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平成３０年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成３０年 ３月 ２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 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第７号）） 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第８号）） 

日程第 ６ 議案第 １号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ７ 議案第 ２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 ８ 議案第 ３号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第 ９ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１１ 議案第 ６号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ７号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１３ 議案第 ８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１４ 議案第 ９号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１５ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する 

条例について 
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日程第１７ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 

及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正 

する条例について 

日程第１８ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１９ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第２０ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正 

する条例について 

日程第２１ 議案第１６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２２ 議案第１７号 不動産の譲与について 

日程第２３ 議案第１８号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第９号） 

日程第２４ 議案第１９号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 

日程第２５ 議案第２０号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第２７ 議案第２２号 平成２９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２８ 議案第２３号 平成２９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２９ 議案第２４号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第３０ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第３１ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３２ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３３ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３４ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３６ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
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日程第３９ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計 

予算 

日程第４０ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第４１ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林 

保護財産区特別会計予算 

日程第４２ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４３ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計 

予算 

日程第４４ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４５ 議案第４０号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４６ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第４７ 議案第４２号 富士川町児童センター建築主体工事請負契約の締結 

について 

日程第４８ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第４９ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山    勇 

           ７番  鮫 田 洋 平 ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

        ３番  川 口 正 満         ４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（１６人） 

 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人  財 務 課 長 齋 藤  靖 

管 財 課 長 志 村 正 史   税 務 課 長 永井たかね 

防 災 課 長 深 澤  千 秋   町 民 生 活 課 長 松  井 清 美 

福 祉 保 健 課 長 佐 藤 洋 子  子育て支援課長 大堀ゆかり 

産 業 振 興 課 長 秋 山  忠  都 市 整 備 課 長 内 田 一 志 

土 木 整 備 課 長 細 野 幸 男  上 下 水 道 課 長  河 原 恵 一 

教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史    生 涯 学 習 課 長   早 川 竜 一 

 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋  山    綾 
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    開会 午前１０時００分 

 

○議長（秋山貢君）  

本定例会は、平成３０年最初の定例議会となります。開会に先立ちまして、富士川町民憲章

の下、住民、行政、議会が一体となって、町づくりを進めていくことの意思統一のために、こ

の場で町民憲章を朗続したいと思います。 

ご起立願います。朗読は、一番議員の小林有紀子議員が先導します。続いてご唱和願います。 

それでは、小林有紀子議員お願いします。 

（町民憲章朗読） 

ありがとうございました。 

それでは、相互にあいさつを交わします。相互に礼。着席して下さい。 

○議長（秋山貢君）   

富士川町告示第１号をもって招集されました、平成３０年第１回富士川町議会定例会に、議

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

うございます。 

だいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平成３０年

第１回富士川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

この冬の寒さもひと段落し、日差しに春の暖かさが感じられるようになりました。昨日は春

の嵐ともいえる強風が吹き荒れましたが、気象庁のこの３月からの３か月予報は平年並みか暖

かいということです。この時期開花が始まった梅につづき、これから桃や桜の蕾（つぼみ）も

膨らみを増し、本格的な春へ向かって季節はうつろいます。 

日本人アスリートの活躍で、日本列島が歓喜の渦に湧いた第２３回冬季オリンピックピョン

チャン大会も、２月２５日に１７日間に渡る大会を閉じました。３月９日からは、パラリンピッ

クが開幕します。数々の競技で繰り広げられる熱戦に、大きな声援を送りたいと思います。ス

ポーツには言葉や人種や宗教の壁を超え、人々の心をひとつにする力があると言われています。

２０２０年の東京オリンピックに感動の輪が引き継がれていくものと期待しています。 

さて、今国会では、働き方改革関連法案をめぐり、根拠となっていた、厚生労働省の労働時

間の、調査データの間違いが見つかり、安倍晋三首相が、衆議院予算委員会での発言を撤回・

陳謝しました。その後も労働時間の調査不備が相次ぎ発覚し、法案の根拠を誤って認識してい

たのではないかと、指摘される事態となっています。議論の土台であるデータを間違える行為

は、国民の信頼を損ね政治不信に繋がります。対岸の火事と思わないで、町政においても常に

緊張感を持って業務を遂行していただきたいと思います。 

山梨県では、リニア中央新幹線の開業後の姿を、漫画で描いた冊子を作成しました。その中

で、「リニアはこどもの未来の可能性を広げる夢を実現する乗り物」と紹介しています。国は、

リニア建設費に３兆円の財政投融資を実施しています。リニア中央新幹線整備は、名実ともに

国家プロジェクトとして位置づけられています。物事には必ず、光もあれば陰もあるものです。

「公共事業は小さく生んで大きく育てる」という言葉があります。建設費や採算性の面で、今

後も税金が投入されるという可能性はないのか。都会からの人口の流入よりも、都会への人口
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流出が加速していくことはないのか。次世代に負担を先送りすることのないよう、対応してい

かなければならないと考えます。 

選挙管理委員会では、４月１５日に、町長選挙と町議会議員一般選挙の執行を決定しました。

今定例会では現議員の４年間の締めくくりとなる最後の定例会となります。これまで以上に気

を引き締めて、慎重かつ丁寧な審議を行ってまいりたいと考えております。  

議員各位におかれましては、健康管理に十分ご留意され、今任期中の職責を全うされんこと

をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

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

○議長（秋山貢君）   

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、３番 川口正満君および４番青栁

光仁君を指名します。 

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

○議長（秋山貢君）   

日程第２ 「会期決定」を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１５日までの１４日間にしたいと思います。 

     これに、ご異議ありませんか。 

（「異議がなし」の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、会期は本日から１５日までの１４日間と決定しました。 

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

○議長（秋山貢君）   

日程第３ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程、説明員として、出席通知のありました者の職・氏名

および監査委員の出納検査報告などにつきましては、一覧表として、配布したとおりです。 

     このほか議員各位には、各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでし

た。本日は、提案説明に留め、質疑につきましては、６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、町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

本日ここに、平成３０年３月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

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

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

礼を申し上げます。 

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

て、その概要を御説明申し上げますとともに、主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議員
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各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 

     はじめに、日本列島では、厳しい寒さと共に度重なる降雪に見舞われ全国各地で数年に一度

という寒波による大雪の被害が相次いでおります。１月には北海道から東北、北陸を中心に大

雪となり、新潟県では除雪中に３名が亡くなるなどの被害が発生し、東京都心部では平成２６年

２月以来の４年ぶりとなる２０センチを超える大雪のため、列車の運休や遅れや高速道路の通

行止めが発生し、交通機関が大きく乱れるなどの影響がありました。 

また、強烈な寒波の影響により、日本海側の新潟県や石川県では多くの水道管が凍結により

破損し水が漏れたため、大規模な断水が長時間続き、２月には、福井県内で３７年ぶりという

記録的な大雪により市民生活に影響を及ぼし、中でも国道８号線においては、約１５００台の

車両が１０キロにわたり立ち往生し、身動きが取れなくなるなどの非常事態となったため、い

ずれの県も自衛隊に災害派遣要請を行うこととなりました。幸いにして本町では、雪による被

害はありませんでしたが、寒波による水道管の破損が例年に比べ増加するなどの被害があり、

今後、どの地域でも雪害、寒波に限らず、災害は起こる可能性があるため、町といたしまして

は、油断せず、万全な防災体制を構築して参りたいと考えております。 

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

上げます。 

まず、平成３０年度当初予算についてであります。平成３０年度の当初予算は、４月に町長

及び町議会議員選挙を控えていることから、義務的経費と経常的経費を主とした骨格予算で編

成したところであります。 

     予算編成にあたっては、徹底した行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理統合によ

る行政の効率化を図るとともに、事業の妥当性、効率性、公平性など、事業全般にわたって精

査し、行政の継続性、緊急的な課題への対応など、年度当初から執行が必要な事業については

計上するなど、柔軟に予算編成をしたところであります。 

     その結果、平成３０年度の一般会計当初予算は、８３億６，３１８万５千円となり、前年度

との比較では１．５％の増額予算でありますが、この当初予算には、峡南医療センターへの短

期貸付金６億２，５００万円、JR東海からの仙洞田地区に建設するリニア工事用道路建設受託

費２億円を含んでおりますので、昨年当初予算で、医療センター短期貸付金が６億５，０００万

円から４億５，０００万円と修正されましたので、その差額の１億７，５００万円と、リニア

の工事用道路建設費２億円を除きますと、対前年比３％のマイナス予算となっております。 

     次に、特別職報酬等審議会からの答申についてであります。町村長の給料月額及び町村議会

議員の報酬については、平成２６年度から平成２７年度にかけて、県町村会と県町村議会議長

会において、それぞれ行った調査研究において、全国における水準に比べて極めて低いことか

ら、平成２７年１２月、「今後、各町村において町村長の給料月額及び町村議会議員の報酬を全

国の類似団体の給料月額及び報酬の水準に引き上げるよう検討すべきである。」とする申し合わ

せを行いました。これを受け、本町では、人口１万人～１万５千人、１万５千人～２万人の類

似団体と、その平均給料月額及び報酬について調査をし、平成２８年２月に議会改革特別委員

会に説明を行ったところであります。町議会においても、議会改革に向けた３つの課題につい

て研究・検討を重ねられ、４回にわたる住民懇談会を経て、昨年１０月２７日付けをもって、

議員報酬の見直しについての要望書をいただいたところであります。こうした要望を受け、

１２月１８日に特別職報酬等審議会を開催し、町長等特別職の給料、議員報酬及び政務活動費
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の額について諮問をし、２回にわたる御審議をいただき、本年１月２３日に審議会会長から答

申をいただいたところであります。審議会からは、取り組むべき付帯意見とともに、町長、副

町長、教育長の特別職の給料についても、人口１万から１万５千人規模の全国の類似団体の平

均給料月額及び報酬の水準額が適当である、と諮問どおりの答申をいただきました。しかし、

私は、審議会の付帯意見でいただいた、業務の効率化、職員定数の削減や住民理解など、取組

むべき課題や４月の町長選挙が控えており、当初予算も骨格予算であることから、条例改正は

提案しない旨を１月２６日に正副議長及び各委員長にお伝えしたところであります。 

次に、リニア中央新幹線に係る騒音及び振動の規制地域についてであります。リニア中央新

幹線の騒音規制等の未規制地域の指定及び見直しについては、町民説明会を開催し、ルート上

にある沿線住民の皆様の意見を環境審議会に諮問し、答申内容であるリニア中央新幹線の軌道

中心線より、左右４００ｍ以内の現在、未規制区域を騒音規制法の「第２種区域に指定する。」

ことを町の意見として、昨年９月、県に提出したところであります。県では、昨年１２月、町

の意見に沿った規制地域の改正に関する告示を行ったところであり、平成３０年４月１日から

施行されることとなっております。 

次に、国民健康保険制度の改正についてであります。国は、国民健康保険制度を持続可能で、

安定的な財政運営や効率的な事業の確保を図るため、国民健康保険法等の一部を改正し、平成

３０年４月から市町村とともに、都道府県が国民健康保険の運営に加わることになりました。

今後においては、県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険運営の中心的な役割を担い、

町は、今までと同様に国民健康保険に加入されている町民の皆様の身近なサービスである、各

種の申請や届出、保険税の徴収などを行うこととしております。 

次に、徘徊ＳＯＳネットワークについてであります。高齢化が進む中、認知症の高齢者は年々

増加している状況であります。認知症の症状には、物忘れが多くなるため、自分がどこにいる

のかわからなくなり、行方不明になってしまうケースも多くあることから、先般、関係機関や

協力機関と連携した「徘徊ＳＯＳネットワーク」の運用を開始したところであります。この徘

徊ＳＯＳネットワークは、高齢者等が行方不明になった時に、迅速に情報を共有し、早期発見

につなげる、生命と安全を守るシステムとして、活用して参りたいと考えております。 

次に、介護保険料の改定についてであります。 介護サービスに係る給付費については、全

国的に年々増加しており、本町においても同様であります。このため、介護保険料については、

介護保険財政の安定を図るため、３年ごとに見直すこととされており、平成３０年度からスター

トする、第７期介護保険事業計画における介護保険料について、介護保険条例の一部を改正す

る必要があることから、今定例会に改正条例を提出しております。 

次に、産婦健康診査事業についてであります。産婦健康診査事業につきましては、出産後間

もない産婦に対し、母体の回復状況や授乳状況、精神状態などを把握することを目的として産

婦健康診査を行い、産後うつや児童虐待予防を図るもので、支援が必要な産婦には、産後ケア

事業等を行うものであり、本町でも産後初期の母子の支援強化を行っていきたいと考えており、

これに必要な経費を計上しております。 

次に、新生児聴覚検査費助成事業についてであります。新生児の聴覚障害につきましては、

小児期に早期発見・早期支援を行うことにより、障害による音声言語発達等への影響が最小限

に抑えられることができます。町では、全ての新生児が検査の機会を得られるよう、新たに助

成事業を実施することとし、所要の経費を計上しております。 
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最後に、国の補正予算に伴う中山間地域総合整備事業費負担金についてであります。国にお

いては、農業の競争力強化や農村地域の国土強靭化を図るため、平成２９年度の補正予算で農

業農村整備事業費の増額を行ったところであります。これを受け、県が事業主体となり実施し

ております、富士川北部地区の中山間地域総合事業、ゆずの郷地区の農業競争力強化基盤事業

を増進することとし、その負担金を今定例会に計上いたしております。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、専決処分承認案件２件、条例制定案件１件、条

例改正案件１５件、不動産譲与案件１件、補正予算案件７件、予算案件１６件、契約締結案件

２件、組合規約変更案件１件、道路認定案件１件、合わせて４６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ので、よろしくお願い申

し上げます。 

終わりになりますが、町議会議員の皆さま方をはじめ、私にとりましても、４月に任期満了

を迎えるため、本定例会が最後となります。この４年間は、新町が誕生し策定しました「第一

次富士川町総合計画」に基づき各種施策を展開し、事業に取り組んで参りました。   

地方分権時代において、議員の皆さま方には、本町の将来に向けたまちづくりに、お力添えを

いただいたとともに、議員の皆様とは真摯な議論を交わす中で、先進的な施策を取り入れるな

ど、多くの成果を挙げることができたものと思っております。 

これもひとえに、議長、副議長をはじめとした議員の皆様の高い識見の賜物であり、心から敬

意と感謝を申し上げる次第であります。議員各位の御尽力、御協力に重ねて御礼を申し上げ、

あいさつといたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の「あいさつ」を終わります。 

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

○議長（秋山貢君）   

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第８号）） 

以上の２議案は、専決処分承認案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

（２議案の提案理由朗読説明） 

○議長（秋山貢君） 

次に、承認第１号および承認第２号の補足説明を求めます。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

（以下、専決処分書・平成２９年度富士川町一般会計補正予算の朗読説明） 

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

項別明細書の１ページ、タブレットですと10ページになります。 
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（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正事項別明細書朗読説明） 

     以上が承認第１号の補足説明でございます。引き続き承認第２号の補足説明をさせていただ

きます。承認第２号の専決処分書をお願いいたします。タブレットですと１３ページになりま

す。 

（以下、専決処分書・平成２９年度富士川町一般会計補正予算の朗読説明） 

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

別明細書の１ページ、タブレットですと１９ページになります。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正事項別明細書朗読説明） 

以上が承認第２号の補足説明でございます。以上、承認第１号、承認第２号の補足説明を終

了させていただきます。ご審議いただき承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君）   

日程第６ 議案第１号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてを議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ―――――議案の提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

議案第１号富士川町指定居宅介護支援の事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例

制定についての補足説明をさせていただきます。 

本条例制定につきましては、介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援事業者の指定権限等が、

平成３０年４月１日から、都道府県から市町村に移譲されるため、町として指定基準の条例を

定めるものであります。 

主な内容につきましては保険者機能の強化の観点から、高齢者の自立支援に向け重要な役割

を担う居宅介護支援事業所の介護支援専門員、これはケアマネジャーと申しますが、への支援

を充実させ、ケアプラン等の質の向上を目的とするため、人員に関する基準、運営に関する基

準、該当居宅介護支援の事業に関する基準を制定しています。 

なお、制定する条例については本町においては、厚生労働省令を基に、本町の実情に省令と

異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められないことから、省令が示している基準と同

一の基準を定めたものとなっております。それでは、タブレットの２２ページになります。条

例の内容の主なるものを説明させていただきます。 

第１章から第６章まの章だてとなっています。第１章においては総則、本条例の趣旨。第２章

につきましては指定居宅介護支援事業者の指定に係る要件について載せてございます。また第

３章については事業の基本方針を載せてあります。次にタブレット２３ページ。第４章でござ
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います。事業の人員に関する基準として、介護支援専門員数、管理者の設置及び職務について

定めております。第５章、事業の運営に関する基準としまして、手続きの説明及び同意から、

対応、報告、記録の整備等事業所及び介護支援専門員の行うべき内容や責務など、主たる内容

をここに定めております。タブレット３５ページになりますが、第６章では、基準該当居宅介

護支援の事業に関する基準を定めております。この基準該当というものですけれども、介護保

険制度におきましては、介護保険サービスを提供するには、都道府県の指定を受けることが原

則となっておりますが、指定要件の一部を満たさない事業者でありましても、多様な事業主体

の参入を促す観点から、サービス提供の実態があり、一定水準を満たすサービスを行う事業者

につきましては、市町村の判断によりそのサービスを保険給付の対象とすることができると

なっております。この基準該当サービスを提供するためには、市町村が、当該サービスを保険

給付の対象とすることについて認めることが必要となりますので、ここに記載を定めておりま

す。附則といたしまして、施行期日は平成３０年４月１日から施行するとしております。また

次のページ、３６ページでございますが、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。富士川

町指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正とし

まして、本条例制定に伴い、第１４条中括弧内の条例名の変更及び９３条第２項中の条例番号

の改正を行うものでございます。以上、補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第７  議案第 ２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８  議案第 ３号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第９  議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第１０ 議案第 ５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ６号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ７号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第 ９号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第２０ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例に 
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ついて 

日程第２１ 議案第１６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  

以上の１５議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ―――――提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第２号から議案第１６号までの補足説明を求めます。 

まず、議案第２号から議案第６号の補足説明を求めます。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

それでは議案第２号の補足説明をさせていただきます。富士川町職員給与条例の一部を改正 

する条例でございます。新旧対照表にて説明をさせていただきます。新旧対照表、タブレット

ですと４０ページになります。今回の改正でございますが、まず１点は、第８条を扶養手当の

改正でございまして、扶養手当の額の改正でございます。第１号というのが配偶者になりまし

て、１万３，０００円を１万円に改正する。第２号が子になりまして、９，０００円を１万円

に改正する。第３号から第６号は父母等になりまして、これが６，５００円が変わらずという

ことでございますが。これまでは加算が４，５００円ございましたけれどもその４，５００円

の加算をなくすというものでございます。また、新たに配偶者、扶養親族の子がない場合には

９，０００円とするという改正でございます。続きまして、第９条でございますが、扶養手当

の支給方法の改正でございます。この中で第３号が追加になりました。ここは扶養親族の届け

出に関する部分でございまして、父母等を扶養にとっている場合、かつ子が扶養でない場合で、

配偶者のない職員となった場合には、届け出をするというものでございます。また次のページ

になりますが、ここでも第４号が新たに追加になりまして、これも父母等を扶養にとっていた

場合、かつ子を扶養にとっていない場合で、今度は配偶者を有するに至った場合の届け出とい

うことでございます。いずれも施行期日は平成３０年の４月１日からということになります。

以上議案第２号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３号富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でご

ざいます。こちらも新旧対照表にて説明をさせていただきます。タブレットですと４５ページ

になります。第２条の改正でございますが、非常勤嘱託職員の育児休業の対象範囲を拡大する

というものでございます。３号中括弧２でございますが、これまでは１歳６カ月到達日という

ことでございましたけれども、それを２歳に到達する日までという拡大をするものでございま

す。次のページにお進みいただきまして。第２条の４という下でございますけれども、一番下

の条項でございますが、育児休業の承認に関する改正でございます。これは２歳に到達するま

で育児休業を承認するという内容の改正でございます。次のページでございますけれども、育

児休業、現在取得する中でその子が１歳６カ月が到達した場合、その職員の任期、非常勤のそ

の任期が更新される場合には、２歳に到達する日まで育児休業を承認できるという内容のもの

でございます。 

 続きまして、第３条の改正でございますが、このページの下の方でございますけれども。こ
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れは保育所等の利用を希望していて、申し込みを行なっているけれども、利用できていないと

いうものでございまして、いわゆる待機児童に関しても対象とするという内容の改正でござい

ます。６ページにつきましても、同様でございます。 

 続きまして７ページになります。タブレットですと４９ページになりますが。第１０条の改

正でございます。こちらにつきましては正職員を対象とした改正でございますけれども。育児

の短時間勤務をすることができる特別の事情というものが新たに加わりました。これは先ほど

の非常勤と同様でございますが、保育所等の利用を希望しているが、申し込みを行なっている

けれども利用できていないということで、こちらもいわゆる待機児童の対象とするという内容

でございます。施行は３０年の４月１日でございます。以上が議案第３号の補足説明でござい

ます。 

続きまして議案第４号富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。こちらにつきましても新旧対照表にて説明をさせていただきます。タブ

レットですと５２ページになります。配偶者の同行休業の期間でございますけれども、これは、

本法におきまして、３年を超えない範囲というのが定められておりまして。今回の改正は、そ

の延長が認められる条件が加わったというものでございます。第６条の第２項でございますけ

れども。外国勤務が満了する日において引き続き外国での勤務が続くこととなった場合には、

延長ができるというものが一つ。それから延長を請求した際には、外国勤務が確定していなかっ

たけれども、また延長することになったという、再々延長というような内容がつけ加えられま

した。これも３年を超えない範囲で取得ができるという内容の改正でございます。施行日は平

成３０年の４月１日でございます。以上が議案第４号の補足説明でございます。 

続きまして議案第５号でございます。富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例でご

ざいます。こちらも新旧対照表にて説明をさせていただきます。タブレットですと５５ページ

になります。この改正は、かじかの湯を４月から直営で運営することに伴いまして、特別会計

を設置するものでございます。第１条の１４号に富士川町かじかの湯事業特別会計、かじかの

湯事業という項目を付け加えるものでございます。施行日は平成３０年の４月１日からでござ

います。以上が議案第５号の補足説明でございます。 

続きまして、議案第６号富士川町手数料条例の一部を改正する条例でございます。こちらも

新旧対照表にて説明をさせていただきます。タブレットですと５８ページになります。砂利採

取法に基づく手数料の改定でございます。これは県の改定に伴って改定をするという内容でご

ざいます。まず、表の中でございますが、５１というところでございますけれども、これは砂

利の最終計画の認可申請に係る手数料であります。これまで３万７，７００円のものが。３万

３，９００円に改定するもの。次の５２の項目でございますが、こちらは砂利の最終計画の変

更認可申請の手数料でございます。これまで１万７，０００円のものが、１万５，０００円に

改定するというものでございます。施行日は平成３０年の４月１日でございます。以上が議案

第６号の補足説明でございます。 

以上議案第２号から議案第６号までの補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議

決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第７号の補足説明を求めます。 

管財課長 志村正史君 
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○管財課長（志村正史君） 

それでは議案第７号の補足説明をさせていただきます。議案の次のページ、タブレットです

と６０ページをお願いいたします。今回の改正概要につきましては行政財産の使用料等の明確

化を図るため、第２条関係の別表を見直したところでございます。 

なお土地の使用料につきましては、金額の改定はございませんが、建物につきましては、建

物の全部を使用する場合と建物の一部を使用する場合に使用区分を分け、それぞれに算定根拠

を明確にいたしました。それでは新旧対照表でご説明させていただきます。タブレットですと

６３ページになります。始めに現行条例の別表の土地につきましては、電柱について山林と山

林以外の区分に分け、電気通信事業法施行令第５条関係の別表第１と同額の使用料で徴収して

おりましたが、使用区分が明確でないことから、６３ページに戻っていただきますと、別記１の

土地につきましては、使用区分を３つに分け、１の電柱その他これに類するものを設置する目

的に使用する場合の機能については、根拠であります電気通信事業法施行令の別表第１に掲げ

る額とし、わかりやすく見直ししたところでございます。なお使用区分の２、３について変更

はございません。次に建物について、現行の条例の別表について説明させていただきます。タ

ブレット６４ページ、５ページになります。下の方にありますが、現在の条例では区分を二つ

に分けて、アとして、電線その他これに類する目的で使用する時、イとしてアの目的外で使用

する時。使用料につきましては区分に関係なく、１平方メートル当たりの価格に使用面積を乗

じて得た額の１００分の６を徴収することになっておりますが、わかりにくい状況であったこ

とから、３ページに戻っていただきまして、算定根拠を明確にするため、使用区分を１の建物

の全部を使用する場合と、２の建物の一部を使用する場合に分け、それぞれ算定方法も明確に

しました。１の建物の全部使用する場合については当該建物１平方メートル当たりの適正な評

価額に１００分の６を乗じた額に使用面積を乗じた額と、当該土地１平方メートル当たりの適

正な評価額に１００分の４を乗じた額に使用面積を乗じて得た額を合算して得た額とし、２の

建物の一部を使用する場合につきましては、当該建物１平方メートル当たりの適正な評価額に

１００分の６を乗じた額に使用面積を乗じた額と、当該建物の建て面積に相当する土地の使用

料に、当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じた額とを合算した額とする内容の見直

しを行いました。なお、工作物につきましては、当該工作物の種類に応じ町長が定める額とし

ております。また、金額につきましてはすべて年額でございます。 

なお、この条例につきましては平成３０年４月１日からの施行とすることとしております。

以上でございます。ご審議の上ご議決賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第８号および議案第９号の補足説明を求めます。 

 町民生活課長 松井清美 さん 

○町民生活課長（松井清美さん） 

それでは議案第８号についての補足説明をさせていただきます。タブレット６６ページにな

ります。富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。富士川町国民健康保険

税条例の一部を次のように改正する。主な内容は、平成３０年４月１日施行の国民健康保険法

施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び減額の対象となる世帯

の所得判定についてを改正するものです。詳細につきましては新旧対照表にてご説明をいたし

ます。タブレットを６７，６８ページの新旧対照表をごらんください。第２条第２項および第
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23条中の基礎課税額５４万円を５８万円に改め、国民健康保険税の軽減判定所得の算定におけ

る被保険者に乗ずる金額について、５割軽減の対象となる世帯については第２３条第２号中の、

２７万円を２７万５，０００円に、２割軽減の対象となる世帯については、同条３号中の４９万

円を５０万円に改正するものです。また特例対象被保険者等に係る申告について、第２４条の

２、第２項中の「申告書を提出する場合には」を、「申告書の提出にあたり」に。また、「書類

を」も「書類の提出を求められた場合においては、これを」に改正します。タブレットを６６ペー

ジに戻っていただき、附則につきましては、施行期日でありますが平成３０年４月１日からと

し、経過措置としてこの条例による改正後の富士川町国民健康保険税条例第２条第２項及び第

２３条の規定は平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度以

前の国民健康保険税については、従前の例による規定であります。以上、第８号議案の補足説

明とさせさせていただきます。 

続きまして議案第９号についての補足説明をさせていただきます。タブレットは７０ページ

になります。富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。富士川町国民健康保

険条例の一部を次のように改正する。主な内容は国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康

保険事業の運営に係る規定について改正するものです。詳細につきましては新旧対照表にてご

説明をいたします。タブレットは７１ページの新旧対照表をご覧ください。目次中及び第１章

の章名と第１条中の見出しも含め、町が行う国民健康保険の次に「の事務」を加えます。目次

および第２章の章名と第２条中の見出しも含め、「国民健康保険運営協議会」を「富士川町国民

健康保険運営協議会」に改正します。また、第２条中、括弧の次に「国民健康保険法第１１条

第２項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。」を加えます。最後

に、第４条第４号中「国民健康保険法」を「法」に改正します。前のページに戻っていただき、

附則につきましては施行期日でありますが、平成３０年４月１日からとします。以上、議案第

８号、第９号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

途中ですがここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時０９分 

○議長（秋山貢君） 

  休憩を解いて議事を再開します。 

次に、議案第１０号から議案第１２号の補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは議案第１０号から第１２号までの補足説明をさせていただきます。議案第１０号富

士川町介護保険条例の一部を改正する条例についてです。介護保険制度においては、国では３年

に一度介護保険法の改正を行い、それに伴いまして市町村も３年に1度介護保険事業計画を策

定し、事業及び介護保険料を定めております。今般その年度にあたり、介護保険事業計画を策

定し、サービス量の予測とともに平成３０年度から３２年度までの介護保険料について改正い

たしました。タブレットの７４ページ新旧対照表をご覧ください。第２条第１項においては、

平成２７年度から平成２９年度までを、平成３０年度から平成３２年度までに改め、保険料率

について、第１号から第９号までのそれぞれの区分の額を改正しております。また、第２項で
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は、第１項第５号を基準額として、第1号に該当する者のさらなる軽減措置を定めております。 

前のページに７３ページに戻っていただきまして、附則としまして、施行期日は平成３０年

４月１日とし、以下経過措置として適用年度を定めております。続きましてタブレットは

７５ページ。議案第１１号富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例について

であります。この改正の内容については、保健福祉支援センターの２階にて実施しておりまし

た、小規模多機能事業を廃止し、新制度の通所型サービスA事業の開始に伴い、条例の改正を

行うものであります。 

タブレット７７ページ。新旧対照表をごらんください。別表第１０条関係デイサービス利用

料中、現在までの規定を削除し、新たに通所型サービスA事業の利用料を設定しております。

また、法適用外の費用につきましては、本来委託先、ここでは社協でありますが、委託先で設

定して徴収する料金であることから、削除いたしました。前のページ７６ページでございます

が、附則として平成３０年４月１日施行とし、さらに経過措置を設定しております。続きまし

てタブレットの７８ページ。議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてであります。ここで

等といたしまして、関連する３つの条例の改正を行います。改正部分が多いことから、主たる

ものにつきまして説明させていただきますが、多少お時間をいただくことを御容赦ください。

改正の概要でございますが、ここで改正します、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介

護予防サービス、指定介護予防支援の運営基準等の各条例につきましては、介護保険法の規定

により厚生労働省令を基準として町条例で定めることとなっており、この基準を満たす指定事

業者が指定介護予防支援等を提供することとされております。国においては介護保険制度の見

直しにおいて、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令」が施行され、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準が改正されたこ

とに伴い、関係条例を改正するものです。改正する条例でございますが、１番としまして「富

士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」、２「富

士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」、

３「富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」の３つにつきまして介護保険

法及び厚生労働省令のとおり定めるものであります。 

タブレットの９２ページ。新旧対照表をご覧ください。目次第５節共生型サービスの新設及

び基準の設定。これは障害福祉サービスに相当するサービスが、介護保険サービスにある場合

には、介護保険サービスが優先されます。しかし障害者が６５歳以上になっても慣れた事業所

でサービスを利用しやすくする観点から介護、障害相互に相当するサービスについては、障害

福祉制度における指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型サービスの指定が受けられる

ものとして、この後第３章の２第５節にその基準を設定しております。タブレット９４ページ。

介護医療院の新設。地域包括ケア改正条文第６条第５項１２号及び第６１条以下関連する条文、

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護医療院

が創設されることに伴い介護医療院に関する文言を各条例に加えております。タブレットの

１０４ページになります。第６５条第1項中、共用型認知症対応通所介護の普及促進を図る観

点から、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における通所介護の利用定員の基準を見
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直しております。タブレット１１１ページです。第１１７条第７項では、居住系・施設系サー

ビスに対する身体的拘束等の適正化の強化について新設しております。内容は対策委員会を

３か月に1回以上開催する。指針の整備をする。研修の定期的開催の実施を定めております。

また、タブレット１１７ページ。第１６５条の２として緊急時の対応を新設しております。次

にタブレット１２２ページです。第１９１条第８項及び第９項は新設で、人員数及び宿直勤務

従業者の基準が緩和されております。タブレット１３１ページ。附則第１２条の新設、第２項

及び第３項では、平成３６年３月３１日までの間に、病院の療養病床又は診療所の病床を転換

し、医療機関併設型指定地域密着型特定施設を開設する場合の人員及び設備基準の特例を定め

ております。次にタブレットの１３３ページです。富士川町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてです。主な改正内容は、介護医療院の

創設。１３４ページの第９条ユニット型施設の通所介護利用定員の改正、１３８ページ、第

７８条事業者に対する身体的拘束等の適正化のための措置の義務付けについて改正又は新設し

ております。最後に１３９ページ。富士川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例についてであります。主な改正の内容としまして第２条第４項に連携に

努めなければならない機関として、指定特定相談支援事業者が追加されております。また、次

の１４０ページ。第５条第２項第３項において、事業者は利用者に対して複数指定介護予防サー

ビス業者への紹介を可能とすること。また、利用者、その家族に対して病院もしくは診療所へ

の利用者の入院時の連絡義務が新設されております。また次のページ、１４１ページでありま

すが、第３１条第１４号の２及び第２１号の２は、平時から医療機関との連携を促進すること

が新規に規定されました。附則としまして、本条例はタブレット９１ページにありますが、平

成３０年4月1日から施行するとしております。以上議案第１０号から１２号までの補足説明

となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１３号および議案第１４号の補足説明を求めます。 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

○子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

それでは議案第１３号の富士川町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律による就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正を行うものです。新旧対照表をご覧ください。タブレットで１４５ページ

になります。第１５条第１項第２号中、同条第９項を、同条第１１項に改めるもので、項ずれ

になります。施行期日ですが、平成３０年４月１日から施行となっております。 

続きまして、議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正する条例に

ついての補足説明をさせていただきます。県内全域の病院・病後児保育施設利用の広域化に伴

い、改正を行うものであります。新旧対照表をご覧ください。１４８ページになります。第４条

第３号中「町内」を「山梨県内」に、「又は町外に住所を有する児童で保護者が町内に勤務して

いるもの」を削ります。第７条中世帯の次に、「又は当該児童の属する世帯の前年度の市町村民
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税が非課税の世帯」を加えます。別表 町外に住所を有する児童で保護者が町内に勤務している

ものの項中、で保護者が町内に勤務しているものを削り、３，０００円を２，５００円に改め

ます。前ページに戻っていただいて、施行期日は平成３０年４月１日から施行となっておりま

す。更に経過措置を設定しております。 

以上、議案第１３号、第１４号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１５号の補足説明を求めます。 

産業振興課長 秋山忠君 

○産業振興課長（秋山忠君） 

それでは、議案第１５号の富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯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。 

現条例では「指定管理者による管理を行わせる」とする内容を規定しておりますが、本年４月

からは、町が直接管理運営することに伴い、町においても指定管理者においても管理運営でき

るよう、条例の条文を改正、整理するものであり、前段で町の管理を、１１条からは、指定管

理者による管理等を定めております。新旧対照表により、説明させていただきます。タブレッ

ト１５３ページになります。改正前は、第３条で、かじかの湯の管理は、指定管理者において、

行わせる。４条で、指定管理者が行う業務を規定しておりますが、改正後として、その３条、

４条を改め、３条に休館日、４条に開館時間を規定しております。 

また、５条の利用の許可、６条の利用の制限につては、「指定管理者の文言を町長」に改め、

次のページに移りまして、７条では、使用料を定め、８条の利用料の免除、９条の利用料の還

付、１０条の損害賠償の条文中の「指定管理者の文言を町長」に、「利用料を使用料」に改め、

町として管理を規定しております。１１条からは、指定管理者による管理を規定しており、こ

の条文において、「指定管理者」に施設の維持管理等を行わせることができる。ことを規定して

おりまして、次のページに移りまして、１２条では、指定管理者による休館日の変更、１３条

では、指定管理者による開館時間の変更、１４条では、利用料金について規定しております。

１５条は、１１条を１５条とする条ずれであります。なお、附則としまして、この改正は、平

成３０年４月１日から施行する。以上、議案第１５号の補足説明とさせていただきます。ご審

議いただき、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１６号の補足説明を求めます。 

都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

それでは議案第１６号の富士川町都市公園条例の一部を改正する条例につきまして補足説明

をさせていただきます。２枚まくっていただきまして、新旧対照表で説明をさせていただきま

す。第６条の都市公園の敷地面積の表示につきましては、住民一人当たりの公園の敷地面積の

標準を１６．１平方メートル以上としていますが、標準面積から、工事できる条文を追加した

ことでございます。第８条の公園施設の設置基準につきましては、第２項の５号を追加したも

のでございます。これは通常建ぺい率はですね。１００分の２としていますが。特例の場合は

１００分の１０を加えた割合となります。３項につきましては、施設に関する制限について条
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文を追加したのでございます。以上でございます。以上、補足説明とさせていただきます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２２ 議案第１７号 不動産の譲与について 

     を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ―――――提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１７号の補足説明を求めます。 

教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

それでは、議案第１７号の不動産の譲与についての補足説明をさせていただきます。譲与す

る建物は旧増穂西小学校でありまして、所在地は富士川町平林字向村１１２３番１。構造が木

造２階建て。延床面積は９７９平方メートルです。この旧増穂西小学校につきましては、民間

事業者による体験宿泊施設や、都市部の企業への利用を促し、地域の活性化の一助として活用

を図るため、株式会社氷室の里に譲与するものであります。以上補足説明とさせていただきま

す。ご審議をいただきご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２３ 議案第１８号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第９号） 

日程第２４ 議案第１９号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議案第２０号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第２２号 平成２９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２８ 議案第２３号 平成２９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２９ 議案第２４号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

以上の７議案は、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ―――――７議案の提案理由朗読説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１８号から第２４号までの補足説明を求めます。 
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まず、議案第１８号の補足説明を求めます。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

それでは議案第１８号平成２９年度富士川町一般会計補正予算第９号の補足説明をさせてい

ただきます。補正予算書の次のページでございますタブレットですと１６４ページになります。 

     （以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

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

別明細書の１ページでございます。タブレットですと１７３ページになります。歳入に関しま

して、事業の確定により減額補正になっているものが主なものでございます。 

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

恐れ入ります。予算書の６ページ、タブレットですと１７０ページまでお戻りいただきまし

て、１６ページでございます。タブレット１７０ページ、第二表の繰越明許費でございます。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

次のページにお進みいただきまして、７ページ、タブレット１７１ページでございます。第

３表の地方債の補正でございます。 

（以下、第３表地方債補正朗読説明） 

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

よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第１９号および議案第２０号の補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん 

○町民生活課長（松井清美さん） 

平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算第４号の補足説明をさせていただきま

す。タブレット２０６ページです。 

     （以下、平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 

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２０９ページからの事項別明細

書により説明をさせていただきます。 

（以下、平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

続きまして議案第２０号の補足説明をさせていただきます。議案第２０号。平成２９年度富

士川町後期高齢者医療特別会計補正予算。第３号の補足説明をさせていただきます。タブレッ

トは２１５ページです。 

（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、タブレット２１８ページからの事項別明細書によ

り説明をさせていただきます。 

（以下、平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 

以上、議案第１９号及び第２０号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（秋山貢君） 
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途中ですが、ここで暫時休憩とします。再開は午後１時といたします。 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開いたします。 

それでは議案第２１号および議案第２２号の補足説明を求めます。 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それではタブレットの221ページをお開きください。議案第21号、平成29年度富士川町介

護保険特別会計補正予算第４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２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、２２６ページ、事項別明細書にて説明させていた

だきます。事項別明細書をお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

続きまして次の２３２ページをお願いいたします。議案第２２号平成２９年度富士川町介護

サービス事業特別会計補正予算第１号の補足説明をさせていただきます。次のページをお願い

します。 

（以下、平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算の朗読） 

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

２３７ページをお願いします。 

（以下、平成２９年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 

以上、２議案第２１号、第２２号の補足説明をさせていただきました。ご審議のほどをよろ

しくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

  次に、議案第２３号および議案第２４号の補足説明を求めます。 

上下水道課長 河原恵一 君 

○上下水道課長（河原恵一君） 

それでは議案第２３号の補足説明をさせていただきます。タブレット２３９ページをお開き

ください。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

項別明細書１ページ、タブレット２４６ページをお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

前にもどっていただき。補正予算書３ページ、タブレットを２４３ページをお開きください。

第２表繰越明許費について御説明いたします。 

（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 

次ページにお進みください。第３表、地方債補正についてご説明いたします。 

（以下、第３表地方債補正朗読説明） 
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なお事項別明細書５ページ、タブレットに２５０ページが、地方債の現在高の見込みに関す

る調書となっておりますので、ご参照ください。 

引き続き議案第２４号の富士川町水道事業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２５１ページをお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町水道事業特別会計補正予算の朗読） 

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

算書３ページ、タブレット２５５ページをお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算説明） 

以上で議案第２３号、第２４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

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（秋山貢君）   

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

   日程第３０ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第３１ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３２ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３３ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３４ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３６ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第４１ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第４２ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４３ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第４４ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４５ 議案第４０ 号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３０年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ――――― 平成３０年度富士川町一般会計及び特別会計予算編成の概要説明――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第２５号から議案第４０号までの１６議案については、
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委員会条例第６条の規定によって、全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託のう

え審査したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

     したがって、議案第２５号から議案４０号までの、平成３０年度富士川町各会計予算は、予

算特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査することに決定しました。 

ここで委員名簿を配付します。 

（書記が予算特別委員の名簿を配付) 

お諮りします。 

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

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

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、予算特別委員会の委員は、名簿のとおり決定しました。 

ここで、暫時休憩します。 

なお、予算特別委員会の委員は、正副委員長の互選を行うので、議員控室にご参集ください。 

休憩 午後１時４１分 

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

再開 午後１時４４分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて再開します。 

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

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

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

のでご了承願います。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４６ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第４７ 議案第４２号 富士川町児童センター建築主体工事請負契約の締結について 

以上の２議案は契約変更案件及び契約案件ですので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

    ――――――議案の提案理由朗読説明――――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案４１号および議案第４２号の補足説明を求めます。 

管財課長 志村 正史 君 

○管財課長（志村正史君） 
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それでは議案第４１号の補足説明をさせていただきます。タブレット６９８ページをお願い

いたします。平成２９年第３回富士川町議会定例会９月議会におきまして、ご議決いただきま

した町民交流広場整備工事について、設計変更が生じたため、契約金額を変更することに関し、

議会の議決を求めるものでございます。工事につきましては町民交流広場整備工事でございま

す。施工場所につきましては富士川病院の東側富士川右岸の河川敷でございます。主な変更内

容でございますが、競技施設として設置する跳躍箱および踏切り盤の雨水排水について、当初、

直接地面へ浸透させる計画でございました。しかし設置する場所の浸透能力が少ないことから、

浸透、集水升まで延長する排水管を増工し、さらに浸透集水升からのオーバーフローとグラウ

ンド周りの表面水を処理する透水槽を２カ所増工したため、８５万６，４４０円の増額でござ

います。こうしたことから、４の契約金額につきまして、変更前の契約金額２億３，７６０万

円について変更後の契約金額を、２億３，８４５万６，４４０円とするものでございます。こ

うした内容を平成３０年２月１５日付で仮契約の締結を行いました。なお工期につきましては、

平成３０年３月２３日でございまして、変更はございません。契約の相手方につきましては株

式会社甲州土木、株式会社依田組、町民交流広場整備工事共同企業体で、代表構成員につきま

しては山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋 489。株式会社甲州土木、取締役社長望月武です。構成員

につきましては山梨県南巨摩郡富士川町柳川 1,272。株式会社依田組、代表取締役依田一志で

す。なお、次ページには、建設工事請負変更契約書の写しがありますのでご参照ください。 

続きまして議案第４２号の補足説明をさせていただきます。タブレット７０１ページをお願

いいたします。工事名につきましては、富士川町児童センター建築主体工事でございます。施

工場所につきましては町立増穂小学校の南側の最勝寺５４８番地ほか、約４，５５９平方メー

トルの町有地でございます。工事概要につきましては、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造の平

屋建てでございまして、建築面積１０９５．５９平方メートル、延べ床面積１０４９．０２平

方メートルであり、用途につきましては、児童館と放課後児童クラブの併設施設である児童セ

ンターでございます。入札の方法につきましては、二者の共同企業体による一般競争入札でご

ざいまして、本年１月２３日、入札参加に関する公告を行い、その結果４つの共同企業体から

参加申請があり、参加資格を満たしてることから２月２０日に入札を実施いたしました。結果

としましては入札は１回行い、三井建設工業、昭和建設工業富士川町児童センター建築主体工

事共同企業体が落札いたしました。落札金額につきましては、３億４３００万８，０００円で

ございます。入札日当日の２月２０日付で仮契約の締結を行いました。なお落札率につきまし

ては、９９．５８%でございます。また、工期につきましては議決日の翌日から平成３１年１月

３１日でございます。契約の相手方につきましては三井建設工業昭和建設工業富士川町児童セ

ンター建築主体工事共同企業体であり、代表構成員につきましては山梨県甲府市飯田４丁目

１番３３号の三井建設工業株式会社、代表取締役社長鈴木茂夫です。次に構成員につきまして

は、山梨県甲府市寿町29番１号。昭和建設工業株式会社代表取締役 望月健です。なお、次ペー

ジには建設工事請負仮契約書の写しでございますので、ご参照ください。以上でございます。

ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 
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日程第４８ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ――――――議案の提案理由朗読説明――――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、議案第４３号の補足説明を求めます。 

財務課長 齊藤靖君 

○財務課長（齊藤靖君） 

それでは議案第４３号峡南広域行政組合規約の変更について補足説明をさせていただきます。

補足説明は新旧対照表にて説明させていただきます。タブレットの７０３ページてございます。

今回の変更でございますが、第３条の組合の処理する事務でございます。この第８号の中に１項

つけ加えるということで。指定居宅介護支援事業者の指導に関する事務を共同処理するために、

第８号の中に業務をつけ加えるというものでございます。施行日は平成３０年４月１日からで

ございます。以上議案第４３号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４９号 認定第１号 富士川町道路線の認定について 

     を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

     ――――――議案の提案理由朗読説明――――――― 

○議長（秋山貢君） 

次に、認定第１号の補足説明を求めます。 

土木整備課長 細野 幸男 君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

     それでは認定第１号の補足説明をさせていただきます。今回認定いたします２路線は、計画

中のリニア中央新幹線の高架を挟んで、東側が路線名小林最勝寺１号線。西側が、路線名小林

最勝寺２号線となります。次ページに地図がございます。ご覧ください。最勝寺小林１号線に

つきましては、起点が、小林１６１６番１地先。終点が最勝寺１４３４番地先でございます。 

路線名小林最勝寺２号線につきましては、起点が小林１６１６番３地先。終点が最勝寺１３２番

２地先でございます。２路線とも、幅員６．５ｍ。延長２キロメートルです。以上で補足説明

とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（秋山貢君） 
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以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会とします。 

起立願います。「相互に礼」。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時５６分 
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平成３０年第１回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ５ 日 

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

通告 １番 １０番  齊 藤 欽 也 議員 

                 通告 ２番  ３番  川 口 正 満 議員 

                 通告 ３番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

                 通告 ４番  １番  小 林 有紀子 議員 

                  

                  

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也  

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

 

３．欠席議員 

 

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

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

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

財 務 課 長 齋 藤  靖  管 財 課 長 志 村 正 史     

税 務 課 長 永井たかね  防 災 課 長 深 澤 千 秋     

町 民 生 活 課 課 長 補 佐 小 林  恵  福 祉 保 健 課 長 佐 藤 洋 子     

子 育 て 支 援 課 長 補 佐 中 込 裕 子  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

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

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

生 涯 学 習 課 長 早 川 竜 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋 山  綾 

書    記 依 田 文 哉 
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開会 午前９時００分 

〇議長（秋山貢君） 

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

だきまして、誠にありがとうございます。 

 ただ今の出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、配布したとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

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

します。 

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

〇議長（秋山貢君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は４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 １０番齊藤欽也君の一般質問を行います。 

 １０番齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

それでは、私の一般質問を行いたいと思います。その前に、今議会をもって、私は町議会議

員を辞任することとなります。これまでに長い間皆さんにまずお世話になった事を御礼申し上

げ、そして、きょうの質問が、町長と私で一対一で対峙してする質問という事になります。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

それではまず第一に、一つ目の項目についてお伺いしたいと思います。特別職町長給料の答

申についてと。一つ目として、１月２２日でしたか、新聞等に富士川町特別職報酬審議会の答

申内容が掲載されました。そこでは、町長の給与の値上げが審議され、その結果、６７，０００円

アップと。７５万２，０００円とする答申結果が出されたという記事が載っておりました。こ

れを見て、私は非常に驚きました。私たちは議会改革の中で、若い議員たちが、今後議会活動

に参画できる、そういう条件整備をしていこうということで、長い間議論をし、そしてまた、

住民に対しても説明会等を開き、その結果議会として、上げていこうという事で。町長に議員

報酬の改定の審議会を、開催することを要請しました。ところが、出てきたものは、同時に町

長の給料の報酬の値上げと、いう事でありました。非常に驚いたわけですけども。この、本町

の厳しい財政状況の中にあって、何ゆえ町長が自らの給与改定を審議会に答申されたのか。そ

の理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 
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○町長（志村学君） 

齊藤欽也議員の、審議会への諮問についてのご質問にお答えをいたします。この件につきま

しては、平成２７年１２月、山梨県町村会及び山梨県町村議会議長会から、町村長の給料月額

及び議員の報酬を、全国類似団体の水準へ引き上げるよう、検討していくべきであると。こう

いう申し合わせが行われ、県内の町村へ通知が出されたところであります。町ではこの通知を

受け、昨年の２月でありますけども、昨年２月、この通知を受けてですね、特別職の給料及び

議員報酬に関して、類似団体の水準への引き上げに向けての調査を行いまして。その結果を、

昨年の、一昨年なりますね年が明けてますから、２８年２月に会議に、町長、副町長、教育長、

議員報酬の資料を提出したところであります。その後議会で議員報酬改定の議論がなされ、平

成２９年、昨年の１０月２７日、議長名で、町長あてに議員報酬の見直しについての要望が出

されました。この要望を受けて、特別職の給料及び議員報酬に関して、現在の同規模自治体か

ら１ランク下げた、人口規模、１万から１万５，０００人の類似団体の水準に改定する方針を

まとめ、昨年１２月１８日に、特別職報酬等審議会に諮問したところであります。 初から、

町の特別職と議員の報酬は入っているもんであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

類似団体の水準に引き上げようという話が出ていたと。これは議会の、議長会の中でも、同

様の話が出て参りました。しかしながらですね、報酬の値上げというのは、非常に慎重にやら

なくちゃいけない。例えば企業で言えば、業績が良ければ全体の報酬を上げます。しかし本町

が企業に例えれば、決してそう言った業績が良い、あるいは財政が非常に安定した、そういっ

た状況にあるわけでない。町長はそういったことについて、勘案しながらこの諮問を行なった

のかどうか。その点についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     報酬等審議会というのは、報酬のまあ適正な額を審議していただく機関でありまして、審議

会を通ったから報酬が上がるもんではありません。やはり 終的には議会の議決であります。

これは議員さんも御承知のとおりでありますけれども。そういったことからですね、市町村会、

町村会議長会から、全国の同一水準の団体まで引き上げる検討をすべきであると。いう通知を

いただきました。当然うちの町もその傘下でありますから、そういった平均がどの位置にある

のかを調査をし、この時もですね、この議会の冒頭にも私言いましたけども。３種類のケース

を想定をしながらですね。人口１万５千人から２万人、人口１万人から１万５千人、そして１万

から２万人。このやつを、議会の方にも提示をしながら、これは議論を進めてきたところであ

ります。当然、特別職報酬等審議会ですから、両方のことを審議をしていただく。そして、答

申をいただきましたが、答申をいただいたからそれで給料が上がるということはない訳です。

議員の皆さんも、審議会の答申で給料が上がるのは決まった訳ではありません。これから、議

会の方に議案を提出していくわけですが。金曜日のですね、冒頭私が言いましたように。私は、

答申は１月２３日に受けた訳でありますけども、答申の中には附帯意見が付いております。附

帯意見でいただいた業務の効率化、職員定数の削減、住民の理解など、そうしたことを取り組
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むべき課題としていただいております。そうしたことから、正副議長さん、それから３委員長

さんを町長室に来ていただきまして。この答申をいただきましたけれども、それぞれで発議で

お願いをしたいと。町の方は給与改定はいたしません、というお話をさせていただいたところ

であります。報酬等審議会で審議をしていただいて、答申は、諮問通りの答申はいただきまし

たが、それで給料が上がるものではありません。議員さんの給料も、今まだ上がることが決まっ

ておりません。これから議員発議があって、はじめてそれを審議していただいて、議会の議決

があってはじめて、給料というものは上がるもんでありますんで。今段階では、あくまでも答

申の内容ということであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

町長おっしゃるとおり、上がるかどうかというのは、議会の議決を必要とします。それは分

かっている。議会は今回、住民説明会も行い、そして、答申の結果もよしとするという事なん

で、議会は議員発議という形で 終日に提案します。ところで、町長先ほど改定はしません、

今回は、議案提案はしませんというお話ですけれども。その理由についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先ほど言ったようにですね。今回の答申の中には、附帯意見がついております。三つありま

す。三つの付帯意見を読ませていただきますと、一つは業務の効率化、事務事業の見直し、職

員定数の削減など、財源確保の取り組みを行うこと。二つ目が、今後の財政状況により、適宜、

見直しを行うこと。三つ目が。住民の理解を得られるよう十分な説明を行うこと。これを改定

に当たって、取り組むべき事項として、答申をいただいております。すべてが整っている訳で

はありませんから、町とすれば、答申はいただきましたけども、給与改定を行いませんという

ことを、正副議長を通じながら議会の方にお伝えをしているところであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

明解なお答えをほしいんですけども。答申に、条件ですか、これがついていたから、すぐ上

げる訳ではないというふうにしか聞こえないんですね。元々、やる気がないんであれば、あえ

て諮問する必要もないだろうというふうに思うんですけども。その点についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

先ほど来言ってるようにですね、特別職報酬等審議会です。特別職というのは、市町村会、

議長会から来ておりますように、町長をはじめとする町の特別職及び議員の報酬を、同水準ま

で引き上げるという検討すべきであるという、通知をいただきましたんで。富士川町でもその

作業に取り組んできたところであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 
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○１０番議員（齊藤欽也君） 

実は、４月の選挙を控える中で、多くの町民から、何でこんな時期に、町長は引き上げを諮

問したんだという声が非常に多いです。そしてまたこの町の状況を、しっかり認識してるのか

疑問に思うという声も多い訳ですけども。私もそのように思います。ですからあえて、何で今

日これをしたのか。それが、単に一般的な意味で、町村長会でそういう方向が打ち出されてい

るから、私はやりましたということでは、なかなか理解できない。他の町村で、現実に、仮に

ですねこの値上げをしようということで、諮問している団体があるのかどうか、その点お伺い

したいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

この調査を始めたきっかけというのは、まあ富士川町議会の前回の選挙も一つのきっかけだ

と思います。そしてまた、昭和町の議会議員の動向、選挙時の動向もひとつのきっかけだと思

います。それと、各新聞で議会離れ、若者の議会への関心が薄らいでいるということもありま

したんで。町村会も、政治家を離れていく人が多いから。議会議長会の方もですね、常に無投

票ではうまくないという事から、何が原因かの一つに議員報酬、あるいは町村長報酬もあるん

じゃないか。そういうことからやった調査であります。齊藤議員からですね、おかしいという

話がありますけども。齊藤議員さん議会報告の中の、昨年の暮れの議会報告で、今度、町長の

給与月額及び議員の報酬を審議すべき報酬等審議会が設置されたと、いうのがありました。そ

してまた、今度答申をいただいた２月のやつでは、町長の話がなかったというあれですが。暮

れの時には町長及び議員の報酬を上げるための審議会が設置された。１２月１８日に開催され

るという議会報告。これは正しいと思います。ただ、この２月の時にですね、答申をいただい

た後の時に、町長の話がなかったというのは、これはちょっとおかしいんではないかなと思い

ますけども。そこのところは、勘違いもあるかもしれませんけども。元々、町長と議員の、町

長の給与月額、議員の報酬、これを審議していただくための委員会ですんで。そしてまたその

根っこもですね、町長、議員の報酬を全国同団体の水準まで、引き上げるよう検討すべきと、

いう通知のもとからやっておりますんで。何ら、意図的なものがないと思います。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

私の質問にお答えになっていないように感じます。議会は、確かに特別職等報酬審議会の設

置の要請をしました。これは特別職等ですね、議員も特別職ですから。そういう意味で、その

中に町長が含まれると言われれば、そうだろうと。私がお聞きしたいのは、今日、現時点にお

いてですね、県内の町村会、各町村において、町長の給与の値上げについて、提案なり審議し

ているところがあるのかどうか。お伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

この町村会あるいは町村議会議長会からの通知を受けて、準備はしていると思っております。

ただ、その前に元の水準に戻したところが二つあります。これは南部町と身延町でありますけ
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ども。ここの町も、その間に合併をしてますから、元というのは何が元か分かりません。そう

いう中で、元に戻すわけにはいきませんので。特別職報酬審議会で、適正といいますか、町村

長会、議長会で支持されたような内容の審議をしていただきたいという事であります。冒頭言

いましたように、それをいただいたからと言って上がるもんではなくて。これから議会に提案

し、議論をしていただいて、議決をいただかなければ、これは改定はできないもんですんで、

今回は提案はしてないという事であります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

この質問は、かなり堂々めぐりになりそうなので、ここで一端打ち切りたいと思うんですけ

ども。要は、私が思いますのは、どの首長さんもやはり町のことを考えます。職員の給与につ

いては、やっぱりある程度上げていかなければ、人事院勧告もある。そういう事を踏まえなが

ら考えていきますが。やっぱりトップたるものは、ある意味政治家であり、トップの姿勢とい

うのは町民に対して大きな影響を及ぼします。そういうことを考えれば、やはり現在、いかに

町村会がそういった方向にあろうとも、本町においてどうするのかということは。その町のトッ

プが考えるべきことであるだろうと。確かに検討しているところもあるかもしれませんが、志

村町長のこの判断というのは明らかに私は間違いだろうと思っております。そういう意味で、

今回出された、意図というのがよく分からなかったし、今聞けば分かります。町村会の動きが

こうだからと。いう理由のようですけども。そういうことで、お考えになるのは大きな間違い

だろうと思っています。 

それでは次に、二つ目に移りたいと思います。町民体育館建設計画についてお伺いします。

現在、町民体育館についてはですね、昨年、２月頃でしたか、町民体育館建設基本計画検討委

員会の答申が出されていました。通常ならば。これを踏まえて、具体的な整備計画、いろんな

計画がありますけれども、整備計画に移っていく。その場合には役場職員を中心にしながら、

具体的に練っていく訳ですけども。今回は、この建設検討委員会の後にですね、基本計画検討

委員会というものが開催されております。メンバーは、半数以上同一メンバーというふうに伺っ

ておりますけども。そういったことをふまえながら、一つ目の質問として。町民体育館建設基

本計画検討委員会を開催していますが、建設計画のまず進捗状況について、お伺いしたいと思

います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の建設計画検討委員会の進捗状況についてお答えをいたします。富士川町民体育館 

建設基本計画検討委員会では、昨年度、富士川町民体育館建設検討委員会から報告されました、

富士川町民体育館の望ましい規模と機能についての内容を精査し、基本計画に向けた具体的な

内容について、ご審議をいただいているところであります。 

こうした中、これまでに、北杜市の白州体育館の視察研修を含め、検討委員会を３回開催し

たところでありますが、新町民体育館の規模・機能の精査につきましては、慎重にご審議いた

だいているところであります。 

○議長（秋山貢君） 
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１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

もう１点伺います。精査しているという事なんですけども、こういうやり方というのは一般

的でしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の質問にお答えいたします。昨年開きました建設検討委員会におきましては、委員の

中からですね、いろいろな制約や制限を示されると、意見を出しづらいというような意見が出

ましたので。条件や制限を設けずに、本当に利用者の立場に立った意見を言っていただいたと

ころであります。その後ですね、規模と面積等が大きな表示等がされた訳ですけども、今回、

この基本計画検討員会におきましては、建設や工事を進める上での根幹となるような計画を立

てていただくものでありますので。それぞれですね、昨年提案されました一つ一つの部屋の内

容を精査していただくという意味でですね。この計画基本計画検討委員会を設置したところで

あります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

二つ目の質問に移りたいと思います。建設予定地の予定地候補の選定状況ということについ

てお伺いしたいんですけども。基本計画検討委員会で出された用地面積というのは非常に大き

なものです。ですから当然、この用地選定というのは、幾つか挙げるなら挙げる。あるいは、

将来的に必要になるんであれば。例えば、土地利用について、農振等の適用等についてもです

ね、網をかけていくという必要があるんだろうと思うんですけれども。この候補地選定という

のは、現在どのように考えられているか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の建設予定候補地の選定状況についてお答えをいたします。富士川町民体育館建設基

本計画検討委員会から、新町民体育館における検討結果の報告が示されていないため、現時点

では、建設候補地の選定は行っておりません。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

予想どおりの答え方だなあ、というふうに思います。ただ実際に、検討委員会に出されたも

のをですね、おおよそやるとなれば、相当大きな面積が必要になります。これを考えておくと

いう事は、必要な事なんだろうと私は思います。 

次に、三つ目に入ります。先ほど冒頭で少し触れてしまったんですけども。先ほどの話でい

くと、との関係もあると思いますけども。検討委員会、町民体育館建設検討委員会と基本計画

検討委員会。正直、私は色々話を伺っていてどこが違うのか、いまいち分からないんで、その

辺の違いついてお願いします。 
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〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

両委員会の違いについて、お答えをいたします。富士川町民体育館建設検討委員会につきま

しては、平成２８年６月に町議会議員や体育協会役員等、体育館利用者を中心に１５名で構成

されたメンバーで設置し、利用者目線に立った町民体育館の望ましい規模と機能について検討

をいただいたところであります。 

      一方、富士川町民体育館建設基本計画検討委員会につきましては、平成２９年９月に建設

検討委員会メンバーに、公募による町民、公認会計士や防災など関係部署の職員を加えた１８名

で設置し、富士川町民体育館建設検討委員会から報告されました、望ましい規模と機能につい

て、内容を精査し、基本計画に向けた具体的な内容を決めていただくため、ご審議いただいて

いるところであります。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

１番目の質問の時にねすね。答弁の中で、制約や制限をつけると意見が言いにくいというよ

うな事があったんで、その部分は今回は取り除いたというお話がありました。メンバー構成に

ついては、先ほどの話でには建設検討委員会のメンバーの中に、公募やその他の方を含めて

１８名と。確か、名簿を見た感じではかなり多くの方が重なっているなという印象を持ってお

ります。そうするとですね、精査をすると言っても、検討委員会で自分達が出したものを、そ

の委員さん達がさらに自分達で精査する。若干のメンバー変更があるにしても。非常に何かお

かしな組織なんだなと、あるいは位置づなんだな。というように私は思いますけども、その点

いかがなんでしょう。 

○議長（秋山貢君） 

生涯学習課長 早川竜一君。 

○生涯学習課長（早川竜一君） 

メンバーですけれども、１８人中８人が新しい委員さんでございます。当初ですね、公募町

民を３名程度、募集をかけたわけですけれども。結局公募町民は、１人ということで。公募町

民が３人入ればですね、検討委員会２０人中、丁度半分の新しい委員さん。１０人がこれまで

の委員さんという事ですが。この８名の新たな委員さんが加わったわけでございまして。その

８名の委員さんからですね、新しい意見も出ておりますんで、そんなことも勘案しながらです

ね、この委員会を進めて参りたいと考えております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

冒頭でちょっと言ってしまったんですけども。通常なら検討員会で方向が出される。そうす

れば、具体的な基本計画に移っていく。その段階で、まあ行政のプロと言われる職員、あるい

は若干のですね、その建物、例えば給食センターなら給食センターに関わる人。体育館なら体

育館に関わってきている知識のある人達を入れながら、具体的な案を作っていく。これが通常

のパターンではないだろうかと思うんですけど。今回、そういう意味では極めて異例なのかな
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と私感じてますけども。こういった２つの、何というかな、私から見れば同様のように見える

わけですけれども。組織、委員会、検討委員会を行っていくという、これは通常あり得る、通

常の姿なのかどうか。その点についてお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

○教育長（川手貞良君） 

今回の検討委員会の、２つの検討委員会ということで、一般的かどうかというお話でござい

ますけども。この町民体育館につきましては、本当に多くの町民の皆さんが使う施設として、

今回は、その専門部を含め、利用者の皆さんの経験や知識、それぞれの意見を集約して、検討

委員会で報告をまとめていただいたところであります。 

今回、この基本計画検討員会につきましては、その結果をもとに、今度は、公募町民、それ

から規模・機能についての内容を精査していただくということで、基本計画を作らせていただ

きました。これは、本当に不特定多数、多くの町民の皆さんが使う、使いやすい施設にするた

めに、今回基本計画検討員会を設置しているところであります。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

初に作られた建設検討委員会、当然、今教育長おっしゃったとおり、多くの町民、あるい

は専門部の人達が使うということで。当然その検討委員会も、 初から。は多くの町民の意見

を取り入れながら、私はやってきたものと思っているんですけども。そうでは無かったという

ことですか。 初の検討委員会は。 

○議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 

○教育長（川手貞良君） 

まず、 初に町民の皆さんの、利用者の皆さんの意見を聞いて。それらを元に、その内容を

精査して、本当にこの面積でいいのかどうか。必要な部屋が、こういう部屋でいいのかどうか

という事も含めまして。今回、基本計画検討員会で内容の精査をさせていただいているところ

であります。またこれにつきましては、本当に委員さん、慎重にご審議をいただいているとこ

ろであります。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

あの、聞いていますと正直何が違うのか。 初の検討員会でやったものは、 初から白紙状

態で検討するように聞こえちゃうんですね。というのは、 初の検討委員会の案というのは、

多くの町民、多くの利用者、こういった人達を入れてですね、規模や大きさ等とについて検討

してきたんだと思うんですよ。今回は、メンバが１８人中、８人が新しいとは言っても、１０人、

過半数の方が同一メンバーで、もう一度似たような事を「やっている。これって本当に無駄な

事じゃないですか。どうなんでしょうか。ある意味無駄だと思います。 

○議長（秋山貢君） 

教育長 川手貞良君。 
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○教育長（川手貞良君） 

現在、慎重にご審議をいただいております。これにつきましては、無駄ということは考えて

おりません。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

この議論もですね、無駄かどうかという話になってしまうと。非常に、何というか行ったり

来たりの話になります。ただ少なくとも、今の話を聞いていて、同じものを、答申したメンバー

と新しく何人か入れたメンバーで、さらに同じような内容を検討しているように、私には受け

とめられる。単に延ばしているだけにしか見えないんですね。本来あるべき姿ではない、この

２つの検討委員会。二重構造だと思います。なぜそういう二重構造的な事を今ここで繰り返し

ているのか。正直、理解できない部分があるわけですけども。次の四つ目に移りたいと思いま

す。大体非常に大きな金額がかかります。私も、町の７大事業について、いろいろ地方債１００億

円等々と言われる中で、いろんな計算を自分なりにし、まあこのくらい必要なんだろうという

ことをやってきてる訳ですけども。改めてお伺いしたいんですけども。JR からのですね、代

替施設に関する JR からの補償内容及び金額というのはどのようになっているのか、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の、JR 東海からの補償内容及び金額についてのご質問にお答えをいたします。町民

体育館の補償につきましては、これから協議を行っていくこととなります。今後、補償契約の

締結までには、きめ細かく内容を精査しながら、納得のいく補償金額が提示されるよう協議を

重ねて参りたいと考えております。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

この JR の補償については、町長の答弁があります。それは体育館だけではなくして、北児

童館の補償費を含めたもんだと思います。約、勿論細かいところは別として、８億７，８千万、

交渉次第では９億にもなるだろうとは思っていますけども。具体的に体育館の部分について、

どの位になるのか。その点おわかりだと思うんでお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

先ほども答弁させていただきましたように、これから交渉のテーブルに着いていきますので、

金額の方はまだ分かりません。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

これは町長の方にお伺いした方がいいと思うんです。町長、大よその金額を以前述べました
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けども、その対価について、大体このくらいということがあればお願いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

ＪＲ東海から、数年前に、概ねの数字は示されまして約９億円であります。これがですね、

まだ土地代も入っていませんし、建物の部分でＪＲ東海さんの考え方であります。これから機

能の部分がまだ入ってきますんで。その部分をやると、富士川町とすれば、出来るだけ多くで

すね、補償金あるいは工事負担金というのをとっていきたい。こういう考えでありますけども。

まだ具体的、土地がまだ、ＪＲに売るなのか貸すなのか、その辺も決まってないところがあり

ます。リニアの軌道ですね。その部分もありますから、本当に動いている部分です。ただＪＲ

が示した部分と、それに今度新しいものをいろいろ作るために必要となる部分についてはＪＲ

が負担するということは言っておりますんで。まだまだその部分はＪＲが補償金あるいは負担

金は勝ち取るつもりでいます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

実は、この体育館の補償金額という事に限って質問したのは。町民の中から、３５億の体育

館というけれども、そうは言っても体育館の補償費はどのくらいになるんだ。というような質

問もあったから、あえてお伺いしたいという経緯があります。これで２番目の質問は終わる訳

ですけども、終わりたいと思います。ただ、非常に感じることはですね。先ほどの２つの検討

委員会で、なかなか決まらないんだなと、いうふうに感じています。志村町長はスピーディー

に、という事をモットーにしている訳ですけれども。この件については、何かもたもた、もた

もたしている。計画を作るものはつくらなくちゃいけない、決めなくちゃいけない。実際に作

るかどうかは、土地等々の問題、予算の問題もあるから時期の問題は、別に考えなきゃいけな

いだろうと思いますけども。それにしてもこの計画、すでに２月の町の広報では７大事業と概

算費用も出されている中にあってですね。今だ、もちろんその２月の広報に載せたときには、

確か検討委員会のあれが出た後なのか、出る頃なのか。ちょっと詳細に、時期は分かりません

けども。そうやっている中で、今だこういうことをやっているというのは、非常に不思議だな

ということを感じます。 

それでは、三つ目に移りたいと思います。リニアの側道という事についてです。今、リニア

については、フードの問題で住民意向調査をやっているんで、ここでは、触れることは控えて

おきたい。住民の判断に、あまり私個人の意見が反映してもいけないんで、そういう思いがあ

ります。それで測道ということについてのみ、お伺いしたい。今回の議会に、リニア側道小林

勝寺線１、２号線というのが、町道認定として提案されています。その必要性、側道の必要

性そのものについてもですね。これまで、実は議会としては、ちゃんとした議論がされてきて

いない。側道が要るか要らないかという事についての、簡単な意見なんかは、意見交換的な事

はやってる訳ですけども。まだ全体として合意形成がなされていないんではないかなと。いう

ふうに思っております。この側道は６．５メートル、片側６．５メートルと、片側というか方

車線ですね。６．５メートル、非常に大きな、ある意味では町の幹線道路という事になるんだ

ろうと思いますけども。その意味ではまちづくり全体にかかわる問題だと私考えております。
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なぜ今、まだ議論をもっと深めていかなきゃならないんだろうなと。住民の生活、地域の生活

にもかかわる問題です。そういう中で、町道認定が先に出されたのはなぜか、その点について

お伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の、リニア側道の町道認定の件についてのご質問にお答えいたします。リニア側道整

備につきましては、社会資本整備総合交付金事業を取り入れて実施していくこととしておりま

す。今後、用地買収等を行うに当たり、土地所有者が税制上の優遇措置が受けられるよう、税

務署との事前協議が必要になり、この事前協議には町道認定が必要になることから、提案した

ものでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

ちょっと、ここは確認なんですけども。私素人なんで確認します。町道認定をしないと、町

が将来的な計画のために用地購入するということにおいて、町道認定をした方が有利な税制に

なるのか、しなくても変わらないのか。その点ちょっとお伺いしたい。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の優遇措置ですけども。税務署には事前協議書というものを届け出るんですけども、補

助事業でやった場合には、それぞれの認定書の写しというものを付けるということの中で、そ

の町道認定が必要になってくるということでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

要は、補助事業ということの部分で、必要になると。そうでなければ、必要ないと。簡単な

事だろうと思います。それでよろしいですか。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

そのようでございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

これは、多分町長にお伺いすることになると思うんですけども。リニアに沿ってですね、両

側に６．５メートルの道路をつけると、いうことになると。例えば、付けて欲しいという人、

地域の声も多分あるんだろうと思いますし。いろんな声があると思いますけども。あの非常に

広い幅で、まあ小林なり、通過する地域はですね、分断される。地理的に分断される。私なん

かは、その仮に造るにしてもですよ。本当に、住居地域の密集しているようなところでは、逆
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にお隣りというか、かなり離れてしまいますけども。あの行き来し易い形態で、道路なりなん

なりは、考えていくべきだろうと思うんですけども。この計画というのは、バサッと造るとい

う計画のように私には見えます。その点についてお考えをお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

リニアの側道を使った道路整備につきましては、これまで何回もリニア中央新幹線の地域説

明会をして参りました。そういう中で、住民の皆さんから、まあ、家がつぶれる人は当然困る

訳でありますけども。残された土地が活用できないという話。それと緩衝地帯はできるだけ多

くとって欲しい。そして、今町を縦断していく道路であります。本当町の中心であります。平

らな所ですね。そこには行き来できるように、当然既存の道路は、補償工事で付け替えて行き

ますから。今までそこのリニアの軌道のところを利用していた皆さんは、道路を付け替えて行

きますんで、通れる訳でありますけども。今度、ニスカさんから戸川添まで、この間はそういっ

たリニアが一番いい所を通りますが、そこの横の行き来が出来なくなってしまう。こういうこ

とからですね。当初からリニアの工事用道路を活用した道路整備をやっていくということで、

地域の皆さんの、そういった要望も踏まえる中でですね、この計画はしてきてあります。そし

てもう、天神釣り橋から戸川までの測量は終わっておりますし。今、天神釣り橋からニスカま

での測量を一緒にやっていく。そういう中で今後その測量が終りますと、税務署、用地取得と

いう話になってくるとですね。その人たちにお話しするときにも、こういった優遇税制が受け

られますよというお話をしていかなければなりません。そういう中で、今、道路認定が必要と

なるということでありますけども。多くの皆さんから、この道路は要望を受けておりますんで。

町としても、これまで測量の経費を提案し、議決をいただく中で、測量は進めてきております

んで。今後も、当然高低差がありますから、すべてが２．５メートル余計という所と。また３メー

トル、あるいはそれ以外の高低差の解消というのも出てくると思いますが。それにも測量して

いかなければわかりませんので。そういった経費を、今議会も提案させていただいているとこ

ろであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君。 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

測量をしてですね、その後、造るということであれば、測量の結果、こういうような状況に

なりますと。地域はこのような、それぞれ細かい地域でこうなりますという説明会を、まずし

ていかないと。またいろんな意見、声が出てくる事になるんだろうと思います。実施するにあ

たっては、そこは十分必要だろうと私は思いますんで。その点は非常に考慮してもらいたい。 

これで、今回私、一般質問 後となりました。町長には長い間、辛い事も言わせていただき

ましたけれども。また、新しい町政が、住民との協力をあるいは密にとりながら、説明会を実

施されながらされていく事を願って、 後の、齊藤欽也の一般質問を閉じたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

以上で通告１番。１０番齊藤欽也君の一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（秋山貢君）   

続いて通告２番 ３番 川口正満君の一般質問を行います。３番川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今回は４年間に町民参加型の町政ができたかについて共に考えたく、これまで１４回質問し

たうちの追跡課題について。またリニアの工事が迫っているので、町民が安全安心できるよう

な行政処置についてなど、伺ってまいります。 

１項目です。町づくりの町民参加について１点目。２８年３月議会において、まちづくりの

一環として、検討委員会に公募された委員は、募集数に対して、２、３割が申し込みでした。

あれから２年いってるんですね。２８年、２９年度に町が諮問した検討委員会の公募状況につ

いて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただ今の川口議員のまちづくりの町民参画についての内の２８年度、２９年度年度に設置し

た検討委員会の公募条件に関する御質問にお答えいたします。平成２８年度、２９年度に設置

した検討委員会は、役場庁舎整備検討委員会、町民体育館建設検討委員会、国土強靭化地域計

画検討委員会、新庁舎整備基本計画検討委員会、町民体育館建設基本計画検討委員会の５つで

あります。 

     このうち、４つの検討委員会で公募を行い、内訳としましては、役場庁舎整備検討委員会が、

公募５名程度に対して２名の応募、国土強靭化地域計画検討委員会が、公募５名に対して１名

の応募、新庁舎整備基本計画検討委員会が、公募３名程度に対して２名の応募、町民体育館建

設基本計画検討委員会が、公募３名に対して 1 名の応募でありました。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

やや改善したのかなと。３名のうち２名もありましたけども、やはり２、３割にとどまって

いる状況です。相変わらず低調だなと。やはり５割以上を越えてですね、先ほども体育館建設

もそうですが、さらに、努力をしてほしいと思います。 

２点目に移ります。２８年３月議会で各種検討委員会に原則傍聴できることが答弁されまし

た。その後、この傍聴者についてはどれだけ増えたか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

ただ今の検討員会の傍聴者が増えたかどうかという御質問にお答えいたします。町では、町

政に対する町民の理解と関心を深め、開かれた町政の実現を推進することを目的として、平成

２８年５月に富士川町審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関する要綱を策定したところ

であります。 

     策定後に開催した検討委員会は、平成２８年度が役場庁舎整備検討委員会、町民体育館建設

検討委員会、国土強靭化地域計画検討委員会で、延べ 10 回の会議を行い、傍聴者は、町民体

育館建設検討委員会に 1名でありました。 
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平成２９年度は、新庁舎整備基本計画検討委員会、町民体育館建設基本計画検討委員会で、

延べ８回の会議を行い、傍聴者は、新庁舎整備基本計画検討委員会に 1名という状況でありま

した。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

現在伺っているのは町民がどのように町政運営にですね、各種検討委員会の公募なり、ある

いは傍聴に関心を寄せて、お近づきしているのかなという状況を伺ってるわけですが。傍聴は

甚だ残念な状況ということですね。それで３点目につきましてですね。町民がまちづくりに参

画できるような公募者や傍聴者、またパブリックコメントを増やすためにどのように取り組ん

できたのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

ただ今の川口議員の取り組み状況についてお答えいたします。町民参画の取り組みにあたっ

ては、「富士川町審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関する要綱」と共に、「富士川町パ

ブリックコメント手続きに関する要綱」を策定し、町の政策形成過程における公正の確保や透

明性の向上を図り、町と町民の協働による開かれた町政の推進の実現に取り組んでまいりまし

た。 

     この取り組みでは、より多くの方に町づくりへの参画、情報の閲覧をしていただくため、町

広報誌において公募者やパブリックコメントの募集を周知すると共に、町のホームページへは、

会議の開催、会議録や各種計画の素案等についての公開を行っているところであります。以上

であります。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     再質問。この３点をまとめましてですね町長に伺いたいんですが、開かれた町政ということ

ですが、ややまだまだ不十分。何といっても町民が横を向いたようなですね、あきらめムード

ではくらし輝く町は創造できません。町民が町政に広く関心を持って、まちづくりの活動に気

軽に参加できるような町長を先頭に着手していただきたいと思いますが。町長いかがでしょう

か。見解をお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町づくりへの町民参画についてということで、御質問いただきました。今、それぞれ課長が

答弁させていただいたとおりですね。町の方もいろんな要綱を制定しながら、住民の皆さんが

町の政策形成過程から参画できるように、周知をし取り組んでいるところでありますが。そこ

の宣伝不足といいますか周知不足があるのかどうなのかちょっと分かりませんが。今お答えし

たとおり、傍聴者も少ない。そしてまたパブリックコメントをしてもですね、なかなか意見が

届いてこないというのは、この町だけでなくていろんな自治体で、これは努力はしております。



 

４３ 
 

ただもう少し、町民の皆さんに町のいろんな政策、特に政策形成過程からですね。参画してい

ただけるような努力は、これからもを惜しみなくやっていきたいと思っております、以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

よろしくお願いします。会議録公表についてです。１点目に関してですが、同じ議会におい

て透明性や公平性を確保するために、町民が参加できる環境を整えることが重要であると答弁

されました。会議録を効果的に公表して、町民が町の情報を共有できることが、町づくりの町

民参加に大いに関係しています。さて、２年経ち、１点目です。各種の会議録が、迅速に公表

されているかどうか、町はどのように評価しているか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

富士川町審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関する要綱第8 条の規定に基づき、適正

に公表しているところでありますが、委嘱状交付だけの会議や現地視察の場合は、一部におい

て公表していない検討委員会があります。 

今後、このような場合でもその旨を公表するよう、各担当における事務処理を徹底していき

たいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今、全体、やや総括的なですね状況ですけど。２点目ですね。個別に。ちょっとその前に。

先ほどのですね、あの体育館の建設もそうですが、公表の時期についてですね。今、評価につ

いて伺った訳ですが。公表する、あるいはなぜ遅れる。あるいはどのように町民が公表した結

果を受けとって、良い方向へ改善されているか。こういうことをですね伺いたい。答弁を期待

しているわけですけど、いかがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

再質問でよろしいですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     はい。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

会議録の公表によって、町民の皆さまがどのような受け止め方をしている、という情報は得

ておりませんけれども。先ほど申し上げましたとおり、委嘱状だけ交付している会議というの

は、会議をしておりませんから、会議録というものが出ないということ。それからもう一つは、

現地視察を行ったものについても会議をしておりませんでしたので、会議録はでないという状

況でございます。ですがこういった場合でも、その第１回は委嘱状だけ交付とか。第２回は現

地視察というような旨を今後公表するよう徹底していきたいというように考えているところで

ございます。以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

何事にもですね。目標と実行と評価がこうあって改善していく訳ですけども。ちょっと課長

の答弁ではですね、まだまだ前向きにこうしましょうか。の観点でですね、努力目標、見えな

いわけですけど。それにつきましてはですね、２点目にも関連しまして、改善の努力を求めて

いきたいと思います。２点目ですね。ホームページでは会議録公表が見つけにくい。公開され

る情報を町民がわかりやすく見られるように改善できないかどうか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

川口議員の、ホームページでの会議録の公表のことにつきましてお答えいたします。現在、

審議会等の会議録は「富士川町審議会等の会議の公開及び会議録の公表に関する要綱」に基づ

き、ホームページにおいて公表しているところでありますが、いくつかの階層を辿る必要があ

ることから、閲覧者によっては、分かりづらいと感じることも考えられます。 

こうしたことから、トップページの次の階層であるサブメニューの項目にどのような情報が

掲載されているのかを表示するなど、閲覧者が求める情報を容易に見つけることができるよう

改善していきたいと考えます。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

会議録の公表はですね。町民と町の接点とも言えます。特に、インターネットを利用される

次世代が開かれた町政について関心を寄せて、情報を効果的に見れるように。例えば会議の開

催の掲載、会議録の公開日を明示する。あるいは事前にですね、会議の議題も公表する。この

ようにして町民が身近に関心を寄せてともに、まちづくりにできるように努力を改善をお願い

しておきます。 

〇議長（秋山貢君） 

途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時００分 

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

再開 午前１０時０８分 

〇議長（秋山貢君） 

休憩を解いて一般質問を再開いたします。川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

３項目です。移住者を増やすための状況について、１点目。２８年６月議会で、「移住された

方のご意見を聴くことが大切で、声を吸い上げて次の事業の参考にしたい」と答弁がありまし

た。実行した状況について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 
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川口議員の移住者アンケートのご質問にお答えいたします。 

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

態把握アンケートに取り組んでおります。 

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

ます。 

     アンケート結果では、移住を決めたきっかけについて、就職や婚姻・出産・育児が上位を占

め２０代から３０代の移住者が多い傾向となっております。 

また、富士川町を選んだ理由として、「子育て環境・教育環境や気候・自然環境」が上位を占

めており、移住を決めた情報の収集方法は、インターネットでの収集や空き家バンク情報を利

用したことが把握できました。 

     その他のアンケート項目として、移住後の生計維持者の職業などがあり、会社員が多いこと

が調査結果で判明しております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

２９年の２月からのアンケートということですが、 近のふるさと回帰とか。国も県も力入

れてる訳ですけども。町もさらに力を入れてですね。状況ですと若い世代が多い。あるいはこ

の町の魅力を感じてですね。覚悟を決めて転入される方々も多い。そんな訳でですね。じゃ実

情について、この２点目ですね。この４年間に移住者はどのように増加したか、件数と移住し

た家族の人数。どこから移住をしたのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

お答えします。昨年２月から実施している移住者実態把握アンケートでは、移住者の定義に

ついて、町外からの転勤、婚姻、進学等の移住希望によらない転居者以外を移住者としており

ます。 

このことから、過去 4年間の移住実態については、把握しておりません。 

現在、把握している平成２９年度の移住者の状況については、移住件数が１１７件、移住者

の人数が２５３人、移住元については、県外の上位は東京から１３件、県内の上位は南アルプ

ス市より１８件という結果となっております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

これもまちづくりに関係する訳ですけども。新しい町民がですね、町に期待と不安を入り混

じって来られて、地域にどのように融和して、どのような要望や提案を持ってるのか。やはり

もっと積極的にですね、声を吸い上げていただきたいと思います。参考まで昨年夏に、アメリ

カに２０年。演奏家としてですね活躍された方が、うちの町に、組に来てくれまして、昨日は、

女性部でバイオリンを弾いていただいたというふうなこと。また別件ですけれども、空き家バ

ンク事務取扱責任者、町には３人いるわけですが、御尽力いただき何と若い家族が３世帯、計

１１人が転入される見込みとなっておるという状況です。それでは３点目ですけども移住者を
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増やすための主な課題をどのように考えておりますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

移住者の課題につきまして、お答えいたします。町では移住者を増やすための方策として、

平成２５年９月から「空き家バンク制度」、平成２６年１０月から「空き家バンク制度」に登録

した物件に対し「空き家改修費補助金制度」や「中山間地域等における住宅用地取得費補助金

交付制度」、「定住奨励金補助制度」を開始し、移住者の定住促進に努めております。 

     こうした中、移住希望者から賃貸の戸建についての問い合わせが多くあることに対し、空き

家バンクへの登録物件は不足している状況であり、活用されていない空き家の活用促進が課題

であると考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

もう少し現場の実情をですね。空き家が不足してるという状況はですね。貸したいという、

家主の意思を固めてですね。いただいて、そういう啓発活動とか。あるいは早川町では空き家

の家具とかをですね片付けるということにもですね、町や住民が一緒にやってると。そういう

状況もあるようです。ぜひ、県ではですね２６年から３１年度比で転入者を１０％増やす。転

出者を１０％減らす目標を掲げていますが。ぜひこの町にも積極的にしっかり実行していただ

きたいと思います。 

それでは４項目目、お願いします。旧町民会館にかわる集会場についてです。まず町民の不

便、不満の声の一部をお伝えします。高齢のご婦人、何人かが「何でみんなあっちへ移転する

で。不便でかなわん。」と嘆いています。町民会館の会場が足りなくて、日程を調整することも

多い。衣料組合の、あるいは学用品の組合の小売店は保育園児用の販売に会場が遠くなる不便

を感じています。また、文化サークルなどの団体が文化協会に入会して町民会館を遠くなった

けれども利用してる。というような状況にあります。そこで、１点目の質問です。北西部の町

民には、町民会館が遠方になり旧町民会館の和室も使えなくなり、町は不便、不満の声をどの

ように把握しているか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の町民会館が遠方になり、不便、不満の声をどのように把握しているかという御質問

にお答えをいたします。町民会館については、公共施設再配置計画に基づき、平成２８年４月

より旧鰍沢福祉センターを町民会館として、機能を移転したところであります。 

こうした中、これまで旧町民会館を徒歩で利用していただいた方からは、車を使用しないと

行けなくなったという声は聞いております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

これもですね、やはり町民の声をもう少し広く聞きとるようにお願いしたいと思います。例
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えば、文化祭は町民が楽しみにしている恒例行事ですけど、タクシーや誰かに乗せてもらわな

いと行けないという高齢者もいます。もう行くのをあきらめた。あるいは行かない、行けない。

そういう町民が増えてるんですね。これはお答えいただきたかったのだけど、２４年度実績、

ちょっと古い資料ですが、公共施設の再配置計画にでてました。旧町民会館は、２万６，０００人。

福祉センターは９，０００人余りの利用者があった。２８年度、新しい町民会館の利用者は３万

２，０００。約１０％減少している。これは高齢化に伴ってということもあるでしょうが、や

はり行かない、行けないような実情もあるわけで。もっとですね積極的に旧町民会館に代わる

集会所が要望されている実情と、現在地が遠くなった状況についてですね調べるようにお願い

します。高齢時代になり福祉コミュニティーという基軸を重視した環境づくりに、ぜひ自転車

や歩いて行ける範囲に中高年齢者でも気軽に使えて、集い語らい触れ合いができる多目的利用

の施設が要望されています。 

関連して、２点目ですね。町民は、まちなかに人々の交流にぎわいの場を設けるよう利用し

やすい施設を望んでいます。旧町民会館に替わる集いの場や教室を近くにほしいという町民要

望を青柳区や文化団体などにも広聴する考えについて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     生涯学習課長 早川竜一君。 

〇生涯学習課長（早川竜一君） 

ただ今の、集いの場や教室を近くにほしいという。これを広聴する考えがあるかという答弁

についてお答えをいたします。集いの場や教室を近くに欲しいという要望につきましては、各

区の公民館や集会施設を有効利用していただきたいと考えております。 

特に青柳町区におきましては、公民館以外に丁目ごとに５つの集会施設があり、区や文化団

体などにも活用していただけるものと考えます。 

また、地域の要望については、区長さんを通して町へ提出いただくとともに、文化団体につ

いては、文化協会の総会、理事会においてすでに意見を聞く機会を設けておりますので、改め

て公聴する機会を設けることは、考えておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今、青柳区とでたわけですけども、ぜひ区長会等ですね。各区の施設を、運用を上手にやっ

ていただく。そんなような協力を要請してですね。区がどのようにとらえているかということ

もですね。町のほうから働きかけもお願いしたいと思います。 

関連して３点目です。青柳宿について。２８年１２月、町長は「解体後に、次の賑わいのま

ちづくり計画を地域の皆さんと相談して考えたい。」と述べました。町が耐震化工事を行い、集

会所などに活用できるよう取り組む進め方について伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

ただ今の青柳宿を集会所などに活用できるような取り組みの考えはあるかに対しての答弁を

行います。青柳宿追分館につきましては、耐震診断の結果、倒壊または、崩壊する可能性が高

いと診断され、公共施設としては利用できないことや耐震補強工事を行うには、多額の費用が



 

４８ 
 

必要であることから、集会所としての利活用は考えておりません。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

昨年ですね、多くの町民からの要請書を受けて、コンサルタントに対して、利用について、

提案書をいただいて。しかしながら、観光の市場性がいま一歩厳しい状況。または事業者を探

すには難しいというふうなことで現実的でないということだったと思います。その点ちょっと

触れていなかったわけですけど。取り組む進め方についてですが２７年の２月、活性化対策検

討委員会から提言された「賑わいが復活し町全体が活気づく実施策を期待する。」という町民要

望の原点に立ち戻り、町と町民、地域との協働の取り組みが求められていると思います。町長

に伺いたいんですが、先ほどからの地元の皆さんあるいは高齢者がですね、中心地にある町の

貴重な休眠資産を何とかしてほしいという声と、それから町民会館に代わる集会施設について

もということで協議の場をですね持とうということだったんで。ぜひ協議の場を、すぐにも持っ

ていただければと思いますがいかがでしょう。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

活性館につきましては、公共施設としては使えないということで、先ほど答弁させてもらい

ました集会所としては使えないということであります。また賑わいの場所ということでありま

すけども、場所につきましては、公園地域でもございます。今後、地域が賑わうようなことも

考えていかなきゃならないというようなことを考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

町はですね、やはり貴重な施設をどのように管理が進むのか。原点に立ち戻って。例えば、

事業者を公募する。あるいは町民とともに協議する。等々のですね、段取りを得ながら、町、

町民との協働の活動をですね、具体化する必要があると思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青柳宿の中の、特に活性館の方はまだまだ、耐震診断をすると耐震度がないわけであります

けれども。ただ公共施設で、町が活用すると耐震化していかなきゃなりませんから。それは

ちょっと難しい。という中で、先般、民間の方がホテルかなんかに使えるではないかというこ

とで、民間調査をしていただきました。やはり耐震化するには多額のお金がかかる。ちょっと

難しい。そういう人たちが、これから協議の場をつくって活用策を検討していただけるという

話も聞いておりますけども。ぜひ他に使うことがあればですね、あえて潰すこともありません

ので。活用していただければと思っています。これまでも町でもですね、個人の宅で、いろい

ろ事業といいますか、そういった住民の皆さんを集めてやっていただいてる方もおります。私

も参加させていただきましたけど、お年寄りだけですと、そんなでもないんですが、子どもた

ちもいっしょにいれると、個人の自宅が傷んでしまうんじゃないかという思いを受けました。
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そういうときも、ここの場所がもし良ければ使っていただいても結構ですよというお話もした

こともあります。今、議員さんのほうから公募というお話がありました。当然それも一つの策

だと思いますんで。今後、活用してくれる人がいるかどうか。ただ話は今までも幾つかありま

した。活性化組合があそこを使って、何とかしたいという話もあります。なかなか実現してい

ないのが現状であります。町とすれば活用してくれる人があれば活用していきたい。もう使い

道がないんであれば、やはりいずれ危ない施設になってくると思いますから、時期を見て取り

壊しをしていかなきゃならない。こんなふうに考えてるところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

２月２８日に、産業振興課長、お二人に来ていただいて１６人で、青柳の地域つどいの家で

会合を持ちました。その折ですね、町民からは何とかしたい。その中からちょっと一つのです

ね、一例を挙げますと。将棋おこしということで、将棋教室、大会をできるような施設にでき

ないか。これは活性館の方です。で、やなぎ亭の方は早速にも県内、県外で有力な食材を使っ

た方に。内覧してもらおうと。そのような話が出てる状況ですが。重ねてですね。町とともに、

協議しながら進められればと思います。よろしくお願いします。 

５項目ですね。買い物弱者の具体的な対策についてです。１点目。町内には介護支援のヘル

パーに頼らないで、自立して買い物をしたい高齢者も多くいます。２８年６月議会で買い物に

不便な高齢者の声をアンケートを取る予定と答弁ありましたので、状況についてお伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の高齢者へのアンケート調査の結果について、に答弁させていただきます。高齢者へ

のアンケートにつきましては、平成２８年度に第 3次富士川町高齢者福祉計画・第 7期富士川

町介護保険事業計画を策定する際の基礎資料として、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を、

実施いたしました。 

対象は、６５歳以上の町民の方及び要支援認定者のうち、１，０２３人の方に郵送し、約７０％、

７０６人にご回答をいただきました。 

     調査内容としては、「日常生活上の支援が必要になったときに、地域の人に望む支援」という

問いの中で、「買い物の手伝い」と答えた方は、「通院や施設への送迎」と答えた方に次いで多

く、一般高齢者では４３．２％、要支援認定者では５５．６％という結果でありました。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

アンケートによってですね、高齢者を中心とした状況を調査していただきました。ではどう

するかという観点ですね。２点目。地域に応じた買い物弱者の問題についてどのように解消に

努めていくのか。努めているか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 
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ただ今のご質問にお答えいたします。買い物弱者への支援としましては、これまで実施して

きました生活援助員派遣事業や民間ヘルパーの紹介による家事支援に加え、デマンドバスやホ

リデーバスの利用促進、ボランティアの活用を勧めてきたところであります。 

     さらに、今年度から取り組んでいる、地域課題を検討する地域ケア会議においても、買い物

支援に対する希望は多く、地域における重要な課題の一つとなっております。 

このことから、地域ケア会議の全体会において、具体的な支援内容の検討を重ねた結果、社

会福祉協議会で実施している生活支援サポーターの支援内容である買い物代行に加えて、買い

物の付き添いなどを含めたサービスを、明年度より実施する予定であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

できるだけの努力をしていただいてる状況ですが。お年寄りですね。夫が亡くなり、１番不

便で困るのは買い物だと。あるいは長澤の高齢者はですね、オギノで買い物してタクシーで帰

る。とても続かないというふうな状況です。３分の１が平地ですが、町全体で３０パーセント

以上。あるいは山間地では４０パーセント以上を超えた高齢者対応ということで。しっかりと、

問題点を解決できるよう町民が安心して、暮らしやすい町になるよう取り組んでいただきたい

と思います。じゃ６項目お願いします。リニア騒音、振動、日照阻害について。住民意向調査

に関連して約３００人の署名が町長に、２月５日提出され、沿線住民が正しい情報をもとに的

確な情報を判断できるよう町は丁寧に対処するべきと要請しました。また住民意向調査の結果

にかかわらず、地区別にリニア説明会を開催するよう求められました。重要なことは巨大な国

策民営のリニア事業で、１０年近くの工事について町民にどんな影響があるのか。負担や犠牲

などの不利益が発生するのか。あるいはリニアがどんな利益があるのか。町民が正しく知って

理解できることです。そこで今後、地区別にリニア説明会をどのように積極的に行うか予定に

ついて伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

リニアの騒音、振動、日照阻害に関する説明会を行う予定があるかというご質問にお答えい

たします。これまで町では、リニア実験線での見学会や、騒音規制に関する意見交換会、また、

２月には、騒音及び日照に係る防音防災フードの設置要請に関する住民意向調査の説明会を開

催してきております。 

今後、町による騒音、振動、日照阻害に係る説明会につきましては、行う予定はありません

が、事業主体であるＪＲ東海による工事説明会等は、事業の進捗により行われるものと考えて

おります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今回、先ほどの要請書の中でですね。意向調査にかかわらず、このリニアの説明会をお願い

したいと要請があったり、あるいは町はもう少しですね。もう少しじゃない。もっともっと主

体的にですね考えて、このリニアがどういうふうに町、町民に影響があるのかと主体的に。決
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して JR 東海に説明させる。じゃなく引っ張ってくる。あるいは県とともにですね、県全体に

対する影響もあるのかと、その辺をですね。開催しないとですね。町民といろんな活動の中で

不安も増してる。町民が町に対するですね。これも大きい要望の一つだと思います。その点で

すね。課長か町長お答えお願いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

先ほども答弁させていただきましたけれども、やはり、議員おっしゃるように住民の皆様の

の不安とか心配事っていうのはあると想定しております。そのような中で町がいかに寄り添う

かという一つとしまして環境対策工に対して、ＪＲ東海がこの町に協議をしていくということ

でありますから。リニア軌道の左右４００メートル、一番影響を受ける皆様の意見を尊重さし

ていただきたい。という考えのもとに、今回防音・防災フードの設置要請に関する意向調査も

し、実施してきているというところでございます。また、その説明会に関しましては、町がそ

の事業主体ではないことから住民の皆様方からご意見をちょうだいしても明確な答えができな

いというのが現実でございます。したがいまして、ＪＲ東海の説明には、私ども職員も同行し

ながら、その町民の皆さまの声に意見を傾けるという意識はこれまで思っていましたし、今後

も継続して、そういう気持ちを持って接していきたい。いうように考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

リニアが今後具体的になっていきますんで、２月の９日には、これからの、それぞれ市町村

で、いろいろ移転を余儀なくされる事業もありますんで、そういった部分に対して手厚い助成

をするように、知事のところへ要請を行いました。また。２月の１５日にはですね、JR 東海

の方へ行きまして、しっかり住民にですね説明をしていくということで、事業主体は JR 東海

でありますんで。これからは、用地買収が終われば、いよいよ工事説明会というのは入ってく

ると思います。これもですね、それぞれの区域で工事の内容も違うこともあると思いますから、

しっかり説明をするようにという要請をしてきております。これからは工事主体であるＪＲ東

海からの説明がある。それにはただ町もお任せでなくて、先ほど課長が答弁したように、同行

しながら住民の声を、また県あるいはＪＲ東海へ伝えていくのが町の役目と思っておりますん

で、しっかりやってきたいと思っております。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今回は項目が騒音、日照阻害ですけど、先ほどの側道の問題につきましてもですね、住民説

明会で何回も何回も説明するよと町も言われた。で側道についてもそうですし、ぜひ速やかに

説明会を町民と共に今後考えると、そういう機会を持っていただきたいと思います。２点目の

ですね説明会には、中学生高校生の参加を呼びかけについてということで、残念ながら２月の

住民意向調査３地区の説明会では、若い世代に積極的な参加も呼び掛けてなく、参加者も少な

かったようです。リニアによる利益があるならば、次世代が利益を享受できます。しかし不安

や懸念が現実化するならば、損失、犠牲や負担も若い世代が負うことになります。リニアにつ
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いて適正な情報をもとに、適切に理解して判断できるように配慮することは、行政の使命であ

り、今後は中高校生には、ともに考えるようにどのように働きかけていくのか町長、お考えを

教えてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

説明会の中高生の参加の呼びかけに関する御質問にお答えいたします。これまで行った説明

会等におきましても、特に参加者の年齢に制限をしたものはありません。 

中高校生の皆様には、住民の皆様に広く周知して行う説明会等の機会におきまして、それぞ

れの生徒が関心を抱き、積極的にご参加いただけることを期待しているところであります。 

なお、リニア事業に関する刊行物を県が発行し、県内の小中高校に配布したとのことですの

で、この刊行物に触れながら、リニア中央新幹線の話題に興味を持っていただきたいと考えて

いるところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

リニアがですね、どのように将来に影響を与えるのかということで、ぜひ、心してですね取

り組みをお願いしたいと思います。７項目にも関連するわけなんで、続けていきます。リニア

の土木建設工事の計画についてです。２７年６月議会で企画課長が、造成工事による土砂崩落、

地すべり、落石等の災害を誘発しないよう、治山、治水についても十分な対策を要望してまい

りたいと答弁しました。災害を防止するためには、対策の要望を口頭で伝えるだけでなく、会

議録をとりながら、協議事項を確認していると思います。災害が起きれば町と町民が被害者と

なり、加害者となり得る事業者とは様々な事項や補償内容について協定書を交わす責務があり

ます。そこで３点伺います。１点目。高下地区で始まる工事用道路整備、土砂埋立て、造成工

事に関して、災害防止するため、ＪＲ東海と安全対策協定を交わす予定があるか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

高下地区で始まる工事に関する JR 東海との安全対策協定に関する御質問にお答えいたしま

す。ＪＲ東海では、現在、工事用道路の詳細設計や、現地の地質調査等を行っており、今後、

これらの結果を踏まえた、具体的な段階に入っていくとしております。 

特に、保守基地、変電施設の予定地におきましては、3,000 ㎡以上の土砂埋立て計画となっ

ていることから、「山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例」に基づく知事の許可が必要と

なっています。 

ＪＲ東海では、今後、この許可申請の手続きを行なうとしており、許可基準には、土砂崩壊

等を防止するための条件事項が付されております。 

こうしたことから、町として、安全対策協定を交わすまでもなく、県の条例に基づいてＪＲ

東海が安全に履行するものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 
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〇３番議員（川口正満君） 

答弁されるかなと思ったんですけど高下のですね新設道路、２億円をかけて JR 東海が全額

を負担するということですが、このことについて工事を着手する前に当然に地元あるいは町と

のですね災害防止と安全対策協定を交わすと思います。ではいつまでの予定なのかどうか。町

民に開示する予定もあるか。伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

高下地区の工事用道路につきましては、地元の皆さんとの協議は既に終了しておりまして、

地元の皆さんからの要望等もお聞きしております。これにこういった状況を踏まえながら、Ｊ

Ｒ東海が全額負担する中で町が施工するという内容になっております。細かなその協定はどの

ような内容になるのかというのはまだ決定しておりませんけれども、今後工事を着手するに当

たっては、十分な協議をＪＲ東海と重ねてまいりたいと考えております。ただ、それが公表で

きるかどうかといった部分につきましては、地元の皆さんには十分その辺は御承知いただきた

いという考えから、やはりに綿密な話し合いを持っていく必要があるだろうというに考えてい

るところでございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

再質問ですが、今地元との対策協定が進められ中とのことですが。高下区、穂積区との協定

なのか。そこに町はどのように関わっていくんですか。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

協定が結ばれるかどうかというのは現在まだ確実ではないわけでありますけれども、そうは

言いましても、工事に際しましては大型車両等も通行いたします。安全対策等も必要になりま

すから、そういった部分の協議は町も入りながら、地元の皆さんの意向に沿うように、ＪＲ東

海に要望してまいりたいというように考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

適時に進められるようお願いします。２点目ですね。いよいよトンネル工事や保守基地、変

電所、高架橋など、土木建設工事によるさまざまな影響について災害を未然に回避するために

条例や協定書などの行政措置が求められます。どのように具体的に取り組むのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

工事の災害を未然に回避するための条例や協定に関するご質問にお答えいたします。ＪＲ東

海が行う各種工事にあたっては、「山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例」をはじめ、建設

工事に伴う各種関係法令、ガイドラインに基づき施工されるものであり、土砂崩壊等の災害防
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止対策を遵守しなければならないと考えております。 

また、ＪＲ東海は、工事施工前に、施工計画書を町へ提出して、協議をするとともに、住民

説明会を開催して、住民の意向を確認しながら安全対策には万全を期すとしております。 

こうしたことから、工事施工に伴う、条例や協定書などを改めて交わさなくても、ＪＲ東海

の責務において、必要な安全対策、災害防止対策が講じられるものと考えております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

今は聞き逃せないというかですね。安全対策協定を交わさなくてもですか。という甚だです

ね不安を感じるような姿勢ということでですね。これはそれでいいのかなと。例えば、これ静

岡県の例を先に申し添えますけども。大井川の水量が毎秒２トンを減少するという中で、川勝

知事はですねＪＲ東海の不誠実な対応姿勢に対して、協議をしないと。膠着状態というふうに

聞いております。さて町全体にかかわるですね、重大な懸念に関して工事により、繰り返しま

すが、土砂崩落、地すべり、落石等の災害が天災や不可抗力などにより具体的に予見されます。

例えば、長野県大鹿村は戸田建設 JV が施工してトンネル前で土砂崩落が起きました。絶対に

起こらないとは確証できない状況の中でですね。事故や災害を未然に回避するために事業者に

対してですね安全対策を、災害対策基本法をもとに、行政措置を適正に講じる責務があります。

町長その点いかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     大規模な土砂埋立等に対してはですね、県にそういう規制の条例であります。それをクリア

できなければ、許可がおりませんので、それで十分できると思いますし、先ほど来お話のあり

ます仙洞田地区の工事用道路、これについても新設道路でありますから。その新設道路の安全

対策というより、当然労働基準監督署の安全対策をやっていきますけども。住民との接触をす

る部分は、既存の道路と交差をし、拡幅する部分は往来もありますから、そういうのは、十分

安全対策をやっていかなきゃならんと思います。今は町でもいろんなこれまでも、道路工事等

やってきました。当然新設道路もありますが、そういうところと同じ工法で作っておきますん

で。今までもそういった安全協定というのは結んでありません。しっかり設計書の中で安全対

策費を盛りながらですね、やっていることになりますんで、当然労働基準監督署もみますし、

既存の道路と交差するところは警察の許可も取っていかなきゃならん。そういう仕組みになっ

ておりますんで、従来どおりのことで十分対応してけるんじゃないかなと思ってます。もしリ

ニアが公害防止のような公害を出すようなですね、あれがあれば、公害防止法等の中で、地元

住民と協定を結んで、地元住民が立ち入りができるとか、そういった法律も出ておりますんで。

現在の対策の中で十分安全は確保できるものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

心配ないよという町の方向性ですが。町民、地元民ですね。不安の中で、先ほど課長がです
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ね穂積地区で、高下、仙洞田の皆さんですか、対策協定が進められているというふうなことで

すが。ここについてあの追加でお願いできますか。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど課長の答弁は単独協定を結んでるという、地元の皆さんとの協議が整って、工事に着

手するということですから、地元の皆さんの要望はすべて取り入れる中で、工事が進められて

いくということであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

協議を整えてですね、不安が無いように。それで公表するかどうかわからないということで

すけどぜひ、これは町が指導していただいてですね。あの高下地区から町内へ平地へ下りてく

る家族や、県外に住みついたと方もいるわけで。やはりこれ将来のことですから、そういう協

定書もぜひ開かれた町政としてですね。開始するように。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

協定書がありませんので公開できませんが。地元とは個々に協議をしながら、これまできて

ます。一番 初のときは、大雪のときから協議を進めておりまして、今やっと具現化する段階

にきておりますんで、協定書は結んではおりません。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

協定書をとかですね、今後結ばれると思います。そういうことでぜひ未来と町民全体をにら

んでですね対応をお願いしたいと思います。３点目ですね。トンネル工事による水涸れの懸念

に関して戸川から小柳川の水資源調査については、いつ要求していつ実施されるのか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     財務課長 齋藤靖君。 

〇財務課長（齋藤靖君） 

水涸れの懸念に関する水源調査に関する質問についてお答えいたします。ＪＲ東海では、環

境影響評価書において実施するとしていた、巨摩山地の水資源に対する水収支解析について、

平成２７年１２月にその結果を取りまとめました。 

その後、水収支解析の結果を踏まえ、トンネル工事に伴う水資源への影響の把握について、

工事着手前、工事中、工事完了後に、流量等の状況を定期的に監視、測定していくとしており

ます。 

戸川、小柳川水系の水資源調査計画としましては、リニア事業の工事計画、環境影響評価書

における地下水の予測検討範囲、既存文献資料のほか、影響する地区の区長、組長、水道管理

組合等への聞き取り調査の結果を踏まえ、これから策定していくとの回答を得たところであり

ます。以上です。 
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〇議長（秋山貢君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

これから作成ということ。いつということでですね。迫っていただければ、いかなければい

けませんよね。ということで、あの相手さんはですね民間企業であり、今ちょっと建設からで

すね、ＪＲ東海はないかと思うんだけど、まあ資金的にもですね厳しい会社なんで。事業者で

す。ぜひ町はですね毅然とした対応をお願いしたいと思います。 

まとめに入りますけども、このリニア事業。９兆円もの事業資金のうち３分の１の３兆円が

財政投融資から借り入れている。で、この町にはですね。歴史的に、国策、国営事業は初めて

くるかと思います。そんなことで、県ともですね十分に連携をとりながら、怠りなく遅くなら

ないように、後手にならないようにしっかりと不安や懸念、発生しないように対応をお願いし

たいと思います。町長には改めて町民の暮らしや町の将来を守るためにも、適正に対応してい

ただきたいと思います。経費についてはですねＪＲ東海が負担することはもちろんですが、町

には、直接間接的にも費用や業務の負担も増加しており、町民の不安も日に日に増しています。

ぜひ町は懸念や災害が予見される可能性に対して、的確にとらえて、犠牲や損失が現実になら

ぬよう、しっかり対応していただきたいと思います。改めて町長には住民目線で住民に寄り添っ

て、必要な行政措置を適時に適正に講じるようお願いしております。以上質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君）   

以上で通告２番３番川口正満君の一般質問を終わります。途中ですがここで暫時休憩といた

します。 

休憩 午前１０時５６分 

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

再開 午前１１時０３分 

〇議長（秋山貢君）   

休憩を解いて一般質問を再開いたします。 

続いて通告３番 ４番青柳光仁君の一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

初めに私も議員になりまして、任期 後の質問になりますけれども、 初からすべての議会、

定例会、臨時会の一般質問をさせていただきました。町民から声を聞くたびに、当局の方にご

質問し答弁をいただきました。また、前回の定例会におきまして、町民会館のエレベーターに

ついて、質問したところ早速広報の方にですね、エレベーターの増設はできないけれどもエレ

ベーターのあるところ、それから駐車場を丁寧に説明していただきまして、ありがとうござい

ました。それでは、今日の質問に入りたいと思います。 

富士川町の人口減少についてですね憂慮する状況にありるわけですけど、町長の掲げた

５００人アップ作戦も、マイナス実績で、通告では約２千人減少とお伝えしてありますけど、

千人単位で四捨五入したんで大きな数字になってますけど、実際は合併時１６，８００人、昨

年１２月末では１５，４６７人ということで合併時より約１，４００人減少でありますんで、

通告の数字を訂正させていただきます。都市部を除き全国的な状況で、出生率の低下もあり 
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難しいことは十分理解しております。人口減少の状況を把握して対策を講じなければならない

と思います。町の方でも保育料の問題、高校生の医療費の問題、移住する方に対する補助金手

厚く対応して頂いてますけど、なかなか人口減少が止まらない状況にあります。そこで 1番目

として当町の４年間の転入・転出の状況を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町民生活課長補佐 小林恵さん。 

〇町民生活課長補佐（小林恵さん） 

ただ今のご質問の、富士川町の４年間の転入及び転出の状況を申し上げます。平成２６年は

転入４３３人、転出４７４人。平成２７年は転入４５６人、転出４９２人。平成２８年は転入

３８２人、転出４３９人。平成２９年は転入４６１人、転出４９３人。転入合計は１，７３２人、

転出合計は１，８９８人であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

読み上げていただいた数字で非常に、他町、他県に比べて、都市部は除いてですね、当町が

頑張ってるとことじゃないかなというふうに感じました。で続いて２番目の質問に移ります。

４年間の人口増加対策とですね、その実績を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

ただいまの４年間の人口増加策の実績についてお答えいたします。町では、人口増加対策と

して、平成２５年９月から「空き家バンク制度」を開始し現在までに延２８件の成約がありま

した。 

また、平成２６年１０月から開始しております「中山間地域等における住宅用地取得費補助

金交付制度」で延べ１４件４３人、「定住奨励金補助制度」において延２２件、６５人の制度の

活用実績がありました。 

 その他、数値で表すことはできませんが、平成２７年４月から小中学校給食費の補助、平成

２７年１０月から子ども医療費窓口無料化の対象を１８歳に拡大、平成２８年１月から病後児

保育の実施など、子育て支援事業などの人口増加対策にも取り組んでおり、転入の要因になっ

ているものと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

あえてこういう数字的なことは、私が窓口へ行ってお伺いすれば、わかるわけですけども。

これって発表していただくと、先ほどもいいましたように、頑張ってるという感じがいたしま

す。ぜひ、ホームページとかの広報とですね実績発表して、努力をですね、町民に知らせると

いうことも必要なんじゃないかなと思っております。 

そこで次の３番目に移りますけれども。交流人口ということですね、県でもリンケージ人口

という言葉を使っております。町外から人を呼ぶことが町の活性化につながると思っています。

３番目の質問として、交流人口も含めて人口増加対策という観点からですね、増穂商業高校が
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市川高校へ統合されます。この跡地利用について町も議会も県に対して、職業短大の設置を要

望しております。その後、この行政に対してですね、どう動いているのかその進捗状況を伺い

たいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

増穂商業高校の跡地に専門職短期大学校が設置される事は、社会を支える職業人材を育成する

新たな学習支援環境の整備として、峡南地域の活性化にも期待できるものであり、昨年１０月

県に要望したところであります。 

この要望に対し、現時点では県からの跡地活用の方向性は示されておりませんので、動向を注

視しているところであります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

１回要請して、私も答弁大体想像しておりました。あれは県の土地、建物だから県がどう動

くかを見守るというお答えになると思ってましたけど。そうでなくてですね、町はぜひお願い

したいという要請をしたわけですから。その後昨年の１０月からこの件に関しては、何ら要請

はしていないということでよろしいんですね。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

跡地活用についての正式要望は昨年１０月、議長さんにも同行していただきながら町の要望

として、県の方に出したところであります。その後、県の方でも各部署にすぐ指示を出すとい

う話でありました。そういうことから私もですね政策秘書局長、そしてまた政策局長。そして

また教育長も会う機会がありますんで、そう機会にですね早くしろということは常に言ってお

ります。ただ県の方もいろんな事情というのもあります。現状、高校にまだ生徒を採用してい

る段階とかですね。そしてまた、県政のほうにもいろんな大きな今後の行政がありますんで。

そういった政策局長あるいは教育長、なんかはですね大きな動きの中で検討していくもんだと

思っておりますが会う機会に、機会があればそのときには必ず要請をしているとこであります。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今の答えで、いくたんびに声をかけてもらってということはわかりましたけれども。そうす

ると町長の考えとしては、昨年９月に、再度町政を任してもらいたいということで、４月の町

長選に立候補表明いたしましたけれども。そうすると町長が引き続き続投した場合、４年間の

間にですねそれ 1本でいくのか、それとも跡地に対してどんなお考えでいるのか、お聞かせい

ただければと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

今後４年間のマニフェストを出させていただきます。その中には教育の分野の中に、増高跡

地に対して、要望した通りのことを県に強く働きかけます。まだ今後４年間ではちょうど学校

が移転するまでの話です。先ほど言いましたように、まだ子どもたちもあそこで学んでいる地

域でありますから。あの土地は県のものでありますんで。県が動きやすくなるように、地元と

して強く働きかけをしていきますし。 終的には県の判断になると思いますんで。それは町の

要望として力強く働きかけていきたい。こんな思いでいます。今回の選挙に対する公約の中に

も、当然書かせていただく予定でおります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私はですね、その専門職短大を誘致するというのは、教授探しから始まって、学科をどうす

るのか、どんな科目をつくるのか。非常に難しい問題で、３年５年では難しいのかなと当初か

ら考えております。非常にいい提案ではあるけれども、非常に難しいと思ってます。そこで、

例えば不足していると言われている県立看護短大。看護師が足りないと言われてますんでね。

県立看護短大の分校をもってくるとかですね。２本立て、３本立てでぜひ交流人口が増えるよ

うな跡地の活用を考えていただきたいというふうに思います。 

それで交流人口ということで、北杜市ではですね、市営住宅の空き部屋を利用して。これは

１室ですけれども。移住希望者に、お試し住宅を貸し出しています。一昨年の６月に制度化し

て、まだ１年７、８カ月ということでしょけども。利用者が 79 組ありました。で、そのうち

17件の移住が決まったということです。ちょっと担当の方に。 

〇議長（秋山貢君） 

青栁議員、５項目目に移住体験宿泊って項目ありますけれどもそれと重複しないですか。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そちらの頭ということで 

〇議長（秋山貢君） 

まだ４項目目に町営住宅の空き家状況を伺うがありますけれども。 

町有・町営住宅の空き室状況を伺う。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

わかりました。すいません。じゃ先に町営住宅の空き家状況をお伺いしてください。 

〇議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君。 

〇都市整備課長（内田一志君） 

ただいまのご質問にお答えします。現在の町営住宅の空き室状況につきましては、１６団地

３４４戸のうち、政策空家を除いた１９戸が空き室であります。また、町有住宅につきまして

は、青柳町団地と鰍沢団地の合計１５９戸のうち、７２戸が空き室となっております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
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そこでですね。先ほど言いましたように、北杜市では移住希望者にお試し住宅を提供して、

７９組中、１７件の実績を上げたと。移住がなったということでですね。２番目に移りますけ

れども。北杜市のような移住体験宿泊に町営町有約８０戸、９０戸の空き室ですね、１室２室、

お試しで使うという考え方を持ってるかどうか伺います。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁議員５項目目でいいですね。 

政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

町有・町営住宅を移住体験宿泊施設として活用する考えということでお答えさせていただき

ます。町営住宅につきましては、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低所得者に対して、低

廉な家賃で住宅を供給することを目的としております。 

このことから、町営住宅は、移住体験宿泊施設としての活用はできないものと考えておりま

す。 

また、町有住宅についても、住宅に困窮する者に対して、住宅を賃貸することを目的として

おりますが、移住体験宿泊施設として活用することは可能ではあります。 

しかし実施にあたっては、中山間地域を含めて検討していきたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

それではその続きで６番目に移りますけども。交流人口の増加策の一つである旧五開小学校

の利用状況。どんなふうに使われているか、わかりましたらお答えお願いします。 

〇議長（秋山貢君） 

     政策秘書課長 野中正人君。 

〇政策秘書課長（野中正人君） 

五開小学校の利用状況についてお答えいたします。旧五開小学校の利用状況については、平

成２８年度より「ＮＰＯ法人ウッドクラフト」へ賃貸借契約を行い、地域の活性化につながる

よう地域と協働して活動していただいているところです。 

主な活動としては、都心の子どもたちを集めサマーキャンプ等の各種キャンプや稲作ツアー、

スポーツ合宿、町内イベントへの参加ツアーを実施し、平成２８年度は延べ２０８名、平成

２９年度は延べ５９９名の方が宿泊・参加したと報告を受けております。 

しかし実施にあたっては、中山間地域を含めて検討していきたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

初にも述べましたけれども、定住促進の一環ということで、町でも定住補助金、医療費無

償化、保育料、手厚く対応しております。ぜひ今後も交流人口の増加とかですね、定住人口の

増加対策に力をいれていただくよう要望して、次の質問に移ります。 

２番目は、大きい２番目ですけども。かじかの湯の経営についてです。私としてはですね、
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新年度から町営となるかじかの湯については、町営なので出向職員等をですね、職員が管理す

ると思っていました。ところが、一般募集をされました。２月１日に採用と聞いていましたが、

採用決定者が後日辞退されたとも聞いております。この質問は出すときには、私もまだ採用さ

れたとか、引き継ぎが始まったとか、そういうことを確認してなかったもんですから。この１番

目の質問に移りますけれども。支配人を一般から募集採用した理由について、私は職員だと思っ

てましたんで、その理由を伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

かじかの湯の支配人についての御質問にお答えします。かじかの湯の運営については、サー

ビスの充実と経営改善に取り組むため、小売り、流通、企画、経営などの実務経験と運営意欲

がある者を支配人として募集したところであります。 

しかし、支配人の採用については、当初の内定者が辞退したため、採用には至っておりませ

んが、応募者の中から、ホテル旅館などで現場経験のある方を非常勤の経営アドバイザーとし

て 1名採用することとしました。 

今後は、町職員 1名を配置することとし、経営アドバイザーの下で運営して参りたいと考え

ております。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

そうするとですね、再度伺いますけれども。２月の１日で辞令交付っていいますか、採用し

て、２月から事務あるいは、その作業といいますか。引き継ぎ行なっていくというふうに説明

を受けておりましたけれども。ここで新たに決まったアドバイザー及び職員ですね。引き継ぎ

も進んでおるんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

かっこ２の項目でよろしいですか。 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

引き継ぎ内容や引き継ぎ状況のご質問についてお答えします。内定した支配人に辞退された

ことから、支配人同士の引継ぎは行われておりませんが、配置予定の職員による施設の状況や

機械器具の操作方法、職員の業務分担及び勤務体制、就業条件などの引継ぎを行っているとこ

ろであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

できるだけ早く現状を知っていただいて、実務に携わる職員さんには、いい方向に持っていっ

ていただきたいと思います。３番目の質問として、支配人、そのアドバイザーですね。支配人

にどのような改善を期待してるのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 
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〇産業振興課長（秋山忠君） 

どのような経営改善を期待してるかの質問にお答えします。ホテル旅館などで現場経験のあ

る方を非常勤の経営アドバイザーとして採用することとしておりますので、民間のノウハウを

生かして、サービスの向上と利用者の増加、地域との連携による飲食、物販の売上げ増加策に

よる経営の改善に期待をしているところであります。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

その辺のことは、後ほどまたもう一度を聞かしていただきますけれども。４番目の質問とし

て、送迎の車両は必ず必要になると思うんですね。まほらの湯は一人でも迎えに来てくれると

聞いております。町が経営するということで、予定している車両内容とか、運転手の採用の予

定があるのかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

車両と運転手の採用の御質問にお答えします。利用者の増加を図るため、来客者へのサービ

スとして、送迎を計画しておりますが、車は８人から１０人乗りのワンボックス車両を予定し

ております。 

また、運転手については、かじかの湯職員により行う予定であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再質問ですけれども。近隣の高齢者を採用してですね、経費の圧縮とかそういうことも考え

られると思いますけれども。今いる従業員はそのまま雇用して、職員二人を追加派遣。それか

らアドバイザーを入れて、ということでよろしいんでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

現在のかじかの湯の職員の方には、支配人は除いてですけども、すべて残っていただく予定

になっております。また、それに町の職員一名を派遣すること。また、そして１名が経営のア

ドバイザーということで経営を行なってもらう。ということの予定であります。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

単純に考えますとですね、２名の職員分の人件費が増えて赤字がもっと増加するんじゃない

かという感じがします。５番目の質問の前にですけれども。私は利用者増加の改善対策として

ですね。かじかの湯の立地条件を考えて３つくらい改善策を考えてました。まずは１番として。

あそこ泉質が非常にいいもんですから、もっとＰＲしてもいいんじゃないかと、ＰＲ不足。二

つ目として、まほらの湯も同じですけれども。利用者が高齢者の比率が非常に高いと思います

んで。交通の利便性。ですから今お答えいただいた送迎がどうしても必要になるんじゃないか
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と。それからデマンドバス。でなくて定時運行みたいな形で入れていただくということを考え

ていました。それから三つ目として、サークルとか無尽会ですね。他の団体への PR。入浴料

やセット料金の改善が必要じゃないかと。いうことで三つ考えておりまして。前にあの男性の

社長さんだと思うんですけれども。ボイラーは利用者が１０人でも５０人でも、一日中燃さな

きゃなりませんので。どうなんだろうかというお話をさせていただきました。特に高齢者はお

なかいっぱい料理を食べなくてもいいんだから。宴会料理って言いますか、セット料金は３段

階とかにして、低料金化する方法を考えてもらえんかと。私も何回かグループを誘って、かじ

かの湯に行きましたんで、そのときにそんなお話をしました。そこで５番目の質問であります

けれども。町長はよく利用していただくんで、お目にとめてるかもしれませんけども。かじか

の湯でこういうパンフレットを出しております。 

個室は１時間１，０００円、セット料金でこのパンフレット持っていくと割引券１００円と

いうのがついています。それから、お一人様１，０８０円で日替わり定食プラス入浴。ただし

時間が決まってて、１１時から午後２時までというような、こういうもの出してます。それか

ら従来からありますポイント券ですね。１０回たまると一回無料になるとか。こういうポイン

ト券。これを今後はこのそのまま引き継いでいくのかですね。実はこのパンフレットについて、

期限がないんですよ。４月からのやるのかどうか。私があるグループを連れていこうと思って、

問い合わせをしたら、これ町外に限るというんです。結局、これ利用できなかったんですけど

も。町外に限るということはどこにも書いてないんです。ですからこんなところをですね、引

き継ぎ、職員にもよく細かいところまで目を行き届かしてもらいたいと。いうふうに思います。 

     それで、５番目の質問に移りますけれども。町営であれば指定管理されているまほらの湯と

料金競合をするような経営改善ができないんじゃないかと。さっき言いましたようにセットで

１，０００円というのはね、来客増加のためのこういう料金的な競争ができないんじゃないか

と思いますんで。いずれに指定管理者を募集したり、地域の団体に任せる。活性化組合とかで

すね。そういったことを検討しているかどうか伺いたいと思います 

〇議長（秋山貢君） 

産業振興課長 秋山忠君。 

〇産業振興課長（秋山忠君） 

かじかの湯については、4 月から町で経営することとしておりますので、当面、直営方式で

行って参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

料金的な再質問ですけれども。こういうパンフレットはなくなるっつことですね。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今の経営者がですね非常にそういった細部に配慮をしてない部分がたくさんあります。これ

はそのパンフレットだけでなくて、風呂の中の運営にしても、私も行かしていただくと、不満

が非常に耳に入ってきます。そうしたことから、辞退の届けがあったときにも、今の人ではや

むを得んなあと、やめてもらったほうがいいかなということから、町が直営でやってきますと
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判断しました。料金のところは、条例ででておりますんで、それはそれとしておきますが、今

まほらの湯もかじかの湯も利用促進ということで、期限を区切ってですね、かじかの湯は町が

買いながらまた出している。まほらの湯は、期限を区切って安くしてる。これはまあ町が承認

をしながらやっておりますんで。そういうところはですね、料金的のものは入浴料金的のもの

は、町の条例でやってますから、かじかの湯もまほらの湯も同じ料金でいきたいなと思ってお

ります。ただ、いまサービスの面で、両施設とも持ち込み禁止になっておりますが、かじかの

湯はやはりあの立地条件が悪いもんすから、これから皆さんが自分でつけた漬物をもってきて

もらったり、おにぎり持ってきてもらったり。そしてゆっくり楽しんでいただけるような施設

になっていければいいかな。そして、そのパンフレットはですね、町外専用とは書いてない、

期限も書いてないということでありますが、それは今の指定管理者が独自でやったことですか

ら。４月からまた、新たなサービスとして、別のものをアドバイザーの指導をいただきながら

ですね。これからつくり上げていきたい。先ほど言いましたように、持ち込みぐらいはこれか

らに自由にしていきたいなと思っております。それと、人数ですが、アドバイザーは常勤では

ありません。非常勤でする予定でありますから。丸々２人が増えるんではなくて。今の支配人

はやめていただいて、町の職員が入っていきます。当然これから特別会計でやっていかなきゃ

なりませんから、民間の人が来てその特別会計の経理というのも、また町の支払いシステムを

使ってくと思いますんで、そういうのは慣れておりませんから、町の職員一人がなければ運営

ができないと思いますんで。それをまた経営管理をやっていただくような職員をおくる予定で

いますんで、その人が経営アドバイザーのアドバイスを受けながらやってく。今度この特別会

計ですから代表者は町長になりますんで、特に支配人ということは当初考えてもですね、しっ

かりおかなくてもそこの一番トップになる人は町からいくのがトップとしてやっていただきな

がら。そしてまた今までは行政しかしてませんから、そういった温泉施設あるいは接客のこと

もありませんので。ホテル業を経験したアドバイザーのアドバイスをいただきながら、住民の

皆さんに親しまれる、そして愛される温泉施設になっていけばいいかなと思っております。以

上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

大変丁寧な説明をいただきましたので、少しは安心しましたけれども。町のコミュニティの

一つ、地域の活性化の一つでありますから、ぜひいい方向で続けていただきたいと思います。

先ほど、車も準備していただくということでしたけれども、できれば定時で走っていただくと

かね。団体も１０人を超すと載せられない。２台３台でいかなきゃならんということもありま

すんで。その辺もそのご検討をお願いしたいと思います。以上で通告した質問を終わりますけ

れども、非常に、かじかの湯の問題も難しい問題だと思います。町民が変わりなく、また今ま

で以上に利用しやすいように御配慮をお願いして本日の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（秋山貢君）   

以上で、通告３番  ４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 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 
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〇１番議員（小林有紀子さん） 

１番、公明党の小林有紀子でございます。それでは、大きく２つの課題について質問をさせ

て頂きます。まずは、がん対策についてお伺いいたします。前回、平成２７年１２月定例会に

おいて、がん対策について質問をさせて頂きました。今回で２回目となります。 

まず１番目の質問ですが、平成３０年度から３４年度までの「第２次富士川町健康増進計画」

の策定にあたり、この計画案にまとめられている平成２６年度から２９年度までの「富士川町

健康増進計画」の各種事業の目標達成状況では、特に、がん検診精密検査受診率が D 評価で、

悪化しているとの報告でありました。これらをふまえ、本町のこれまでのがん対策の取り組み

と課題をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の町のがん対策の取り組みと課題についてでありますが、町のがん検診精密検査の受

診率につきましては、各年度や「がんの種類」により差はありますが、「乳がん」「胃がん」は

８０～９０％、「大腸がん」「肺がん」は７０～８０％で推移している状況であります。 

また、検診の結果、精密検査対象となった方には、個別に面接し、結果を返却し、その後、

通知、電話、訪問等で受診勧奨や確認を行っているところであります。 

本町の死亡原因の１位は「がん」であり、その予防対策につきましては、減塩や野菜の摂取

量を増やす、適正飲酒などの「食生活改善教室」の他、受動喫煙防止を含めた「禁煙教室」、が

んの早期発見・早期治療に結びつく各種検診の受診勧奨、乳がん及び子宮がん検診における無

料クーポン券の配布などを実施しております。 

また検診後の結果説明会においては、個々の結果に応じた説明とともに、精密検査の受診の

重要性についても伝えているところであります。 

しかしながら、検診後の精密検査受診率が１００％に至っていない状況は、大きな課題であ

り、問題点であると考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、前回がん検診受診率の取り組みについての質問に対し、その時は胃がんと子

宮がんの検診率が減少していて、無料クーポン券も利用が進まない状況である。そして、検診

結果では精密検査が必要な対象者には、必ず個別対応し受診の勧奨を行っている。との同様の

答弁がございました。その時に私は検診受診率のアップや、精密検査受診率１００％の目標値

に対し、何としても達成まで本気になってがん対策に取り組んで頂きたい、と訴えさせて頂き

ました。もちろん本町は、県の平均よりは、上回っております。しかし、それで良しとするほ

どの受診率ではありません。肺がんだけが７３％、大腸がんは５０％、肝がんは５４％、乳が

んは３３％、子宮がんは３２％、胃がんにいたっては１８％しか受診していません。がん検診

精密検査受診率では、ほとんどが、低下傾向で、特に子宮頸がんに関しては、２１年が０％で、

２２年・２３年が１００％、その後は、急激に下がり２７年も０％になっていますが、このよ

うな結果になったのは、子宮頸がんに関しては特に差がありますけれど、どのような要因があ

るのでしょうか。 



 

６６ 
 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい、ただいまの２７年度の子宮がん検診の精密検査受診率についてでございますが、この

結果は、県が集計した後、今年度途中で町のほうに提供され、今年度、健康増進計画策定の過

程でわかったところでございます。追って調べましたところ、当時の担当者が確認しないまま、

実績報告していたことが原因であり、計画策定にあたり改めて確認作業をしたところ、８０%

強の方が精密検査を受診していたことがわかりました。本計画策定時には明確な率が出ていな

かったことから、空白のまま記載しておりましたのでクラブがゼロとなっておりましたが、パ

ブリックコメントの集計とともに、今後修正して実際の計画を策定してまいりたいと思います。

以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

掲載する時に気づいていただきたいと思いますけれど、データがわからないまま掲載するよ

うな事のないよう、ぜひ町民の健康に対しては、常に意識をもって正しい情報をつかんでデー

タ化して頂きたいと思いますのでお願い致します。ただ、町は協会けんぽと協定を結んでいる

わけですから、今回の計画にはまだ活かされていないようですが、ぜひ国では、「がん対策加速

化プラン」を策定したり、県においても「県がん対策推進条例」が制定されておりますので、

ぜひこの富士川町健康増進計画の中で明確にうたっておりますけども、がん対策は町民の生命

と健康にとって重大な課題だというように記されております。これまでも各種検診の受診勧奨

方法とか周知方法の見直しもしていただいて、町民の皆様の意識を大きく変える取り組みを今

後新たな健康増進計画のもと、協会けんぽのデータを活用し、更に、真剣に取り組んで頂きま

すよう、宜しくお願い致します。 

再質問ですけれども、前回質問した時には、子宮がん検診を峡南医療センターで受け入れで

きるよう検討しているとのことでした。現在は実施可能になり、近くで検診が出来るようにな

り、担当課の方々のご尽力に感謝しております。その時に子宮頸癌検診の「HPV 検査」につ

いて質問しましたが、本町では平成２５年から５年間の計画で実施して、その後の継続は検討

するとの答弁をいただいております。県内６市町村でしか実施していない中で、本町が先進的

に実施している事は、大変に意義があると思っております。今後ぜひ、継続していただきたい

と思いますが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい、ＨＰＶ検査についてでございます。ＨＰＶヒトパピロマウイルス検査につきましては、

パブリックコメントにおいても継続の要望が上がっております。町としましても、子宮がん検

診とあわせて行うことにより、ほぼ異常の発見率が１００%に近づくことから、非常に重要な

検査と位置づけ、平成３０年度からも継続していく計画でございます。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 
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〇１番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。是非、充実した検診体制を宜しくお願い致します。 

２番目の質問ですが、町民の主要死因の１位が悪性新生物がんであります。日本人の２人に

１人が生涯のうちに罹患すると言われています。その中で、乳がんは、女性のがん発症率の中

で、 も多く、日本人の女性の１２人に１人がかかるとされます。若い女性のがん死亡率の第

１位である乳がんは、自分で発見できる唯一のがんです。乳がんは、早期に発見すると治癒率

は約９０％と言われています。いかに早期発見が大事か、一人でも若い女性が乳がんで命を落

とすことのないよう、乳がんの早期発見に役立つ「乳がん自己検診グローブ」を無料配布し、

乳がんに対する関心を高め、早期発見・早期治療に繋げられないかを、お伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの乳がん自己検診グローブの無料配布についてお答えいたします。 

本町の女性のがん部位別死亡状況では、「乳がん」は、「気管、気管及び肺がん」「膵がん」な

どと並び、高い確率で経過しております。 

乳がんは自分で発見できる唯一のがんであり、早期発見の場合、治癒率は高いことから、定

期健診に加え、早期発見するための方法として、毎月の自己検診を普及啓発しております。 

自己検診をする際に、乳がん自己検診グローブを使用することにより、触感の感度がより高

まることで、異常を感じやすくなるとされており、自己検診補助用具として、乳がんの早期発

見につながるものであります。 

この補助用具は、検診への意識づけや受診を促すために効果的であることから、町において

は、検診受診勧奨を進めるとともに、この補助用具についての周知を図ってまいりたいと考え

ております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

「周知を図って参りたい」というは、自己検診グローブの効果は認めるけれども、購入した

い方が購入して下さいということでしょうか。検診への意識づけや受診を促すために効果的で

あるとわかっていて、なぜ、配布出来ないのでしょうか。１枚が３００円ほどの安い物ですか

ら、１００人に配布しても予算は３万円ほどで済みます。若い女性は乳がんの検診を、恥ずか

しいとか、痛いなどの理由で受けなかったり、忙しくて町の検診に行けなかった方など、また

検診を受けている方も早期発見のためには、この乳がん自己検診グローブで月１回の自己検診

が、効果的と言われています。自分で月１回の自己検診と、年１回のマンモグラフィー検査や

超音波検査を並行して行うことで、早期発見・早期治療の効果が期待できます。富士川町に在

住する女性が、一生乳がんで苦しむ事のないよう、わずか３００円の物で女性の尊いいのちを

救うことができれば、何十倍、何百倍もの価値があると私は思います。今、本町では、ハード

分野である七大事業が町民の関心事となっておりますが、町民の命を一番に考え、ひとり一人

の心に寄り添ったソフト分野の施策をど真ん中にして頂きたい。この自己検診グローブは、本

町の財政を圧迫する医療費の削減、国保の財政削減にもつながります。その点について、町長

は、どのようにお考えでしょうか。 
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〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

乳がんの自己検診グローブであります。議員さんがおっしゃられるように、１つ３００円程

度のもの。ただ、どの範囲に、どの程度の頻度で配るか。そうするとこの町にも８，０００人

の女性はいると思います。それに、どのぐらい持つなのかも含めてですね、半年に 1回配るな

のか、毎月検査をするんで毎月配るなのか。そうすると相当の費用になります。これからまず

周知を図って、皆さんに自己健診をまずやっていただく。それとあわせてですね、これからど

ういった機会に、どういった年齢の人たちに一度、やればいいなのか、何度やればいいなのか

その辺はまた検討をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

３月１日の山日新聞に、「がん１０年生存率５５％」「医療進歩で改善傾向」として国立がん

研究センターの調査結果が発表との記事が掲載されておりました。早期発見、早期治療が何よ

り大事です。富士川町の未来を担う若い方々が、乳がんの手術で乳房の切除や、命をおとすこ

とのないよう、あらゆる支援をして頂けますよう、宜しくお願い致します。 

再質問ですが、この「乳がん自己検診グローブ」で、一つの方法ですが、成人式で新たに成

人を迎えるお祝いにと、配布をしてはどうでしょうか。男性でも乳がんになる事もありますし、

新成人としてこれからは自分の健康管理に気をつけて検診を受けるよう、がん検診の啓発、周

知のいい機会になると思いますが、このような配布方法についてはどのようにお考えでしょう

か。 

〇議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

乳がん、本当に女性ばかりでなくて、男の乳がんも私２つ例を知ってます。それは一つは夫

婦仲が良くて、奥さんが発見してくれたというやつですが。全員がそいうわけにはきません。

今、議員さんから成人式の日にというのもあります。当然、町の中でもそれは検討はしており

ますけども。本当に成人式の１回だけでいいなのか、それでよければですね。これ当然そんな

にお金が必要になるのでありませんから。来年度からということも可能ですが。本当に一度で

いいなのか。例えば毎月するのにそれがどのくらいもつものなのか、個人の管理の仕方にもよ

るとは思いますけれども。でも、成人式まで待っていいなのかというところもあります。それ

とまた高齢の方でも乳がんはありますから。そこの成人式だけでいいなのか、今役場の中では

いろいろな検討はしているとこでありますけども。まず、知らない人も相当いるんですね。と

思いますまだ。この自己健診グローブを知らない人もいますんで、安いもんですから、いろん

な機会でまず周知をして、皆さん自分の命は自分で守っていただくというところからして、当

然それで普及が少ないようであれば、今ご提案ありました成人式なんかはいい機会ではないか

なと思ってます。いろんなとこを検討はしてるとこでありますんで、とりあえずは、知らない

人達にに、こういう安い値段のでも、自分で検査ができますよ。そしてまた、課長が答弁しま

したけども、これを使うことによって、より見つけやすくなるということでありますんで、そ
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れは今検討しているとこでありますよ。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。庁舎内でも検討しているということで、ぜひ前向きに検討していた

だきまして、本当にいち早く導入していただければと思っております。特にそういう若い方た

ちが本当に検診を受けない方が多いですから、成人式がいい機会になると思いますので、ぜひ

前向きに検討していただければと思っております。 

それでは３番目の質問ですが、がん対策基本法の改正において、がんに関する教育の推進の

条項が設けられました。平成２７年１２月定例会でも、「がん教育」について質問をしましたが、

小さい頃からの「がん教育」は、命の大切さを学び、がん予防や生活習慣の改善に必要と考え

ます。前回の時には、町内の小中学校では、県が作成したリーフレットを使用した学習や喫煙

に関する出前講座を受講しているとのことでしたが、これまでの本町の「がん教育」の取り組

み状況をお伺いいたします。 

〇議長（秋山貢君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

町のがん教育の取り組みについてお答えさせていただきます。「がん教育」につきましては、

一般住民に向けた禁煙教室や学校における禁煙教室及び、食生活や運動といった内容から、健

康づくりや検診受診の重要性も含めた健康教室を開催しているところであります。 

特に学校においては、養護教諭と連携する中で、毎年小学校６年生を対象に、禁煙教室を行

い、がん予防として、喫煙の影響について教育を行っております。 

一般的に喫煙開始年齢が若いほど、喫煙期間が長くなることから、特に若い年齢での肺がん

罹患リスクを高めているとも言われております。 

しかし、喫煙期間が長くなればなるほど、禁煙することが難しいことは、周知の事実である

ことから、今後は特に喫煙を開始しないことを重点的に、子どもたちに教育していくとともに、

いのちの大切さや適切な生活習慣と合わせて、さらに年少期へのアプローチも検討してまいり

たいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

一般向けや小学校６年生への禁煙教室は、取り組んで下さっているのは、わかりました。「山

梨県がん対策推進計画」の中で、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者、経験者などの外

部講師を活用した、「がん教育」の実施が明記されています。前回、がん体験者の出前講座の実

施をお願いしましたが、外部講師として医師やがん経験者の方々からの貴重なお話は、大変に

重要だと思います。医師の方からは、医療現場で患者さんやその家族の方と接し、がんの怖さ、

検診の重要性を実感した現場の声、そして、がん経験者の方からは自らの経験を通し、命の尊

さ、生きることの大切さが、子ども達の心にストレートに伝わります。香川県宇田津町での乳

がん検診では、がん教育授業実施前の２０１２年度の受診率は２２．３％でしたが、１４年度

は２２．９ポイント増の４５．２％に急増。また子宮頸がん検診は１２年度の３０．７％から
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１４年度は５０．３％へと１９．６ポイント増加したそうです。がん教育の二次的効果として

「がん教育」授業を受けた生徒が命の大切さを感じ、親を思いやる心でがん検診を勧め、子ど

もの素直な気持ちを聞いて検診を受けている結果が出ているそうです。埼玉県の熊谷市では全

中学校で「いのちの授業」を実施してから、２年間で５大がん検診率が全て増加し、 大７ポ

イント増加したとの検証を行っています。この熊谷では授業を進めているのが、がん経験者で

子どもを小児がんでなくされたお母さん方だそうです。がんを患った親の子供たちの心のケア

も大事です。いじめや貧困につながらないよう、子どもの頃からの命の大切さを学ぶ事が、

も重要な事だと思います。是非とも、外部講師を活用した「がん教育」について、もう一度教

育委員会としても真剣に実施を促して頂きたいと思いますが、教育長の見解をお伺いしたいと

思います。 

〇議長（秋山貢君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

がん教育についてのご質問にお答えをいたします。命の大切さを学ぶことは大変重要だと考

えております。今後も福祉保健課と連携しながら、がん教育を推進していきたいと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

どうか小さい頃からの「がん教育」が、生活習慣の改善に、検診を忘れずに受けようとする

意識啓発につながることを確信し、各学校のご協力を頂きながら推進されますよう宜しくお願

い致します。 

次に大きな２点目の質問として、女性の視点の防災対策についてお伺いいたします。１番目

の質問ですが、平成２９年６月定例会で、女性の視点での防火防災対策について質問をしまし

た。その後の進捗状況と今後の方向性をお伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

ただ今の女性の視点での防災対策の進捗状況、その取り組みについての質問にお答えいたし

ます。女性の視点での防災対策は、避難訓練や初期消火訓練、救急・救護訓練、炊出し訓練な

どに参加をいただいているところでありますが、取り組み状況につきましては十分でないと感

じております。 

こうしたことから、先般、災害時医療救護訓練を実施し、多くの女性に参加いただいたとこ

ろであります。 

今後は、自主防災組織を中心とした訓練に女性の積極的な参加を促すとともに、避難所運営

における研修会や女性防災リーダー育成のための講習会の開催を通し、女性の立場からみる防

災対策を進めて参りたいと考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
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まだまだこれからということで、ぜひ推進のほうお願いしたいと思っております。進んでい

ないようですが、先日２日の山日新聞の１面に、「地区防災計画５％止まり」との記事が掲載さ

れておりました。災害に備え、住民の避難行動や役割などを定めた「地区防災計画」を策定し

たのは、甲府市と中央市だけです。本町においても、女性防災リーダーの育成と合わせ、町内

の防災士の方の把握も早急にして頂き、自主防災と連携し、「地区防災計画」の策定を宜しくお

願い致します。また、今年の出初式では、女性消防団の皆さんが活躍されていた姿に、広報啓

発班として、とても素晴らしかったと思います。女性消防団の皆さんに火災警報器の普及啓発

もお願いいたしましたがこの点に関しても宜しくお願い致します。 

２番目の質問ですが、震度６・６強の地震が起きた場合、家屋の倒壊等で避難所生活が予想

される町民の人数は、どのくらいを想定されているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

     防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

避難所生活で予想される世帯、人数の想定についてのご質問にお答えさせていただきます。

現在、町の地域防災計画による、震度６強の地震での建物被害は、総棟数６９０５棟の内、全

壊２５１棟、半壊１３９２棟となっておりますが、これは平成１７年に山梨県で公表した「山

梨県東海地震被害想定調査」を基に想定したものであります。 

しかし、本町で地震が発生した場合の家屋倒壊等による避難生活が予想される世帯や人数の

想定につきましては、現状では明確にされておりません。 

こうしたことから、現在見直し作業を進めている町の地域防災計画において、国や防災研究

機関等で公表している報告書を参考に、避難者数を想定して参りたいと考えております。以上

です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

本町の１万５，４４１人の人口に対し、本町の避難所に避難できる人数は限られています。

全町民が避難所には入れません。各組の避難所自体も耐震が非常に問題です。町として多くの

町民が、これから在宅での避難を想定しておくことが必要だと考えております。 

３番目の質問ですが、在宅避難を可能にする備蓄について、特に、食糧の必要性について町

の考えを、お伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

    防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

食糧の備蓄の必要性についてのご質問にお答えさせていただきます。災害時には、混乱と不

安から避難者が分散し、避難状況の把握が極めて困難となることから、応援物資が確保されて

もインフラの被害により、応援物資の輸送に支障が生じてきます。 

現在、町では、備蓄品の要請に応じた救援活動に備えるため、食糧品を中心とした備蓄品の

整備を進めておりますが、十分な量とは言えない状況であります。 

こうしたことから、各家庭において 低 3日分の食糧備蓄をお願いしているところでありま

すので、今後も備蓄の必要性について、啓発して参りたいと考えております。 
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〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

本町の備蓄としては、水とお米だけだと認識しております。それも、道の駅富士川・役場本

庁舎・町民会館の３か所だと思いますが。突然の災害で道路が寸断されれば、町の避難所から

運び出すことも、困難です。家庭の食糧備蓄として、さきほど、３日分の備蓄と言われました

が、１週間分が必要だと、今は言われています。４人家族の場合、水が８４リッター、食糧８４食

分、温めるための卓上コンロに使用するカセットボンベが１４本、などが 低限必要であり、

それを備蓄しておくスペースの確保も必要です。それには、ローリングストック方法という使

いながらストックしていく方法があります。それには家の片づけが必要です。防災対策をまず、

自分のこととして行動に移す、災害時の取り組みで、自助・共助・公助といわれますが、この

自助を推進することも、町民の命を守る大事な取り組みではないでしょうか。 

４番目の質問ですが、日常の家庭での食糧備蓄の方法として、１週間分の食糧備蓄が出来る

ローリングストック法、それを備蓄するスペースの確保としての家の片づけ、また防災食の調

理方法のパッククッキングなど、女性の視点での防災対策を進めるため、女性の防災アドバイ

ザーの講演会を開催し、防災に対する意識向上に繋げるべきと考えますが、講演会の開催につ

いての見解をお伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

    防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

ただいまの女性防災アドバイザー講演会の開催についてのご質問にお答えさせていただきま

す。工夫した食糧備蓄や防災食の調理方法は、備蓄費用を抑える面でも大変重要であると考え

ております。 

しかし、こうした防災対策講演会を独自に開催するのは難しい状況でありますので、県の開

催する「防災講演会」や町の男女共同参画推進委員会、食生活改善推進員会、日赤奉仕団が開

催する研修会等の場を活用し、実施して行きたいと考えております。以上です。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

先月、中央市で、女性の視点から避難所運営を考え、自主防災力を高めてもらおう、と「女

性のための防災研修会」が開催されました。本町においても日頃の防災の備蓄、片付け、災害

食の作り方など、具体的に家庭で出来る備えについて、学んでいく機会を設けていくことで、

大きく町民の皆さまの命を守る防災対策に効果が発揮されるものと考えます。是非真剣に取り

組んでいただければと思っております。 

５番目の質問ですが、女性の視点で防災対策を勧めようと公明党の女性議員の提案を受け、

東京都では、新たな防災ブック「東京くらし防災」が３月１日から無料配布となりました。本

町でも女性の視点を活かした「防災ブック」を作成して配布や、ＳＮＳを使い防災に役立つ新

しい情報や災害備品についての情報発信に努め、町民の皆さまが防災の意識を高めることが出

来るような、取り組みが出来ないか、お伺いいたしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 
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    防災課長 深澤千秋君。 

○防災課長（深澤千秋君） 

防災ブックならびにＳＮＳを使った情報発信についてのご質問にお答えさせていただきます。

現在、防災ブックを作成する予定はありませんが、女性の視点を活かした防災減災情報の発信

は必要であると考えておりますので、フェイスブックを利用した情報発信を行って参りたいと

考えております。 

〇議長（秋山貢君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

東京都の「防災ブック」は、外出や買い物など日常生活で取り組める災害への備えや、発生

時の行動、被災後の暮らし方などをイラスト入りで紹介しております。在宅避難での食事や避

難所での授乳や防犯について、ペットとの過ごし方など、あらゆるシーンでどう対応すべきか

をきめ細かく解説しています。この東京都の冊子は、規模が違いますので、富士川町では比べ

ることはできませんけども、出来るだけ予算をかけず、富士川町らしい手作りの「防災ブック」

というものを何か作成したらどうかと思っております。皆で作ることによって、防災への意識

の向上に繋がると思います。女性消防団の方々とか町の食改、日赤奉仕団、愛育会、奉仕の会

など、女性の皆さまの、お智恵を頂いて町民の皆さまのアイデアが詰まった「防災ブック」が

作成できればいいと私はと考えます。そのためにも、町民の皆さまの防災への意識改革として、

女性防災アドバイザーの講演を企画していただければと思っています。是非とも、前向きな検

討を、宜しくお願い致します。 

後に、兵庫県尼崎市の県立高校の生徒が、高校生の視点で防災・減災対策の研究に取り組

んできた成果を発表し合う報告会を開催しているそうです。高校の授業の一環で、防災教育を

実施して、地元の町歩きを反映させた防災マップを作成したり、東北の被災地訪問や地域の防

災訓練に参加したりするそうです。町歩きでは、危険な箇所をスマホで撮影し、気づいた点を

マップに反映させたそうです。また、住民が災害時に避難場所に行くことも想定して経路を探

索し、地区の防災マップに避難経路を加えて住人代表に贈呈したそうです。常に自分たちに、

何ができるのか、町民ひとり一人の防災意識向上を目指し、今後も真剣に取り組んで参りたい

と思います。以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（秋山貢君）   

以上で、通告４番 １番小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

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

〇議長（秋山貢君）   

以上で、一般質問を終ります。本日の日程は、全部終了しました。本日は、これにて散会と

します。 

起立願います。「相互に礼」。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時１５分 
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平成３０年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ６ 日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第７号）） 

日程第 ３ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第８号）） 

日程第 ４ 議案第 １号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ２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 ３号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第 ７ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ９ 議案第 ６号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ７号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１１ 議案第 ８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１２ 議案第 ９号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条

例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１７ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正 

する条例について 
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日程第１８ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第１９ 議案第１６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２０ 議案第１７号 不動産の譲与について 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第９号） 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第３号） 

日程第２４ 議案第２１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９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２６ 議案第２３号 平成２９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２７ 議案第２４号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第２９ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３４ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計 

予算 

日程第３８ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３９ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林 

保護財産区特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計 

予算 

日程第４２ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４３ 議案第４０号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４４ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第４５ 議案第４２号 富士川町児童センター建築主体工事請負契約の締結に 

ついて 

日程第４６ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第４７ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ７番  鮫 田 洋 平        ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也  

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町        長 志 村  学 会  計  管 理 者     田 辺  明 弘 
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町民生活課課長補佐  小 林     恵   福 祉 保 健 課 長 佐 藤  洋 子 

子育て支援課課長補佐 中 込  裕 子  産 業 振 興 課 長 秋 山  忠     

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

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

                生 涯 学 習 課 長  早 川  竜 一  

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

 

○議長（秋山貢君） 

     平成３０年第１回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しいとこ

ろ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

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

会議を開きます。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程につきましては、配布したとおりです。 

本日は、質疑の日程になっておりますが、議案第１８号から第２４号までの補正予算案７件、

議案第４１号および議案第４２号の契約変更案件および契約案件については、質疑終了後、討

論、採決を行いますのでよろしくお願いします。 

また、議案第１号の条例制定案件については、お手元に配布しました議案付託表のとおり、

所管の常任委員会に付託します。 

また、議案第２５号から、議案第４０号の当初予算案１６件については、予算特別委員会へ

付託しましたので質疑は大綱のみに留めてください。質疑の回数は、富士川町議会の申し合わ

せのとおりとします。議会運営にご協力くださいますようお願いします。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 

日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第８号）） 

以上の２議案は、専決処分承認案でありますので、一括して議題とします。 

これから、承認第１号および承認第２号を一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     ８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

富士川町一般会計補正予算のふるさと納税の部分でちょっと聞きたいことがあるんですけど

も、聞きたいというか確認なんですけれど。僕もふるさと納税をいまいち理解してないんです

が。歳入が３８４万円で、で歳出の方は報償費が２５５万円と役務費で１１７万円で、使用料

及び賃借料で１２０万円で、トータル３８４万円で、歳入歳出で今回いってこいになっちゃっ

てるんですけど。そうなるとふるさと納税の町としてのメリットっていう部分が、ちょっとこ

の部分では見えないんですけども。よくふるさ納税はその納税してもらったうちの３割から

５割は町の部分になるって聞いたんですけども。これは補正だからこんな金額になるのか、

ちょっとその辺を教えてもらいたいんですけど。 

○議長（秋山貢君） 
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政策秘書課長 野中正人君。 

○政策秘書課長（野中正人君） 

それでは、ふるさと納税の補正の件につきまして、お答えいたします。今回の補正につきま

しては、ふるさと納税平成２９年度の寄附額の見込み、当初予算では２，２００万円を見込ん

でいたわけでございますけれども。例年以上に順調に寄附額が推移をいたしまして。補正を、

これを作る段階１２月の末現在では、３，７００万円の寄附が、既に申し込みがあったという

ことです。この時点での年間の見込みでですね、４，１５０万円位を収入として見込もうとい

うふうな形で計算をいたしました。そうしますと、それに伴う、今返礼品は３割という格好に

しておりますけども。その部分、それ以外の手数料とか使用料も不足を当然してくるというこ

とで。その寄附に見合う返礼品等の補正をしなければいけない、ということで今回専決で出さ

せていただきました。 

で、歳入につきましては、とりあえず支出の方にあわせて、寄附額を財源に充てるという形

で、今回、歳入歳出を同額で計上させていただいているわけでありますけれども。 終的には、

４，２００万円位の歳入を、 終的な収入ということで見込む予定になっております。以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

     ８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

はい。会計処理の部分でこういう数字になっているということで理解しましたけど。じゃ、

せっかくなんで、１億円例えば入りました、ふるさと納税が。その場合町としては大体どのぐ

らい。町として使える金になるのかっていう部分というのは、分かりますか。 

○議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君 

○政策秘書課長（野中正人君） 

今、概ねのパーセントで言いますと、支出の方が５５%位を見込んでおりますので。ま、１億

円だと４，５００万円位ですか。は、町の収入というか、指定の方に回せるというような格好

になります。 

○議長（秋山貢君） 

     ８番 長澤健君。 

○８番議員（長澤健君） 

ありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。  

以上をもって、承認第１号および承認第２号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４  議案第１号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 
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     を議題とします。 

本案は常任委員会に付託しましたので、質疑は、大綱のみに留めてください。 

これから、議案第１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。  

以上をもって、議案第１号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第５  議案第 ２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 ３号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第７  議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第８  議案第 ５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第９  議案第 ６号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ７号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第 ８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１８ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１９ 議案第１６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 

以上の１５議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第２号から議案第１６号まで、一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     ３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

議案第５号の富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例。それと議案第１５号の甲州

鰍沢温泉かじかの湯の条例については、いずれもかじかの湯に関してですが。これについてで

すね、１点目の質問ですが。赤字事業の、町営でですねやらざるを得ないという、赤字の背景

を受けまして特別会計を設けるわけですけども。安易にですね、特別会計を設けるので良いの

か。そこがちょっと疑問なんですけども。特別会計の方に、何が附帯と言いますか付則を付け
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るのか。あるいは条例の方につけるのか。内容としましてはですね。赤字事業を引受けるんで、

その原因等を踏まえまして、例えば議会にですね、四半期ごとに計画、決算を報告する事と。

そのようなことをお考えでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。特別会計を設置する理由というのは収支を明らかにす

る、その経営状況を明らかにするために特別会計を設置するという事が、本旨でございます。

赤字事業を引き継ぐ訳でございますけども、そこの部分を明らかにするためにも特別会計が必

要であるというところであります。ただその報告義務というのは、特に附帯事項等つけるよう

な事は考えておりません。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

     ３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

報告の義務といいますか、考えでないという事ですけども。やはりですね、町民もあるいは

議会も、今後のですねかじかの湯の運営について心配してる訳で。目標の管理ですね、しっか

り行って、やっていくんだよと。そこの点の約束ができるかどうか伺います。 

○議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

ただ今の件にお答えいたします。特別会計をつくってかじかの湯を運営していくわけですが。

当然ですね、企業経営をしていくわけでありますから、目標を立てながらやっていく。それで

予算立てをしておりますんで。そしてまた、報告とかそういう事は、今は考えておりませんけ

れども、議会の常任委員会の所管事項に入っておりますんで、いつでも議会では監視ができる

状況にしてあります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

     ３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

     はい、ありがとうございます。 

     よろしくお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１番 小林有紀子さん 

○１番議員（小林有紀子さん） 

 議案第１２号ですけれども。この第５節に、共生型地域密着型サービスに関する基準という

ことであります。これの共生型地域密着型サービスというのは、具体的にどのようなことが出

来るようになるのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 
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ただ今のご質問にお答えいたします。共生型地域密着型サービスというものは、具体的には、

障害者事業所が町へ届け出をしていただくことで、そちらに、障害者事業所に通っていらっしゃ

る方が６５歳を過ぎても、今度は介護保険が利用できるというサービスになります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１番 小林有紀子さん 

○１番議員（小林有紀子さん） 

町では何か、今後そういう取り組みは考えているんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

先般、障害福祉の事業所が、町内に５カ所になったこと。それから来年度は、５事業所６カ

所になることにつきまして、それぞれの得意分野が出てきておるいますんで。先日、ネットワー

ク会議っていうのを設置をいたしました。さらに障害者の社会参加とか交流とか、就労定着を

目的に設置したものでありますが。６５歳以上になっても、障害事業所が介護保険事業所とし

て利用出来るようになるということをそちらで研修をし。また定着をさせて、出来るだけ社会

参加の促進を図ってまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１番 小林有紀子さん 

○１番議員（小林有紀子さん） 

 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

議案第６号です。手数料の一部改正条例の、タブレットでいくとページは５８ページになり

ますけども。砂利採取の許可なんですけど。これ町が申請すれば、砂利っていうのは採取でき

るんでしょうか。この条例でいくと。教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君。 

○財務課長（齊藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。この条例は、県から移譲事務という事で、許可あるい

は変更認可の部分の、受けた事務事業でございまして、町がこの事業するというわけではござ

いません。一般の企業等が砂利採取をする場合には、町が窓口となってこの手数料を払いなが

ら、計画を認可するとか変更認可するというための、手数料の条例でございますが。現在のと

ころ町内には、こういった砂利採取場は、今のところはございません。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

分かりました。ありがとうございます。 

○議長（秋山貢君） 
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ほかに質疑ありませんか。 

１１番 井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

ちょっと確認したい事がございますので。 

まず議案第９号、国民健康保険条例の一部改正。改正の中身ではないんですけども。いよい

よ４月から県に移管されて県で。この移管するにあたっては、健康保険の財政の運営を安定に

しようということで、まあ国が定めて。国からは年４，３００億円ほど国保の方に回すという

ふうな話ないんですけれども。これ、今まで県に移管するにあたって、県の説明会あるいは県

と調整する中で、移管はするけれども、保険税は市町村で決めていくという事なんですね。も

う一つは、我々加入者としますと心配しているのは。国からそういう補助があって、県に移管

して、保険税が安くならないのかという事を一つ心配してますし。県で一律にならないのかっ

て、一つ心配してるんです。今までの県との調整、説明会の中で、今後県全体の保険税がある

程度一律になるというお話があったのかどうか、それ１点をまずお伺いします。 

○議長（秋山貢君） 

町民生活課長補佐 小林恵さん 

○町民生活課長補佐（小林恵さん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。県が３０年度から財政運営の主体となって、市町村に

加えて、保険者になることが決まっています。４月からスタートするわけですが、山梨県も当

初は保険税の税率を市町村で統一するということで、準備を進めて参りましたが、市町村の各々

の事情があるということで、スタート時は統一することができませんでした。しかし、統一す

るということは、山梨県が保険者になるということであっては、目的としては 終目標として

はありますので、時期的な事は県でも示してはいませんが、いずれ統一をするという方針は示

しております。市町村、町としましても、被保険者に負担がいかないようにというような事は、

常に考えている事でありますので。市町村、富士川町においても、医療費と収入の動向を常に

見つつ、下げれるような時期が来ましたら、保険税を、協議会にかけながら考えていきたいと

思っています。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

統一するというは、また今後考えていくという事なので。それはまたそれでいいんですが。

そうしますと、今の説明でいきますと。今後、保険税が上がるというよりも、下がるという見

込みで、我々加入者は思っていてよろしいか。これは確定ではないんで、下がりますよなんて、

よそに行って言いませんけども。見込みとしてはどうなんですか。 

○議長（秋山貢君） 

町民生活課長補佐 小林恵さん 

○町民生活課長補佐（小林恵さん） 

県内の動向によって、統一した保険料は決めて行くので、うちの富士川町だけの問題ではな

いので。わが町が下がるということは、今のところでは明言できないところであります。以上

です。 

○議長（秋山貢君） 
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１１番 井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

はい、わかりました。じゃもう一点別の、１１号。保健福祉支援センター条例の改正ですね。

これで、説明の中でですね、今現在やっている。福祉センターで、おそらく２階でやっていた

多機能・・・、ちょっとサービスの名前がわかりませんけど、多機能と入ってくるサービスが

ありますよね。それを廃止するという事で、この辺もこういうふうに変えると。で、実際には

その今までやっていたサービスを廃止して、サービスが低下するということはないのか。それ

以上に、こういうサービスがありますととか。その辺のちょっと、まだわからない部分があり

ますんで説明をお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今のご質問にお答えいたします。小規模多機能型通所事業所につきましては、長年、年

間の赤字が多く継続しておりました。利用者も増えることがなく、だんだん減ってきていた状

態でございます。今回、一つの理由としましては、小規模多機能型を継続するためには、消防

法の改正がございまして。スプリンクラーを設置しなければいけないということになりました。 

それが、今度の４月からそういう法令になったわけですけれども。スプリンクラーの設置に、

かなりの多額の費用もかかる。そういったところを考えまして、実際の利用者さんのサービス

を落とさないように、この小規模多機能型を廃止し、より介護予防に力をいるということで、

通所型のサービス事業を、開始するところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１１番 井上光三君 

○１１番議員（井上光三君） 

サービスが低下しないようにということなんですが。実は、その小規模多機能型サービスで

すか。それをですね、町民はあまり知られてなかったんですよ。こういう事をやっているとい

う事があまり知られてないんで、多分、利用者も限定されていて、比率からすると赤字のよう

な形だと思いますんで。今度こうやって通所をするようになった場合にですね。是非、こうい

う事をやってますよっていうことは、是非、もっとＰＲ活動をしていただきたい。これお願い

です。以上で終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

議案第１３号の件で、ちょっとおたずねします。病時保育、病後児保育ということでは、前

にちょっと説明していただいたんで、よく分かったんですが。この議案第１３号の、この条例

の改正については、ちょっとよく読んでもよく分からないんです。９項を１１項に変えますと

いうことになっていますけれども。分かる範囲で結構です。この町に対しては、どういう変化

が見込まれるのか、どこがどういうふうに変わることによって、こういうことの改正が必要と

なり、この町に対しては、こういう影響が有るのか無いのか。そこら辺をお願いします。 

○議長（秋山貢君） 
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子育て支援課長補佐 中込裕子さん 

○子育て支援課長補佐（中込裕子さん） 

ただ今のご質問についてお答えいたします。この、地域の自主性および自主性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、就学前の子供に関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の改正というものがされた関係で、

実際には私たちの町には大きな影響がありませんけれども。指定都市について、権限移譲を定

める項目が、９条の第９項の前の項に設けられることによって、それまで９項に書かれていた

ものが、第１１項に項ずれを生じたというだけのことで。その部分を引用して、町の条例がつ

くられておりますので、そのために１１項に内容を変えるということで、提案をさせていただ

いたという事です。実質的には大きな変化がございません。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し） 

「質疑なし」と認めます。  

以上をもって、議案第２号から議案第１６号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２０ 議案第１７号 不動産の譲与について 

     を議題とします。 

これから、議案第１７号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

この不動産の譲渡についてですけども。西小学校の土地、建物を譲与すると。譲与という事

は要するに無償譲渡ということなんだと思うんですけれども、貸与でなく譲与にした、そこの

点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

西小学校の譲与についての質問にお答えをいたします。これから、耐震化していない建物を

町が所有していると、町がやっていかなきゃならない。それには多額のお金がかかるという事

で、町は解体も含めた検討していた訳ですが。民間事業者から、あの建物を耐震化、自らして

活用したいという事ですから。建物の所有者を変えざるを得ませんので、譲与するものであり

ます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

この件については、以前も全員協議会の中で、議員さんの中から、要はいったん全部渡して

しまって。その後、もしこの事業がうまくいかなくなって。それはあってはならないんですけ

ども。うまくいかない場合に、この土地が誰かに渡っていって、地域にとってあまりよくない
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ような利用でもされては困るよなと、いう話があったと思うんですね。今言った、建物をまあ

業者が、業者というかこの譲与を受けた人が、耐震化なりあるいは一部建て替えなりするため

に、権利を移管する必要があるという説明なんですけども。土地そのものについては、貸与、

無償貸与という形式でもいいんじゃないかと思うんですけども。いま一度、その点お伺いした

いと思います。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。 

土地につきましては、今境界確認とか、面積を再度確定をしておりますので。今回計上させ

てもらっていませんが、土地については売買します。先ほど、土地と建物セットというような、

議員さんおっしゃられてましたけど、土地は売買です。建物につきましては、この件について

も、全員協議会とかご説明の中で、転売とかそういったお話がございましたことから。契約の

条文について、用途指定などして、例えば５年間、地域に貢献する施設で活用するような条文

を加えることで、今現在、協議を重ねているとこでございます。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

どうも私今勘違いしていたんで、よく分かりました。ありがとうございました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

同じ質問なんですけど。今、土地についてはですね売買するという事ですが。今回の議案に

は９７２㎡の建物だけの譲与とあって。その土地についてはですね、いつどのような価格で決

めるのか。もちろん４月、建物の所有権移転に伴って土地の方もそうなるのかどうか、確認を

お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。先ほども齊藤議員さんの方でも話をさせてもらったん

ですが。境界確認とか、測量に日数を要しておることから、今回の売買に関する補正は計上さ

せていただきませんでした。なお３月１日付けで売買面積が確定しましたので、今後その面積

で進めせていただきたいと考えております。面積につきましては、１，６９２．０８㎡で５１１坪

でございます。単価については、坪６，５００円で協議を進めているとこでございます。以上

です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

分かりました、２点目ですが。譲渡された建物の利用に関しましてですね。固定資産税とか、
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あるいは地方税の都市計画税について何か、どのように課すのか。通常で課すのかあるいは特

典があるのか。教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。建物、土地につきましては、固定資産税を課します。

以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

はい、もう一つですね。税の方は通常に徴収するということで。その事業者に対してですね、

地域の活性化に寄与する事業として、何かの特典を考えているのか。あるいは、あちらからの

相談とかあるのかどうか、いかがでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

政策秘書課長 野中正人君 

○政策秘書課長（野中正人君） 

当然、地域活性化の施設ですので、町の方でも事業としてはバックアップをしていきたいな

と思っていますけれども。特に、税制面とかというような優遇措置というようなところは考え

ていないところでございます。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

はい、ありがとうございます。今後とも地域と一体になってですね、事業が成功するように

願っております。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

譲渡については何ら異議はありません。それから土地売買についても異議はありません。た

だ、土地、建物を譲ることに決めたわけですけども。その状態ですと、この会社は、自分の土

地建物へ侵入できません。まず１点。道路はどういう状況になってるか教えてください。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。先ほども分筆作業の中で、県道から進入路を町道として、

分筆、今回作業で一緒にしましたので、その部分については、接道条件は満たしてるという事

で、整理させていただいております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 
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その町道工事といいますか、明年度になるわけですね。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。現在、西小に入る、県道から西小に入るところはすで

に舗装されておりまして。北側の農道まで通り抜けが可能となっております。ただ、図面上、

一帯が学校用地ということでなっておりましたので、今回分筆を、測量をさせていただきまし

て、校舎部分を、先ほどの３月１日付で面積を確定したことから、接道条件も整っているとい

う事でございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君 

○４番議員（青栁光仁君） 

わかりました。終わります。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１７号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２１ 議案第１８号 平成２９年度富士川町一般会計補正予算（第９号） 

日程第２２ 議案第１９号 平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２３ 議案第２０号 平成２９年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第２１号 平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議案第２２号 平成２９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２６ 議案第２３号 平成２９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２７ 議案第２４号 平成２９年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

以上の７議案は、補正予算案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第１８号から議案第２４号まで一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

一般会計補正予算の歳入ですね。１７６ページです、タブレットの。財産収入の財産貸付収

入１１万４千円、これはどこを貸したんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。１１万４千円につきましては、白子町有地につきまして、

当初８月９日から、あの８月の中旬から営業日開始までという事で、その分を補正をさせても

らったんですが、結果的には８月９日から開始し、１月末で準備期間が終わりましたことから、
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月額２４万円を計上した部分が増え。増加したことから３月から営業日が、２月からですか、

２月から営業日が増えたことから、増額にさせていただいたところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

はい、わかりました。あともう一点。その下の財産収入の不動産売払い代金６３８万５千円

これはどこを売ったんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

     管財課長 志村正史君 

○管財課長（志村正史君） 

ただ今のご質問にお答えします。昨年から西の入の分譲地を、売却を進めてまいりまして。

その１区画が６１７万４千円で売却できたことと。あと赤道を隣接者に売却を進めたこと、売

却の要望があった事から、それぞれ合計３件足しますと、そこの６３８万５千円という形にな

ります。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

はい、わかりました。もう一点、同じく一般会計補正予算の歳出の土木費。１８８ページで

すけども。道路改良舗装費の公有財産購入費８０万円。これはどこの、８０万円というと少し

なんですけど。これどこの土地を購入したんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

ただ今の質問にお答えします。用地購入に８０万円とありますが。今年度も、今から用地契

約に入っていく訳なんですけど。委託料が確定しましたんで、その部分を用地の方へ予算更生

をしているということでございます。。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

委託料というのを、その土地購入費という項目に入れ込んじゃっていいものなんですか。 

○議長（秋山貢君） 

     都市整備課長 内田一志君 

○都市整備課長（内田一志君） 

補正ですから。委託料を確定し、余った分が、用地の方へ補正をしたということです。そう

いう形で補正をしました。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

ちょっと、分からないんですけど。いいや、また後で聞きます。 

○議長（秋山貢君） 
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町長 志村学君 

○町長（志村学君） 

青柳３２号線は公共事業でやってますんで、国の認可をとったその範囲であれば、委託料で

も、工事請負費でも公有財産購入費でも補償費でも、そこは流用ができながら総額でやってお

りますんで。実態に合わせた形で予算を動かしていくということで、ご理解いただければよろ

しいかと。今、課長が言いましたように、委託料が確定をいたしましたんで、当初、委託料で

載ってた部分が今度は不用額になる。不用額になると国へ返さなきゃならん。他にも、事業で

必要になりますんで。そちらの方へ予算づけをさせていただきたいと。いうことでご理解いた

だければありがたいと思います。 

○議長（秋山貢君） 

８番 長澤健君 

○８番議員（長澤健君） 

理解しました。ありがとうございます。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

児童館に関わる部分ですけども。まず１７９ページをお願いします。民生費の児童センター

の部分ですけども。今、事業費に１億７千万円、これ合併特例債の部分を削って、県の振興資

金に。多分これは振り分けたという内容なんだと思うんですけれども。その点について、説明

をお願いします。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。当初、合併特例事業債を予定しておりましたけれども、

県が新たにリニア関連で県の振興資金という制度をつくっていただきました。これは充当率が

１００%で、なおかつ５０％県が見ていただけるという事業でございますので。こちらの方が

有利ということで判断をいたしまして、県の振興資金の方に振り替えをさせていただきました。

以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

県の充当率はいいという事で、振り替えたという事でよく分かりました、そこは。１８４ペー

ジ。これも児童館管理費ということで、付け替えなんです。財源更生ということで、まあなっ

てる訳ですけども。約２千万円を国庫支出金がついたという事なんでしょうし、残りを地方債

にしたと。で、この１千４８０万円は、地方債補正っていうか、向こうの方で載せてあるんで

分かるんですけど。その財源更正をしていった経緯、あるいは意味について、説明お願いしま

す。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君 
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○財務課長（齋藤靖君） 

まず地方債の部分につきましては、全体の事業費から換算しまして、当初１億７千万円を予

定しておりましたけれども。全体の事業費が伸びたという事で、その分を借りるという事で、

１億８，４００万円という事で、その差額がここに、１，４８０万円というような事の計上で

ございます。なおかつ、国の補助金もつくようになりましたから、国の補助金が５７７万９千

円ということで。これ合計で、一般財源とのやり繰りということで、一般財源を２千５７９千

円削ったというところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

１０番 齊藤欽也君 

○１０番議員（齊藤欽也君） 

了解しました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 市川敦子さん 

○９番議員（市川敦子さん） 

教育費の、ページが１９０ページぐらいですか。教育総務費の旧増穂西小学校の塗装工事の

返還金の件ですけども。返還するお金は、これだけだということで分かります。理由もわかり

ます。ただ全体は、大体これは幾ら位かかっていて、その内の補助金が幾ら位かかって、その

うちこれだけ返すと。いうような詳細が分かりましたらお願いしたいです。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

ただ今の市川議員のご質問にお答えをいたします。この交付金は、地域活性化きめ細かな臨

時交付金というものを、平成２３年度に使っております。国庫補助額としまして３２０万円で、

経過年数がですね、２３年から３年間経過しておりまして。国の制度上、処分の制限期間とい

うものが２２年の事業でございました。ということで、残存年数が１９年ということで、国庫

補助３２０万円に対しまして、１９年分を返還するということで。今回補正に計上した額となっ

たということでございます。以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川敦子さん 

○９番議員（市川敦子さん） 

そうするとこれは１００%、国庫補助金の３２０万円ということで、いいという事ですよね。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

国から支援をいただきました３２０万円に対しまして、お返しするものであります。以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川敦子さん 

○９番議員（市川敦子さん） 
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これ数えてもらいたくないんですけど。私は、全体で塗装がどのくらいかかったんですか。

その中の負担金はどのくらいであって、その部分で幾らお返しになるんですかって、さっき聞

いたんで、今の返答は数えないでください。 

○議長（秋山貢君） 

教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

今ここに資料をもってませんので、後刻お知らせをいたします。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川敦子さん 

○９番議員（市川敦子さん） 

平成２３年のこの事業だったという事だと思うんですが。今、えっていうふうに思ったんで

すけども。２２年間の返済期間で３２０万円で１９年間余ってますと。こういう木造で、それ

だけの期間は、もたないだろうと思うようなものに対して、こういう使い方がいいのかどうか。

返還しなきゃならない予定になるだろうなと、当然思うじゃないですか。私の考え方がおかし

ければ、そこで指摘してもらいたいんですが。そういうところでまあ、国のお金が出るからと

いうのは構わないんですが。そのいずれ木造で、２２年もたないようなものに対して、そうい

うお金を国から使うっていうことに対する違和感がちょっとあるんですが。ちょっとよく分か

らないんですが、もし考え方がおかしければ言っていただきたい。お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

お答えいたします。国の補助金には、当然補助要綱なりいろいろ規則の中からいただいてく

るんですが。その裏に、補助金適化法というのがありまして、適正化法ですね。そして、その

中に、木造でこうであろうが鉄筋であろうが、塗装でいただいてますから。塗装した場合には、

２２年間残存期間が残ってしまうと。今回うちは、西小をそのままにしておけば、２２年間も

ち続ければ、もうその３２０万円はお返ししなくていい訳ですが。他所に渡してしまうという

事から、いただいた補助金の分を返さなきゃならん。おっしゃるとおり、我々も考えても、こ

れから２２年も、もつかもたないかというものに補助金をいただいた訳でありますけども。先

ほど言いましたように、補助金適化法とそして残存期間というものがすべて残ってます。道路

を造っても同じこと、橋を造っても同じことですが。中部の小学校をもし解体する。あれも補

助金を入れてありますから、そういうものにもお返しをしていかなきゃならんという事態が生

じてきます。現実と合っているかどうか分かりませんけども、国のそういった決まり事がある

もんですから。お金をお返ししなきゃならんということです。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川敦子さん 

○９番議員（市川敦子さん） 

３回になってしまうんですけども。ちょっとその感想というか、２２年のうちの１９年間と

いう事で返さなきゃならないというのは。そういうものだと言われればそうかもしれないんで

すが。あまりにも２２ひく１９という感じで考えると。ちょっとその補助金をいただくのも、

ちょっと安易な考え方になってしまっていたのかなというような感想です。以上です。 
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○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

タブレットで１８４ページ、衛生費の保健衛生総務費ですね。負担金のところで、６８１万

７千円の補正が出ております。説明を受けたときに、老健職員等の分だと、いわゆるサンビュー

さんの、サンビューさんとか市川にも老健がありますけども。その分だという説明は受けまし

たけども。この負担金というのは、当初決まってて、どうしてこの６００万円増えたか。とい

う事が分かれば教えていたさきたい。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

ただ今のご質問にお答えいたします。補正予算の説明のときにもお話をさせていただきまし

たが。交付税の算定に、新たに老健施設職員の共済費も加わったということでございまして。

当初の時点ではこの算定に加わってなかったと。現在途中で加わったために、この６８１万７千

円増えるということで。今回、負担金として峡南医療センター企業団の方へ支出をするという

ところでございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

これはあれですか、共済費のプラスにしろマイナスにしろ、医療センターの中でのやり繰り

になるんじゃないですかね。法制度が変わって、これだけ追加になったという事で、両町がい

きなり負担する。何か改正があると、両町が負担するという事なんでしょうかね。 

○議長（秋山貢君） 

財務課長 齋藤靖君 

○財務課長（齋藤靖君） 

こちらの交付税の部分でございますから、当然交付税としても交付税の算入の中で、これも

増えて入ってくるという見込みでございます。従いまして、交付税の算定の中で、新たにその

峡南医療センター企業団が、この拠出年金ですとか児童手当の部分を支出している分がその交

付税対象になったということで。今回、増額の負担をするという意味合いになります。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

理解しました。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１８号から議案第２４号までの質疑を終わります 

これから、議案第１８号から議案第２４号まで一括して討論を行います。 
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討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１８号から議案第２４号までの討論を終わります 

これから、議案第１８号から議案第２４号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第１８号から議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

途中ですがここで暫時休憩といたします。 

午前１１時００分 

午前１１時０７分 

○議長（秋山貢君） 

     休憩を解いて議事を再開します。 

日程第２８ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第２９ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３１ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第３２ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３４ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３９ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第４２ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第４３ 議案第４０号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３０年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

本案は、特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

これから、議案第２５号から議案第４０号まで一括して質疑を行います 

質疑はありませんか。 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

大綱ということなんで。タブレットの３７７ページですね。工事請負費のリニア工事用道路

整備工事２億円ですが。全協の説明では２億円全額ＪＲ東海に負担だよという事ですが。規模
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とね工期について、お話出なかったと思うんで。ちょっと確認お願いします。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○１４番議員（齊藤正行君） 

議長、休憩動議。 

○議長（秋山貢君） 

暫時休憩いたします。 

午前１１時１１分 

午前１１時１２分 

○議長（秋山貢君） 

休憩を解いて議事を再開します。 

今の質問は、付託した特別委員会で議論していただければ十分可能なので、今の発言は撤回

してください。 

○３番議員（川口正満君） 

はい分かりました。撤回します。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第２５号から議案第４０号までの質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４４ 議案第４１号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第４５ 議案第４２号 富士川町児童センター建築主体工事請負契約の締結について 

以上の２議案は契約変更案件および契約案件ですので、一括して議題とします。 

これから、議案第４１号及び議案第４２号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第４１号及び議案第４２号の質疑を終わります。 

これから、議案第４１号及び議案第４２号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第４１号及び議案第４２号の討論を終わります。 

これから、議案第４１号及び議案第４２号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 
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したがって、議案第４１号及び議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４６ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を議題とします。 

これから、議案第４６号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第４６号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４７ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 

を議題とします。 

これから、認定第１号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

道路認定という事が、私あまりよく理解できてないんで、説明をお願いしたいんですけれど

も。まずあの道路認定されると。私有地に工作物とか木を植える、あるいは銀行から住宅ロー

ンを借りて抵当権を設定するということができないと、いうふうになっております。先に認定

すると住民の方が困るということはないんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

ただ今の質問にお答えします。道路認定は、あくまでもそれぞれ道路事業を行うときに、道

路認定しなければ、町道認定しなければ町道としての整備が出来ないということで。起終点の

認定だけをしております。例えば、今の、今度のリニアの関係の起終点で、何番地から何番地

ということで。それから大まかな路線で整備してますので、個人のうちのここを通るという、

はっきりした認定はしておりません。今言ったように都市計画街路で、ある程度都市計画決定

された路線で、５千分の１の中の地図に線引きした都市計画路線の道路認定なりますと。ある

程度私有地に、計画路線というおおむねの路線が入ってきますから、先ほど言われたような、

その部分に関しましては、そういう抵当権とかそういうのが設定できないという事になります

けども。今の町道認定は１万分の１の程度。都市計画路線ではございませんので。そこにただ

線を引いただけですので、それぞれ個人の土地のどこに入るということは、定めてございませ

ん。今から道路をつくって、供用開始を行なってきますと、供用開始の告示しますと、はっき

りと道路の位置がわかります。その時はすでに、個人の用地を取得してありますので、その分

はあくまでも富士川町という名義の中で、供用開始を告示しますので。そういう事になってお

ります、以上でございます。 

○議長（秋山貢君） 
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４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

ちょっとその５千分の１とか、１万分の１とか差が分からなかったんで、少しは理解できま

した。でそうすると、ただ線を引いたというだけの理解でいいんでしょうか。それとも当初は

JR 東海が買う４メートルの。片側で言いますと、４メートルの他に２．５ｍを買収して６．

５メートルの道路をつくるという、まあ町長提案があるわけですけども。先に線を引くという

事は、それを議会が承認したというような事にはならないんでしょうかね。その６．５メート

ル引いた。まだ、その調査費は認められてるにしても。その２番目の質問として、何で今なの

か。もっと後でもいいのかなとも、素人的には思うんですけども。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

一般質問の時もお答えしましたように。道路事業をしていくには、道路認定を行って道路を

していく訳なんですけども。これから用地買収とかしていくためには、それぞれのあの租税の

特例を受けるためには、道路認定をして、それを税務署に届け出なければならないという事の

中で、道路認定していくわけなんですけども。今言った、予定としては２．５ｍを買収になが

ら、６．５ｍで整備をしていきたいということですけれども。あくまでも道路認定の要件は、

起終点の告示で、起終点を定めるということの認定になってます。ここに出ていますあの認定

第１号は、あくまでも路線名と起点と終点ということで。補足説明として、これだけの延長で、

このぐらいの幅員なりますと言ってますけども。あくまでも道路の認定というものは、今言っ

た起終点を定めて認定するということになっております。先程も言いましたように、それぞれ

工事が終わった後に、告示をしなければならないときには、幅員が何メートルから何メートル、

延長何メートルですよって告示をしていくことになります。 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

再度確認しますけれども。国税に出すための起点と終点を表示するために、今回のこの提案

ということで。６．５ｍを議会が承認したということにはならない訳ですね。起点終点だけと

いう理解でいい訳ですか。幅６．５メートルという、片側６．５メートルという線引きですね。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

今回の認定は、あくまでも道路法の第８条２項による認定でございます。事業する時には認

定していくという事で。その補足説明として、あの富士川町の方針としては、２．５ｍを買っ

て６．５ｍで整備していくということの中の、一つの道路として道路認定という事で出してお

ります。以上です 

○議長（秋山貢君） 

４番 青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

ちょっとまだ完全に理解出来ないですけども。終わります。 
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○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

同じ項目でそのが。一般質問でも、答弁もらったんですけども。この今回の道路認定の目的

はですね、社会資本整備事業の補助金を得るためと。そういうことで説明を受けましたが、そ

の財源を確保する、手続の前提としてですね。町は側道について何回も何回も説明するという

ことを言われてるんですけども。また町民に対して、先ほどの起点終点だけでなくて、全体に

ついての説明不足かと思うんですが。その点につきましてですね、どのように説明していくの

か。ここがやはり町民にとってですね、非常に関心事なんで、大事なポイントなんでお願いし

ます。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

側道についての説明につきましては、何回もそれぞれの地区、地域で説明をしてきておりま

す。また、去年もあの、それぞれ各組ごとに小林の方では説明をしてきまして、その辺で納得

はしていただけたとは、小林区につきましては、それぞれ意見が出ていませんので、納得して

いただいたのかなと思います。これからも、今言ったように、側道につきまして今詳細設計し

てますので。それが出ましたところで、またそれぞれの地区へ周って、説明をまたしていくと

いうことになってます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

今回はその認定についての必要性とかですね、目的についてちょっと質問だと思うんですが。

その認定の必要性。今、青栁議員もですね、今必要なのかなという質問が出ましたが。１３億

円かかる事業について、特に小林の人たちは、要らんだろうという声もかなり多い。そこをで

すね、あの、町の受け止めが違うんじゃないのかという事ですね。ここも、町が必要としてい

る考え方。町民、住民がですね考えている必要性について。ちょっとかなり、まだまだ差があ

るんで。そこの丁寧な説明をですね、町長どのようにですね、しながらですね、認定について

もあるいは道路の工事も必要だよ。そこのところが、丁寧な説明が必要だよと思いますが、お

願いします。 

○議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

路線を定めていくのは、当然、社会資本整備等交付金を活用する。それとまたもう一つは、

その地域の土地をこれから購入させていただく皆さんの、税制優遇措置を税務署と協議をしな

きゃならない。という二つのあれから、路線を認定していただくわけであります。 

各地域の説明はこれまでもやってきまして。私共は、地域の皆さんからご了解はいただいて

いると思ってます。そしてまたこれから測量費を予算化されております。すでに予算化されて

る部分がありまして、そういうところは各地権者の皆さんに、測量に入る時には当然説明をし
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ていかなきゃなりませんから。そういう人たちからも、今のところ特に反対の意見もいただい

ておりませんので。地権者の皆さんも、理解をしていただいていると思っております、以上で

す。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

議会ではですね、今回の認定に関しても、町民に対しては丁寧に説明、分かるように説明が

必要ですけれども。一般質問でリニアの関連、体育館と児童館についての、ＪＲ東海からのね

補助金というのは出ましたけど。まだ側道についてはですね、１３億円の内どうなんだと。ま

さか起債しながらですね、町民の血税を、今後後世の人が負担していくとか。そこの点につい

ての説明はなかったと思いますが。JR 東海はどのくらい負担するのか。 

○議長（秋山貢君） 

     町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

昨年の２月の広報で、もう住民の皆さんにお伝えしてありますけども。土地は、町道ですか

ら町の土地になります。そのうちのリニアの土地は無償で借りる予定でいますが。これから取

得する平均２．５ｍになると思いますけども、そこは町の財産になりますんで、町が取得をし

ていきます。当然財源は、いろんな交付税バックがある財源を使いながら、取得をしていきま

す。で取得をした後に、１０年後、多分１０年後になると思いますけども、そのところに今度、

道路を整備していくという計画でおります。先ほどもお話ししましたけれども、当然、住民の

皆さん、特に地権者の皆さんのご了解をいただかなければ、測量も出来ませんし、用地取得も

出来ません。測量に同意をしていただいた皆さんは、必要性を感じて、了解をしていただいて

るもんと思っておりますんで、地区の説明会というよりも、これからは、本当に個々の説明に

入っていく。 

それと、今言った１３億円は、あくまでもつかみの予算で、数字でありますけども。そこに

は用地取得の部分、そしてまた工事の部分は JR さんとうちで重なる部分も出てくると思いま

す。うちがその用地を買うことによって補償費も出てくると思います。今まで、４メートルと

言いますか、２１．６ｍの幅だとうちは当たらなかった。でも今度側道にするために、軒がさ

わってしまうというふうのもあります。それを補償をどっちがするかは、JR と今詰めている

とこであります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

町長に丁寧に説明いただいた訳ですけども。是非ですね、今後とも町と町民に負担が発生し

ないようにですね、丁寧に説明会をしながら、理解と協力を求めていければと。いうふうに願っ

ています。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 
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すいません。今の側道のところでお願いしたいです。確認したいんですけれども、４ｍでし

たっけ、片道４ｍのところは、リニアの方の緩衝地帯という事ですよね。そこをまあ、うちの

方で歩道というか、歩道じゃないですね、割り増してそこを買いますという事ですよね。一つ

の質問は、先ほどの、認定だから、よその土地ですよね道路、道路４メートルはリニア、JR

の土地ですよね。その JR の土地にはじを付けて道路にするということで。それにでも認定と

いう事は出来るという事ですか。要するに町道という事ではないという事で、町道になるんで

すか。町道認定なんですか、それって。よその土地でも町道なんて出来るという事ですか。す

みません、ど素人で申し訳ない。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

道路認定というものは、計画予定路線でありますので、これから町がこういうふに整備して

いくという事の予定路線の認定になります。供用開始と、供用開始の告示と、今言ったように、

道路認定というのは、これから事業でやっていくのに、計画的にここを通るということであれ

ば、まず予定路線を認定するという事になります。だから、それがＪＲの土地であろうと個人

の土地であろうと、そういうところは認定できる事になります。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

９番 市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

先ほど、組を周って説明をしてますと。町長の答弁ですと、了解を得ているというふうに思っ

ています、という事なんですが。私も説明会に行かしていただいた時に、大分側道に対しては

ですね、本当に必要なのかどうかという事が、まだ納得できていない方たちが小林の中にも大

勢いたという印象だったんですね。でそれが変わってきたっていう事であれば、それは、そう

いう事なんだろうなと思うんですが。 

前にもそうだったんですが、この認定をすることで、側道ありきというようなお話になるの

かっていうのが、ちょっと心配というのは。前にですね、詳細設計をしますと。設計をします、

で詳細設計に移りますと言ったときに、私たち、私が質問した答弁の中では、設計をしないと

何処にどんなようにぶつかるか分からないから、設計は必要なんですと、いう事でやりますと

いう事だったんで。まっそれはそうでしょうと思って了承しました。ところが、その後、側道

ありきみたいな話にすり変わっていたっていうように私は受け止めてしまったんですね。で、

そういう事であるならば、どうなんだろうという疑問があって。今のお話ですと、そのどこの

家のところにどんなふうにかかるか分からない。それが、例えば側道をつけることによって、

自分の土地が、軒下まで来ちゃうのかもしれない。でも側道がなければ、ただ４メートルだけ

だったら庭が全然とられなかった。というようなところも、詳細設計をしないと分からない。

分からないからという事で私はOKですという返事をしたんですけれども。そこら辺の部分と

いうのが、側道を造るというのが前提になってるような形で今、認定を取りますよっていうお

話で受けとめていいんでしょうか。それはそれ、別ですっていうことで、認定を今回出してい

ますて事でいいんでしょうか。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 
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○土木整備課長（細野幸男君） 

道路事業を行うということの中で、認定を行なってます。今言った、側道事業が道路事業で

すので、側道をつくっていくという事の中で、道路認定を行なっております。 

○議長（秋山貢君） 

     ９番 市川淳子さん 

○９番議員（市川淳子さん） 

はい、じゃ確認します。側道はつくるという事は、決定ということで認定をすると。認定の

手続きに入りますという事で理解していいですか。 

○議長（秋山貢君） 

土木整備課長 細野幸男君 

○土木整備課長（細野幸男君） 

社会資本整備事業を行って整備していくということの中で、道路認定を行なってます。答え

になったかどうか。社会資本総合整備事業の中で、国庫補助、交付金事業を取り入れていく中

で道路認定事業をしていかなきゃならないので、それぞれ側道整備という道路事業をするにあ

たって、認定を行なっております。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、認定第１号の質疑を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会とします。 

起立願います。「相互に礼」ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３４分 
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平成３０年第１回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成３０年３月１５日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第７号）） 

日程第 ３ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富

士川町一般会計補正予算（第８号）） 

日程第 ４ 議案第 １号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ２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 ３号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第 ７ 議案第 ４号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ５号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ９ 議案第 ６号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ７号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１１ 議案第 ８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１２ 議案第 ９号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する 

条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条

例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１７ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１８ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正す 
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る条例について 

日程第１９ 議案第１６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２０ 議案第１７号 不動産の譲与について 

日程第２１ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第２２ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２３ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２４ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２７ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計 

予算 

日程第３１ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３２ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林 

保護財産区特別会計予算 

日程第３３ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計 

予算 

日程第３５ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３６ 議案第４０号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３７ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第３８ 認定第 １号 富士川町道路線の認定について 

日程第３９ 議案第４４号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を       

求めることについて 

日程第４０ 同意第 １号 富士川町教育委員会教育長の任命につき議会の同意を 

求めることについて 

日程第４１ 発委第 １号 富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条      

例の一部を改正する条例について 

日程第４２ 発委第 ２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第４３ 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４４ 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４５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山   勇 

           ７番  鮫 田 洋 平 ８番  長 澤   健 

９番  市 川 淳 子       １０番  齊 藤 欽 也 

１１番  井 上 光 三       １２番  神 田   智 

１３番  小 林   進       １４番  齊 藤 正 行 

１５番  秋 山   貢 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

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

教 育 長 川 手 貞 良  政 策 秘 書 課 長 野 中 正 人   

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

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

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

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

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

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

                生 涯 学 習 課 長  早 川  竜 一  

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 山 田  直 

書    記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

 

○議長（秋山貢君） 

本日は、第１回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には、大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、本会議、委員会にと慎重にご審議をいただきました第１回定例会も、本日が最終日と

なりますが、ご審議の程、よろしくお願いします。 

     ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平成３０年

第１回富士川町議会定例会４日目の会議を開きます 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第１ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

     議長から報告します。 

     本日の議事日程は、配布したとおりです。なお、本日追加案として、人権擁護委員人事案１件

及び教育委員会教育長人事案１件、発委案２件、閉会中の継続調査申出書３件が提案されてい

ます。よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 

ここで教育総務課長より、３日目の会議で答弁保留となっておりました、市川淳子議員の平

成２９年度富士川町一般会計補正予算（第９号）の質疑に対し、答弁の申し出がありましたの

で、これを許します。 

教育総務課長 秋山佳史君 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

今定例会３日目の質疑で市川議員から、平成２９年度一般会計補正予算第９号の旧増穂西小

塗装工事返還金についての質問の中で、旧増穂西小学校塗装工事の事業費についての答弁が保

留となっておりましたので、お答えをいたします。旧増穂西小学校塗装工事費は３７８万円で

ございます。以上です。 

○議長（秋山貢君） 

以上で、諸般の報告を終わります。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第７号）） 

日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町一般会計

補正予算（第８号）） 

以上の２議案は、専決処分の承認案でありますので、一括して議題とします。 

これから、承認第１号および承認第２号を、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、承認第一号および承認第二号の討論を終わります。 
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これから、承認第１号および承認第２号を一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、承認第１号および承認第２号は、原案のとおり承認されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４ 議案第１号 富士川町指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてを議題とします。 

本、条例制定案は、去る、３月６日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました。 

議案第１号について、委員長の報告を求めます。 

７番 鮫田洋平君 

○７番議員（鮫田洋平君） 

―――――委員会審査報告書の朗読――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

鮫田委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、議案第一号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

「質疑なし」と認めます。 

以上をもって、議案第一号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

鮫田委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。   

これから、議案第一号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第一号の討論を終わります。 

これから、議案第一号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１号に対する委員長の報告は「可決」とするものです。 

委員長報告のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第１号は、委員長報告のとおり｢可決｣されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第５  議案第２ 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３ 号 富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて 

日程第７  議案第４ 号 富士川町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第８  議案第５ 号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

日程第９  議案第６ 号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第７ 号 富士川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第８ 号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第９ 号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１０号 富士川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１１号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１２号 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１３号 富士川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１４号 富士川町病後児保育の実施に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１８ 議案第１５号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１９ 議案第１６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 

以上の１５議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第２号から議案第１６号まで、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第２号から議案第１６号までの討論を終わります。 

これから、議案第２号から議案第１６号までを一括して採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第２号から議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２０ 議案第１７号 不動産の譲与について 

を議題とします。 

これから、議案第１７号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第１７号の討論を終わります。 
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これから、議案第１７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第２１ 議案第２５号 平成３０年度富士川町一般会計予算 

日程第２２ 議案第２６号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２３ 議案第２７号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２４ 議案第２８号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２９号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第３０号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２７ 議案第３１号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第３３号 平成３０年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３４号 平成３０年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３５号 平成３０年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３２ 議案第３６号 平成３０年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区 

特別会計予算 

日程第３３ 議案第３７号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３８号 平成３０年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第３５ 議案第３９号 平成３０年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 

日程第３６ 議案第４０号 平成３０年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３０年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 

なお、本予算案につきましては、去る６日の本会議で予算特別委員会へ付託しました。議案

第２５号から議案第４０号について、予算特別委員長の報告を求めます。 

     １２番 神田智君 

○１２番議員（神田智君） 

――――― 委員会審査報告書の朗読 ――――― 

○議長（秋山貢君） 

神田委員長、しばらくお待ちください。 

以上で、予算特別委員長の報告が終わりました。 

     お諮りします。予算特別委員長の報告に対する質疑は省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、予算特別委員長の報告に対する質疑は省略します。 

神田委員長、ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 
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これから、議案第２５号から議案第４０号までを、一括して討論を行います 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第２５号から議案第４０号までの討論を終わります。 

これから、議案第２５号から議案第４０号までを採決します。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 

お諮りします。 

本案は、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、議案第２５号から議案第４０号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３７ 議案第４３号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を議題とします。 

これから、議案第４３号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

（ な し ） 

「討論なし」と認めます。 

以上をもって、議案第４３号の討論を終わります。 

これから、議案第４３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第４３号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３８ 認定第１号 富士川町道路線の認定について 

     を議題とします。 

これから、認定第１号の討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

     ３番 川口正満君 

○３番議員（川口正満君） 

     認定第１号側道路線の認定について反対する立場で意見申し上げます。６日の質疑において、

「小林区では２９年に、納得をしていただいた」との当局の発言があり、これは聞き逃せない

という状況について議員も初めて聞かされたと。区民や町民には情報共有されていないと思い

ます。細野課長に聞いたところ、東、西、竹重地区で説明会を２９年１回行ったと。その前年
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の１１月２２日の小林区の側道説明会では、町長も説明されましたが、区民から疑問、反対、

批判の声がかなり強かったと。本日道路線の認定に際して、当時の地元民の声も紹介しながら、

目的と必要性、費用の観点について町民の意見を代弁して反対いたします。 

１点目。今、道路認定の目的は、社会資本整備事業の補助金を得るためと説明されました。 

財源確保をしようという前に、道路認定の目的についても、町民が十分理解して納得すること

が必要です。議員の質問を受けて、「起終点の設定のみを行う告示となる、個人の所有、使用に

は差し障りない」との説明があった訳ですが、住民は、「道路認定とは何。両側に６．５ｍ道路

を造るために補助金を得る認定なんて聞いてないよ」という意見もあるでしょう。住民が丁寧

な説明を得て、理解できて、合意できることが先決であり、議会が先行して、住民の声を十分

聴かずに、認定には賛否を表わすのは早計であります。 

２点目。道路認定の手続きが今、必要なのか。国や県から補助を得るために道路認定の必要

性について、認定が必要ならば、理解を求めて、町民が必要性を合意できる手順を踏むべきで

す。２８年の説明会に参加していない議員がほとんどの中で、道路認定の必要性に関連して、

町長は、「側道の工事はリニア完成後の１０年後」と述べた。町長、よろしいでしょうか。であ

れば、十分な期間があるので説明会で理解を得てからの、認定手続きでよろしいのではないで

しょうか。また、その時町長は、「説明しながら前に進めたい」、「３つの区で必要でないとすれ

ば、つくらない」とも述べました。しかし、区民や町民は側道の必要性について、疑問視して

いるので、理解を得るよう説明会を重ねるべきです。説明会である区民は、「３か月前に利用者

数など費用対便益を検討するよう要求したが、まだしていなのか」と強く批判されました。 

地元の説明会では、側道の費用対便益について説明されましたか。すべての事業において、

構想の段階、基本計画の段階、実施計画の各段階で、費用対便益の定性的な説明でよいので、

概算の説明があるべきですが、町民の理解をまだ得ていない状況です。 

３点目。町道認定に際して、町道の業費費１３億円の内、町民が６．５億円を負担すること

を重く考えるべきです。道路認定の手続きの前に、側道に係る町民の負担について丁寧に説明

するべきです。広報の本年２月号では、国県支出金が６．５億円。この財源も国や我々町民の

負担する血税です。町民は地方債によりさらに直接６．５億円を、今後若い世代が負担してい

くと。地方債の負担については道路をほとんど使わないと思われる鰍沢や青柳区民も負担する

んです。２８年度の説明会で区民は「公道を使っている補償に対して、ＪＲ東海が補償するこ

とを最初に明確に説明するべきだ」、また「組に入っていない方も多く、心配している人が多い

ので、町は根気よく公聴するように安全対策を第一にしてほしいと。側道には反対だと。」と意

見されました。このように区民、町民の意見が今町道認定するには早く、理解が進んでいない。

町は「住民目線で、住民に寄り添って」と述べていますが、側道とその道路認定の必要性につ

いて、本気で沿線住民だけでなく、町民にも負担が生じるので、説明を行う機会をもってから、

前に進めるよう訴えて、本議案には反対します。議員各位にもご賛同をいただけると願ってお

ります。 

○議長（秋山貢君） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

１４番 齊藤正行君 

○１４番議員（齊藤正行君） 

     原案に賛成の立場で一言申し上げます。先日も、一般質問の中で、細野課長の答弁にあった
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と思うんですけども、土地所有者が税制上の優遇措置を受けられるよう税務署との事前協議が

必要になる。そのためには町道認定は必要だという説明がありました。私もそうだと思います。

これは本当に地権者にとっては、非常に大事なことであって、地権者が財産を失う部分におい

ては、しっかりした税制措置も必要だと思ってます。それから、今２８年の説明ではという話

がありました。私もあの、私の記憶の中で２７年の９月あるいは１２月、２８年の８月、９月、

１１月。また、２９年の１１月には、小林の区を三つに分けて説明会をしていただきました。

確かに、当初の２７年、２８年のときには疑問の意見もありました。しかし、この２９年の１１月、

小林の中を３つに分けて説明会をしたときには、これといった反対の意見はなかった。そうい

うふうに承知しております。その反対の意見はなかったということについては、特に今小林の

場合には、土地はとられるということは非常に残念なことだと思うわけですけども。まず、緩

衝帯を広くとってほしいというのが、意見だと思います。JR 東海がその管理地にフェンスを

立てられることになると、非常にへ閉塞感や圧迫感を感じる訳です。しかし、その横に道路が

出るということになれば、それだけ緩衝帯は広くとれて、地元の人たちにとっては、圧迫はな

くなるんだろうと。そんなふうに思っております。そういうことの中で、私はしっかり社会資

本整備総合交付金事業、国庫補助金をうまく使う中で、進めていただきたい。そんなふうに思っ

ております。以上のことから原案に賛成をいたします。 

○議長（秋山貢君） 

ほかに、討論はありませんか。 

（なし） 

討論なしと認めます。 

     以上をもって、認定第１号の討論を終わります。 

これから、認定第１号を採決します。 

本案は起立によって採決します。 

お諮りします。本案を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。ご着席ください。(賛成者起立９名) 

したがって、認定第１号は、原案のとおり認定されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第３９ 議案第４４号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

について 

を議題とします。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村 学 君 

○町長（志村学） 

     ――――― 議案の提案理由説明 ――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

この議案については、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。 
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したがって、議案第４４号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第３９ 議案第４４号を採決します。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり適任とすることに、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４４号は原案のとおり適任とすることに決定しました 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４０ 同意第１号 富士川町教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることに 

ついて 

を議題とします。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村 学 君 

○町長（志村学） 

     ――――― 議案の提案理由説明 ――――― 

○議長（秋山貢君） 

以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

この議案については、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、同意第１号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第４０ 同意第１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、同意第１号は原案のとおり同意とすることに決定しました。 

ただいま、同意のありました野中正人君が議場におられますので、あいさつを演壇でお願い

します。 

政策秘書課長 野中正人君 

○政策秘書課長（野中正人君） 

貴重な時間をいただき、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。ただいまは議員各位の

同意をいただき、川手教育長の後任として御推挙をいただきました。まことにありがとうござ

いました。身に余る光栄であるともに、責任の重大さに身が引き締まる思いであります。町の

教育行政は、これから大規模な、各種施設整備事業が控えているとともに、学校教育では少子

化による児童生徒数の減少、新学習指導要領への対応、教職員の労働時間問題など多岐にわた

る課題が山積しているところでありますが、町づくりは未来を担う子供たちへの教育からを一

つのテーマに掲げ、私なりに精いっぱい頑張っていく所存であります。議員の皆様には今後と

も変わらぬご指導、ご鞭撻をお願い申し上げあいさつとさせていただきます。ありがとうござ
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いました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４１ 発委第１号 富士川町議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第４２ 発委第２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する 

条例について 

     以上の２議案は、発委案でありますので、一括して議題とします。 

発委第１号および発委第２号の提出者の説明を求めます。 

１４番 斉藤正行君 

○１４番議員（斉藤正行君） 

     ――――― 発委第１号提案理由朗読説明 ――――― 

詳細説明をさせていただきます。町議会議員の報酬の額について、全国類似団体の議員報酬

平均額の水準に、引き上げるため、所用の改正をお願いするものです。改正の内容について、

その概要を申し上げます。 

新旧対照表をご覧ください。議員の報酬月額を改めるものです。議長につきましては、２３０，

０００円を２９５，０００円に、副議長は、１８０，０００円を２４０，０００円に、常任委

員長及び議会運営委員長につきましては、１６４，０００円を２２８，０００円に、その他の

議員につきましては、１５８，０００円を２２０，０００円と改定するものです。なお、改正

条例の施行は平成３０年４月２５日とし、改選後の議員からとなります。 

現在の地方を取巻く環境は厳しく、人口減少、超高齢化という大きな課題に直面しています。

地方議会は、住民に開かれた議会、住民参加を推進する中で、議会に与えられた大きな権限と

役割を最大限に発揮することが求められています。しかしながら、平成２６年４月の富士川町

議会議員選挙は無投票改選という結果でした。これは町行政や議会に対する町民の皆さんの関

心や問題意識、参加意識が弱まっている現れであり、地方議会の議員のなり手不足による無投

票当選や定数割れは全国的にも深刻な問題となっています。 

この間、富士川町議会は、若い世代が議員になっても、生活設計が出来る環境を整えること

が、なり手不足の解消につながり、意欲のある人誰もがまちづくりに参画出来る事を願って、

報酬の引き上げを検討して参りました。また、富士川町議会は、議会の活性化、町民に開かれ

た議会を目指し、次期選挙からの定員の削減、休日議会の開催、議会基本条例の制定などの議

会改革に取り組んで参りました。 

地方創生の鍵となるのは、地域活性化につながる自立した施策であり、二元代表制の下、緊

張関係を保ちながらより良いまちづくりをしていくことが必要です。富士川町議会は、発足後

８年を経過し、今年４月の改選を前に、今後、議会が町民の負託に応えていくために、議会や

議員の活動環境の整備が必要と考えます。 

議会では、昨年４回の住民懇談会において、住民の皆さんのご意見を伺い、１０月２７日に

町に議員報酬見直しの要望書を提出しました。その後、特別職報酬等審議会にも諮られ、答申

もいただいたところです。 

     以上、概要説明とします。よろしくお願いします。 

      



 

１１３ 
 

――――― 発委第２号提案理由朗読説明 ――――― 

詳細説明をさせていただきます。富士川町議会では、平成２７年度より政務活動費を交付し

運用しておりますが、議員報酬の改定と合わせ、政務活動費の見直しについても検討してきま

した。今回の改正の内容について、その概要を申し上げます。 

新旧対照表をご覧ください。政務活動費の支給額をについて、年額９万円を年額３万円とし、

支給方法を一括前払いだったものを請求に応じて後払いとするものです。 

     これまで議員間の議論の中では、議員報酬を引き上げるのであれば廃止しては、との意見も

ありましたが、政務活動費は、町政に関する調査研究その他に資するために必要な経費であり、

今後とも積極的な議員活動を行っていくために廃止すべきではない、との意見から、減額して

制度を継続していくとの判断に至ったものです。施行期日は平成３０年４月１日となります。 

     以上、概要説明とします。よろしくお願いします。 

（提出者 説明） 

○議長（秋山貢君） 

以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

斉藤委員長、その場で、しばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、発委第１号および発委第２号については、質疑と討論を省略します。 

斉藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、日程第４１ 発委第１号 富士川町議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、発委第１号は、原案のとおり可決されました。 

これから、日程第４２ 発委第２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を

改正する条例について を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、発委第２号は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（秋山貢君） 

日程第４３ 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４４ 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４５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の調査案でありますので、一括して議題とします。 



 

１１４ 
 

各委員長から会議規則第７５条の規定によって、配布しました申出書のとおり、閉会中の継

続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

○議長（秋山貢君） 

以上をもちまして、本定例会の議事日程は、全て終了しました。１４日間という長い会期で

はありましたが、議員各位には、慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会出来ます

ことを厚くお礼申し上げます。 

     また、町長以下、町の執行部の皆様においては、議案説明、答弁、委員会の出席にご協力い

ただき、ありがとうございました。平成３０年第１回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

散会 午前１０時４５分 
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