと思っております。我々も１日も早

く病院がですね独立できるように、これからも設立者会議の中では言ってはいきます。それと

また、先ほど来お話のありました地域ケアシステム、あるいは精神科の話題、認知症の対策、

こういうのは、市川にしてもうちにしても当然、福祉の方の、医療福祉の課題であります。た

だ、今ああいった病院にですね、それをすぐ押し付けても、人的体制もでておりません。そう

いった先生、あるいはいろんな医療関係をですね確保するためにも、まあ両町の議長さんとい

うよりも、病院の議長、副議長さんにも同行していただきながら、我々医大へ行ったりですね。

毎年そういった活動も実施してるとこでありますが。何せ今、日本全体、特に山梨県の医療は

ですね、医師不足というのが１番あります。精神科もありますけども。私は脳の方もですね、

脳外科でもいいし、そういうのもこれから高齢者増えてきますんで、詰まった人、切れた人も

出てくると思いますから。そういった部分も欲しいし、あるいは腎臓の関係の先生も欲しい。

いろんな人がいるわけであります。これもですね、病院のキャパと、そして今のスタッフと、

そういう中から病院の方でどれから手を付けて行くかというのは、執行部は、病院の企業庁を

中心に考えてくこんだと思っております。私どもはしっかりですね、地域医療の核であります

んで、それを支えていく役割の方でいきたいなと思ってますから。今後も財政支援、あるいは

そういった福祉の関係の支援とか十分していく予定でおります、以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

やはり町では経営には関与するなということが年度っていますか、当初っていうことのよう

ですけども。ぜひ多くの町民がやはり心配してますからぜひよろしくお願いします。これで終

わります。 

〇議長（井上光三君） 

     以上で通告４番 １番 秋山仁君の一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１６分 

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

再開 午前１０時２４分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。続いて、通告５番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を行います。 

３番 笹本壽彦君。 
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〇３番議員（笹本壽彦君） 

３番 笹本壽彦です。通告に従い新庁舎建設全般について伺いますが、その前に、現在の私

の感想と気持ちを述べさせていただきます。町の幹部や職員の方々、また先輩議員の方々には

当たり前のことかも知れませんが、傍聴席の方々や町民にはぜひお伝えしたいことがあります。

新人議員として半年過ぎて、議会も３回目になります。そして今感じておりますのが「議員と

は、いかに無力か」ということです。それはどういうことかと申しますと、今から質問する新

庁舎建設に関して実際の所、何も知りません。大まかなことさえも何も知らされておりません。

ホームページから読めていることくらいだけなのです。傍聴席の皆様と一般町民の方々と同じ

レベルの情報しか私は持ち合わせておりません。他の議員の方々もほとんど同様だと思います。

ですから今日は大きな疎外感と共に、富士川町の将来の危機感を感じて質問いたします。まっ

たく素人のような質問になりますが、質問事項1番として、「富士川町新庁舎整備基本計画」に

よると、新庁舎の建設位置について諸々の立地条件を設定し、この条件を満たす位置として「現

本庁舎位置での建て替え」としました。とありますが、具体的にはどの場所なのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今の笹本議員のご質問にお答えいたします。新庁舎の建設位置につきましては、「富士川

町新庁舎整備基本計画」の中で「現庁舎位置での建て替え」としており、建設基本設計段階で、

将来を見据えた土地利用及び配置計画を検討していくこととなっています。 

新庁舎整備の敷地を具体的に申し上げますと、現本庁舎建物や本庁舎南別館が建っている敷

地、本庁舎南側駐車場、本庁舎東側駐車場、本庁舎東別館と東別館分館周辺の敷地であります。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

建設する、あの委員会の要望の中で、敷地の形が非常に悪いので、北側に立地するガソリン

スタンドと民家を買収したらどうかというふうな意見が出ておりました。そして議会の全員協

議会の場でも話題に上っていましたが。やはり先輩議員からは、具体的には何も決まっていな

いともいうことでした。しかし、現庁舎東側のガソリンスタンドとその隣の家も買収予定だと

いう情報が聞こえてきております。それは現状では、いかがなのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。基本計画では、本庁舎敷地を含む町有地を念頭に、敷

地の配置計画を策定しておりますので、計画の段階では民有地は含まれておりませんでした。

しかしながら、基本計画の中に町有地の周辺整備を含め、よりよい庁舎整備の計画を策定する

ということになっております。町といたしましては、隣接する民有地部分について、よりよい

調査整備を行うために必要な土地であると考え、現在土地の購入に向けた用地交渉を行なって

いるところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

非常にあいまいなお返事だと思うのですが。そのガソリンスタンドとその隣地の２件を、買

収予定でいろいろ交渉にかかっているということがあちらこちらから聞こえてきております。

それが事実かどうか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今の質問にお答えいたします。先ほどの答弁で申したとおり、用地交渉は行なっており

ます。この用地交渉の用地の購入に向けた諸費用につきましても、９月定例会におきまして計

上してあるところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ええとですね、私の知人で、このようなことのその買収とかですね、その辺のとういうよう

なことの専門家に現地を見てもらいました。ざっと見積もってもらいました。これはあくまで

もざっとです。しかしですね、これ専門家です。土地、そして移転補償、営業補償、建物を解

体、道路を間に通っている道路を解体整地。もろもろ比較的安く見積もって、約３億円かかる

だろうと。とのことでした。町としてはいかほどに見積もっておられますか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまの質問にお答えいたします。現在、民有地の移転補償等につきまして、９月議会に

計上をさせていただきました補償費の算定のですね、委託の方を現在行なっているところであ

ります。まだその結果が町のほうに、委託業者のほうから出てきておりませんので、具体的な

金額等につきましてはまだ算定をしておりません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それは町のことですから、もろもろの手続きを踏んだ後でないと金額は出せないと。それは

おっしゃるとおりだと思います。でも現実的にですね、恐らくこのくらいかかるはずですよ。

その見積もった方は本当専門家ですから、素人じゃありませんから。そしてですね、そのよう

な高額な資金が必要となるわけですよね。どちらにしても。そのガソリンスタンドと隣地を買

収する場合。私もあのご存じの方多いと思いますが、５００坪ほどの倉庫が増穂商業のそばに

ありまして、売りますという看板を立てておりましたらば、はくばくさんが、まあ買いましょ

うか、買ってやろうかというふうなことになりまして。そこに１００坪ほどのフォークリフト

が自由に動けるほどの鉄骨の倉庫がありました。これは十分使えるだろうなということで、そ

れは解体しないでとっておいたのですが。購入先からの要望はあれも解体してくれと。ですか

ら、解体費用は私のところで負担をして、更地にして、木も抜いて、大きな石も片付けてまっ

平にした形で購入をしていただきました。何を申し上げたいかというと、今度の場合は現実に
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営業しているガソリンスタンドと広い庭があって、南向きで、役場のそばで、もろもろ買い物

にも便利で、そういう 1等地。ガソリンスタンドなんか幹線道路の角地ですよ。これらの一等

地をこれを売ってください。立ち退いてくださいってことでしょ。これは、私の場合は買って

ください。だから建物の解体も私持ち。ですから今度はそのに一等地にある何ら今、不自由し

ていないところを町で売ってくださいですから。そうなると、すべての費用を町で出さなけれ

ばならない訳でしょう。これ当たり前のことです。それが何億円、３億円くらいかかると。私

の。これってね、あの潤沢な財政状況ではないですよね、決して潤沢ではない財政状況。その

ような中で、そこまでしてあそこの土地を購入することが町民の理解が得られるのか。得よう

とするならば、将来に向けてのその費用対効果をちゃんと説明していただきたい。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。先ほど笹本議員のおっしゃるとおり、現在、町有地に

隣接しております土地につきまして、用地交渉を行なっておるところなんですけれども。町の

新庁舎建設につきまして、町有地の形状の整備化といいますか、その民有地を含んだ中で、計

画した方が、将来的に新庁舎の建設につきまして、メリットがあると町では判断しております。

そういったその大きな理由といたしましては現在、前面道路としまして、平林青栁線の県道等

がございます。基本設計ができていない状況ですので、どういった建物配置になるのか、どう

いった敷地を利用するのかというのは、まだ決定事項ではありませんけれども、そこに民有地

がございますので、そこも含めたなかで設計をしたほうが、自由な設計といいますか、富士川

町の求める新庁舎の建設についてメリットがあると考えて現在交渉中ということであります。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

また当たり前のことを申し上げますが、その新庁舎を計画して、出来上がって、補助金なり、

なんなりの返済が始まりますよね。そのとき、この今の役場の幹部の方、何人現職でおられま

すか。町長を含め議会議員含め、任期終わっているんですよ。そういうふうな状況の中で、簡

単に言えばですね、いけいけどんどんの大盤振る舞いとしか思えんのですよ。それで町民の理

解を得ようとするものであれば、課長、町長、もっとその辺の説明と、こういうふうにいいこ

とがあるんだと、これをすることによって、こういう利益があるんだと、町民のための利益に

なるんだということ明確におっしゃっていただけませんか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

庁舎にしても道路にしてもそうですが、今回の庁舎は今のところ、財源の関係で３６年度完

成ということを言っております。もっといい財源があれば早くなるかもしれませんし、その財

源が延びれば、またもうちょっと伸びるかもしれません。しかしですね、今議員おっしゃると

おり、私の任期もあと３年半であります。ここにいる幹部職員も、もうすぐ定年迎えるのもお

りますししますが、富士川町は永遠に不滅です。１万人をきればこの町が消滅するという人も
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おりますけど絶対しません。これは法人格を持っておりますんで。この県内見ても１，０００人

の町もあります。４００人、５００人の町もあります。１万人を切ったから、この町が消滅す

るというのは報道が言ったことであって、実際にはありません。これからも役場職員は町民の

ために、この庁舎を本拠地としてやっていかなきゃならない。で、そしてそれを今ここで苦し

くてもやっておかなければ、その財源のある内にですね、やっておかなければ、後の子ども達

に全額自分で出さしてっていってもこれ無理の話ですね。当然建てれば、すぐ返済には入って

いきます。私どもが元気なうちに、次の世代に負担を残さないようなこと。富士川町、我々だ

けがいるこんだけ考えればいいですよ。どうせ入れないんだから、庁舎作らなくてもいい。で

も次の人たちのために、ここが防災の拠点にもなりますし、いろんな行政の中心になってきま

すんで、ここでそういった、町を利用する場合に利用しやすい庁舎を作っておいてやる。これ

も我々の責任だと思っております。そんなことで今回、合併をした後の特例債もありますんで。

そういうのも活用しながら、今ここでそういう計画をしてるとこであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

私はあの新庁舎に反対をしているのではないのです。富士川町がなくなるなんていうことを

私は考えておりません。ただ、ご存じのとおり私は事業では１００年以上の商店を私の代で廃

業したと。ある意味大きな負担というか反省を持っております。そういう中でですね、節約で

きるものは節約したらどうかと申し上げてるのです。町長の今のご返答の中にも、その２件を

買収、多額で買収をして、することがどんなにプラスになることかということは、やはり具体

的におっしゃっていないじゃないですか。あの今回の私の質問は、大まかの中で、新庁舎に反

対ではないです。基本的に節約をするとこは節約したらどうかということで、全体を話してい

きたいと思っております。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

新庁舎の現在地に建てかえということは、先ほど課長が答弁したとおりであります。そうい

う中で、その基本計画を作る時もですね、そこの２件がもし買収できるんであれば土地利用と

して、形状としてもいいよねというお話が出たと思います。そういう中から、基本計画の中に

はそこは色は塗ってありませんけれども。それを進めていく現状においては、両者に打診をし

ながら、どのぐらいの費用というふうなあれもありましたんで、９月議会に予算を計上さして

いただきながら、今その調査をコンサルに頼んでいるところであります。予算をかかるか、ど

のくらいになるか、まだ数字はつかんでおりませんけども。いずれ立ち退いていただくんであ

ればそれなりの補償もしていかなきゃならないであろうし。そしてこの役場がですね、地域が

えぐれた形の敷地よりも、しっかり四角になって、その中で新しい配置が計画できれば、これ

にこしたことはない。役場もこれから先ほど言ったように、未来永劫あるわけであります。こ

の役場も、小学校の北側から、そしてここへ移ってきた役場であります。ましてや今回は鰍沢

町とも合併をして、新たな行政機能をここに構築をしていくというときでありますんで。しっ

かりと町民の皆さんに、後々利便性の持った役場庁舎であり、また敷地もこれからただ単に役

場を建てればればいいんじゃなくて、住民の皆さんにも遊びに来ていただける公園的な敷地も
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確保しなきゃならん。いうそんなところからですね。あの２軒に今交渉を進めているとこであ

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

わかりました。それからですね、新庁舎の想定規模面積は、延床面積を６，０００～６，

５００平米と想定し、敷地面積は 低限必要と考えられる約１２，０００平米と想定している

が、ということが委員会のホームページに内容として出ております。その面積に固執しなけれ

ば現庁舎南側敷地を有効利用することにより、可能と考えられますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ご質問にお答えいたします。先ほど笹本員がおっしゃった６，０００から６，５００平米の

床面積、また敷地面積１２，０００という部分につきましては、新庁舎整備の基本計画の部分

で提案をされた数字となっております。しかしながら、その後、基本計画をもとにですね、新

庁舎の執務環境整備基本計画等を策定するにあたり、現在のところ、床面積は 大で５，

９００という形で全員協議会の方でご報告をさせていただいているところです。ただし、今か

ら基本設計というか、第２回になりますので、その中で基本設計の段階で、設計者との協議等

の場で、富士川町に必要な新庁舎の床面積等を協議して決定していくという流れを考えており

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

延床面積を４，９００平米ですよね。５，９００平米との答申を受けたというのが、先月２６日

の山日新聞に出ましたよね。答申を受けたと。２６日の。それについて伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまの質問にお答えいたします。基本整備の計画段階では６，０００から６，５００と

いう提案をされております。ただし、今回全員協議会の方で、私ども管財課の方でご説明を申

し上げて、資料の方をお渡して、これだけ会議室の面積が減りましたとか、底の面積をこれだ

け減らしましたというような資料をお渡しして、想定している 大限の面積が現在のところ５，

９００平米ということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

先月の２６日の山日新聞の記事の内容と異なるのですか。 

〇議長（井上光三君） 

笹本議員、新聞とは別に、議会でも５，９００について説明をすでに受けていますので新聞

ではなくて説明を受けた中で執行部から来て全員の前で説明を受けますので、その範囲内で質
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問いただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

新聞は多分、答申を言っていると思うです。答申は６，０００から６，５００平米、これ間

違っていないわけです。そのあと今、課長が言ったように、役場のほうでも執務環境のコンサ

ル出したりしながら、会議室の面積あるいは倉庫の面積等々を減らしながら、５，９００で何

とかいけるだろう。６，５００じゃなくて５，９００でいけるだろうということで、これで基

本設計を出していきたいということは、全員協議会で管財課長の方から資料をお渡ししがら説

明をしているはずですが。そこのとこも、もし欠席をされていれば、わからなかったかもしれ

ませんが。説明をしてるはずです。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それは大変申し訳ございませんでした。次の質問事項に移らさしていただきます。敷地や、

新庁舎の敷地や建物の設計がまだほとんど決まっていないにもかかわらず、具体的になってい

ないにもかかわらず、執務環境調査とはどのような案件で、それをなぜ先に行うのか理由を伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。町では建設基本設計に先立ち、本年２月から執務環境

に係る各種現状調査を実施し、結果を分析する中で、１１月に「富士川町新庁舎執務環境整備 

基本計画」を策定したところであります。近年整備される庁舎につきましては、調査による現

状把握と、課題の抽出を行う中で、執務環境整備に係る計画や方針を策定し、建設基本設計や

実施設計に反映させるという手法が、広く行われるようになりました。本町におきましても、

実状に合った規模と要件を備え、快適で機能的な庁舎を適正なコストで整備するため、建設基

本設計前に各種現状調査を行い、町が求める執務空間の考え方を明確にするための「新庁舎執

務環境整備基本計画」の策定を行ったところであります。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

あの私はですね、それは何となくわかります。ただ、町民の方々でですね。わからない方が

多いのですよ。だって一般的には、例えば家を建てる、何をするということからすれば、順序

が逆ですからね。そういうこともありますけれども、あえて。お聞きいたしました。 

次の質問事項３に移ります。富士川町新庁舎執務環境整備基本計画策定業務プロポーザル審

査委員会を設置し、ヒアリング審査での各審査委員の評価点の平均の合計により、受託候補者

を株式会社正直堂に特定したとホームページに載っております。基本計画策定業務プロポーザ

ル審査委員とは、どのような資格や知識を持っている方なのか、どなたなのか、また何人くら

いで審査したのか伺います。 
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〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     笹本議員の富士川町新庁舎執務環境整備基本計画策定業務プロポーザル審査員について回答

いたします。「富士川町新庁舎執務環境整備基本計画策定業務プロポーザル審査委員会」は、「新

庁舎執務環境整備基本計画策定業務に係るプロポーザル方式による委託事業者の選定を厳正か

つ公平に行う」ことを目的に、平成２９年１２月１４日から本年２月１日まで設置したもので

あります。委員につきましては、会計管理者、政策秘書課長、財務課長、管財課長、町民生活

課長、福祉保健課長、都市整備課長及び教育総務課長の町職員８名でありました。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

よくわかりました。ぜひですね、その審査に関わられた課長様方、今の皆様の部下が使うよ

うなことになるわけですが、どうかですね、責任を持って徹底的に節約するというふうな心構

えと意思を持って色々選んでいただきたいと思うのですが。例えばですね、課長さん方、新庁

舎で使用するのに、今現在使っている什器、机、椅子等をどのような基準で、これは使うよ、

これは処分だというふうな基準とか持ち合わせておるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。現在、まだ新庁舎につきましては、基本設計もでき

上がっていない状況で、どのような執務環境配置になるかとかですね、まだ全然決まっていな

い状況であります。ただし執務環境整備基本計画の中では什器類の整備計画といたしまして、

什器類は劣化度を調査し、転用、廃棄、新規購入に分類し検討をします。また再利用可能な什

器類は、できる限り新庁舎においても有効活用することとして、什器類整備にかかわるコスト

の縮減を図りますというような形で、計画に載せてございます。この計画に基づきまして、今

後は設計者との協議、また執務環境を調査を行う業者を協議の中で、この什器は使えるとか使

えないとかいう基準についても決定してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

わかりました。ぜひ後に禍根を残さないように頑張ってください。次の質問事項４に移りま

す。この議場がある建物は耐震化されているそうです。この建物は新庁舎建設に際しては、解

体する予定なのか、改修して利用する考えがあるのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。議会棟につきましては、昭和５６年に建設され、平

成９年に行った耐震診断において、耐震性有りと判断されておりますが、建設より３７年が経

過し、建物自体の経年劣化による雨漏りなども発生しております。町といたしましては、この
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ような現状である議会棟の改修を行っても、建物自体の老朽化を防ぐことは出来ないと考えて

おります。また、現状の議会棟のスペースでは、改修を行っても議会が必要とする機能を備え

ることは難しく、スペースの確保を行うためには、新庁舎の設計に大きな制限をかけてしまう

と考えております。 

このことから、新庁舎の配置や一体的整備などを考慮した結果、議会棟については改修や再

利用を行わず、撤去する予定であります。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     これもですね私、知り合いの建築士と、中には入れませんけども見ました。この建物を改修

すれば、議長室や会議室、議員控室にも十分なスペースがとれるように改修できますよ。また

傍聴席が不足した場合には、今ならば、その議会を実況、６月にあったように別な部屋で実況

中継して、その不足を補うことも十分できます。費用を、ここを使えば、新庁舎に対する、か

かる経費も大きく節減できるはずです。議場を新庁舎内に配置するには、その分のスペースと

やはり億単位の費用がかかるはずです。これらの必要性と費用対効果を町としてはどのように

試算をしておられるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今の質問にお答えいたします。町といたしましては、この議会棟も先ほど述べましたと

おり、議会棟の改修等につきましては行わないという、行わず、新庁舎の設計に大きな制限を

かかるということからしないということでございます。しかしながら、この議会棟の扱いとか

ですね、議会が必要とする機能、その他そういうなことにつきましては、やはり議会の方で決

めていただきたいということで、議会のほうに投げかけてあるといいますか、新庁舎に求める

議会機能はどのようなものが必要かというようなことも投げかけてございます。その中で、今

回補正予算に計上させていただきました基本設計の中で、設計者と協議をしてまいりたいと考

えておるところです。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

議会の要望をとか、国見町というところの町役場と議会を研修で見に行きました。ただそれ

とは別にですね、議場はユニバーサルデザインに対応した整備を行うとともに、議員、執行部

席など、必要な座席数を確保した上で、効率のよい形態について検討を進めますと記載されて

いるんですよね。現在の議場で、深刻な不足や不便は、私は感じておりません。まったく感じ

ておりません。ここが も重要なことだと思いますが、当たり前のことですよ。そもそもです

ね、１年間で４回の議会があって、使用する延べ日数ではたった２０日ほどしかないじゃない

ですか。１年間で２０日ほどですよ。そのようなことを、町長以下、職員の皆さんもみんな御

存知のはずでよ。経年劣化して雨漏りがあったりとか、そんなものは直せばいいじゃないです

か。議員の総意ではないことはもちろん承知しておりますが、その議会でこの議場はユニバー

サルデザインでどうのこうので、新庁舎にというふうなことは、まだ議会では結論出して、町
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にそういう要望を出したということはないはずだと理解しておりますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

議場につきましては先進地も議員の皆さんにも行っていただいたり、役場職員も見てきても

らっております。ただまだ基本設計が出ておりません。これから業者を決めながら、どんな形

にしてくかってのは、協議をしながらつくってくわけですが。私も、全国の役場は非常に見て

おります。ほとんどがフラットで、別棟つくってですね、日常は住民に開放して、年に２０日

と言いましたけども、３日ずつやっても４回しかりでありませんから、臨時会除けばですね。

１２日なんですね。その後ガラガラにしとくのがいいなのかっていうところがあって、小さな

町では本当、日ごろは住民がカラオケをしたり、ダンスをしたりしながら、議会の時にはそこ

を議場に直してやってるというところも多々あります。その中で町の方もこういった、庁舎の

整備計画を進めてくる中で、議会のほうとも話をしながら、これは進めてきておりますけれど

も、議場は一緒でもいいという人もおりましたし、別棟にもう１つ建てろと、別に。としてそっ

ちは木造ですべて建てろと、設計業者とも協議をしながらやっていきますけども。議会のほう

で議場はこのままでいいということであれば、これ残しても私はかまわんと思います。それが

議会の総意であれば。ただ、今言ったユニバーサルデザインちゅうのは、これからは我々だけ

が使う議場ではなくてですね、車いすの障害者の方も議員になるかもしれません。バリアフリー

は当然でありますけれども、これからは男性、女性にも、そしてまた体系にも関係なく、みん

なに使い勝手のいいようになっていかなきゃならんと思いますんで、ユニバーサルデザインの

感覚を取り入れた議場を整備していくということであります。今回、車いすの利用の方おりま

せん。傍聴者にも 近来てませんけれども。多分この議場では、この傍聴席へ車いすの方入れ

ないですね。そういうことも含めると、やはり時代に合った議場をつくっていくのがいいのか

なというふうなことでありますけれども、基本設計これからでありますんで。議会の中でも、

どうするか決めていただければ、その意見を取り込んでいきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

細かいことは、ここで議論をしても結論は出ないと思います。ええとですね、やはりホーム

ページの中に開かれた議会を進めるための議会機能、議会情報発信機能、議場等は開かれた議

会となるように整備します。というような文言があるのですよ。今ですね、今現在この富士川

町議会は、何が整備されていなくて、どのような機能が不足しているのですか。 

〇議長（井上光三君） 

     笹本議員、今その部分を議会の方で検討してる部分で、町のほうに聞いてもわからないこと

もありますので、そこのへんを含めて質問をしてもらいたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい、ええとですね。これあの。 

〇議長（井上光三君） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この町には実施機関というのは４つに分かれてます。町長部局が１つ。出納部局が１つ。教

育委員会が１つ。議会は議会です。この４つになってますんで、今の質問はこの議会に対する

質問ではないかと思いますんで、私どものほうではお答えができません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     これはですね、委員会なりで、その決められたことを執行部が、まとめていることが載って

いるわけですよ。そういうふうに載ってるんですよ。 

〇議長（井上光三君） 

     質問でよろしいですか。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

だから、そういうふうに載っているんだから、何が開かれてない、何が整備されていなくて、

何の機能が不足をしていると認識して、町は認識しているのかということをお聞きしているん

です。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今お話は基本計画の部分のことを、この基本計画を策定するにあたっては、議会からも議員

さん入っていただいて、その中の意見を基本計画にまとめさせていただいてるとこであります。

議会の中がまだ一本化されていないっちゅうことであれば、それはそれとして今後また、これ

から実施設計やってきますんで、修正の余地は十分あると思いますけれども。基本計画は役場

庁舎を使う人たち、ほとんど入っていただいて、つくり上げてきてますから、議会からも議員

さんも入っていただいた中で、基本計画いろんな意見をですね、まとめさしていただいたのが

基本計画です。これより具体的にしていくのが、今後作る基本設計、実施設計ということになっ

てきますんで。そうは言いましても基本計画ですから、一番根幹となる部分ですが、今、根幹

が揺るぐような話になってきてますんで、そこんとこはもう一度協議をしていただければと思

います。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい。わかりました。ただですね議会からは鮫田副議長、深澤公雄議員が入ってらっしゃい

ました。でも、それは私の聞いた範囲では、議会の代表ではないという、決して代表ではない

という。代表として正式に議会で代表として、お二人を選んだというふうことではないという

ふうに前にお聞きしましたが。あのお聞きしました。これは質問ではないです。質問でない。

で、そういうお聞きしました。そういう中での話です。それとですね、議会ではですね、その

進捗状況に関しては、ほとんど教えてもらってないですよ。これも質問ではないです。そうい

う状況で。 

〇議長（井上光三君） 
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     笹本議員、質問に戻っていただいて、議会に関することを、今、私の方で申し上げましたよ

うに、今議会で協議している途中ですから、それを議会の中で言っていただければと思います。

町に対する質問にかえていただきたいと思います。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     それでは、例えばですね、新庁舎含めてもろもろですけども、町長に提案ですけどね。何と

か委員会とか何とか委員会っていろいろあるじゃないですか。この際ですね、例えば、徹底節

約委員会みたいなものをつくりましてね、その無駄を省いてあり、これはここ我慢しようとか、

そうゆうふうな委員会をつくってみたらいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     役場といたしましても、いろんな通常の業務でもですね、事務事業の見直しをやりながら徹

底したコスト削減というのはやっておりますし、これから作る建物についても、必要 小限の

面積で、必要 小限の機能等と、お金のかからないような方策はこれからも考えていきたいと

思ってます。ただこれは役場の方でですね、しっかりそこんとこは徹底的にするべきの話であっ

て、今言った一つ一つに、その節約検討員会つくってもですね、それが果たして機能するかど

うか、この議会を通らなければ１円も執行することはできません。そういうのが議会制民主主

義ということだと思いますけども。そういった意味で、議会でしっかり精査をしていただいた

り、議論をしていただく中で、 終的には議会でお決めいただいたものは、執行できるかでき

ないかということに判断されるんじゃないかなと思います。余りたくさん作るとですね、そち

らでやって、それをまた否定するようなこともできないような状態になってもうまくありませ

んし。議会制民主主義をとっている限り、執行部が立案し、それを審議・決定するのは議会の

役目だと思っております。これからも富士川町議会に期待をしながら、いい町になるようにお

願いをしたいと思います、以上です 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

この新庁舎も含め、峡南医療センターの貸付金の問題も含めですね、もろもろの返済が何年

間繰越で始まりますよね。先ほど申し上げましたが、私の任期も終わったころに負担が始まる。

皆さんも退職した後に負担が始まる。これはどう考えてもやはり本当に責任を持って判断をし

なければいけないと思いますが。責任をとるということが、この今の日本では、この議会もそ

うですけども、無いのですよね。だからそういうことも含めて、町長は思い切って節約路線に

切り換えて、例えばこの議場の問題に関しても、議会が決めることっちゅうじゃなくって。町

長、議会にですね、今回はこれで我慢してくりょうというようなことをおっしゃっていただけ

れば、これはあの後々の大英断と言われると思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほど言ったように実施機関というのがあります。そこにはすべて長がいます。議会は議長

です。私は町長です。教育委員会には教育長います。出納には会計管理者います。それぞれが



５４ 
 

牽制しあって生きてく、あまし政治が入らないようにっちゅことで分けてあるですね。そこに、

私がいろいろ私的の考えを言っていいもんか、悪いもんか。議会制民主主義とか、そういうも

んが、根幹が揺るぐ話になるんじゃないかなと思います。議会の方は議長を中心に、いろんな

大所高所からお考えをいただきながら、町へ要望していただければ結構ですし、それぞれが、

やはり自分たちの役目を果たしていただくというのはですね、この組織を動かしていく根幹で

はないかなと思ってます。私も当然、何もしないでいけば、お金の苦労も何もしなくていい訳

でありますけれども、先ほど言ったように、これからの子どもたちに全部先送りをしていって、

そのあとには保育所も建替えなきゃならん、中学校、小学校も老朽化を始めてます。そうした

とき、まだ役場もある。いろんなもんがある。前の人が何もしてくれなかったから、我々がす

べて今度はやらなきゃならん。ではなくて、この町も将来も存続続けます。しっかりですね全

部が全部はできません。けども、いわゆる我々が苦しい中であっても、やるべきことはやって

いく。これが立候補した私は一番のもとだと思っておりますんで、皆さんに公約をしたところ

は、できる限り実行していきたいなと思ってます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

当然あの、これらが終われば、増穂中学校なんかも老朽化してますから、そういう建て替え

とか統合とかという問題で、多額のお金が必要になることは承知しております。ですから、そ

の分の余力をなるべく残していただきたいということで、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告５番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。 

休憩 １１時１８分 

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

再開 １１時２６分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

続いて、通告６番 ５番 望月眞君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

５番議員の望月眞です。今回は２つのことについて質問させていただきます。まず１つ目。

JR 身延線鰍沢口駅周辺の整備についての質問です。現在ＪＲ身延線鰍沢口駅周辺には観光案

内や公営施設等の案内掲示板が設置されておりません。駅利用者が周辺のお宅に尋ねに来るこ

ともよくあるようです。私が地域公共交通の活用状況調査で、鰍沢口駅周辺にいた時にも、富

士川病院までの行き方を尋ねられたことがありました。また高齢者の観光グループに駅周辺の

散策コースや観光場所を尋ねられたこともありました。駅利用者や観光客にとって、案内板が

設置されていると便利です。JR 身延線鰍沢口駅構内、または周辺地に富士川町の案内板を設

置することができないか伺います。 

〇議長（井上光三君） 
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     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの望月委員の案内板を設置することができないかという質問にお答えします。ＪＲ

身延線鰍沢口駅は富士川町の玄関口の一つとして位置づけ、ＪＲ東海と提携をし、電車を使っ

た町内巡りの「さわやかウォーキング」を開催するほか、ＪＲ東海へ働きかけ、鰍沢口駅構内

に観光ポスターを掲示するなど、観光客の誘致を行っているところであります。 

こうした中、駅構内やＪＲ敷地内への案内版の設置については有料であることと、周辺には

町有地も存在しないことから、現段階での案内版の設置はむずかしいと考えております。しか

し、周辺の民地には空き地があることから、今後、案内版の設置が可能か調査して参りたいと

考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

私がこの問題で産業振興課に話に行って、すぐに対応をしていただいて駅構内にね、ポスター

を掲示していただきました。ご苦労に感謝いたします。私はあのＪＲ身延線の各駅停車の電車

に乗車し、波高島から国母駅までの区間の駅周辺の状況を調べてみました。案内板等が設置さ

れていなかったのは、市ノ瀬駅、久那土駅、落居駅、国母駅そして鰍沢口駅でした。市川三郷

町内や中央市内の駅周辺には周辺案内マップ、観光案内板、市内案内板、公共施設ガイドマッ

プ等が設置されていました。駅周辺の整備や活性化を願ってのそれぞれの工夫が感じられまし

た。鰍沢口駅は市川三郷町内に立地していることもあり、駅構内に案内板等を設置するのは難

しいことだと思いますが、駅の待合室や壁等に案内パネルを設置するだけでも、駅利用者の利

便性が図れると思うので、ＪＲ東海とぜひ検討を進めてほしいと思います。また、駅周辺には

富士川町内の民間地を借用して設置することも可能だと思いますんで具体的に検討していただ

きたいと、そんなふうに思います。 

それでは次の質問です。JR 身延線鰍沢口駅周辺には公営の駐輪場がなく、駅近くの町道脇

を利用して、３０名ほどの自転車やバイクが置かれています。鰍沢口駅を利用している通学生

や通勤者を中心に屋根付きの公営の駐車場の設置を望む声が多くあります。駅構内には、駐車

場を設置するスペースがあるが、駅構内に公営駐輪場を、失礼しました。駐輪場を設置するス

ペースが、駅構内に公営駐輪場を設置することができないかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

望月委員のＪＲ身延線鰍沢口駅の駐輪場に関する御質問にお答えいたします。ＪＲ身延線鰍

沢口駅の駐輪につきましては、駅に隣接している町道の脇に自転車を置いており、駐輪場が設

置されていない状況であります。 

こうしたことから、町では、沿線地域の自治体で構成する身延線沿線活性化促進協議会を通

じて、８月にＪＲ東海に構内社有地の駐車場を駐輪スペースとして無償で利用できるよう要望

をしたところ、１１月末に、駐車場は既に利用者がいることから、それ以外の場所で、ＪＲ東

海が利用する計画のない用地であれば、可能な限り協力させていただきたい旨の回答を得たと

ころであります。しかし、借地料は原則有料ということでありますので、無償で駐輪スペース
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が確保できるよう、引き続きＪＲ東海と協議して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。やはりあの、駅周辺を見たんですが、波高島から国母駅間で公営の駐

輪場が設置していないのは、下部駅、鰍沢口駅、芦川駅の３駅でした。これは活用状況にもよ

ると思いますが、その中で鰍沢口駅はやっぱり３０台以上の自転車が常に停められている状況

があります。これはどうしても私は駐輪場の設置は必要だなというふうに思っています。常永

駅と国母駅以外は、屋根付きの駐輪場が設置されていました。東花輪駅は屋根付きで街灯もつ

いておりました。駅構内の駐輪場設置が借用で、費用が難しいというのであれば、鰍沢口駅前

町内の民間地をこれを借用してまた設置することも考えた方がいいんじゃないかなというふう

に思います。また鰍沢口駅前には街灯が少なく、夜になると暗くて怖い状況で、防犯上も街灯

のさらなる設置も必要ではないかというふうに思うので、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。まず１点目の民間の敷地を利用して、駐輪場いかがと

いうところでございますが、やはりＪＲ東海の身延線を利用する皆さんが駐輪するということ

でありますので、できればＪＲ東海の社有地の中に設置をしていただきたいという要望は強く

して参りたいというに考えております。２つ目の街灯あるいは防犯灯の設置に関してでござい

ますけれども、ご承知のように市川三郷町との町境いにあるということで、非常にあの境も入

り組んでいるところでございますから、市川三郷町との協議も必要でありますし、仮に防犯灯

ということになりますと、地域、組等で負担していただかなきゃならないということもござい

ますので、その辺も含めまして市川三郷町、さらには地元の区、組と協議をして、できるだけ

よりよい環境に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

わかりました。私はその次の電車が来るまでの時間を利用して、駅周辺を散策しましたが、

JR身延線駅を中心に町の活性化を図ることは大変難しいだろうなとそんなふうに思いました。

特に鰍沢口駅周辺は立地条件からして、困難なことだというふうに思います。しかし富士川町

はリニア建設でＪＲ東海に大変協力しています。そういうことも含めてですね、JR 東海と具

体的に検討協議を進め、通学、通勤者や駅利用者、観光客にやさしい鰍沢口駅周辺整備の充実

を図ってほしいと思います。それが少しでも町の活性化につながっていくのではないかと、そ

んなふうに考えています。 

２つ目の質問に入ります。幼年時教育の推進と充実についてです。第２次富士川町総合計画

書の大綱には、豊かな人材と文化を育むまちづくりが掲げられ、学校教育の充実や、生涯学習

の推進が謳われています。また健やかで、笑顔があふれるまちづくりでは、子育て支援の充実

が掲げられ、子育て支援計画の推進が提示されてます。三つ子の魂百までということわざがあ

るように、幼年期における教育は子どもたちの健全育成において も大切なことでありますが、
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現在行われている幼年期の子どもたちに対する取り組みや、あるいはこれからの幼年期教育の

推進、充実に向けた具体的施策について方向性を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの望月議員の質問にお伺いいたします。幼年期教育の推進について、保育所では、

子ども達の健やかな育ちを支えるため、「日常での運動遊びや外部講師による運動教室、親子の

ふれあい遊びなどによる体力や運動能力の向上」、「各園の特色ある保育の充実と展開」、「栽培・

収穫・調理などの体験と環境への意識を通した食育の推進」を進めています。 

また、児童センターでは、保護者同士の情報交換、乳幼児期に大切な親子の触れ合い、スキ

ンシップを中心とした活動を行っています。今後は、建設中の町民交流広場や町民図書館など

を活用し、体力向上や豊かな情緒を育む取り組みを進め、保育所、児童センター及び地域と連

携をとりながら、子どもの健全育成に努めてまいります。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問です。今の行われている取り組みを充実させることがとても大事だと思います。私は

幼年期において柔らかで、豊かな情操や感性を育んだり、健康生活の基盤となる体力を形成す

ることはとても大切なことだと考えています。そして、ありのままの自分を大切にする自己肯

定感を醸成していくことも必要です。新たに開設予定の児童センターを活用して、幼保の枠を

超え、保育園の枠を超えて、例えばお母さんと一緒に歌おう会とか、絵本を楽しもう会、親子

工作教室等を開催したりですね。富士川町民交流広場、富士川いきいきスポーツ公園の周辺を

活用して親子で楽しくウォーキング。ふれあい広場で遊ぼう。ボール運動教室等を開催して、

新たな幼年教育の機会を提供したらどうかと思います。指導者や一緒に活動する人には、高齢

者やその道に秀でた人のボランティアを募ったどうでしょうか。新たな幼年時教育の機会を提

供を通して、子ども達を中心に、いろいろな人たちの交流の場面も期待できると思うし、保護

者同士の交流や情報交換の機会と思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

新児童センターでは、子どもの情緒の安定と感性豊かな子どもに育つよう自然を体で感じる

戸外活動、ゆったりとした空間の中での絵本の読み聞かせ、地域ボランティアの活躍の場の提

供など、新たな活動を行うことによって、保護者同士の交流の場が増えると考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

来年度予算編成の時期になると思います。予算編成にですね、そういう場の提供を取り組ん

でいただきたいと、そんなふうに、幼年期の充実を図ることは、これはいじめ問題だとか、あ

るいは不登校や引きこもり問題、子どもたちが抱える今日的な課題への抜本的な取り組み対策

になるとも考えています。幼年期教育のさらなる充実、推進をお願いして私の一般質問を終わ
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ります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告６番 ５番 望月眞君の一般質問を終わります。 

続いて、通告７番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

８番、公明党の小林有紀子でございます。大きく３点にわたり質問をさせて頂きます。 

まずは防災・減災対策についてお伺いいたします。本年は西日本豪雨や大阪府北部地震、台

風２１号、北海道胆振東部地震など、相次いで大規模な自然災害に見舞われました。亡くなら

れた方々のご冥福と、被災された皆様が一刻も早く日常生活を取り戻されますよう、心よりお

見舞い申し上げます。今回私が質問させて頂くのは、大阪府北部地震で小学校のブロック塀が

倒壊して犠牲者が出た事故を受けて、本町でもすぐに学校や通学路の緊急安全点検を行い、該

当したブロック塀４２件に対し教育委員会が通知をし、町もすぐに「ブロック塀等撤去改修補

助金交付要綱」を作成し、現在通学路が１件、その他で１件のブロック塀の撤去が行われ、更

に４件の申請があると聞いています。またその後、専門家による点検により、鰍沢小と増穂南

小学校のブロック塀の撤去が必要として、今回の補正予算に盛り込まれました。学校や通学路

のブロック塀に関して素早く対応をして頂きましたが、そこで１番目の質問ですが、災害時の

避難路のブロック塀対策については、町は更にどのような対策を考えているのでしょうか。今

回、政府の補正予算に倒壊の危険があるブロック塀対応に２５９億円が計上されました。また、

国土交通省は、地方自治体が指定する避難路沿いのブロック塀などの塀について、一定の長さ

と高さを超える場合に耐震診断義務を課す方針を決め、来年１月に施行されます。災害時の町

民の避難路の安全確保のため、今後の町の対応をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

ただいまの小林議員の避難路の安全確保に関する御質問にお答えいたします。地震による災

害時には、ブロック塀の倒壊、屋根瓦の落下、倒木、土砂崩れ等の発生が予想され、また、河

川の氾濫に伴う洪水災害時では、土砂の流入、堆積、流木等の発生が予想されます。こうした

状況となった避難路につきましては、避難する上で大変危険であり、通行することは困難であ

ると考えられます。これまで町では、東日本大震災発生後の平成２３年度に、それぞれの地区

の避難路の確認を含め、地区ごとの状況に合ったきめ細かな災害対応マニュアルの策定を依頼

してきたところであります。 

こうしたことから、避難路につきましては、お住まいの地区の地形を熟知している地元で、

新たな地区防災計画の策定を進める中で、再度、迂回路の設定などをご検討いただくことをお

願いするところであります。 

なお、町といたしましては、避難路の確保という観点から、地震の際に、危険なブロック塀

の倒壊による被害を、未然に防止する対策といたしまして、その撤去や改修に係る費用を助成

する制度を創設し、本年８月１日から運用しているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

確かに町の補助金制度をつくりましたが、通学路の緊急安全点検で４２件に通知をしても、

まだ２件しか撤去されていない。非常に厳しい現状です。町民の防災・減災に対する意識啓発

が喫緊の課題ではないでしょうか。１９７８年宮城県沖地震で１８人がブロック塀などの下敷

きで亡くなり、その後、耐震基準は８１年に「建築基準法」が改正され、８１年以前の塀の多

くは基準を満たさないことから、大地震などで倒壊の危険性が高いとされています。宮城県沖

地震から４０年も経つのに、まだ危険なブロック塀が放置されている。わかっていながら対応

しないのが現状です。山梨県は災害が少ないため、「自分は大丈夫」などと考える、いわゆる正

常性バイアスが働いて、災害を我が事として思えずにいるのではないでしょうか。町民の皆さ

まの意識を変える積極的な取り組みが必要と考えます。国の補助事業が拡充されるわけですか

ら、該当する塀があるか所有者への働きかけ、周知の方法も改めて見直すべきではないでしょ

うか。その点に関してはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。先ほど避難路沿道の一定規模のブロック等の耐震診断の

義務付けが、国土交通省の方から通達、公布されまして施行日は明年１月１日ということでお

聞きしております。これにつきましては、今後、また県の方から周知の通達が来ると思ってお

りますので、その内容に即して周知を進めてまいりたいと考えております。また、本年８月１日

から運用を開始するにおります富士川町ブロック塀等撤去改修補助制度につきましては、平成

３３年３月３１日までとしておりますので、引き続き広報紙やホームページ、または区長会を

通じて周知をしてまいりたいと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

     周知徹底をよろしくお願いいたします。 

２番目の質問ですが、今年度の国の補正予算に先ほどのブロック塀対策費とともに、公立小

中学校へのエアコン設置を支援する緊急対策費が盛り込まれました。本町では、既に普通教室

にはエアコンが設置されていますが、体育館には設置されておりません。災害時には、体育館

が町民の避難所として活用されます。そこで、現在検討されている新町民体育館にエアコンの

設置をする考えをお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの新町民体育館にエアコンの設置という質問にお答えさせていただきます。新町民

体育館の建設にあたっては、施設規模や機能等を十分に検討しながら、今後、整備計画を進め

ていくこととしております。 

     また、富士川町民体育館建設検討委員会の報告書の中でも、災害時の用途に対応した機能や、

冷暖房設備の検討について提言をいただいているところであります。こうしたことから、新た
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に建設予定の体育館のエアコンにつきましては、施設の維持コストの見込みを考慮しながら、

利用者に配慮した空調機能の設置について整備計画の中で検討していきたいと存じます。以上

です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。今年の夏の熱中症が災害といわれる程の猛

暑で、また冬の寒さをしのげるように、こういう季節の本当に極端な災害といわれるような季

節を迎えているような年になって、本当に体育館へ避難された方々のことを思うと本当に冷暖

房のエアコンというのは本当に必要だなというふうに切に思っておりますので、ぜひよろしく

お願いします。子ども達や高齢者などの災害弱者を守ることにも繋がります。子ども達や高齢

者などの災害弱者を守る事にも繋がると思います。財源としましては、避難所指定を受けてい

る体育館は「緊急防災・減災事業債」を活用でき、自治体の実質的な負担が３０％となります。

ぜひ新町民体育館にはエアコンの設置を宜しくお願い致します。 

３番目の質問ですが、全国的に消防団員や自主防災組織のなり手不足など、福祉の面も含め

地域組織が弱くなってきています。自分たちの地域をどうしたら守れるのか。「地区防災計画」

は、地域住民による自発的な防災活動に関する計画です。災害への備え、災害時の対応を地区

の共助として充実・強化を図り、今年４月から施行された「山梨県防災基本計画」においても、

共助の要となる計画と位置付けております。本年度から自治会単位の自主防災組織が策定する

「地区防災計画」作成に向けて、県のモデル地区に鰍沢の上北区が指定されていますが、進捗

状況と課題をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

ただいまの地区防災計画に関する御質問にお答えいたします。地区防災計画は、平成２５年

６月に災害対策基本法が一部改正され、地区住民の自発的な防災活動の促進を目的に、地区防

災計画制度が創設されたことにより、定められたものであります。 

こうしたことを踏まえ、山梨県では、県の防災基本条例に基づき、本年度、地区防災計画作

成実践支援事業を実施することとし、地区防災計画の素案作成から検証までの支援を行うとし

て、本町の鰍沢中区上北自主防災会が、モデル地区に指定されたところであります。現在は、

既存の避難マニュアルの見直しをはじめ、地区の皆様の総参加による防災講話、避難訓練、安

否確認訓練などを実行しながら、課題の洗い出しを行っている状況となっており、計画につき

ましては、年度内の完成を予定しております。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

私も上北の講習会に２回ほど参加をさせていただきましたが、上北区の自主防災組織の皆さ

まが本当に防災に対する意識が高く、日頃から知識と訓練を重ねていらっしゃる模範の地区だ

と思っております。「地区防災計画」の策定にあたっては、防災知識を持った人材の育成が大変

に重要であるにも関わらず、災害対策の専門家や県の担当者が来られ、貴重な話や夜間訓練な
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どが出来る機会でしたので、上北区以外の各自主防災組織などの関係の方も参加して学んで頂

ければ良かったのではないかと感じました。西日本豪雨で岡山県真備町では避難の遅れなどで

５１人が亡くなりました。自分は大丈夫と、なかなか避難行動に移れなかったからです。真備

町内でも自主防災組織が機能し、高台の神社に約２００人が避難して助かった地区もあります。

隣の総社市の下原区では、アルミ工場が爆発しましたが、日頃の訓練が生かされ避難誘導がで

き、亡くなる人はいませんでした。普段からの地域の助け合い、防災意識が大きな分かれ目と

なる実例です。防災への意識を高め「地区防災計画」に生かせるよう、防災リーダーの育成が

重要ではないでしょうか。何度もお願いしておりますが、「甲斐の国・防災リーダー養成講座」

に、ようやく今年は職員１名が参加して頂きましたが、市川三郷町では、１１月に町地域防災

リーダーを養成する講習を始めました。本町では防災リーダーの育成をどのように考えていま

すでしょうか。再質問させていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

防災リーダーの養成ということに関して、お答えさせていただきます。先ほども甲斐の国防

災リーダー講習ということで、本年度につきましては区長会、そしてホームページ等の方で広

報したところ、先ほどおっしゃったとおり職員が１名、そして地区の方から２名ということで

合計３名が参加してございます。今後におきましては、この甲斐の国防災リーダー養成講座と

いうことの中で再度継続して、広報等をしてまいるところでございますが、地域における防災

リーダーということに関しましては、このたびにモデル地区となっています上北の地区防災計

画が策定された後、これをモデルにしながら地域にリーダー的立場の方々を多く要請していき

たいという活動を展開していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

町民の命を守る安心安全のまちづくりを、町政のど真ん中にして取り組む時ではないでしょ

うか。埼玉県上尾市では、市内の防災士で構成される防災士協議会を昨年７月に立ち上げ、市

民の防災意識を高める取り組みを行っております。本町の各区長さん方や自主防災組織の皆さ

まの防災に対する意識がなかなか拡がらない。それならば、それを変えるには意識の高い防災

士を中心にして町民の防災意識を高め、地域防災力の強化に努めて頂けるよう、地域の防災リー

ダーの養成にも関わって頂けるように、防災士協議会などを立ち上げることも一つの方法では

ないでしょうか。このような取り組みについては、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

防災士に関する活用ということでございますが、防災士につきましては一般法人防災士機構

という全国規模で行なっている法人が立ち上げている機関でございます。防災士と言われても

その資格に特定な権限があるものではございません。先ほど議員さんおっしゃったとおり、防

災意識を持つ方々がさらにそのスキルを上げるために防災士という資格でさらに受講して防災

の意識を高めるというような、存在であるあろうかと思います。本町には防災士となられた方々
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が何名いるかということは、個人情報の関係もありまして、現段階では把握しておりません。

ですけれども、今後その防災士の数、あるいは町内にどのくらいいるかということを把握する

中で、防災士と更には地区防災計画に基づく地域の方々との関わりについては、今後も考えて

いきたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ防災に対して、本当に意識をもって取り組んでいらっしゃる防災士の皆様方に協力をし

ていただくってことも大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

４番目の質問ですが、災害時に個人がとるべき避難行動を時系列でまとめた計画「マイ・タ

イムライン」を活用し、防災講座を行えないかをお伺いいたします。先日、増穂小学校で「第

３２回地域から共に学ぶ会」が行われ、４年生が過去の水害の歴史について、大変詳しく調べ

て発表をしていました。地域の過去の水害の記録やハザードマップなどを参考にして、自分が

住んでいる地域の危険性を認識し、自分がとるべき避難行動を決めておけば、その行動を訓練

し、いざという時に慌てずに、逃げることが出来ます。災害時に も大事なことは、まず自分

の命を守ることです。そのために、身の安全の守り方、逃げるための日頃からの防災対策への

意識を高めておくために、「マイ・タイムライン」を作成する事は、町民のひとり一人が逃げる

力を育むことに大変に有効だと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

ただいまのマイ・タイムラインに関するご質問にお答えいたします。マイ・タイムラインは、

台風など事前に予測できる災害に対して、逃げ遅れゼロを目指す行動計画として、国が推進し

ている手法であります。近年、日本各地で発生してきた洪水災害を受け、このタイムラインの

活用が効果的であると検証されております。 

こうしたことから、本町におきましても、個人が避難行動を判断する上で効果的な手法と考

えますので、先進地の例や有識者のご意見等を伺いながら、このマイ・タイムラインの防災講

座につきまして検討して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひよろしくお願いいたします。災害時に避難情報が出ていても、逃げ遅れる方もいます。

行政側は警報など出せば住民が避難すると思いがちですが、必ずしも避難行動を起こさない。

情報だけでは逃げないのです。台風２４号のとき鬼島に避難所を開設し、私も行きましたが、

どなたも避難される方はおりませんでした。雨がひどくなってからでは、高齢者の方の避難は

無理です。いざというときに、早目の避難行動に結びつけるために、マイ・タイムラインを活

用できるよう防災講座の開催をお願いいたします。南海トラフ地震が必ず起こることはわかっ

ております。今後ますます少子高齢化の時代だからこそ、防災を通して町民の命を守る安心安

全の地域づくりに防災の町づくりに取り組むことを 優先にしていただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 
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質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。なお再開は午後１時とします。 

休憩 午後 １２時 ３分 

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

再開 午後  １時００分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

引き続き通告７番 １番小林有紀子さんの一般質問を行います。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

それでは次に大きな２つ目の質問として、小児がんの早期発見について質問いたします。１番

目の質問ですが、小児の死亡原因の第一位はがんです。年間発症数は２０００人～２５００人

と少なく、小児がんを扱う医療施設は全国に２００程度しかなく、多くの医療機関では小児が

んに対する医療経験が乏しく、適切な医療受診の遅れなどが懸念されています。小児がんの中

に網膜芽細胞腫という眼のがんがあります。このがんは５歳までに９５％が診断されています。

網膜芽細胞腫を含む小児がんの早期発見のため町の取り組みをお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。本町の小児がんの早期発見の取り組みと致しましては、

乳幼児健診での問診や内科診察において、疾病の早期発見に努め、異常が認められる場合は、

精密健康診査票を発行し、専門医療機関への受診に繋げております。 

特に網膜芽細胞腫のように特異的な初発症状を示すものは、母子健康手帳の保護者の記録欄

に、月齢別に注意しなければならない症状についての問診がありますので、母子健康手帳への

記入を促し、健診で保護者からの聞き取りを注意深く行っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

２番目の質問に移ります。腫瘍が眼球内にとどまっている場合、眼球を摘出しないで可能な

限り残す方針で治療することが多く、そのためにも早期発見が重要なことは言うまでもありま

せん。網膜芽細胞腫は白色瞳孔や斜視の症状が現れるので、これらを乳幼児健診でチェックで

きれば早期発見につながります。そこで医師診察欄の眼の項目に「白色瞳孔」の追加をするべ

きではないかと考えますが、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。現在、乳幼児健診の医師の診察欄には、網膜芽細胞腫

の特異的初発症状である「白色瞳孔」の記載欄はありませんが、母子健康手帳の保護者記載欄

に、「白色瞳孔」に関する問診があります。これは、目に関する異常の発見は、保護者や日常の

保育者によるものが多いことから、保護者へ注意を促すためでもあります。実際の健診の場面

では、この問診と合わせて診察を行い、異常がある場合は診察欄に記載しております。 
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このようなことから、乳幼児健診の医師診察欄へ「白色瞳孔」の追加は考えておりませんが、

町では小児の疾患の早期発見のため、医師不足の状況の中でも、町内外を問わず乳幼児健診の

診察には小児科専門医の確保に努めております。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、乳幼児健診時の眼の診察はどちらに委託をされていらっしゃるのか、どうい

う先生が診ていただいてるのか、教えて頂ければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。どの先生という特定の先生ではございません。その時、

その時の順番です。いろいろな先生に診ていただいております。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

乳幼児健診時に子どもがいないたり、ぐずったりすると目の状態がしっかりと診られないこ

ともありますので、ぜひ母子健康手帳にも、６か月、７か月の頃のチェック項目のところに書

いてあるのは私も承知しておりますけれども、お母さん方もそれをうっかり重要視していない

という場合もございますので、しっかりそこは保護者への周知とともに、乳幼児健診をする医

療機関、先生方への再確認をしっかりしていただきたいと思っております。安心しているので

はなくて、その先生しっかり見ていただいてると思いますけれども、再度そういうことにも再

確認をしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。さらには、本町ではあり

ませんけれども、乳幼児健診では全く気づかずに、１歳半の時にお母さんが気付いて、病院を

何回も回って、 終的に小児がんの拠点病院で判明して、そのときにはステージ４まで進行し、

眼球を摘出したという事例もあります。お母さんや保護者への周知が本当に必要だと思います。

小児がんへの理解が進むように、取り組みがとても大事になります。ぜひ町内の眼科、小児科、

また保育所などにポスターやパンフレットの展示や配布をするなど、更には国立がんセンター

でも採用しています「小児がん診断ハンドブック」を町のホームページにリンク先を紹介する

などの、意識啓発に繋げる取り組みを実施して頂きたいと考えますが、この点についていかが

でしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの質問にお答えいたします。小児がんの早期発見に関する意識啓発、及び周知に関

しましては、現在、早期発見につながる母子健康手帳の、問診票の活用や、乳幼児健康診査の

受診勧奨に努めております。加えて、２か月児の育児教室では、網膜芽細胞腫に関するパンフ

レットを配布し初発症状について周知するとともに、保育所や保護者の目にとまるような場所

に、関係するポスターの展示を行って参ります。 

今後、「小児がん診断ハンドブック」に関しましては、東京都の小児がん診療連携協議会が、
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一般小児科医に対し小児がんの初発症状や、診療に役立つような症例を具体的に提示した診断

のためのハンドブックでありますので、町内の眼科及び小児科医師と活用に関し検討して参り

ます。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

前向きに取り組んでいただけるということで、よろしくお願いいたします。早期発見、早期

治療が何より大事ですので、効果的な周知が図れるよう意識啓発に努めて頂ければと思います

のでよろしくお願いいたします。 

それでは、大きな３つ目の質問ですが、児童虐待防止対策についてお伺いいたします。１番

目の質問ですが、近年、児童虐待により幼い命が犠牲となる痛ましい事件が後を絶ちません。

厚生労働省によると、１７年度の全国の児童相談所に寄せられた虐待の相談対応件数は１３万

件を超え、調査が開始された１９９０年度以降、相談対応件数は過去 多を更新し続けていま

す。このような中、今年３月に目黒区で発生した児童虐待死事件を受け、政府は児童福祉司の

増員、児童と警察との情報共有の強化などの緊急対策を打ち出しました。本町の現状と対応を

お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。本町の児童虐待の現状は、平成２９年度における相談

件数は１６件であり、学校や保育所、民生委員やご近所など、子どもたちに日頃携わっている

方々からの相談が多くを占めています。本町では、要保護児童対策地域協議会の基、実務者会

議、個別ケース会議、研修会を実施する中、児童虐待の相談が寄せられた際には、子育て支援

課においてまず安否を確認し、情報収集を行い、関係機関と連携した個別ケース会議を開催し

ています。また、ケース会議では対象ケースごとに問題点や対応策を検討した上で、役割分担

を行い、それぞれのケースに適した対応を行っております。今後も部署を越えた連携、情報共

有を常日頃行いながら、児童虐待防止及び早期発見に取り組んで参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですけれども、相談件数が１６件あるとの事ですが、これは民生児童委員さんや、近

隣の方からや保育所や学校などからの通報だと思いますが、この実態は近年の推移としては増

えているのでしょうか。自動虐待にいたる要因、背景などについては話ができる範囲でいいで

すけど、どのようなことが考えられるのか、その点ちょっと教えて頂ければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

はい。ただ今のご質問にお答えいたします。相談件数といたしましては、例年大体これくら

いの件数であると思われます。また、背景といたしましては、ひとり親の家庭が増えたりとか、

それから核家族によります育児不安等があげられると思われます。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

例年これぐらいの方が、相談件数があるということで、本町においてこれは深刻に受け止め

なければなりません。更には、表面には表れない隠れた児童虐待がもっと潜んでいるかもしれ

ません。通報を受けて安否確認をした親子には、継続して対応して頂いているとの事ですが、

平成１７年から児童福祉法改正によって、市町村においても児童虐待相談に対応できる体系が

整備され、児童虐待防止の業務を所管する「要保護児童対策地域協議会」が、本町でも年１回

開催されていますけど、身体的虐待、ネグレクト、いわゆる育児放棄、本当に心理的虐待など

様々なケースがあると思いますが、それに伴う個々の訪問、来所相談、電話相談など具体的に

はどのように対応しているのでしょうか。通報があってから、児童相談所にはすぐに繋げてい

るのでしょうか。その点お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。通報がありましても、まず安否確認をいたしまして、

また情報収集を行う中、そのケースによりましては、児童相談所に通報する場合もありますし、

児童相談所にはまだ通報せずに子育て支援課の方で訪問をしたりして対応する場合もございま

す。 

それからネグレクト、それから心理的虐待等にはそれぞれ個別ケース等を行いまして、毎月

必ず訪問をしまして、安否確認をしております。またケースに応じまして、小学生、中学生が

かかわっている場合は学校とも連携をとりますし、保育所へ行っている子であれば、日中のこ

と、また家庭のことが分かるので、保育所とも連携をとったりしてやっております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

継続して切れ目のない支援ということで、その対応を継続して繋げていただく、そういうも

のはきちんとされているとは思いますけれど、児相に繋げることを本当にためらわず、すぐに

児相と連携して頂かないと、命が救えなかったという事もありますので、そういうことをぜひ

ためらわずに行っていただきたいなというふうに思っております。一刻も早く対応して頂きた

いっていう本当に色んな事件があるたびにそう思いますので、ぜひその点もお願いしたいと思

います。また、乳幼児健診を未受診で居住実態のない子どもは虐待の発生リスクが高いとされ

ております。政府の緊急対策で９月末までに、健診未受診、幼稚園や保育所に通っていないな

どで、安全が確保できていない子どもの情報を市町村に緊急に把握するよう求めましたが、本

町の結果はどうだったのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。乳幼児健診未受診者、未就学児、不就学児の緊急把握

の実施については、調査が平成３０年７月２５日付できております。富士川町においては、安
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全を確認できない子もはおりませんでした。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

安全確保できていない子はいないということで理解いたしましたけれども。 

２番目の質問に移りますが、幼児期に体罰や暴言を受けた子どもは、心と体に深い傷を負い、

うつ病や薬物使用や精神疾患などの、人格形成において重大な長期の影響を与えることが、脳

科学研究で明らかになっております。虐待を発生させない未然の防止が必要です。子どもの人

権を守り、たたかない、怒鳴らない、ポジティブな子育てを進めるための保護者への取り組み

が必要と考えます。町の見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。児童虐待の主たる虐待者は、実母、次いで実父母の順

でみられ、保護者の精神的安定を保つことは、児童虐待防止の重要な要素と認識しております。 

このため、町では、母親の育児不安や産後うつといった精神的不安から、乳児虐待に陥るこ

とを防ぐため、産後健康診査を実施し、早期からの母親支援を行っております。 

また、生後 2ヶ月に行う「すこやか教室」では、主任児童委員と協力し、スマホなどのメディ

アに頼らない親子のスキンシップの大切さを伝えております。 

さらに、子どもの特性などにより、親が育てにくさを感じる家庭には、「集団療育教室」にお

いて、子どもへの関わり方や接し方について、グループワークを通し保護者へ働きかけている

所であります。個別支援としましては、「母と子の心の相談」や、臨床発達心理士による、「発

達相談」を活用しながら、子どもへの関わり方について相談できる場を提供しています。 

     このことから、町においては、早期より子どもへの関わり方について、保護者への取り組み

を行っている所であり、今後も継続実施して参ります。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

町も色々支援をしていただいて、お母さん方の心のケア等を行っていただいているというこ

とがよくわかりましたが、それでも先ほど言われたように、毎年のように相談件数は減らない

という状況であることは確かであります。そこで３つの質問ですが、社会から虐待をなくすに

は、発生予防の視点が重要です。「しつけ」の名のもとに親からの暴力を容認する社会意識をな

くすこと、スポーツの世界でも、昔から指導者の暴力を許す風潮があり、 近ようやく問題視

されています。暴力や暴言を使わずに、子どもを育てる技術を親に伝える「コモンセンス・ぺ

アレンティング（ｃｓｐ）」を活用した「怒鳴らない子育て練習講座」を活用し、子育て支援と

児童虐待の予防や回復を目指す考えについてお伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。「コモンセンス・ペアレンティング」は、子どもにとっ
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て分かりやすいコミュニケーションの仕方や効果的なほめ方を、「してはダメ」ではなく「こう

するんだよ」と教える方法を大人（親）が学ぶプログラムです。子への関わり方が子の育ちに

大きく影響を与えることから、このような考え方を取り入れることは効果的と考えます。 

     こうしたことから、町では今後も相談の場を提供する中で、相談員や臨床発達心理士による

親育てを行いながら、さらに児童センターにおける保護者の学習の場や、保育所の保護者への

お知らせを通して、CSP の考え方を周知し、児童虐待の予防に努めて参ります。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

     前向きに取り入れて頂けるということで、光がさした思いです。「コモンセンス・ぺアレンティ

ング」はアメリカ 大の児童養護施設ボーイズタウンが長年の研究や経験をもとに開発した一

般向けの育児プログラムです。子どもの行動に着目し、社会スキルや予防教育、効果的な褒め

方などの教育法を用いて、子どもと向き合う方法を学びます。ぜひよろしくお願いしたいと思

います。小さい頃から、暴言や暴力を受けて育った事をかくしながら、賢明に生きている子が

います。しかし大人になっても、子どものときに受けた心の傷が深いトラウマとなり、生きづ

らさを感じながら生きている子を、アダルトチルドレンといいます。その子が悪いのではなく、

親が悪いのです。いじめもいじめられる子も悪いという人がいますが、１００％いじめる方が

悪いのです。その意識改革のために、さまざまな困難に直面しながら子育てする親への支援が

必要と考えます。ぜひ、虐待が繰り返すことのないよう、切れ目のない支援を更に期待してお

りますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終わります。  

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告７番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

続いて、通告８番 １１番 堀内春美さんの一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     １１番、堀内春美です。今回は、２点について質問をいたします。まず、１点目ですが７大

事業について伺います。今後１０年間で町が行う７大事業１１８億円が提示され、一般財源が

４億円、国県支出金が１４億円、借入金が１００億円ということでありますが、改めて１１４億

円の財源が心配になります。町長、あ、１１８億円ですね。すいません。町長は、返済に国の

支援制度がある有利な地方債やリニア補償金を使用すると述べていますが、１００億円と巨額

な借入金が本当にこの町にとって大丈夫なのか。大月市みたいに、起債許可団体にならないだ

ろうか。今後、町民の負担はどのようになっていくのか。これは、町民も大変心配していると

ころであります。そこで、有利な地方債、リニアの補償が具体的にどのような数字になってい

るのか示していただき、この町の財政は本当に大丈夫なのかという疑問、心配を払拭できるよ

うにして頂きたいと考えます。そこで、カッコ１の質問です。この１００億円の返済は、どの

ような方法でされていくのか、返済計画について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 
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     それでは、借入金の返済計画についてお答えいたします。 

7 大事業における事業費及び地方債等につきましては、想定金額であり、リニア関連事業に

おきましては、ＪＲの補償金及び負担金を見込んでおらず試算されたもので、あくまでも見込

みの借入金であります。地方債返済には、事業における耐用年数や事業内容を基に償還年限及

び据え置き年限が決まっており、借入時には償還計画表が示されておりますので、償還計画表

に従い償還することとなります。また、繰上償還ができる状況である場合は、繰上償還を行い、

計画的に償還して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     なんか私の頭脳では理解できないような感じでございます。再質問です。前日ですね、財務

課から財政シュミレーションていうのをいただいたんですね。２８年から３５年の８年分しか

記載が無くてですねー、一番必要な頃は向こう１０年間の財政シュミレーションなのです。７大

事業は向こう１０年間なのですから、いちばん借入が大きくなる時の財政状況がどうかという

ことなのですが、向こう１０年間の財政シュミレーションていうのは、もう出来ているんでしょ

うか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     お答えします。財政シュミレーション、市町村の財政の見通しというようなことになります。

内部資料的には、１０年間のものは作ってございます。なお、返済計画につきましても、あく

までも見込みということで、作らさしていただいております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     それはいただけるんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     あくまでも、見通しというようなことになりますが、ご提示はできるものと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん 

     わかりました。あとで伺っていただきます。再質問です。３年位前にですねー、NHK で放

送された番組で消滅する自治体として富士川町が放送されたのを観ましたが、日本創生会議の

人口減少問題検討分科会の推計によりますと、国勢調査を基にした試算で２２年後の

２０４０年には消滅する自治体が全国で８９６市町村。山梨県は２３番目です。そして、その

山梨県の中で一番 初に消滅するのが早川町、２番目が身延町、３番目に南部町、富士川町は

８番目になっております。これは推計ではありますが、この現実をしっかりとですねー、見極

めて今後の町の運営をしていかなければならないと考えますが、少子化で人口が減少するのが
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わかっている中で、この７大事業の大きな箱物建設が果たして良いのか、将来の子どもたちの

負の遺産にならないかと疑問に思うんですがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     この７大事業におきましても、必ず必要な事業というように考えております。また、大規模

な建設事業ということで、この事業にかかる経費につきましては借入金、地方債を予定してお

りますが、一時的に多額な費用がかかるというようなことでございまして、そのために地方債

も利用し返済額を平準化また、計画的に行うことであります。また、公共施設につきましては

将来にわたって長年に使用するというようなこともございます。整備する時点の住民との将来

使用する住民との世代間の負担公平を図ること、また、住民サービスに影響が及ぼさないよう

に地方債の資金を利用するということで、この財源を利用して事業を進めるものということで

考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     地方債を利用するっていうようなことを言われておりますけれども、この地方債の利用も借

金には間違いないと思います。再質問ですが、午前中、町長の答弁の中に町は消滅しないって

おっしゃられてましたけれども、消滅する自治体、消滅しないことはありえないと思います。

なぜならば、この富士川町の例をとっても増穂町と富士川町が一緒になって富士川町になりま

したね。増穂町ってものは消滅したと同じなんですよね。そういうことから考えれば消滅しな

いってことはあり得ないんじゃないかと思うんですね。そこで、この人口減少に伴って消滅す

る自治体として富士川町が上位にランクされている。このことについて、町はなんか対策を考

えているのでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     堀内議員の質問にお答えをいたします。消滅するといったのは、人口問題研究所の統計の中

で１万人を下回る町は消滅する恐れがあると、多分言ったと思います。消滅するでなくて、消

滅する可能性があると多分出ていると思うんです。今までも、この日本で消滅、そういった人

口が減ったから消滅した団体はどこもありません。かつて早川町も１万人以上いた町ですが、

いま千人ちょっといます。人口が減ったからといって消滅しないということは、各自治体が法

人格を持っているからなんですね。合併をすれば当然もう町をつぶして新しい町を作ろうとい

うことですから、それは消滅した団体はありますが、人口が減少したから消滅した団体はこの

日本全国どこをとってもですねー、今までもありませんし、これからも多分おきないと思いま

す。ただ、そういう事態になった時に住民あるいは皆で知恵を出して次の方策を考えていくか

ら、人口が減ったからといって消滅した町はないと答弁をさしていただきました。それと、先

ほどですね、返済計画に非常に不安があるということがありましたが、財務課長が言ったよう

に長年使う物について、道路にしても砂防工事にしても、河川工事にしても、そういうものに

は負担の公平性という意味から起債を充当します。この起債も１００円借りれば利息をつけて
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返す起債もあれば、うちでも今使っておりますが、鰍沢地域に入れている過疎債みたいなもの

は１００円借りれば３０円返せばいい起債もあります。そういったことから有利な起債を活用

しながら負担の公平性を図っていきたいと同時に財政の平準化も図っていきたい。それと、予

算の平準化も図っていくために全国どの自治体も起債を入れております。借金には変わりあり

ません。ただ、いつも言ってるように地方公共団体のこの借金は歳入に入れております。一般

企業では負債になります。一般企業で国が面倒みてくれる借金はありません。でも、地方公共

団体は国、県が予算措置を、予算算入をしてくれる有利な借金がありますんで、そういうもの

は歳入に入れて歳入が確保される中で歳出をくむと、こういうのが原則でやっております。

１０年間の財政シュミレーションを求めてようでありますが、今回やる事業は３０年の起債を

入れながらやっております。これは先ほどいったように財政の平準化を図っていく、そしてま

たこれからの人たちもこの役場を使っていただいたり、体育館を使っていただいたり、児童館

を使っていただいたりしますんで、負担の公平性を図っていく、利用者が負担をしてくという

意味であります。そんなことで、今計画をしておりますが、先立つ物は財源でありますんで、

これをしっかり確保する中で、事業の執行年度が決まってくるものと思っております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     このあといただく財政シュミレーションをしっかり見て、また次の時に質問を、この件につ

いては質問をさせていただくつもりでおります。次に、カッコ２番ですが午前中、笹本議員が

質問したのとだぶるところもありますが、カッコ２新庁舎建設計画の現状について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの堀内議員のご質問にお答えします。 

新庁舎の整備につきましては、昨年１２月に、新庁舎の設計業務の指針となる「富士川町新

庁舎整備基本計画」を策定しました。 

本年２月からは、執務環境に係る各種現状調査を実施し、調査結果を踏まえ、１１月に新庁

舎の内部空間の方針となる「富士川町新庁舎執務環境整備基本計画」を策定したところであり

ます。 

今後は、「新庁舎整備基本計画」、「新庁舎執務環境整備基本計画」を基にした建設基本設計を

行うため、今定例会に「新庁舎建設基本設計業務委託」と、設計者選定プロポーザルに関する

経費を計上したところであり、予算可決後プロポーザルにより設計者の選定を行い、建設基本

設計を行って参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     えーとですねー、あのー、管財課長の説明の中にですねー、新庁舎は現在の庁舎の敷地内で

はあるが、そういう説明はありますが、その中のどこに建設されるのかまだ決まっていないっ

ていう答弁ばかりでありましてですねー、正直私たち議員間でこの新庁舎についてのよしやし
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の議論はされておりません。この新庁舎の建設検討委員会に議会から議員も出ておりますが、

またタブレットには載っておりまして、タブレットでの報告はありますが、建設ありきでです

ねー、ものが進められていまして議員間の中でも議場の中をどうするかということの議論しか

されていないのが実情です。今後また議員間の中で議論するということでありますが、建物は

２６億でも、もろもろ計算すれば総額３０億に近い庁舎建設のですねー、よしやしが検討され

ていないのが実情でありまして、まーこれは議員間の問題なんですが私が思うのには新庁舎建

設検討委員会の答申がすべて決定というような感じにとられるんですがその辺はどうなんで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ご質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては現在、新庁舎建設基本計画というも

のが基になってございます。先ほど堀内議員の方から建物の配置とか新庁舎に関するものが良

く分からないといったお話がございましたけれども、この新庁舎の建設につきましては、あく

までも現在のところプロポーザルによりまして設計者が富士川町に必要な新庁舎の提案をしな

がら、お互いに協議しながら決定していくという形をとっております。ですので、現在のとこ

ろまだ設計者も決まっていない状況ですので、建物の配置がどうなるとかいうような詳細につ

きましては、私どももまだわからないということになります。これは、設計者の提案また協議

を含めまして、今後具体的な配置、また建物の階層とかそういうものが決定していくものと考

えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     えーとですねー、５,９００㎡っていうものは決まっているんですよね。て、いうことは何階

建てでどういうふうなものってのは決まっているんじゃないんですか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     全員協議会の場におきまして、資料を提出しまして 大５,９００というものを提示させてい

ただきました。この５,９００につきましては、どのような配置になるのか、どのような階層に

なるのかというものではなく、役場の機能としまして例えばですね、会議室がこのくらいの面

積が何室必要だとか、書庫がこのくらいの面積の書庫がいくつ必要だとか、いうものを積み重

ねながら挙げた数字でございますので、具体的にその会議室がどこに配置されるとか、例えば

１階に何の課が入るのかとか、２階建てになるのか、３階建てになるのか、４階建てになるの

かということはすべて設計者が決まってですね、協議の中でまた配置をしていくということで

ございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     そこで、じゃー提案さしていただきますが、午前中、笹本議員が質問した中にもありました
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が、今あるべきものを使うという考えで新庁舎はですね、３階が議場関係が全部のようであり

ますね。そういうふうに聞きました。現在使用しているこの議場はですね、耐震化されていま

すので、その議場を使うという設計で、この現庁舎の南側、すぐ南側へですね、前の福祉保健

課がありました建物、あそこから車庫あの辺からすっと２階建てで建てて、そしてこの現議場

は、そのまんま繋げて使えば向こうが２階建てで、そうするとかなりの費用が安くて済むので

はないかと思います。それから議場は年間ですね、４回の議会と臨時議会があっても１０回く

らいしか使わない、それから議場をバリアフリーという意見もありますが、来年の議会からテ

レビ中継がされれば、わざわざ傍聴に来なくてもいつでも好きな時にテレビで観ることができ

るようになります。次に議場を、その次のですね、この議場が古くなって使えなくなった時に、

平林の木を使って切ってきて地産、治水の意味もありますね、そして、木を基本としてそこに

新しい議場を建てればいいのかなって私は思います。その何年か先になるかわかりませんけれ

ども、その時期には人口も少なくなってきています。そうすると議員の数も少なくなっている

でしょう。その時代に合った建設をするのがいいのではないかとなって思います。平林の木も

切らなければ、地産、治水で本当に困る状態になってるということですね。それから、議員の

研修で国見町を見に行きましたが、議場をですね、町民が使うっていう機会は建ててから２回

しかないそうです。それは、なんかの表彰式の時、それから消防団のなんかっていう２回しか

なかったって、だから先ほど午前中の答弁の中にもありましたが、この議場を町民にも開放し

て使う、そういうふうなことをしても、恐らく町民は使う機会はないんじゃないかっていうふ

うに思います。ですから、今あるべきものを使えるものは使うというそういう前提に立ってし

た方がいいのではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。まず、３階層というお話が、３階というお話がありまし

たが、今まで町のほうでは何階建てになるとかいうお話はしたことはございません。基本計画

の中では、低階層、中階層、高階層というふうに区分いたしまして、それが何階建てになるの

か、どのような機能がそこに入るのかという部分について計画を立てさしていただきました。

また、先ほど堀内議員さんの方から提案のございました、この議会棟の使い方、またその庁舎

の配置につきましてのご意見をいただきましたけれども、そういったものも含めまして、すべ

て今だ白紙状態というところで、設計者との協議の中で富士川町が必要としている機能を持っ

た新庁舎を建設するためには、どのような建物が必要なのかということをよく協議しながら決

めて行きたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     ぜひですねー、今、提案したことを頭に中に入れていただきたいと思います。再質問です。

２８年３月にですね、完成しました早川町の庁舎、２階建てで１,７４１㎡、事業費は８億３,

７００万円、その財源は、町の建設基金が７億４,４００万円、木造公共施設整備補助金が５,

０００万円、起債は緊急防災減災事業でわずか４,４００万円、この起債は、７０％が交付税に

算入されるので、町の借金、借入金は、借金ですね、１,０８０万円であります。内部は町の木
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をふんだんに使い素晴らしい地産、治水の意味からも素晴らしい内部になっております。富士

川町も、平林、先ほど申し上げましたように平林の木を使って、早川町の庁舎を大いに参考す

るべきではないかと思います。大きなもの、高額のものを造ればよいということではないと思

いますが、改めて伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。富士川町におきましても、この新庁舎建設について

現在まだ試算段階ということになります。また、財源につきましても前々から答弁している通

り有利な起債等を利用しながら計画を立てている状況であります。しかしながら、いまだ設計

も出来ていない状況でそのいくら掛かるかとか、いうところにつきましては、あくまでも概算

ということでお答えをさしていただきます。また、町におきましても先ほど堀内議員のおっ

しゃったとおり、必要のない大きなものを建てようとしている訳ではございません。富士川町

が必要とする執務環境や、お客様がおみえになるところで使い勝手のいい新庁舎を目指して今

から協議を行っていきますので、適切な床面積等についても今後提案といいますか、協議の中

で決めて行きたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     ぜひですねー、早川町の庁舎を参考にしていただきたいと思います。今、私パンフレットを

持ってますが、すばらしい庁舎です。再質問です。先ほども申し上げましたが、また笹本議員

も質問いたしましたが、今の庁舎の南側に建設すれば、信号のところの２軒の民家も買収しな

くて済む、道路も付け替えしなくて済みます。この買収には莫大な金額が掛かるし、その費用

はすべて税金であります。この民家の方たちも、課長が再三向こうへ買収というかそういう話

し合いに伺っているようでございますが、この民家の方たちも移転はしたくないと、はっきり

言っております。無理に退かしてですね、その家を、その家族を離散させるようなことはすべ

きではないと思います。思っております。ただ、そこの家庭では後で退かなくて後で町民から

退いて協力すればよかったものねって言われるのが嫌で、協力しなきゃならんのかなー、だけ

どこの家を退くとなると一家が離散になる、それはしたくない、だからここに居たいんだって

いうことを言っております。そういうふうに、その家庭を無理に退かして、そして無駄な税金

を使って買収することは、ないんではないか。今ある土地で、考えればよろしいんではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。午前中の笹本議員の質問にもお答え申し上げました

けれども、町といたしましては、この新庁舎の建設についてより良い新庁舎整備を行うために

必要な土地ということで交渉を行っているところでございます。相手方もございますので、そ

の交渉内容等につきましては、ここで申し上げることはできませんけれども、お願いをしてい

る、現在移転に向けた交渉をしているということになります。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     えーとですねー、庁舎を造るのに、その地形がですね、その民家があることで地形がこうい

うふうになっている、こういうふうにすれば格好がいい、そういうことではなくてですねー、

その犠牲になる人たちを、もっと考えてやってほしいんです。土地が四角でなくててもいい

じゃーないですか。なぜ土地は四角でなければ造れないんですか。お聞きします。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。現在、隣接する民有地について交渉を行っておりま

す。その部分につきましては、建物を建てる配置に、先ほどから申しましたとおり、まだ決まっ

ていない状況ですが、あのー、その設計業務に入る時にですね、自由な設計に支障が無いよう

な形の中で敷地をまとめ上げるといいますか、整備をしていきたいと考えています。堀内議員

のおっしゃるような形で、もう配置が決まっているのであればいいんですが、今から配置の方

を決定しますので、どのような形になるのか、また、ということもございまして、新庁舎建設

には、やはりそこの民有地についてぜひ町としては新庁舎の敷地として、取り込んでいきたい

というふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     新庁舎の設計が決まっていない、であればそこは除外すればいいじゃないですか。その土地

をどうして買収しなければならないんですか。はじめからそこを買うということでなくて、計

画すればよろしいんではないですか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     現在、新庁舎の建設につきましては、自由な発想なもと、皆さんが使いやすい庁舎を目指し

て設計業務のプロポーザルにかける予定でございます。そこの部分を除いて建てればいいじゃ

ないかというお話がございましたけれども、設計者によっては、そこの部分が必要と考える設

計者もございますでしょうし、これはまだ全然決まっていないことですので、たらればの話に

なってしまうんですけれども、現在、町ではご承知のとおりこの富士川町は西側が高く、東側

が低いという地形的なものもございます。仮にですね、例えば、現在の本庁舎のレベルで土を

広く盛っていくとすればですね、かなりの高さ、埋め立てなければならないというような部分

もございます。そうしますと、隣接する隣地の民間のお宅にですね、やはりなんていいますか、

日陰といいますか、日照権の問題等も出てきてくる可能性がございます。そこにもし建物が建

てるんであれば、日照権のその阻害しないようにもっと離さなければならないとか、配置を変

えなければならないとかいうような規制が、制限がかかるいうようなこともございますして、

町有地を一つにまとめるといいますか、敷地を整形して新庁舎の敷地というふうに考えている

ところです。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     そういうことでしたらば、先ほど私が提案いたしました今の庁舎の南側に建てればよろしい

んではないですか。でももうこれは、討論してもしょうがありませんから、この辺でおしまい

にします。ぜひですねー、その民家を買わなくてもいいような設計にしていただきたいと思い

ます。これは町民の思いでもあります。えーとですねー、それでは次に大きな２番目の不登校

問題についての質問をいたします。（１）全国的に不登校の児童生徒が増加しているという統計

が出ているが、本町の現状について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの堀内議員の本町の不登校児童の、本町の現状についてのご質問お答えをいたしま

す。 

文科省調査における平成２９年度の全国の小中学校における不登校児童生徒数の割合は、過

去 多を更新し、５年連続で増加している中、本町では、ほぼ横ばいの状況となっております。 

文科省では、不登校の定義を「病気や経済的な理由以外の何らかの心理的、情緒的要因など

により、年間３０日以上欠席した者」としております。 

この定義に基づく本町の不登校児童生徒数は、１０月末現在で、小学校で４名、中学校で８名

となっておりますが、このうち５名については、現在、徐々に登校できる日が増えてきており、

改善傾向がみられております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     この問題はですねー、非常に難しくてどこまで踏み込んですればよいのか、どうしてあげれ

ば傷つかずに助けてあげることができるのかっていうのが非常に悩みになります。そこで、２番

のですねー、不登校の児童生徒に対する対応についてはどのようになされているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     不登校児童生徒に対する対応につきまして、ご答弁申し上げます。 

本町の各小中学校では、教職員による児童生徒の行動観察や調査の実施により、学校生活や

学習状況等の把握に努めているところであります。こうした中、不登校の児童生徒への対応に

ついては、原因究明に努めるとともに、家庭訪問を実施するなど、保護者と協力しながら児童

生徒が登校しやすい環境を作り、改善に向けて取り組んでいるところであります。 

また、増穂小学校、増穂中学校、鰍沢中学校にそれぞれ配置しているスクールカウンセラー

や町青少年育成カウンセラーによる指導・支援のほか、学校と関係機関によるケース会議の実

施等により、個別のケースに応じた対応を行っております。 

さらに、県が峡南地区に開設し、不登校等の課題のある児童生徒を支援する「適応指導教室・

やまなみ教室」においても、本町の児童生徒の個々に応じた指導を行っております。今後も引
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き続き、学校や関係機関と連携し、不登校の未然防止に向けた児童生徒の状況の把握や不登校

の児童生徒への対応に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

      えーとですねー、あの、先ほど申し上げましたように、本当にこの問題については悩みが

多いんですね。どうしてあげたら救ってあげることができるか。ただ、先ほど課長がおっ

しゃったように担任が気づく、担任が気づくっていうのは、割合にして３割に満たないんで

す。この生徒がいじめにあってるのか、なんで休んでいるのかっていうその原因究明が担任

は３割しか今できていないんですね。そこが問題なんです。そして、私がちょっと把握して

いる生徒は、もう長いこと行ってません。先生が家庭訪問もしていません。親もどうしたら

いいかわからない。そして、不登校になった生徒のこの進む段階ですね、はじめは、引きこ

もりなんです。その一定期間が過ぎると、昼夜逆転になります。昼夜反対なんですね。みん

なが起きている時に寝ていて、夜になると電気がついている。その期間が過ぎると自傷行為

に移っていくんですね。いまその生徒は、私が把握してる生徒は、その近くまでいってるん

です。だけど、この子たちを救ってあげるには、どうしたらいいかっていうことで今私が色々

考えているんですけれども、そこで、質問をしている訳なんですけれども。このですねー、

学校に行かれないっていうその原因は、本人にあるのか、担任の言動によるものなのか、だ

から担任は気が付かないうちに生徒を傷つけてる。あるいは、生徒間のいじめがあるとか、

大体その３つの内のどれかだと思うんですが、今ここではプライバシーがありますから、はっ

きり言いませんけれども。その３つの中の中に原因があるようなんですね。早い段階で救っ

てあげなければ、本人はもちろんのこと、気の毒ですが家族もものすごくつらい思いをして

いる訳なんですね。どこの家もそうなんですが、子どもは親の宝物であります。それが町の

宝物であり、国の宝物なんですね。今年、北杜市でいじめで転校を余儀なくされたっていう

事件がありましたですね。今それが続いています。八王子市では、女子中学生がいじめを原

因で自殺をしたっていう例もありますね。他県でもそういういじめ問題で命を絶った事例が

沢山あるんですね。こういう事例に対して町ではどんなふうにお考えでしようか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

      いま堀内議員がおっしゃられました、他の市等における事例や新聞報道等で存じ上げてい

るところですが、幸いうちの町では現状ではございませんけれども、そういった先ほど議員

が３つの要因があると話をされました。そういった部分におきましても、まずは、その学校

とですね、ご本人との状況の把握に更に努める中で、家庭においての状況だとか、それ以外

の部分につきましても、きめ細かに把握に努めて対応していきたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１１番堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

      ぜひですねー、本人を傷つけないように救ってあげる方法を考えていただきたいと思いま

す。そこで提案なんですが、北杜市では、不登校の児童、生徒の居場所として「ひなたぼっ



７８ 
 

こ」っていうところを開設してるんです。週に２回開設しているんですが、この場所に通っ

ていた生徒たちが１年位通っていたんですけれども、そこから今度の新学期から３人ほど登

校できるようになったんですね。富士川町でも、こうした児童生徒もをですね、暖かく見守っ

てあげる居場所を作る必要がこれからの時代は必要になっていくんではないかと考えます。

当事者の親子にとっては非常につらい思いしてる訳なんですね。そして、そのつらい思いで

出口が見えないってとこが非常に苦しいところなんですね。どのようにしてあげたら救って

あげることができるか、やたらプライバシーだから踏み込んでもいけないしっていうその辺

のことが非常の難しいんですから、そこでですね、提案なんですが、閉校して空いている学

校等を利用してですね、定年退職した先生たちや民生委員、民生児童委員とかですね、ソー

シャルワーカーとかですね、そういった方々に協力していただいて、そういう学校を利用し

た居場所作り、そういうものを作ってあげて、児童、生徒を救う手立てを考えたらどうかな

と思うんですが。救ってあげなければいけない時期っていうのがあるんですね。その時期を

逸したら自傷行為に入って行くこともあるわけなんですね。ぜひですね、そういったことを

考えてこれからの時代はそういった子どもが増えてくる、少なくなるってことはありえない

です。増えたといっても少なくはなりません。ですから、この町のそういった閉校した学校

を使って、そういう生徒の居場所作りっていうふうなものを作るべきだと考えるんですがい

かがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

      堀内議員の不登校児童、生徒に対する居場所作りというようなご提案をいただいたところ

でございます。いま堀内議員がおっしゃられたとおり、不登校になっていく児童、生徒とい

うのは、大変色んな状況下の中で複雑な環境の中での不登校というようなことがやはり事例

として挙げられております。学校の問題なのか、家庭の問題なのか、勉強についていけない

のかというようなところで、そのケース、ケースに応じて、やはり学校としても先ほど堀内

議員さんの知ってる人の中で、家庭訪問にも来ないというようなことがありますけれども、

当然何日も来ていなうということでありますので、学校としては相当に教育委員会に相談も

来たりしながら対応していることは間違いないかと思っております。どういった方法がいい

のかだろうかということで、その状況に応じての 善の対応策をというようなことでやって

いる状況であるかと思っております。その中で、そういった子どもたちに居場所作り的なで

すね、ことをというようなことで先ほど課長の答弁の中にありましたように、やまなみ教室

という峡南地域でですね、いま市川と南部に拠点をおいて、そういった子どもたちを希望に

応じて教室に行って状況を支援しながら学校の登校に繋げようというような教室がございま

して、富士川町でもそちらの方に教室の方に行っているような事例もあるわけでございます。

各学校、各町で一つ一つそのそういった居場所作りのところをというようなところは今出て

いないわけでございますけれども、峡南ぐるみでですね、やっていこうというような動きの

中で、そういった教室も作っているところでございます。また、今後の参考にはさしていた

だきたいと思います。以上であります。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
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〇１１番議員（堀内春美さん 

      えーとですね、峡南地域にあると、あの市川とそれから南部にあるということですが、よ

その町に先駆けてこの町で、まずこの町の子どもたちを助けようということで、この町で先

にやられたらいかがですか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

      いま私が言ったのは、市川の町がやってるってことではなくて、峡南地域全体の広域の中

で北の方に１か所、南の方に１か所、２か所というかたちで、どこがいいだろうかというよ

うな議論の中で、上の方は市川ということになっている訳でありますけれども、これまでの

例の検討の中で、市川に北の方は教室を持とうというようなことになって、これまで進んで

きているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん 

      くどいようですが、先進の意味も込めてですね、富士川町がまず 初に町独自の居場所作

りっていうものを、作られたらいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

      来年以降の、やまなみ教室の方向性というようなことも今議論されているところでござい

ます。それらのことも含めながら、今後の課題にさしていただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん 

      ぜひですね、将来がある子どもたちの命がかかっている問題ですので真剣に考えていただ

きたいと思います。私たち、母親もよその子どもとかそういう考えでなくて、一緒に親御さ

んと一緒にどうやったらいいのかなって、考えている 中でございますので、ぜひ町の方も

真剣に考えていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告８番 １１番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

休憩 午後２時１１分 

再開 午後2 時１８分 

〇議長（井上光三君） 

続いて、通告９番 ７番 成田守君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

７番、成田守です。よろしくお願いします。今回は、かじかの湯のことについて質問をいた

します。かじかの湯については、今年４月から町の直営となりました。それから今まで６か月
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立ちましたけれども、その中でどのような運営状況だったのか、また、今後どのように体制を

しめてやっていくのか、その件について伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

カッコ１番、まず運営状況についてでよろしいですか。 

〇７番議員（成田守君） 

はい、いいです。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

それでは、成田議員の運営状況についての質問にお答えします。 

甲州鰍沢温泉かじかの湯の運営につきましては、４月より町の経営となり８か月が経過した

ところであります。９月末までの運営状況は、来場者数１７，５４８人で、前年同期を４，

５００人ほど下回っております。また、売上収入につきましては１４，３３０千円で、前年同

期を２，１３５千円下回っております。減少の要因は、５月末のレジオネラ菌対応による休業、

８月の台風による休業、９月から１０月にかけての施設修繕による休業が影響しているものと

考えられます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それでは、今後の運営体制をどのようにされていくのか、そのことについて伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     今後の運営体制の質問についてお答えします。 

今後の運営方法につきまして、運営の安定化を図るため、ホームページによる情報発信や、

観光エージェントへのセールスを行い、来館者の増加を図っていきたいと考えております。 

さらに、町内や近隣地域の老人クラブ、区、組などへの利用を促すための訪問や、広報活動

により誘客を図って参りたいと考えております。また、館内サービスの充実を図るため、常に

コスト意識をもって運営に努めて参ります。このようなことを踏まえながら、かじかの湯の運

営体制につきましては、当面、直営で行って参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ただいまの、聞いた通り今後直営でされるということですけれども、実際今の状況をです

ねー、今の体制で改善できるのか。その辺はかなり私は疑問に思います。というのはですねー、

これを実際誰がするのか。て、言ったらですねー、やっぱ、かじかの湯のいわゆるそこにいる

職員が、まずやらなければならない。ただ、その職員についてもですねー、本当にやれるのか、

そう言う疑問があるわけです。何故かと言うと、特定の職員についてですねー、非常に不満が

出ています。その職員を辞めさせることができない。替えることができない。そう言う現状の

中で、本当にこのやり方でやっていけるのか。いうのが私の疑問であります。そこで、町長に

お伺いをします。今後、こういう体制で直営でいいですけれども、町に人達が、その周辺の人

達の意見を取り入れながらみんなの力で、このかじかの湯の運営をやっていくと、言うような
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方向が考えられるのかどうか、その辺をお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今後の運営体制についてのご質問にお答えをいたします。かじかの湯につきましては、設置 

当初、鰍沢町直営でやってまいりましたが、時代とともにですね、民間ができるところは民間

へと言うことで、指定管理者制度を導入いたしました。指定管理者も、数社を交代しながらやっ

て来たんですが、やはり立地条件もありまして、他の公共施設、公営温泉と比べてですね、人

を集客するのに苦労があると言うことは十分承知しております。そう言う中で、先般も５年間

の契約をし運営を任せてきた訳ですが、途中で頓挫をしてしまったと、挫折してしまったと言

うことから、本年度から町が直営でやってる訳でありますが、先ほど言ったように、レジオネ

ラ菌が出たり、そしてまた台風で県道が封鎖をされたり、そしてまた施設が老朽化したもんで

すから、２か月間休業もいたしました。全体とすれば昨年よりはですね、１日単位の状況で見

れば向上していることは事実であります。ただ、私も暇さえあれば行きますが、常時来ていた

だいているリピーターの皆さんからしますと、職員の対応が悪いと言う風な不満も十分聞いて

おります。聞いたことはすぐ、かじかの湯の方へ伝えたりしながら改善はしてきておりますけ

ども、どこがやっても、今のところの状況であれば独自経営はむずかしいのかなー。と言うこ

とから、当面、利用者を増やす努力はいたしますが、直営でやって参りたいと。指定管理料を

払えば入ってくれるところはあると思います。ただ、本町の場合、類似施設がもう１か所あり

まして、そちらは０であります。指定管理料が。ですから、そちらとのバランスも考えなきゃ

ならんと考慮いたしますと、まほらの湯は現状のような形で、前回の議会で指定管理者の更新

もさしていただきました。全体的には、ここ数年黒字化しておりますんで、ただ、通年の赤字

があるもんですから、今しばらくはかかると思いますけども、お互い今度は連携もしておりま

す。まほらの湯が休みの時には、まほらの券でかじかへ行ける。かじかの湯が休みの時には、

それで行ける。まほらへ行けると。言うようなこともありますし、また今月末から、年末年始

を迎えますが、両施設とも休みになるんですね。３１日、１日が例年のごとく休んでいる。た

だ、この時期はみな暇が相当おりますんで、みたまの湯はすごい混雑をしている。と言うふう

状況もありますんで、それらも参考にしながらですね、どっちかが１２月３１日を営業して、

また片方が１月１日をするとか、そういった近隣の混み具合も見ながらですね、両施設が考え

ていただければと思っております。先ほど言ったように、かじかの湯については当面、町直営

で行っていくつもりでおります。ほかの人がですね、指定管理料も要らずに、やってくれると

言うことであれば、それはそれで経営計画等見さしていただきながら検討はいたしますけども、

現状では町では無理ではないかと、こんな風に考えておりますんで、当面直営でやるつもりで

おります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

 再質問をさせていただきます。今後ですね、かじかの湯についても、かじかの湯周辺の人達

の区長とかですね、町の役員の人達のそう言う考え方を取り入れていきながら、運営して頂け

るかどうか。その辺、町長どうでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

 先ほど、答弁さしていただきましたように、今、リピーターの皆さん、結構来ていていただ

いてます。苦情も多い訳でありますけども、そう言う人達の意見も当然取り入れながら、改善

できるものは改善をしながらやっていきたいと思います。また、今言ってる質問が地域の人達

が運営をしたいのかと言う風な、とこもとれた訳ですが、当面今言ったような状況の中であり

ますんで、地域の皆さん、地域で働きたい皆さんがいれば当然雇用はしていきたいと思います

けども、そう言う人たちも慣れない接客業務になると思いますんで、いま職員についても、道

の駅で職員研修をさしておりますんで、そちらの方にですねー、一緒に裏の方に座っていただ

いて、接遇の研修等々、言葉使い含めたそう言った研修もして頂ければと思ってます。今、行っ

ても「いらっしゃいませ」を、言わない職員もいます。「ありがとうございました」も、言わな

い職員もいます。それは私も十分承知をしておりますが、その都度、そこの責任者には伝えて

おりますんで、そちらの方もですね、これから改善に向けて取り組んで行きたいと思ってます。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

 ありがとうございました。これで私の質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告９番 ７番 成田守君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

以上で、一般質問を終ります。本日の日程は、全て終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後２時２９分 
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開会 午前１０時００分   
〇議長（井上光三君） 

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。着席願います。 
平成３０年第４回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しい

ところご出席いただき、誠にありがとうございます。 
ただいまの出席議員は、１４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（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 
この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
議長から報告します。本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
本日は、質疑の日程になっております。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。議会運営にご協力いただきますようお願いします 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第 ２  承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度富士川

町一般会計補正予算（第４号））                     
を、議題とします。 
これから、承認第１０号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

     質疑なしと認めます。 
以上をもって、承認第１０号について質疑を終わります 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第 ３ 議案第６６号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第 ４ 議案第６７号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
日程第 ５ 議案第６８号 富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ条例の

一部を改正する条例について 
日程第 ６ 議案第６９号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第７０号 富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例につい 
             て 
日程第 ８ 議案第７１号 富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を

改正する条例について 
日程第 ９ 議案第７２号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例に

ついて 
以上の７議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
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これから議案第６６号から第７２号について質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
日程第５議案第６８号富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ条例の一

部を改正する条例について質疑を行います。改正前はですね富士川町ますほ児童センタ

ーっていう名称でございました。それが改正になりましたらば、富士川町児童センター

っていうふうに改正になりまして。ますほっていうのが取り除かれているんですが、こ

れなぜでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 
     ただ今のご質問にお答えいたします。合併をしてから、富士川町になってから８年を

迎えまして、私たちもますほを入れるか入れないかということは検討いたしましたが、

富士川町の児童センターということで、これからやっていきたいということで富士川町

児童センターという名称にいたしました。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 
     そういたしますとですね、この表にありますが、富士川町ますほ児童センター、富士

川町ますほ北児童クラブ。同じ場所ですよね。もともとが富士川町ますほ北児童クラブ。

それが新しいところに入っても富士川町ますほ北児童クラブ。これ変わっていませんよ

ね。どういうことでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

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） 
     はい、お答えいたします。児童クラブのほうは、ますほ南児童クラブもありますので、

区分けがきちんとできますように名称は変えませんでした。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 
     そういたしますと、児童センターは、富士川町には２か所ありますよね。かじかざわ

児童クラブ。かじかざわ児童センターですね。鰍沢は富士川町かじかざわ児童センター

ですよね。なぜこちらは、向こうは鰍沢ってあるんであれば、こちらはますほをつけて

もよろしいんじゃないですか。例えばよそから来た人に、ます本児童センターっていう

ことであれば、ますほってこちらということも分かりますよね。かじかざわ児童センタ

ーは向こうでわかります。ただ児童センターといったら、どちらのことかわからないじ

ゃないですか。その辺どうでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 
子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 
     ただいまのご質問にお答えいたします。富士川町児童センターということで、富士川

町の児童センターの拠点ということで、ますほは付かなくても、富士川町にある児童セ

ンターということで。もう一つの方はかじかざわが付いているので場所の違いはわかり

ますので。富士川町町児童センターということで決めました。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 
     ３回までですから。 
〇議長（井上光三君） 
     ほかに質疑ありませんか。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

議案第６７号。タブレットいきますと２９ページ。富士川町長等の給与及び旅費条例

及び富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁債等に関する条例の一部を改正する条

例について。一般職の職員の期末手当及び勤勉手当類の率の改正に鑑み、町長、教育長

および町議会議員の期末手当について、同様の処置を講ずる必要がある。これが条例案

を提出する理由であるとあります。まだ勉強不足で理解にかけているかもしれませんが。

タブレット３１ページ。１条関係ですと、私が計算するにはこれ上がるんですね。３２

ページの２条関係だと同じようなことが書いてあるんですけど、多分これはプラスマイ

ナスゼロになる。３３ページの３条。これは議員関係ですけども、これは上がるになっ

て、３４ページの４条関係は同じようなことが書いてあるけども、プラスマイナスゼロ

になるような。私の計算ではそんなふうになりました。が、これらを附則部分を含め、

かいつまんで口語体でわかりやすく説明していただけないでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     財務課長 秋山忠君。 
〇財務課長（秋山忠君） 
     今回の、富士川町の町長等の給与及び議員の報酬の条例の一部を改正する条例の内容

でございますが、ご説明もさしていただいたわけですけども、この条例は４条建てとい

うことになっておりまして。１条と３条におきましては、今年度の支給に関する部分で

あります。平成３０年度に支給する部分でありまして、２条と４条におきましては来年

度支給に関する部分であります。１条、３条におきましては本年度３０年度で１．０５

か月引き上げる改正でありまして。２条、４条におきましては、今回引き上げましたが、

平成３１年度は支給に月数、年間支給月数は変わりませんが、来年度の支給される６月

と１２月の支給割合を同じ月数にするというようなことで、同じ月数に改正するという

ような改正内容になっております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 
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３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

まあ理解できました。今回３０年度に関しては、少し上げたよと。で引き続いて３１

年度はそのままの数字でいきますよというふうに理解しました。期末手当について同様

の措置を講ずる必要がある。これがこの条例案を提出する理由である。というふうに書

いてあるのですが。私は単純に考えて申し上げれば、上げる必要がないんじゃないかな

と思いました。それはなぜかというと、全国の他の自治体でも、今回上げていない自治

体が復数あったようです。それはあの、それぞれの自治体の事情があってのことだとは

思いますが。議会だよりの広報委員会を、もう既に始めておりまして、その際に来年度

の予算が１０％を削る予定だと。それについては、これ申し上げていいのかわからない

ですけども、そういうふうに聞いてます。そして他の課も大体一律そのような方向に行

っているというふうに聞いておりますが。そのような状況の中で、少しといえどもです

ね、４月に議員の報酬が上がったばかりなのにもかかわらず、こちらは１０％予算を減

らしていくよという中で、少しと言えども上げるのは議員としては申し訳ないとも思う

し、変なことだと思うのですが、いかがでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     財務課長 秋山忠君。 
〇財務課長（秋山忠君） 
     お答えします。今回の１０％の削減、シーリングの関係なんですけども。こちらにつ

きましては人件費は入ってございません。事業費の方を対象にということで考えており

ます。また今回報酬を上げるということなんですけども。町長と議員の報酬の一部改正

の内容でございますが。人勧また、山梨県の人事院勧告を鑑みということで職員の給料

が上がるということで、改正するということでございますが。その職員の給料をもとに、

議員また町長との報酬を改正するということで、こちら提案さしていただいたわけです

けども。人勧というものはですね、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保すると

いうようなことがございます。国においても、県においても各事業所を調査してこの金

額が、この金額の勧告ということになったということもございますので、職員に準じて、

議員の報酬等を改正する必要があるということで提案させていただきました。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

人事院勧告の意味合いとかは承知しておりますが、もちろん承知しております。ただ

ですね、我が町とこの周辺にはその、そもそも人事院勧告に値するその調査に値するよ

うな企業がね。ないいわけですよ。キャノンがどうかなと。そういう中でいきますと、

一般町民の方とか町内の事業者とかからすれば。大企業の金額をもとにした、こういう

ものに対して素直に納得できないということはあるんですよ。一般職員の方々の頑張り

は、もちろん私よくわかってます。すごく勉強をされてることもわかってますので、そ

れは無下に否定はしません。ただこれからの児童センターもお金も、支払いもまわって
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きますし、いきいきスポーツ公園の備品も２千何百万という数字が出てきていますので、

そういうことから考えると、別に私のパフォーマンスでも何でもないですけども、わず

かなことだけども町長にも我慢をしていただいて、教育長にも我慢をしていただいて、

議員も我慢して今回その特別職と議員の分を上げるのは我慢したらどうかなと思いま

す。いかがでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

質問ですよね。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

そうです。 
〇議長（井上光三君） 
     財務課長 秋山忠君。 
〇財務課長（秋山忠君） 
     今回の改正の提案につきましては、一般職員に鑑みというようなことになります。同

じような改正内容というふうなことになりますので、一般職員も対象となるような考え

方もありますけども。今回、議会議員の月額報酬、また、特別職等もありますけども、

そちらは４月に今年度、議員の報酬を上げたということでございますが、全国における

水準が極めて低いということで、類似団体と同じ金額に引き上げるということで改正を

行なったところであります。やはり類似団体等と同じような金額になることが必要とい

うことで、今回、特別職また議員の方々も必要であると考えております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 
     以上ですよね、はい。ありがとうございました。 
〇議長（井上光三君） 
     ほかに質疑ありませんか。 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 

議案第６９号の富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について質問します。こ

れは今度、民間の方でも管理できるというふうに私は理解しているんですけれど。この

中に青柳町４号公園というのがあって、これが郵便局の道西の公園だと思うんですけど。

それの敷地内に活性館、建物もあるんですが、その建物も今回のこの条例改正の対象に

なってるのか伺います。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今の質問にお答えします。活性館というよりは、休館中の追分館が対象となりま

すので、議決後につきましては、公園施設の設置管理制度を活用できるものと考えてお

ります。以上でございます。 
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〇議長（井上光三君） 
１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 
     追分館でしたね。すいません。じゃあ再質問ですけれど、あの建物、耐震されていな

いんですが、その場合も貸した団体が、これまでも町の方でも耐震してないんで貸し出

しはしないという話だったんですけど。今度貸しだした場合はその団体、個人かもしれ

ないですけど。その人は自由に改修して活用しろというような考え方でもよろしいんで

すか。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。今後条例改正後につきましては、公募、プロポー

ザルによって選定委員会等を設置しながら業者を選定するわけですが、公募の条件の中

にも、そのようなことを明記していきたいと考えております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 
     もう１点質問させてもらいます。そのプロポーザル決まった業者が、何年か活用して

返しますといった時には現状に戻すのかそれともそのまま、また町に返還されるのか、

それを教えてください。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。この公園施設の設置管理許可制度につきまして

は、おおむね１０年の中で規定をしておりまして、ただし更新も可能でありますので、

更新につきましても１０年が上限だと、今の設定をさせていただこうと考えております。

先ほどの質問の、あの撤退の場合につきましては、今後業者さんが決まった時点で、業

者さんと、事業者さんと町との間でどのような改修、撤退後はどのような形で、その許

可の範囲の中で、設定をさせていただくということになります。まだ事業者が決定して

ませんので、それは決まってから、事業者と協議して詰めていきたいと考えております。

以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 

３回目なんで、ぜひ町が有利になるように貸し出しをしてください。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 
１０番 青栁光仁君。 
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〇１０番議員（青栁光仁君） 
先ほど笹本議員が質問した議案の６６号および６７号ですけど。６７号の一番末尾を

見ていただければ６６号も同じだと思いますけれども。この条例は公布の日から施行す

ると。２条、４条については３１年度から施行するということになっておりますけども。

今回賞与が支払われておりますけども、一番下に改正後の条例の規定による期末手当の

内払いと出ていますけど。内払いっていうことは、もしこの提案が通った場合には、後

日差額が改めて支給されるという解釈でいいでしょうか 
〇議長（井上光三君） 
     財務課長 秋山忠君。 
〇財務課長（秋山忠君） 
     この議案がとおりましたら、支給されるというようなことになります。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

その件は理解しました。もう１点は議案第６９号富士川町都市公園条例の一部を改正

する条例についてでありますけれども、指定管理の様にですね、許可を受けたものが都

市公園を借りた場合、そこに建物を建てたり、改造したりすることができるということ

になると思いますけれども。これも条例の中に２６条ですか、次の各号のいずれかに該

当する場合においては、当該行為をしたものは速やかにその旨を町長に届け出なければ

ならないということで、公園施設の設置、占有に関する工事を完了した時とか、占有を

廃止したときとか、７項目にわたって出ておりますけれども、これは届け出だけすれば

いいんでしょうかね。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 
     ただ今のご質問にお答えします。先ほど青栁議員さん指定管理という話をされたんで

すが、今回は設置管理許可制度のでありまして、その違いをまず申し上げさせていただ

きます。指定管理者制度は、都市公園において一般的な新たな公園施設の整備を伴わず、

都市公園全体の運営維持管理を民間事業者に行わせる手法でございまして、おおむね５

年程度です。条例によって規定する必要がありますので指定管理に当たっても議会の議

決が必要であります。一方、今回、改正を上程させていただきました設置管理許可制度

につきましては、公園管理者は公園管理者以外の者に公園施設の設置管理を許可できる

制度でございまして、条例で定める事項を記載した申請書を、公園管理者に提出し、町

長が許可することで、都市公園に公園施設を設け、または公園施設を管理することがで

きます。なお先ほども長澤議員にも答えさせてもらいましたが、１０年を限度とし、た

だし更新も１０年を上限としてございます。その中で、先ほど２６条という質問もござ

いましたが１６条。法第５条第１項の条例で定める事項は常に掲げるものとするという

ことで、公園施設の第１号で、公園施設を設けようとする場合には、アからク、もしく
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はケまで記載する。または管理する場合には２号として、公園施設を管理しようとする

場合は、アからエの管理方法まで。あとオの、アからエまで掲げるもののほか、町長の

指示する事項を記載して申請すると。まずは申請が始めの手続きとなります。以上でご

ざいます。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

指定管理とは違うということは思っておりましたけれども。許可制度で期間も１０年

ということですが。私が聞いたのは２６条に届け出という項目がありますよね。占有に

関する工事とか。あるいは占有を廃止したときは、いわゆる使用をやめたときは、町長

に届けると。その中で心配になるのは、これからは公園施設を借りて、いろんな売店を

例えば作ることもできる。先ほど質問にもあったように、活性館を耐震化するとか、工

作物に手を入れるとか新たに作るとか、こういったことは届け出だけでいいのかという

ことを伺ったわけですけども。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。先ほども答弁させていただきますが、もし設置する

場合まずは申請でございますので１６条。許可を得てから２６条に移ります。まず１６

条で申請をいただいて、許可を出さない限りはその先へは進めませんので、２６条の届

け出だけで行為が終わるのかというではなく、１６条のまず申請をしていただくという

のが手続のスタートかと思ってます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     質問はこれで３つ目になるのかどうか。じゃあ戻してですね。許可の申請をする。そ

の場合、審査は誰がやって、いわゆる申請書が、許可申請が正しいか、漏れがないか、

適正な先かというようなことですね。審査をするのが、どういうところがやるというこ

とが書いてないんですけども。誰が審査をするんでしょう。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 
     ただいまのご質問にお答えします。それにつきましては、今お話があったのは活性館、追

分館。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
   いやいや、すべての。 
〇都市整備課長（志村正史君） 
     すべてということで、それにつきましては、それぞれの公園に対しまして、施設に対

92 
 



しまして、都市公園の今後の方針等を定めている中で、活用方法がどのような活動をし

ていくかによっては、公募をしたり、またはそのままの申請を受けとったりというよう

な形なりますが、まず公募の場合ですと、公募の審査員会等で審査委員会でその許可の

内容を検討することになります。また、公募によらない場合につきましては、それぞれ

関係部署と協議して、許可を決定すると。最終的には町長決裁をいただくわけなんです

が。それが流れということで今現在は考えてるとこです。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

あの質問が３つになりましたんで終わりますけども、公園の管理も教育委員会であっ

たり、ほかの部署であったり、いくつにも分かれておりますけれども。新しい制度がで

きる中で、許可申請が出された時にどこが審査をするのかっていうのがちょっと心配に

なりましたんで。質問しました。終わります。 
〇議長（井上光三君） 
     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６６号から第７２号について質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君）  

日程第１０ 議案第７３号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 
日程第１１ 議案第７４号 平成３０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７５号 平成３０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７６号 平成３０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７７号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

           （第１号） 
日程第１５ 議案第７８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 
日程第１６ 議案第７９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 
以上の、７議案は補正予算案件でありますので、一括して議題とします。 
これから、議案第７３号から第７９号について質疑を行います。 

     質疑は、ありませんか。 
７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 
     ７番成田守です。議案７３号平成３０年度富士川町一般会計補正予算第５号の中の貸

付金元利収入の項目について質問をさせていただきます。これについては峡南医療セン
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ターからの申し入れということで、１億２，５００万。これについて短期借入から長期

借入に変えてもらいたいという旨の申し入れがあったそうですが、なぜ今の時期にたっ

た一回の説明だけで、何の資料もなくこの変更後の申し入れをされてきたのか。それに

ついて伺います。 
〇議長（井上光三君） 
     財務課長 秋山忠君。 
〇財務課長（秋山忠君） 

お答えします。今回の貸付金の振り替えということにつきましては、峡南医療センタ

ーが平成２９年度において資金不足比率が１０%以上となったということで１２．４%
になりまして、１０%以上になったということであります。そこで３０年度は、企業債

の借り入れが困難となったためということでございます。そこで、今年度収入の償還金、

１億２，５００万を今回の５００万円を減額したということでございますが。この１０%
以上を資金不足比率が１０%以上続きますと、企業債の借り入れができなくなりまして、

医療機器等の整備もできなくなります。病院経営に非常に支障を及ぼすということから、

この資金不足比率を１０%未満に迎えるため、企業団、またこちらは市川三郷町とも協

議いたしまして、長期に振り替えるというようなことで申し入れがあったというところ

でございます。この直前にこの説明があったということですけども、もともと短期の貸

付は、支援制度ということでございました。この後、峡南医療センターのほうが、経営

といいますか、資金の方が不足してるということで申し出がありましたので、その説明

というか、内容が１１月頃来たということでこの時期になっております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 
〇７番議員（成田守君） 
     ただいまの説明ではですね納得できません。おわかりですよね。短期借入金と長期借入金

の違いもわからないんですかという。例えばですね。この短期を長期に変更する場合におい

て、５年据え置きの３０年払い。これのどこが長期に変える理由になるんでしょうか。資金

使途も何も説明もされず、財務諸表も説明されず、それで金が足りなくなったから貸してく

ださい。１０％を超えると企業債を借り入れできません。これは町の責任なんですか。私は

そうではないと思います。そういうことであれば企業団のほうで、どれだけの経営努力をし

てきたか。資金に対して、どういう考え方やってきたか。そういうことを明らかにした上で

ですね、町の方にこれこれこれだけのことでっていう。私が何も金を貸すとか貸さないとか、

そういうことではなくて。このことが繰り返されることによって、この負担が我々の次の世

代に引継がれていくのか。そういう問題と同時に、この問題がまた長期の固定化に繋がって

町の財政に影響を及ぼさないか。そのことが心配だから、このことについて、もっともっと

検討すべきだというふうに私は思うんですが。町長どのようにお考えになりますか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 
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     峡南医療センター企業団の貸付については、私もこの議会の冒頭に説明をさせていた

だきました。２９年度決算におきまして、資金不足比率が１０％を超えたということか

ら、そういう状態であれば病院においての企業債が借り入れが困難になったと。こうい

う状況が続きますと今後、医療機器の整備にも支障が生じます。そういったことから、

決算が終わった段階から病院と両町の担当者等と協議をする中で、どういう方策がある

か。病院とすれば５億でも１０億でも長期貸付あれば、あるいは出資をしていただけれ

ば、これ解消できます。両町もそれぞれ財政の事情がありますんで、これを長期貸付で

１０％を超えるぎりぎりではありますけれども、両町で２億５，０００万。することに

よって、病院の１０%以上の資金不足率が解消できるということから２億５，０００万

という数字が出てきたわけであります。それについてもまたですね。どういう貸し付け

がいいなのか、悪いなのか。これについては、幹事会って言いましたっけ。両町の担当

者等々が集まる幹事会、病院も当然入ってます。そして、そういうことで２億５，００

０万というものを決め。そして病院にも議会がありますんで。富士川町がとおったから

ってそのまま病院の議会がオッケーするわけありません。まず、両町から代表議員が出

てます。議会に説明をし、病院の議会でも了承を頂いたということから、両町は１億２，

５００万ずつの計上し、今議会に提案をしているとこであります。細かい数字は当然病

気が持っておりますんで。それは病院の議会議員の皆さんに説明をされていることと思

っております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 
〇７番議員（成田守君） 

最後の質問といいますか。ただいまの質問でも、緊急の状態だということはよくわか

ります。よくわかるんですけれども、この病院の問題については、ただ単に資金不足と

いうだけの問題ではなくて、他の問題も多々抱えているように思われます。普通の企業

体であれば、どれだけの努力をしてこれだけのお金をなんとか都合せえという話になる

んですけれども。この峡南医療センターについてはですね、給料はほかの病院より高い、

ボーナスはまともに出てる、金が足りなくなれば、両町に言えば貸してくれる。余りに

も甘過ぎます、これは。この際ですね抜本的にいわゆる財政の体制から、運営体制まで

含めてですね、検討し直す絶好の機会だと思われますが、町長いかが考えますか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

病院についてのご質問であります。病院もですね、統合する当時から民間に売ってし

まった方がいいかとか、いろいろ検討してきた中で、公営企業法、期限もありましたか

ら公営企業法の全部適用という病院にしました。一時は独立行政法人にしたらどうかと

いうふうな議論もありました。昨日も言いましたけども、両町長が関与しない病院にし

ようという形で今来ております。すべて公営企業法全部適用ですから。今給料が高いと

いうお話ありました。当然公務員ですから、今回提案しておりますようなことも当然や
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っていくわけでありますけど、まだ合併して間もないものですから他の公営企業法を適

用している病院よりも、今現在給料は安いわけです。数年かけて追いついていけるよう

に、病院全体で努力をしてます。これは病院だけに努力義務を課してもなかなかできな

い。これは国も協力をするべきことはしていただく。医大も当然です。県も当然。また、

うちの町も市川三郷町も当然。病院自体も当然、努力をしなきゃ。それと地域の医療で

すから、これを確保していくためには、地域の皆さん、住民の皆さんにもこれは努力を

していただいたり、協力をしていただかなければ、こういった小さな町の病院経営は非

常に難しいと思ってます。そういう中で、病院開業当時は非常に苦しい状態でありまし

たが、昨日も言いましたけども、今年の仮決算の状況では、昨年も当初は１億以上の赤

字が出ることも想定したわけですが、病院も努力をしまして、百四十数万円の赤字で終

わった。まだ、三角がついてますからこれはいいわけありません。今年の中間決算を見

ますと黒字に出ていると。これはぜひ続けていただいて、今年度は黒字化をしていただ

きたい。これは病院だけの努力ではなくてですね。皆さんに病院を利用していただく。

そして病院も努力をしながら、いいうわさをたっていただく。こういう努力をお互いが

していかなければ病院経営というのは非常に難しいと思ってます。そういう中で病院の

経営の方は経営としてやりながら、今回はそういった病院が住民のために、医療を提供

するためにもですね、必要な医療機器を整備をしていかなきゃならん。あるいは病院の

建物自体もですね、直すべきとこは直していかなきゃいけない。そういうときに現金が

ない病院でありますから、やはり借金をしていかなきゃいけません。その借金が今借り

れない状態に陥っていますんで。これを何とか正常な運営ができるようにということで、

幹事会そしてまた両町、病院と協議をする中で、最低限の２億５，０００万を今回長期

貸付にすることによって、返済額がうんと減ってきますんで、資金不足率が解消できる

ということから今回、総額は変えてませんけども、６億２，５００万のうち、１億２，

５００万、当町だけで考えれば１億２，５００万。これを長期貸付けに振りかえること

によって、病院の経営が安定してくるということですんで、今議会にお願いをしている

とこです。以上です。 
〇７番議員（成田守君） 

ありがとうございました。私の質問を終わります。 
〇議長（井上光三君） 

他に質疑ありませんか。 
１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
何点か質問をさせていただきます。まず最初にですね、議案第７３号平成３０年度富

士川町一般会計補正予算第５号のですね、支出の方の１２ページ、３款民生費３目保育

所総務、総務費の中のですね、保育所広域入所の施設型給付費１，９７８万４千円とあ

りますが、これは何なんでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
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〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 
ただ今のご質問にお答えいたします。広域入所の施設型給付費になりますが、その中

に内容といたしましては、処遇改善加算、差額調整等の追加分になります。広域入所で

すので、よその町へ通っている子どもたちをみていただいてる保育園に支払うお金にな

ります。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

ええと金額にすると１，９７８万４千円というのは、随分高額なんですけれども、何

人よその地区の保育所へ通っている、何人の金額なんでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 
〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

今回の追加分といたしましては、教育認定１号の認定こども園、幼稚園で１０人分。

それから、保育認定２号、３号認定子ども園、保育園ですが１８人分。保育認定２号、

３号私立保育園、たんぽぽを含む７２人。そして公立保育所６人、１０６人の分でござ

います。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

１０６人で１，９７８万４千円ていうと随分たくさんの金額になるんですね。１人当

たり、ぱっと計算でないんですが、１人当たりどのくらいになるんでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

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） 

すいません広域入所ですので、他町の保育所または幼稚園等、認定こども園等で、富

士川町の子どもをみていただいています。富士川町の方から保護者に保育料も納めてい

ただいて、その保育料または町の方もから負担金として支払っています。１人大体この

金額で１８万６千円くらいになります。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

３回までですからこれでおしまいなんですけれども、他町へ１０６人も行っているん

ですか。わかりました。じゃあ、次の質問にさせていただきます。同じく一般会計の補

正予算なんですけれども。まず、歳入の方のですね１６款財産収入、１目、不動産売り

払い代金が３３２万１千円てあるんですが、これはどこの土地のことでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
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〇管財課長（河原恵一君） 
ただ今のご質問にお答えいたします。この財産売り払い収入につきましては、旧増穂

西小学校の敷地になります。住所番地でいきますと平林の１１２３の１。面積１，６９

２平米の売却代金となります。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

この収入の件につきましてはわかりました。続いて同じく一般会計の、今度は歳出の

方のですね。土木費の土木管理費。土地開発基金土地購入費４６４万円というのは。ど

こを購入したんでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     土木整備課長 内田一志君。 
〇土木整備課長（内田一志君） 

お答えいたします。これは第四保育所の周辺の東側の土地開発基金で先行取得した部

分の土地で、道路敷地となったものですからその分の土地購入費ということでございま

す。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

わかりました。これは購入した金額で売買したっていうことですよね。 
〇議長（井上光三君） 
     質問でよろしいですね。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 
     はい。 
〇議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 
〇土木整備課長（内田一志君） 

開発基金で買ったときの単価で購入してます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 
〇１１番議員（堀内春美さん） 

はい、わかりました。ありがとうございました。 
〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 
１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 
一般会計補正予算７ページ。タブレットでいくと７７ページなんですけれど。２款総

務、２目の財産管理費の委託料、新庁舎建設基本設計業務２，７９４万円。これの業務
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内容、委託の内容をちょっと詳しく教えてください。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。この新庁舎建設基本設計業務につきましては、

国交省で定める官公庁の施設の設計業務等積算基準により、算出されております。業務

内容につきましては、今後プロポーザルにより選定を行なった業者と契約を結び、新庁

舎におけます基本設計、配置とか建物の状況等を細々とした部分について町と設計協議

を行いながら、基本設計を完成させていくという形の業務であります。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 

配置も業者で決めるということですけれど、建物も細々と決めてくるっていうんです

けども、そうなるとこの業者が建物の絵を書いちゃうということですか 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

現在町でこの業務委託の契約した後なんですけれども、そういった配置とか、基本設

計となる部分について協議をしながら絵を描いていくというような状況になってまい

ると考えております。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 

もう場所も決めて、その、３回目になっちもうな。もったいないな。そういう図面も

出来上がってくるという考えでいいんですか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

はい、基本設計の部分について図面等を作成していくとなります。またこの基本設計

が終わった終了後もですね、また実施設計という部分もありますので、そこで設計書等

について作っていくという流れになってまいります。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 

絵ができ上がるということで理解さしていただきます。また聞きにいきます。 
〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 
３番 笹本壽彦君。 
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〇３番議員（笹本壽彦君） 
続きまして同じことでございます。タブレット７７ページ。総務費、目２。財産管理

費区分１３委託料２，７９４万円。新庁舎建設基本業務。先ほどのことです。伺います

と敷地配置とか、その辺のことに限られて、地面のことに限られているというふうに解

釈すればよろしいでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。決して敷地状況だけではなくて、まだ新庁舎の

建設につきましては、前々からの答弁のとおり、まだ何も決まっていない状況でござい

ます。その中で、設計業者が決まったこの基本設計の中で、設計業者が決まった時点で、

さまざまな協議を進めています。この協議の中は、建物、土地の敷地をどう使うかも含

めますけれども。その敷地を使って建物をどう配置するのか。建物の階層は何階建てが

いいのか、平面的に役場の執務室がどういった形がいいのか。そういった細々としたも

のを平面図等も作成しながら、基本設計をしていくという形になりますので、決して敷

地のみではなく、建物全体の形を、見えてくるような設計業務になります。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

計画によりますとね、建設費用単価が平米４０万円。平米４０万円ということは、坪

１３０万円ですよね。それには設計費、そして解体費とか外構費用を含まずとあるんで

すね。それで大体これでいくと、その建物関係が２６億とかなんとかという数字が、こ

れ、わかりません。ただですね昨日から私さんざんこの新庁舎の件に関しては質問をし

ておりますが、正直申し上げてね、まったくなんだかわからんのですよ。お答えが。な

ぜかというとね、先ほどもおっしゃいましたよ。何も決まってない状態で、何も決まっ

てない状況って今おっしゃいましたよ。そこで２，７９４万円をなんで出すんですか。

何かの基準があって、絵があって町としてはこういう方針があって、こんなふうなこと

があってということで２，７９４万円じゃないんですか。何も決まってないんですか。

そこははっきり答えてくださいよ。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えします。何も決まっていないということを申し上げました

けれども、新庁舎はについて、いわゆる前々から申しましているとおり、基本計画しか

今のところまだございません。その基本計画の中では、決して新庁舎の形がどういう形

がいいとか、いうことについて書いてあるものではございません。低階層には窓口業務

を執行する課が必要ではないかというような提案が書かれているわけで、町としてこう

いった形で、こういった形の建物を建てるとかいうことが決まっていないということで
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ございます。この決まっていないということにつきましては、これは設計方針としまし

てプロポーザル方式を採用するという形の中で基本計画ができ上がっております。プロ

ポーザル方式でいきますと、設計者の技術により設計書を先行して、その設計者の意見

を聞きながら、町と協議しながら、富士川町に必要な新庁舎を設計するという形をとっ

ておりますので、町がこういった形がいいから、こういった形を設計してくれというよ

うなものではございません。設計者のプロの目から見て、富士川町に必要な規模または

階層、配置等をプロの目で設計していただいてそれを協議しながら決めていくという作

業になっていくということでございます。以上です。あと１点、設計額、この委託料の

契約につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、国交省が定める官庁

施設の設計業務等を積算基準、官庁施設の設計業務等、積算要領というものがございま

す。この要領を使いますと、想定床面積これ５，９００とお答えしておりますけれども。

その５，９００平米という面積を当てはめることによって、計算によって出てくるわけ

なんですけれども。その金額を今回計上しております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

その国交省云々は承知しております。そういうことからその大きさが出たり、坪単価

が出たり平米単価が出たりしているということは、ホームページの方で見ました。ただ

ですね。あの何度も申し上げますけども、例えば誰かが家を建てるとか、そうすれば何

かあるじゃないですか。今の状況だと、プロポーザル、プロポーザルとおっしゃいます

けど。今回の２，７９０万委託料に関しては、プロポーザルではなくて、実際の建物の

時になるとプロポーザルという、今回からプロポーザルということでしょう。だったら

ば、丸投げじゃないですか。何も決まってない。私がおかしいのかな。どうなんでしょ

う。 
〇議長（井上光三君） 

質問の趣旨は。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

質問の趣旨は、今回２，７９４万円を使った基本設計業務をプロポーザルにするにあ

たって、町としては何にもない状況で業者を呼んでやってくださいというふうにおっし

ゃるわけですか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 
     新庁舎の建設基本設計業務の委託料についてお答えいたします。今回のこの２，７９

４万はさきほど担当課長が言いましたように、国交省の積算基準に則ってやってますか

ら、面積を決めたのは、また違います。これは総務省も単独事業の起債をできるにはこ

ういう面積だ。例えば町長は何平米、課長は何平米、助役は何平米、教育長は何平米、

すべて決まってますんで、それの範囲は借金を許可しますよ。それ以外に作れば余計の
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もんですから自前の金でやってくださいと。こういう起債の手引きというのがあります。

そういうのも参考にしながら、６，０００から６，５００というのを提言を受けました。

それで基本計画を作る。基本計画をつくりまして、それはもう既に公表しております。

ただ、それはあくまでも基本計画、提言を受けたうちの基本計画でありますんで、今回

この設計業務を発注するには、さらに執務環境等々を精査いたしまして、５，９００を

念頭にこの積算をしたわけです。これは国交省の積算基準に基づいてやってますから、

これで今度プロポーザルの入札をかけます。ですからプロポーザル業者、プロポーザル

業者と先ほど言ってますけれども、これから何社応募するかわかりません。そういう中

から例えば、例えばですよ。ここは西側と東側が高低差があります。東側の８メーター

からフラットにして、そして向こうから見れば２階建てなり複数階になる。西側から見

れば当然、土地の高さがありますから、そういう土地利用をうまく使いながら、こちら

からみれば１階なり２階なりというふうな提案があるかもしれません。どういう提案が

いいか、それらの業者、応募した業者をこれまでの実績、そしてそこにいる技術者の数、

そしてまた今回提案されるうちのデザインとか機能とか、熱意とかそういうのを判定を

いたします。そん中で１社を決めます。その１社とこれから、その提案をしたやつをも

うベースになるかもしれませんが、町の方でもこうやってほしい、ああやってほしい等

もありますんで、そこをその業者と詰めながら、基本設計をつくっていくと。今回は基

本設計までのお金です。これがおおむね固まってくると、今度いざ工事に入れるような

実施設計をまた組んでいかなきゃなりません。そんなふうなその前段階として今回基本

設計業務委託を発注をしたいということで提案をしてるとこであります。よろしくお願

いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

これで３回終わりましたんで次の質問に移ります。 
〇議長（井上光三君） 
     質疑の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時 ９分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１７分 
〇議長（井上光三君） 
     休憩をといて再開します。 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 
     峡南医療センター企業団貸付金元利収入について。つまるところですね。わかりやす

く考えれば、富士川町という銀行が、医療センターに５億円を１年間手形貸付をして、

それを医療センターが１年間で手形貸し付けを年度末に返してまた借りてというふう

に、ぐるぐるぐるぐる回しているという。一般企業がすればですね。これ手形貸付けで
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すよ。医療センターの経営が改善してきていると。その中で両町で５億の決裁を今年は

するとなかなかまずいことが起きるので、２億５，０００万円のうち富士川町の分は１

億２，５００万を、長期の証書貸し付けにしてくれと。これ一般企業でいえば、こうい

うことなんですよね。もし銀行にこういう状況を持っていったとしたらば、私の例を申

しますと、担保の枠があっても門前払いされますよ。経営は改善されている。だけども

ろもろ苦しいから、この分を長期の証書貸し付けにして、ここに枠を両町で５億円分を

増やしたいと。それについてそれがあれば新しい機材を得たり、いろんなことができる

と。こうゆうふうに理解しましたがそれでよろしいでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 
     峡南医療センターへの貸付金でありますけども、議員さんおっしゃるとおり自転車操

業をやってます。毎年、両町から借りて、それを単年度貸し付けですから、返すために

も銀行から借りてそしてまた銀行へも返していく。そしてまた当然、銀行へ返していけ

ば運転資金がありませんので、また借り入れて。今そんな自転車操業しているんですが。

この３０年度は１３億ほど必要ということになります。ただこれをすべて単年度貸し付

けをしてしまうと、病院はまわりますけども、先ほど来言っておりますように、企業債

という病院の借金ができなくなるということから、いろんな機器整備が滞ってしまうと

いうことは、しっかりとした医療ができないということになりますんで、総額は変えて

おりません。１３億は。そのうちの両町で１億２，５００万ずつ、２億５，０００万を

短期ではなくて、長期にすることによって返済が伸びるわけですね。そうすると病院が

資金不足比率というのが下がってきます。そこを１０％以下に抑えたいということから、

先ほど来言ってますように病院と両町と話をした結果、それが最適の案だということか

ら、今回両町で２億５，０００万を長期貸付けにし、そしてそれによって資金不足率が

下がる。下がりますんで病院で必要とする医療機器の買い替え、あるいは新しい機器の

整備ができ、皆さんが期待できる医療を提供できるということになると思って、今回総

額のうち１億２，５００万を長期貸付けにお願いしたい。長期貸付ですから、当然短期

で返ってきませんので、歳入予算を１億２，５００万の減額をしております。ただ貸付

は６億２，５００万します。その減額をした部分が今返ってくるんではなくて５年据え

置きで６年目から返ってくるという制度に変えたいという提案をしているとこです。よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 
     医療センターの議会でどのような議論があったのかが全然見えてな、聞こえてこない

んですよね。それと、今町長おっしゃったように５年据え置き３０年の長期、証書貸し

付けみたいなことになるわけですね。昨日も申し上げましたけれども、私達議員になっ

て、あと残りは３年半ですよね。昨日も申し上げましたけども、皆さんこの返済が始ま
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るころにはどなたもいらっしゃらないんじゃないですか。５年据え置きですからね。そ

れに対して、そういう状況の中でせめてこの医療センターとしては、これをどのように

使うのか。漠然としたものでなくて、このように使いたいと。それによって経営にプラ

スになるというふうなものがなければ、これを簡単に承認するというのは非常に無責任

だと私は思うのですが。いかがでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 
     富士川町、市川三郷町が峡南医療センターに貸すのは、富士川銀行、市川三郷町銀行

が医療センターに貸すんではなくて、私どもがつくった病院でありますから、企業団で

ありますんで、いわば子どもみたいなもんですね。子どもが困っているときに、これは

必要があってつくった企業団ですから、そこをなんとか住民の医療がしっかりできる病

院に支えていかなきゃならんと。いうことから金利目的で貸し付ける訳ではありません。

そしてまた、３０年という長い期間ということありますけれども、これは町がいろいろ

政府資金を借りるにもやはり３０年なんですね。ですからそれをその時に私どもは生き

てないから、私も当然生きていないと思います。もっと生きたいと思いますけども。生

きていないと思いますが。昨日も言ったように、負担の公平性とか財政の平準化とか、

そういうものも図りながらやっておりますんで、町がいろいろ資金を借りているのも３

０年というのも結構あります。１０年もあります。５年もあります。いろんなもんがあ

るわけですが、そん中から有利なものを町が使ってます。今回も病院の方も他からそう

いったあれがあればいいんですが、そういうものがないということか、市川三郷と富士

川町で長期貸し付けをしていかなければ病院が倒れてしまうと。倒れてしまうっていう

のは大げさかもしれませんけども、医療機器の整備ができない。当然経年劣化している

ものもあります。そういうものの買い替えもできない状態になってきますんで。しっか

りした地域医療が確保できないという状況でありますんで。総額を増やすんじゃないん

です。今ご承認をいただいてる貸付金のうち、１億２，５００万ずつ２億５，０００万

を長期貸付けに回したい。これは別に歳入欠陥なるわけでもありませんし、いずれは返

ってくるもんですが、今こういう措置をしてやらなければ今の峡南医療センターの財政

状況では、その資金不足比率がクリアできないという状況ですんで、生みの親である富

士川町と市川三郷町で、その辺を支援をしていこうというのが、この今回の長期貸し付

けのもとであります。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 
     よくわかっております。例えばですね、市川の病院はほんとぼろぼろで、例えば入院

なんかはするのは嫌だなと思うような人がいるそうです。それに比べればこの富士川病

院は、まだとてもきれいだと思いますが。ただですね、これから１５年、２０年経てば

今度こっちもかなり傷んできますよ。そういう中で、さっき子どもみたいなものだとい
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うふうな、おっしゃいましたけれども。本当にこの今の病院経営が真っ赤っかで大変な

んだと。町民としては必要だとおっしゃる方も多い。ただですね、おらあ１回も行っち

ゃいんからあんな物は、っていう人もいますよ。当然ですよ、１回も行ってない人は。

税金をどんどんどんどんつぎ込んだら。ですからもう本当にこういう状況、厳しい状況

なんだということを丁寧に町民に説明して、そしてもう１世帯、５万円とか。極端な話

ですね。そんな特別税を提案するような時期にきているように私は思うのですが。いか

がでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

新たな税を取るというわけにはまいらんと思いますけども、先ほど言ったように、病

院はですね当然国も、元は社会保険病院ですから、国もそしてまた医大も、お医者さん

もらっているのも医大でありますんで、医大も、そして県も両町もまた住民も、健康の

人はわざわざ病院行くことないと思いますけれども。皆さん近場で医療が受けられるこ

とが一番いいと思います。先般も、これ余談になりますけども、医大へ行って入院して

手術をしようとする人が、この１２月から入院するようですが。いざ手術になったら富

士川病院でやりましょうということで、富士川病院の方へ入院をして、医大から先生が

来てあそこでオペをするそうです。そういうふうに医大とも連携をしながらやってます。

ただ山梨県全体が医師がまだ不足をしておりますんで、峡南医療センターの方も要望し

てますけども、まだ潤沢には配属をされていません。ただ昨日も言ったようにこれから

欲しい診療科もありますんで、そういったところを中心に補充をしながらやってく。そ

してこの病院はほんとまだまだいい病院でありまあすんで。建物もしっかりしておりま

すんで、そして中の医師等々も充実をしてきておりますから、ぜひ健康の人が行かなく

てもいいですから、どっか悪いところがある人は、地元の病院を中心にかかっていただ

ければありがたいなと思ってます。ただ地元には診療所というのもありますから、かか

りつけ医をまずつくっていただきながら。診療所は手術もできませんし入院もできませ

ん。そういう時には峡南医療センターと診療所ともタイアップしておりますんで、そう

いうところも十分活用できるだろうししますんで、ぜひ地域の病院として、また何か困

ったときにはご利用いただければと思ってます。そのためにも、新たな税金は住民に課

すことができません。そのためにですね、ですからみんなで病院を支えていくという精

神的な部分も含めて医療センターを使っていただければありがたいなと思ってます。そ

して先ほど冒頭、おっしゃられた市川三郷病院、富士川病院の名称は分けてありますけ

ども、両方含めて峡南医療センターの持ち物ですから。向こうの病院も活用しながら。

そして向こうの病院を建替えという議論も出ておりますけども、今の経営状況であれば、

そこにまで手を出す余裕はないということから、今それは棚上げになっておりますけど

も。そうは言っても今のままでいい訳ありませんから、１日も早く経営を改善していた

だいて、市川三郷病院もどういう形でできるのかもしっかり議論する中で、診療所がい

いなのか、もっと小さい病院にしていくのがいいのか。いずれ富士川病院も老朽化をし
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ていきますんで、その時には市川三郷病院を主体病院としてですね、できるようにして

いかなければならんと思いますが。病院の方もそういった長期的ビジョンを持ちながら、

今経営を進めております。そういう中で、今の状態を何とか解消してやりたいというの

が今回の２億５，０００万の長期貸付けでありますんで、ぜひともご理解をいただけれ

ばと思ってます。以上です。 
〇３番議員（笹本壽彦君） 

以上３回終わりましたので。ありがとうございました。 
〇議長（井上光三君） 
     ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

私もあの笹本議員と同じく、２０款諸収入峡南医療センター貸付元利金収入の欄です

ね。減額補正されておりますけれども。これは、私が平成２７年の１２月議会で、やは

り１億５，０００万の長期貸付け替えという話があったときに反対をいうことになりま

したけれども。そのとき町長はですね、質問でこれが最後かという質問があったときに、

そのとおりであると。ただし書きがついてですね、両町の財政に影響のない範囲で資金

援助することがあるかもしれない。かもしれないと平成２７年の１２月に、１億５，０

００万の長期、３０年。これが最後だとおっしゃったけど、ここでまた１億２，５００

万を長期に振り替えるということになると、私としてはですね３回目もあるじゃないか、

４回目もあるじゃないかと思っちゃいますけれども。そのとき町長は１億５，０００万

を長期に振りかえることによって、当時も確か資金収支比率８．６%、それが６%台に

なるということで、やむを得ず議員の皆さんが認めたということでありますけど。これ

を最後にしたいというところがこれで２回目。３回目も心配になりますけどその辺は、

町長いかがでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

峡南医療センターへの貸付金の質問にお答えいたします。平成２７年の当時はですね、

２６年から経営を開始しております。そして、当時の経営ビジョンとは今のビジョンを

使っておりました。そのときには黒字化が前提のビジョンでありましたけども、その時

に資金不足比率も、８．６と１０．０は切っておりました。ただそうは言いましても運

転資金としてですね、必要で長期を１億５，０００万ということでありました。その時

も今後において、必要な財政支援はまたやっていかなければならないと多分言ったと思

うんですが、その後はですね、交付税の部分は当時から全額、普通交付税の部分、普通

交付税で算定された分は全額お渡ししますよと。特別交付税は本当、算定はされるんで

すが、このとおりきているかどうか、誰もこれわかりませんので、私は町を経由せずに

直接総務省から出したらどうですかという話も総務省の職員にしたことありますけど

も。そうは制度上できませんので、県経由、町経由で病院の方へいくわけでありますけ
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ども。実際そこが全部町に来ているかどうか不明なところがあります。その中で今回１

億２，５００万の長期貸付けということですが、これはやはり資金不足比率が１０を超

えてしまったということから。当然これが９パーセント台であれば、短期貸付でいい訳

でありますけども。今言ったように、病院の方で新たな医療機器整備がこのままではで

きないということからですね、これは期間的経過もありますけれども、今回は１億２，

５００万貸付をして、長期貸し付けにまわさなきゃならん。今後についてはですね、こ

れ病院の経営がどうなっていくかという状況に応じてやっていかなきゃならんと思い

ますが、やはり病院の運転資金がどうこうというところは短期で十分できると思います。

ただ資金不足比率が、さらにまた１０を超えるようであれば、その部分は、今後も解消

していかなければならんじゃないかなと思っております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

とても心配な状況にあります。当時７億３，０００万の、両町から７億３，０００万の借

り入れがあって資金不足比率が１０％超えそうだということで対応して、今、ご答弁にあっ

たような改善計画を出してもらって、今後見守っていくということだったんですけど、翌年

は今度は９億円の枠になりました。両町で。その次の２９年度は、両町で１０億円になりま

した。今年度は６億２，５００万ずつ、１３億円の枠になってます。ここで、じゃ来年度か

らは少なくなるかというと、いわゆる最終赤字が１４０万で済んだからと、大分改善された

ということですけど、今町長のお話にもあったように、普通交付税と特別交付税を最初は２

分の１にしようということだったんですけども。今は全額３億１，０００万をいわゆる資金

供与しています。負担金ということで。その３億円があるから１４０万ですんだというふう

に解釈できるんじゃないかなと。当然病院も企業努力はしてますけども。私はそういう解釈

しています。２６年度から２８年度まで賞与引当金とリース債務というのが控除されていた

と。債務の方から。だけど今度は控除されなくなったから計算上で１０％超えるということ

のようですけど、これが１１月になってからパッとわかったのかどうかというのは、私不思

議なんですよね。急にその通知があったのかどうか。その辺いかがですかね。 
〇議長（井上光三君） 

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） 
     貸付審査会の方の所管を担当しております福祉保健課です。このことについての説明

が病院の方からございまして、賞与引当金とリース債務が、今回２９年度から控除され

なくなったという国からのお知らせは、今年度に入ってからということでしたので、そ

の後病院の方でもいろいろ検討をし、町及び病院が入る幹事会でも、負担金にするのか

長期貸付けにするのか協議をして、一番町としてもリスクの少ない長期貸付けに１億２，

５００万、両町で２億５，０００万円ということで、切りかえるという結論になったと

ころでございます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 
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１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     ３つ目でなくて、２つ目で質問したのはいつ通知があったかと。今年度と言われても

１１月なのか９月のか分からないんで、それをわかったら教えてください。 
〇議長（井上光三君） 

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） 
     通知の日付等につきましては、細かいことについてただいま資料がございませんので、ま

た調べまして、ご報告させていただきたいと思います。私ども幹事会で、その方向性という

か、こうなりそうだということを聞いたのは、８月の幹事会だったと記憶してございます。

以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     病院に関しての３つ目ですけれども。そうすると、その後、病院議会へも検討を依頼

して、病院議会の中でも揉んだんじゃないかと想像してますけども。他にも聞きたいこ

とあるんですけど３つ目ですから。そうすると、これが今議会で承認された場合ですね

２７年度に長期に切り替えた１億５，０００万、それから、今回、もし認められるとす

れば１億２，５００万。実績でもし来年度６億２，５００万の融資を、融資枠をという

ことになればですね、短期資金として富士川町から借りられるのが３億５，０００万に

なります。３億５，０００万でまわしていけるんであればいいけれども、先ほどいいま

したように７億、９億、１０億、１３億と貸付枠が、両町で上がってますんでね、非常

に危惧しております。質問ですけども、病院議会の。３つ目終わりましたっけ。 
〇議長（井上光三君） 
     終わりました。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     はい、わかりました。そういうことで非常に危惧しております。 
     次の質問ですけれども。今度歳出の方へ行きたいと思います。１０款教育費のですね、

２項の社会体育施設費ですね。 
〇議長（井上光三君） 
     タブレットだと何ページですか。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     タブレットだと２２ページになります。１０款教育費です。内訳は町民交流広場陸上

競技用備品購入ということで２，０２２万円計上されています。どんな内容か教えてく

ださい 
〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 
〇生涯学習課長（深澤千秋君） 
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     ただいまの町民交流広場の備品購入費等のご質問にお答えをさせていただきます。予

算額につきましては２，０２３万円ということでお願いしているとこでございますけど

も。主に陸上競技の備品およびサッカー競技の備品ということでございます。種類とい

たしましては３３種類を予定しておりまして、そのうち陸上競技については２５種類。

サッカー競技については８種類を予定しているところでございます。主立った備品でご

ざいますけども、まず陸上競技に関しましては、審判台、１６人乗りの審判台。それか

ら、スターティングブロックと言って走り出す時に足をかけるもの。それから成人用の

ハードル、小学生用のハードル、それからあるレーンナンバー標識。１番から８番まで

ある標識。それから走り高跳びの支柱。それから走り高跳び用のマット。それから給水

ローラーという水分を給水するローラー等予定しているところでございます。それから

サッカーにつきましては、一般用のサッカーゴール、それからジュニア用のサッカーゴ

ール、シニア用のサッカーゴールということになってございます。以上でございます。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 

内訳のまた内訳を言われても私もジュニアサッカーボールがいくらで、シニアがいく

らでということは分かりませんので。これは適正な価格のものを集めていただけると思

いますけれども。今現在使っているですね、運動場で、小林の町民広場で使っているも

の、あるいは体育館の中にあるもの、今まで高跳びとかそういう協議があったかなかっ

たかですけれども。今、述べられたスターティングブロックとかレーンナンバーとか、

無いものだけなのか、使える物も使ってこういう状況なのかだけ教えてください。 
〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 
〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。町民体育館にございます備品につきましては、

今申し述べた備品はございません。ハードルが２、３台あるぐらいの程度で、基本的に

今、町民会館にあるスポーツ備品については、廃棄する予定は全くございませんで、移

設ということで考えてございます。ということでございますので、新規に新しいものを

購入するということ。それからサッカーゴールでございますけども、今の体育館のグラ

ンドの用途がまだ方向性が定まっておりませんので、当面は今あるサッカーゴールはそ

このまに存置ということで考えているとこでございます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     新しい競技場の備品については適正なものをぜひ選んでいただくということで。もう

１つ同じくページでですね。教育費の中の社会教育の方ですね。同じページの上。７目

の賃金６０万円。文化ホール臨時職員とありますけれども。これはどういったもんです

か。 
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〇議長（井上光三君） 
生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 
     文化ホールに職員が１名欠員が生じました。ということで急きょアルバイトを雇用し

てるとこでございますけども。当面、急遽だったものでございますので、別の科目等で

執行さしていただいて、不足分というか、その人間の、今年度末を予定してるんですけ

ども、今年度末までの賃金について計上させていただいたところでございます。以上で

す。 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     欠員が生じたときから来年の３月までのアルバイトという解釈でよろしいでしょう

か。 
〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 
〇生涯学習課長（深澤千秋君） 
     そのとおりでございます。 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番議員（青栁光仁君） 
     以上で質問を終わります。 
〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 
５番望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 
     お願いします。５番議員の望月眞です。議案第７３号平成３０年度富士川町一般会計

補正予算。再々質問でていますが、第２款総務費、歳出、目２財産管理、委託料２，７

９４万について。タブレット７７ページですか。再度質問したいと思いますが。過日の

全員協議会の場で、富士川町新庁舎執務環境整備基本計画、こういうのが提示されてい

ますが、これは、この整備基本計画の内容は委託料の２，７６０万に関わっての資料に

なってるわけですか 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     ただ今のご質問にお答えいたします。執務環境基本計画につきましては、今回の委託

料の中というわけではございません。今回の基本設計委託料につきましては、あくまで

本庁舎の部分、設計の部分についての委託料となってございます。この執務環境の基本

計画の内容といいますか、この実施につきましては、もちろん基本設計の中で執務環境

はこういった形でというような指針となるべきものと考えております。これは設計業者
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との協議の中で、町の意見としてすり合わせを行なっていくという部分で執務環境基本

計画をもとに協議の方を進めていくと。いう形でございます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

５番望月眞君。 
〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。最後のページにですね。新庁舎執務環境整備基本計画に基づく

想定規模の再算定という資料が出されています。これを見てみると、要するにワンフロ

アストップ。私は６月の議会で、福祉保健課については現状の位置に置いた方がいいじ

ゃないかという意見も言いましたけれども、すべて執務室は役場の中に入っていると。

それから議場のことについても、昨日から論議がありましたけど、議場の細かい内容に

ついて恐らく議員全員協議会でも話し合う中で、当局に要請をするという形になってく

ると思いますが。ということは、想定されると、それになりのスペースを持った役場建

設に向けての資料となるというふうに私は解釈してんですが、当然設計業務もこれも念

頭に置いた形での基本設計業務になってくるんだろうなと解釈しますがよろしいでし

ょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     そのとおりでございます。執務環境基本契約におきましても、この整備基本計画につ

きまして、両方の計画をもとに、新庁舎の基本設計の指針として使用していく予定でご

ざいます。 
〇議長（井上光三君） 

５番望月眞君。 
〇５番議員（望月眞君） 
     そうすると何も無いとこからスタートするんでなくて、一応これらの資料をもとにし

て、これから基本設計業務が行われていくと。更にその基本設計業務から細部にわたっ

てのもので、今後は実施設計業務を入っていくと。そういう解釈でよろしいでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     そのとおりでございます。 
〇５番議員（望月眞君） 
     はい、ありがとうございました。 
〇議長（井上光三君） 
     ほかに質疑ありませんか。 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     質問させていただきます。一般会計補正予算第５号について、歳出、２款総務費の財
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産管理費、新庁舎建設基本設計業務委託について、皆さん質問されてると思うんで。ち

ょっと気になったとこだけお願いします。プロポーザルで公募をして、設計をするとい

うお答えだったんですけれども、そのプロポーザルをするための、こちらからの条件と

いうのはどんな条件が入っているか教えてください。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     ただ今のご質問にお答えいたします。プロポーザルにつきましては、町が希望する審

査状況、条件といいますか、それを公告するわけですけれども。今現在まだ決裁を受け

ていない状況でありまして、詳細についてはまだお答えできない状況でございます。よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     それでは議会で通った段階では公開できるっていうことでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     ただ今の質問にお答えいたします。先ほど申しましたとおり、現在作成中といいます

か細部の詰めの部分に入ってございます。もちろん、議会の予算計上をしてございます

ので、作成し、決済が降り次第ですね、公表というような形になろうかと思われます。

以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 

はい、わかりました。議会が通って、公開できるようになったら公開してもらいたい

んですけども。公募期間というのは、いつからいつを予定しておりますか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     公募の期間につきましてはプロポーザルの要項等によりますと、１５日以上という形

になりますので、公告から１５日の期間を経て、書類提出をしていただくというような

形を考えております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     本当はいつ頃からって聞きたかったですけど。まあいいです。と、次に農林水産業費

の農業委員会費、タブレットで８４ページですね。農業委員会と土地利用最適化推進員
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会の報償というのが補正で、金額少ないんですけども１２万５，０００円。これ、補正

で組むってことは何か緊急なことがあったんでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 
〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。この報償につきましては、農業委員と農地利用最適

化推進の報酬というふうなことで、活動費になりますので、今回この活動が決まったと

いうふうなことで今回補正をさせていただきました。以上です 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     ありがとうございます。この活動っていうのが簡単に説明できれば説明していただき

たいと思います。 
〇議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 
〇産業振興課長（依田正紀君） 
     農業委員さんにつきましては、農業委員の総会の回数ですとか、最適化推進員につき

ましては、農業の調査等もございますので、そういった活動の回数に対する報償でござ

います。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     すいません。また次の項目に移ります。８款の土木費。住宅管理費。工事請負費の１

５０万円。町有住宅内装改修工事。これ場所と何部屋改修したか教えてください。 
〇議長（井上光三君） 

都市整備課長 志村正史君。 
〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今の、ご質問にお答えいたします。これは町有住宅鰍沢団地を予定しておりまし

て、これにつきましては町営の大法師団地が現在老朽化しておりまして、その方と移転

交渉を進めて参りましたが、町営住宅鰍沢団地で合意を得られたことから、室内修繕を

行う必要となりました。内容につきましては、１室でございまして浴室の改修や、トイ

レや台所など、軽易な改修でございます。これにつきましては雇用促進から購入した以

降、修繕がなかったものですので、改めて修繕をさせていただくという内容でございま

す。改修工事です。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     ありがとうございます。次の項目に移ります。１０款の教育費、学校費の今回ブロッ
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ク塀の撤去改修工事鰍沢小と南小ってあるんですけれども。これの、どんなブロックな

のか説明していただければと思います。 
〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 
〇教育総務課長（秋山佳史君） 
     ただいまのご質問にお答えします。ブロックはですね、５０年来前からの老朽化した

ブロックが、南小におきましても校庭の東側。そして鰍沢小におきましては隣の隣接す

るお寺さんとの境界から体育館付近にかけましてあるブロックを指しているものであ

ります。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     ありがとうございます。大きさとか長さとかわかれば。午後から現地視察に行くので、

そこで確認させてもらえればいいんですけれども。お答えください。 
〇議長（井上光三君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 
〇教育総務課長（秋山佳史君） 
     はじめに鰍沢小でございますが、１５６メートル、長さです。そして南小学校につき

ましては５１メートルでございます。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     ありがとうございます。もう１個、最後の項目です。１０款教育費の社会体育施設、

町民交流広場陸上競技療用の備品等。先ほど細かい詳細、青栁議員のほうの答えであり

ましたけども、これの今後これらの備品を使うにはグランドの使用料以外に、この備品

の使用料っていうのはかかってくるでしょうか。 
〇議長（井上光三君） 

生涯学習課長 深澤千秋君。 
〇生涯学習課長（深澤千秋君） 
     ただ今のご質問にお答えさせていただきます。新しいグランドの使用料について、今

検討中でございます。当然、備品も耐用年数等を鑑みながら、使用料また備品使用料と

いうことで徴収するような予定になってございます。以上でございます。 
〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 
〇１２番議員（鮫田洋平君） 
     ありがとうございました。 
〇議長（井上光三君） 
     ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上をもって議案何第７３号から第
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７９号について、質疑を終わります。 
ここで子育て支援課長大堀ゆかりさんから、堀内春美議員からの質問の答弁に対し、

一部修正したい旨の申し出がありましたのでこれを許可します。 
子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 
先ほどの堀内議員のご質問で、町外へ通っている子どもが１０６人と申し上げました

が、町内の私立たんぽぽ子どもの家の園児分も含んでおりましたので、町外へ通ってい

る子どもは、おおむね４５人になりますので、訂正いたします。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君）  

日程第１７ 議案第８０号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第１８ 議案第８１号 公の施設の指定管理者の指定について 

以上の２議案は、指定案件でありますので一括して議題とします。 
これから、議案第８０号から第８１号について質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 

      （な し） 
     質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第８０号から第８１号について質疑を終わります。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第１９ 議案第８２号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
を議題とします。 
これから議案第８２号について質疑を行います 
質疑は、ありませんか。 

     （な し） 
質疑なしと認めます。  
以上をもって、議案第８２号について質疑を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２０ 議案第８３号 町民体育館解体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８３号について質疑を行います 
質疑は、ありませんか。 
１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 
     今回この解体工事が町内のダスラップさんに決まったということですが。これまで解

体工事っていうのは、鳶土工という職種があればできたので、建設業者が大体大きいや

つは取った中で、そういう職種の中で解体というものが切り離されて、今度解体業者が
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単独受注できるような形にはなってきたんですが。ただ、このダスラップさんに、特定

建設業があるのか、それと一般建設業なのか、その辺教えてくれますか。 
〇議長（井上光三君） 
     管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 
     ただいまのご質問にお答えいたします。現在ちょっと今手持ちの資料がございません

ので、正確に、その特定建設業の資格等の確認ができませんので、後刻調べて報告した

いと考えております。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

１３番 長澤健君。 
〇１３番議員（長澤健君） 
     ちょっと心配だったのが、特定建設業持っていない業者は４，０００万円以上の下請

を契約できないんで。この工事でいくと多分、足場とかアスベスト工事っていうのが非

常に大きなウエイトを占めてくると思うんですが。その辺、もしこれからも発注も、業

者とってしまったんで、気を付けながらぜひ工事をしていってもらいたいと思いますし。

今後もまた分庁舎にしても、また児童センターにしても解体事業出てくると思いますん

で、その辺ちょっと気を付けながら発注の方かけてください。またあとでその辺ちょっ

と教えてください。以上です。 
〇議長（井上光三君） 
     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８３号について質疑を終わります。 
以上で、本日の日程は全て終了しました。 
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１２時１１分 
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平成３０年第４回富士川町議会定例会（４日目） 
 

平成３０年１２月１４日  
午前１０時００分開議 
於 議 場 

１ 議事日程 
日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 ２号 富士川町各機関における非行政書士行為排除の徹 

底を求める請願について 

日程第 ３ 議案第６６号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ４ 議案第６７号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議 

会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第６８号 富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラ 

ブ条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第６９号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ７ 議案第７０号 富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例 

について 

日程第 ８ 議案第７１号 富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の 

一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第７２号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１０ 議案第７３号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１１ 議案第７４号 平成３０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７５号 平成３０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７６号 平成３０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７７号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第７８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正 

予算（第２号） 

日程第１６ 議案第７９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予 

算（第３号） 

日程第１７ 議案第８０号 公の施設の指定管理者の指定について 
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日程第１８ 議案第８１号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１９ 議案第８２号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第２０ 議案第８３号 町民体育館解体工事請負契約の締結について 

日程第２１ 議案第８４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２２ 議案第８５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２３ 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２４ 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２５ 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。（１４名） 
 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 
 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 
 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 
 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  
１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 
１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 
 

３ 欠席議員 
 

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

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 
会 計 管 理 者 永井たかね    政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 
財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     
税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    
町 民 生 活 課 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 依 田 正 紀     
都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  土 木 整 備 課 長 内 田 一 志    
上 下 水 道 課 長 中 込 浩 司  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史     
生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 

 
 
５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 
議会事務局長 早 川 竜 一 
書     記 秋 山  綾 
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〇議長（井上光三君） 
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」。着席願います。 
平成３０年第４回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しい

ところご出席いただき、誠にありがとうございます。 
また、本会議及び委員会において慎重にご審議をいただきました 第４回定例会も、

本日が最終日となります。引き続き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、１４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（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 
この際議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。議長から報告します。本日

の議事日程は、お手元に配布したとおりです。なお、本日追加案件として人事案件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。 
ここで、１１日の本会議において青栁光仁君及び長澤健君からの質疑について、答弁

が保留となっておりましたので、福祉保健課長及び管財課長の答弁を求めます。 
はじめに、福祉保健課長の答弁を求めます。 
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） 
１２月１１日の質疑中、峡南医療センター企業団貸付金元利収入１億２，５００万円

の減に対し、資金不足比率の算定要領変更の通知がいつあったのかの青栁委員からのご

質問について報告させていただきます。この件については、県から峡南医療センター企

業団に対し、平成３０年５月２８日に通知がありました。その後、企業団内で検討をし、

開設者会議及び幹事会で両町の意見などを聞く中、企業団議会議員懇談会に示され、平

成３０年１１月１日付で、峡南医療センター企業団企業長から町長あてに峡南医療セン

ター企業団への財政支援についてとして、正式に要請がありました。以上です。 
〇議長（井上光三君） 
   次に、管財課長の答弁を求めます。 
   管財課長 河原恵一君。 
〇管財課長（河原恵一君） 

答弁を保留しておりました議案第８３号の質問事項、株式会社ダスラップサービスが、

一般建設業か特定建設か、とのご質問にお答えいたします。本工事の請負者である株式

会社ダスラップサービスの建設業の許可区分は、一般建設業でございます。なお長澤議

員から一般建設業許可区分のものは、総額４，０００万以上の下請契約を結ぶことがで

きないので確認をとのご指摘がありましたが、工事内容等を確認したところ、本工事に

おける下請契約が４，０００万円を超えることはないと考えております。今後は下請契

約時に請負者より提出される施工体制台帳などにより、下請契約の状況、金額などを確
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認を行なって参ります。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２ 請願第２号 富士川町各機関における非行政書士行為排除の徹底を求める請

願について 
去る１２月７日に、教育厚生常任委員会へ付託しました請願第２号について委員長の

報告を求めます。 
８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 
――――― 請願審査報告書朗読 ――――― 

〇議長（井上光三君） 
以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。小林委員長、その場でしばらく

お待ちください。 
これから請願第２号について質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 

     （な  し） 
質疑なしと、認めます。 
以上をもって、請願第２号の委員会審査報告について質疑を終わります。小林委員長、

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２号について討論を行います。討論はありませんか。 

     （な  し） 
討論なしと認めます。以上をもって請願第２号について討論を終わります。 
これから日程第２請願第２号について採決します。 
請願第２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２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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３ 議案第６６号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第４ 議案第６７号 富士川町長等の給与及び旅費条例及び富士川町議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 
   日程第５ 議案第６８号 富士川町児童センター条例及び富士川町児童クラブ条例の一 

部を改正する条例について 
日程第６ 議案第６９号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第７０号 富士川町簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 
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日程第８ 議案第７１号 富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例の一部を改正

する条例について 
日程第９ 議案第７２号 富士川町ますほ文化ホール条例の一部を改正する条例につい 

        て 
以上の７議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
これから、議案第６６号から第７２号について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６６号から第７２号について討論を終わります。 
これから、日程第３議案第６６号から、日程第９議案第７２号について一括して採決

します。 
〇３番（笹本壽彦君） 

議長 
〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君 
〇３番（笹本壽彦君） 

議案第６７号について、異議がありますので議案第６７号についてのみ、個別採決を

求めます。 
〇議長（井上光三君） 

異議がありましたので、議事の都合上、はじめに日程第４議案第６７号について、起

立によって採決します。 
     お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

起立多数です。 
（起立１２名） 
したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（井上光三君） 
     そのほか、日程第３議案第６６号、及び日程第５議案第６８号から日程第９議案第７

２号について採決します。 
     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６６号及び議案第６８号から第７２号は原案のとおり可決されま

した。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第１０ 議案第７３号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第５号） 
 日程第１１ 議案第７４号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１  
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号） 
   日程第１２ 議案第７５号 平成３０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７６号 平成３０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７７号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１５ 議案第７８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 
   日程第１６ 議案第７９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

以上の７議案は補正予算案件でありますので、一括して議題とします。 
これから、議案第７３号から第７９号について、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７３号から第７９号について討論を終わります。 
これから、日程第１０議案第７３号から、日程第１６議案第７９号について一括して

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７３号から第７９号は原案のとおり可決されました。 

〇７番（成田守君） 
     議長 
〇議長（井上光三君） 

７番 成田守君。 
〇７番（成田守君） 
     成田です。議案７３号に対する付帯決議について動議を提出いたします。 
〇１０番（青栁光仁君） 
     議長 
〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 
〇１０番（青栁光仁君） 
     ただいまの成田議員の議案第７３号に対する付帯決議の動議について、賛同いたしま

す。 
〇議長（井上光三君） 

ただいま、成田守君から、議案第７３号に対する付帯決議について、動議が提出され

ました。この動議は、1 名以上の賛成者がありますので成立しました。 
     議案第７３号に対する付帯決議についての動議を日程に追加し、追加日程として議題
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とすることについて起立によって採決します。 
お諮りします。この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに賛成

の方は起立願います。 
（起立５名） 
起立少数です。したがって、この動議は否決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第１７ 議案第８０号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第１８ 議案第８１号 公の施設の指定管理者の指定について 

以上の２議案は、指定案件でありますので一括して、議題とします。 
これから、議案第８０号から第８１号について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８０号から第８１号について討論を終わります。 
これから、日程第１７議案第８０号から、日程第１８議案第８１号について 

一括して採決します。 
（異議なし。の声） 
異議なしと、認めます。 
したがって、議案第８０号から第８１号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第１９ 議案第８２号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
を、議題とします。 
これから、議案第８２号について討論を行います。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８２号について討論を終わります。 
これから、日程第１９議案第８２号について採決します。 

     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８２号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２０ 議案第８３号 町民体育館解体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８３号について討論を行います。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８３号について討論を終わります。 
これから、日程第２０議案第８３号について採決します。 

     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８３号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２１ 議案第８４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２２ 議案第８５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 
以上の２議案は、人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求める案件でありま

すので、一括して議題とします。 
町長から、本案について提案理由の説明を求めます 
町長 志村学君。 

〇議長（井上光三君） 
―――――町長提案理由説明――――― 

〇議長（井上光三君） 
以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 
この議案については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（異議なし。の声) 
異議なしと、認めます。 
したがって、議案第８３号から第８４号については質疑と討論を省略します。 
これから、日程第２１議案第８４号から、日程第２２議案第８５号について採決しま

す。 
お諮りします。本案は、原案のとおり適任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、議案第８４号から第８５号は原案のとおり適任とすることに決定しまし

た。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２３ 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２４ 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 
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日程第２５ 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件でありますので、一括して議題とします。各常

任委員長から、会議規則第７５条の規定により、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、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

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。 
条例改正案件、補正予算案件などの重要案件をご審議いただき、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、町長をはじめ、町の執行部の皆様においては、議案説明、答弁等にご協力をい

ただき、ありがとうございました。 
今年も残すところ２週間余りとなりました。何かとご多忙のことと存じますが、健康

には十分ご留意され、希望に輝く新年をお迎えくださいますようご祈念申し上げ、平成

３０年第４回富士川町議会定例会を閉会します。 
起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時２１分 
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