
 

 

 

平成３０年 

 

 

 

富士川町議会６月定例会会議録 

 

 

平成３０年 ６月１５日 開会 

平成３０年 ６月２５日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県富士川町議会  

 



 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 

 

 

富士川町議会６月定例会 

 

 

６月１５日 

 



 

1 

 

平成３０年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成３０年６月１５日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 １号 平成２９年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第 ５ 報告第 ２号 平成２９年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ６ 報告第 ３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計繰越明

許費の件 

日程第 ７ 報告第 ４号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出に

ついて 

日程第 ８ 報告第 ５号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の 

提出について 

日程第 ９ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税

条例等の一部を改正する条例） 

日程第１０ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都

市計画税条例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第１２ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）） 

日程第１３ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１４ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）） 

日程第１５ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

日程第１６ 議案第４６号 富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１７ 議案第４７号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号） 
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日程第１９ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２０ 議案第５０号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正

予算（第１号） 

日程第２１ 議案第５１号 第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策

定について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

３．欠席議員 

 

な   し 

 

４．会議録署名議員 

 

３番  笹 本 壽 彦       ４番  井 上 和 男 

 

 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 

会 計 管 理 者 永井たかね    政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 

財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     

税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    

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

子 育 て 支 援 課 長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀     

都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  土 木 整 備 課 長 内 田 一 志    

上 下 水 道 課 長 中 込 浩 司  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史     

生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 
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６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 早 川 竜 一 

書     記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（井上光三君）   

富士川町告示第２５号をもって招集されました平成３０年第２回富士川町議会定例

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

うございます。 

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平

成３０年第２回富士川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

気象庁は、６月６日「関東甲信地方が梅雨入りしたとみられる。」と、発表しました。

関東甲信地方の梅雨入りは、平年より２日、昨年より１日、いずれも早い梅雨入りとな

りました。６月は、梅雨前線が本州付近に停滞しやすく、平年以上に曇りや雨の日が多

く、雨量は平年並みか多いと予想され、７月になると太平洋高気圧の勢力はさらに強ま

り気温も高くなり、厳しい暑さとなる見込みと予想されています。梅雨期は大雨による

災害の発生しやすい時期でもあり、また、梅雨明け後の盛夏期に必要な農業用水等を蓄

える重要な時期でもあります。中山間地域を抱える本町にとっては、これから梅雨や台

風シーズンを迎え、大雨による土砂災害など自然災害に対する警戒をしていかなければ

なりません。 

さて、６月１２日に、史上初となる歴史的な米朝首脳会談が開催されました「朝鮮半

島の完全非核化」、「北朝鮮の安全を確約する」などの共同声明が発表され、安倍首相は、

会談で拉致問題が提起されたことなどを含め、一定の評価をするとともに、あらためて

日朝首脳会談への意欲を示したところであります。北東アジアの、真の平和と安全につ

ながることを願うものであります。 

町内に目を向けますと、４月１５日に富士川町長選挙及び、富士川町議会議員一般選

挙が執行され、町長選においては、志村町長が３選を果たし、町議会議員一般選挙は、

定数減となって初の選挙でありましたが、新たな１４名体制が決まったところでありま

す。 

今議会は、富士川町第３期の町議会議員として初めての定例会となり、議員各位にお

かれましては、身の引き締まる思いで議席に着かれているものと思います。これからの

４年間、活発な議論を展開し二元代表制の一翼を担い、町当局と一緒になって、「暮ら

しと自然が輝く交流の町」の実現に向けて、まい進して参りたいと思います。 

また、今定例会におきましては、多くの町民のみなさまに議会を傍聴していただく機

会としまして、明日１６日の土曜日に一般質問を行い、休日議会を開催することといた

しました。傍聴席に入れない場合を想定し、多くの方に議会の様子をご覧いただけます

よう、議場内にカメラを据え付けて、庁舎１階会議室にテレビモニターを設置いたしま

す。議員各位のご理解をお願い申し上げます。 

      なお、今定例会は、第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策定案件や、

平成３０年度補正予算などについて、審議をお願いすることとなります。総合計画は、
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今後８年間のまちづくりの最上位計画となるもので、まちづくりの基本理念と将来像を

示し、まちづくりの基本目標を定めるものであります。 

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

いさつといたします。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則 第１２０条の規定により、３番 笹本壽彦君及び４番 

井上和男君を指名します。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から２５日までの １１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２５日までの１１日間と決定いた

しました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第３ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程、説明員として、出席通知のありました者の職・氏名、及び監査委員

の出納検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。このほか議員各位

には、各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。本日は、

提案説明に留め、質疑につきましては、１８日の本会議で議事日程により、審議をお願

いします。以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

町長 志村学君。  

〇町長（志村学君） 

本日ここに、平成３０年６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私とも大変ご多忙の中を、全員の御出席を賜り、誠にありがと

うございます。 

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

厚く御礼を申し上げます。 

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

はじめに、去る５月８日、本町の名誉町民であります田中隼人氏が、８５歳でご逝去

されました。田中隼人氏は昭和５０年に、増穂町議会議員に当選し、以来６年５か月の

間、各種常任委員をはじめ、副議長を歴任され、昭和５６年には、増穂町教育委員会教

育長に就任し、自らの理念である「特色ある増穂教育」の推進に尽力されました。 

その後、昭和６２年、地域住民から推挙されて増穂町長に当選し、以来、平成１５年

まで、４期１６年の長きにわたり町政を担われ、この間、山梨県町村会常任理事を務め

られ、平成１２年から１年間は、山梨県町村会長として、県内町村の広域的課題の解決

に手腕を発揮されました。町長在職中は、保健・医療・福祉の一体化を目指す「福祉エ

リア構想」のもとに、まほらの湯や地域健康福祉センターを整備し、高齢者の介護問題

に、いち早く取り組みをされました。また、生活環境保全のための釜無川流域下水道浄

化センターの建設や「人づくり生きがいづくり」や舞台芸能の拠点として増穂町文化会

館を建設されました。 

これらの地方自治に捧げられたご功績に対して、平成１３年には、県政功績者として

知事表彰を、さらに平成１６年には、旭日小綬章を受章されました。こうした偉大な功

績と徳望に対し、平成２３年の町政施行１周年記念式典において、名誉町民の称号をお

贈りしたところであります。田中隼人氏の数々のご薫陶を生かして、富士川町の更なる

成長と発展に向けて、「暮らしと自然が輝く交流のまち」を目指して、まちづくりに邁

進することを、心から誓うものであり、田中隼人氏のご冥福を町民の皆さまとともに心

よりお祈り申し上げる次第であります。 

さて、我が国の経済状況を見ますと、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復

基調が続いており、設備投資や個人消費は、総じてみれば持ち直しの動きが続いている

とのことであります。一方、先行きにつきましても、雇用、所得環境の改善が続く中で、

緩やかに回復していくことが期待されるとしています。府は、デフレからの脱却を確実

なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくこととし、先般、経済

財政諮問会議を開き、経済財政運営と改革の基本方針（いわゆる骨太の方針）の原案を

まとめたところであります。原案では、外国人材の受け入れを拡大するための新たな在

留資格の創設や基礎的財政収支（プライマリーバランス）を２０２５年度に黒字化する

こと。明年１０月の消費税増税に伴う経済対策、２０２０年４月から実施としていた幼

児教育・保育の全面無償化を明年１０月に前倒し、などであります。 

また、地方財政では、地方自治体が自由に使える一般財源の総額については、「向こ

う３年間は本年度と実質的に同水準を確保する。」との方針を示しております。一般財

源は、地方税や国が自治体に配分する地方交付税などであり、２０１５年の骨太方針で

も、３年間一般財源の総額を同水準に維持する方針を示し、この間、交付税の大幅カッ

トは行われず、総額は６２兆円程度を維持してきたことから、明年度からの３年間も同

様に確保されるものと考えております。これまで、政府内には、景気回復を背景に自治

体財政が好転してきているとして、歳出抑制の意見もありましたが、全国町村会などが、

社会保障費や老朽化したインフラの維持管理費の増大による地方財政の総額確保を強
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く要望してきた成果であると考えております。 

一方、今回の原案では、地方行政の改革を進める方針も明記しており、行政コストを

削減するための自治体間の連携や基金残高や使途の公表の必要性も明記されておりま

す。今後、骨太方針を閣議決定し、今国会において関連法案の成立を図ることとしてお

りますが、人口が減少する中で、高齢化の進展に伴う社会保障費の膨張が見込まれてお

りますが、更なる経済の成長と実効性のある歳出削減や消費増税の円滑な実施など、財

政規律を維持しつつ、地方も実感できる経済環境の整備に期待をしているところであり

ます。 

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

て申し上げます。 

まず、第二次富士川町総合計画についてであります。本町の第二次総合計画は、第一

次計画の最終年度である平成２９年度から第二次計画の策定に着手し、地域の課題をワ

ークショップ形式により抽出する中で、総合計画審議会の審議・答申を経て、第二次富

士川町総合計画の基本構想、基本計画の案を定めたところであります。 

第二次計画の策定にあたっては、第一次計画と同様に、地域の課題を、「住民や地域

でできること」「住民や地域と行政で一緒にすること」「行政がすべきこと」に大別し、

人口減少時代に向けて、“住民と地域と行政との協働”をまちづくりの根幹と位置づけ

ております。具体的な取り組みは、住民や地域と行政の協働による「自助・近助・共助・

公助」をキーワードに、「みんなで考え、一緒に築くまちづくり」を方針に定め、計画

期間は、平成３０年度から平成３７年度までの８年間、将来像は、「暮らしと自然が輝

く 交流のまち」とし、その実現に向けた基本目標を６項目に分類したところでありま

す。 

６項目の基本目標は、 

１、住民や地域との協働を目指す「力をあわせ、ともに支え合うまちづくり」 

２、教育、生涯学習の充実に取り組む「豊かな人材と文化を育むまちづくり」 

３、保健、福祉、介護、子育て支援に取り組む「健やかで笑顔があふれるまちづく

り」 

４、防災、上下水道、環境保全に取り組む「安全・安心で生活の質が高いまちづく

り」 

５、農林業、商工業、観光振興に取り組む「力強い産業と魅力にあふれたまちづく

り」 

６、道路整備、公共交通の充実に取り組む「活力を生み出す都市基盤が整ったまち

づくり」 

の６項目であります。総合計画は、富士川町のまちづくりにおける最上位計画に位置付

けており、今後、８年間の本町のまちづくりの羅針盤となるものであります。 

次に、リニア中央新幹線についてであります。まず、穂積区仙洞田地区に整備するリ

ニア工事用道路につきましては、狩宿から早川町に向けて掘削する第４南巨摩トンネル

東工区の掘削土は、仙洞田地区に整備する変電施設、保守基地の造成に使用するため、
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その搬出用道路として、仙洞田の集落内の道路幅員の狭い区間を迂回道路として新設し、

集落をはずれた地点から第４南巨摩トンネル東工区の工事現場までの町道を拡幅する

ものであります。この工事用道路は、幅員が７．６６ｍで、新設区間は集落の東側２９

７ｍ、拡幅区間は新設道路と合流した現道の ２３４ｍで、計画総延長は５３１ｍであ

ります。 

この工事費用として、当初予算に工事費を２億円計上したところですが、先般、ＪＲ

東海より図面等とともに概算工事費として、物件調査費、工事費及び補償・補填費が３

億 ８，５００万円の提示を受けましたので、当初予算との差額、１億８，５００万円

を今定例会に計上したところであります。なお、この費用につきましては、リニア建設

に要する工事であるため、全額ＪＲ東海の負担であります。 

次に、町営殿原団地移転補償と解体についてであります。リニア中央新幹線建設工事

に伴い移転が必要となる最勝寺地内の町営殿原団地のＨ棟とＫ棟につきましては、５世

帯が入居しておりましたが、平成２９年１０月に、ＪＲ東海と入居者との間で借家人移

転補償契約が締結され、昨年の１２月までに全世帯の退居が完了したところであります。 

この町営殿原団地については、土地が国からの借地でありますので、町営住宅や町有住

宅の入居率等、総合的に検討した結果、建物の移設は行わないこととし、ＪＲ東海とは、

昨年度からＨ棟、Ｋ棟を撤去する、機能廃止の補償交渉を進めて参りました。先般、補

償交渉が合意に達したことから、今定例会に解体工事に必要な工事費と補償金の残額に

ついて、公共施設整備基金に積むための予算を計上いたしております。なお、建物解体

後は、土地所有者である財務省に土地の返還手続きを進めることとしております。 

次に、町民交流広場整備事業についてであります。平成２８年度から、利根川公園ス

ポーツ広場の代替施設として着手しており、８レーンの４００ｍトラックについては、

全天候型ウレタンゴムチップ舗装を、また、インフィールド内のサッカー場については、

人工芝の下地となるアスファルト舗装工事を平成２９年度末までに完成させて参りま

した。こうしたことから、今年度は、平成３１年度、スポーツ施設の供用開始に向け、

インフィールドに、６５ｍｍロングパイル人工芝、約８，１３０㎡の敷設工事を実施す

るため、今定例会に所要の経費を計上しております。 

次に、学校給食センターについてであります。学校給食センターにつきましては、昨

年度、厨房設備等購入業者を選定し、事業認定申請に必要な諸手続きについて進めて来

たところであります。この度、関係機関である県などと「農振除外や開発行為における

起業地への編入」について、協議が整ったことから、事業認定申請を行うとともに、用

地購入並びに実施設計業務を進めることとし、今定例会に所要の経費を計上し、平成３

２年７月の完成を目指して参りたいと考えております。 

次に、地域おこし協力隊についてであります。地域おこし協力隊は、人口減少や高齢

化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域に居住して、

地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や農林業への従事、

住民の生活支援など、地域協力活動を行いながら、その地域への定着・定住を図る取り

組みであります。 
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本町においても、中山間地域では、人口減少や高齢化等の進行によって地域力が減衰

していることから、地域おこし協力隊の制度を活用することとし、今定例会に隊員の募

集及び採用に関する経費を計上しております。 

次に、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付制度の制定についてであります。 

近年、本町における民間業者が造成する分譲住宅地については、造成とともに、概ね完

売になっている状況であります。こうした傾向の一環として、本町の自然や子ども医療

費助成などの子育てサポート、定住奨励補助金などの移住・定住サポートなどにより、

民間分譲宅地の需要は、大きいものと考えられます。こうしたことから、移住・定住人

口の増加と秩序ある市街地形成を図り、良好な住環境整備を推進するため、分譲地 2 区

画以上で、かつ道路整備が伴う宅地分譲事業を実施する民間事業者に対して、道路整備

費用の２分の１程度に相当する額を支援するため、「民間分譲宅地開発支援補助金」を

創設することとし、今定例会に所要の経費を計上しております。 

次に、消防団員の準中型自動車免許等取得費補助金についてであります。平成２９年

３月１２日に改正道路交通法が施行され、準中型自動車免許の区分が新設されたことに

より、法改正以降に普通免許を取得した消防団員は、消防ポンプ車両を運転することが

できないこととなりました。また、法改正前の普通免許取得者の中には、オートマチッ

ク限定の免許取得者もおり、消防車両の運転が制限されている団員も存在している状況

であります。こうしたことから、準中型自動車免許が必要となる団員と、オートマチッ

ク免許限定を解除する団員に対して、その免許の取得費用を補助することにより、消防

団員の確保と、各分団の消防活動の安定的な運営を図る目的で、「消防団員の準中型免

許等取得費補助金」制度を創設し、掛かる経費の全額を補助することとし、今定例会に

所要の経費を計上しております。 

次に、引きこもり対策についてであります。平成２７年の県の調査においては、峡南

地域の引きこもりケースは１２０人以上であり、町内においても約３０名であるという

結果でありました。また、高齢者等への関わりの中で、引きこもり傾向の御家族などを、

専門機関につなげたケースも増えてきている状況であります。引きこもりは、年数を重

ねるほど深刻度は高くなることが多く、本人はもとより御家族の心配も大きいことから、

より早く社会参加や自立した生活ができることを目的とし、専門スタッフによる相談支

援や訪問、居場所づくりなどを主とした、地域活動支援センターを設置することとし、

今定例会に所要の経費を計上したところであります。 

次に高齢者インフルエンザワクチン接種補助金の増額についてであります。インフル

エンザに罹患すると、特に高齢者については、肺炎を伴うなど重症化する傾向にありま

す。現在、高齢者インフルエンザワクチンは、定期予防接種として、接種費用の補助を

実施しているところでありますが、近年ワクチン代が高くなってきていることから、医

療機関でのワクチン接種費用も増額している状況であります。こうしたことをふまえ、

より接種を受けやすくして、感染予防が図れるよう、ワクチン接種費用補助額を増額す

ることとし、今定例会に所要の経費を計上しております。今後、さらに予防接種の重要

性の普及啓発とともに、予防接種の推進に努めて参りたいと考えております。 
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次に、ユニバーサルデザインタクシー車両導入に対する補助制度についてであります。 

国では、バス、タクシーなどの公共交通事業者に福祉車両の導入など、計画づくりを義

務化する「バリアフリー法」を２月６日に閣議決定しました。これは、２０２０年東京

オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、共生社会等の実現を図り、全国に

おけるバリアフリー化を一層推進し、公共交通事業者に車いす乗降用の車両・施設の整

備、さらに、介助体制や従業員の教育・訓練などを盛り込んだ計画の策定、公表を義務

付けして、バリアフリーに関する取り組みを促すものであります。こうした中、本町で

は、高齢者や障害者にやさしいまちづくりの一環として、県下に先駆け、「ユニバーサ

ルデザインタクシー車両導入費補助制度」を創設して、車両導入経費の３分の１、上限

６０万円の補助を行い、タクシー事業者の車両導入に対する支援を行うこととし、高齢

者、障害者や妊産婦、子供連れの人などが利用しやすい、ユニバーサルデザインタクシ

ーの普及を図って参りたいと考えております。 

次に、かじかの湯の運営及び温泉井戸孔内改修工事についてであります。かじかの湯

の運営については、４月から町の直営として運営し、サービスの充実と経営改善に取り

組んでいるところでありますが、先般の水質検査において、レジオネラ菌を検出したこ

とから、営業を休止し、配管等の除菌清掃を実施し、再度、水質検査を行い、安全が確

保できたことから、６月５日から営業を再開しております。休業期間中、御利用者の皆

様には、大変、御迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。 

かじかの湯は、平成８年から営業を行っておりますが、富士川町となった平成２３年

度に一度リニューアル工事は行ったものの、２０年を経過する施設でありますので、温

泉井戸孔内に温泉成分等による汚れ、固結物が付着しており、このままの状態にしてお

くと、ポンプ、ケーブルの取り替えに支障が生じる他、故障にもつながることから、今

般、井戸孔内のクリーニング及び揚湯管の入れ替えなどを行うこととし、今定例会に温

泉井戸孔内改修工事に要する経費を計上しております。この温泉井戸孔内改修工事には、

約１ヶ月程度の期間が必要となり、その期間は休業せざるを得ませんので、温泉井戸孔

内改修工事に合わせて、脱衣場の床張り替え及びサウナ室や浄化槽の改修など、老朽化

が進んでいる箇所のリニューアルを併せて行うこととし、必要な経費も計上しておりま

す。なお、休業期間は、学校の夏休みが終了した、９月以降を考えております。 

次に、十谷大型バス駐車場の整備に向けた取り組みについてであります。毎年、多く

の方に訪れていただいている大柳川渓谷には、大型バス用の駐車場がない状況であり、

現在、大型バスは乗客を降ろした後、塩の華駐車場等を利用して、散策などの大柳川観

光が終了後に迎えに行く方法をとっております。大柳川渓谷へ大勢の観光客に訪れてい

ただくには、大型バス駐車場は欠かせないものであり、旧五開小学校十谷分校のプール

跡地に大型駐車場を整備するための調査を行うこととし、今定例会に所要の経費を計上

したところであります。 

次に、乳がん自己検診用グローブの配布についてであります。女性の乳がん死亡率は、

全国的にも増加しており、特に若い年代で、高率となっている状況であります。反面、

乳がんは自分で発見できる唯一のがんであり、早期発見することで、１０年生存率が９
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割以上との結果も出されているところでもあります。こうしたことから、がん検診の更

なる普及啓発とともに、乳がん自己検診の補助用具である、乳がん自己検診グローブを

配布することとしたところであります。配布対象者については、男性の乳がんもあるこ

とから、成人式においては、男女全員に配布することとし、その後は、３０歳、４０歳

を迎えた女性を対象に配布して参りたいと考えております。 

次に、ヤフーアプリ収納の導入についてであります。町税等の納税方法につきまして

は、従来からの口座振替と各金融機関窓口や役場窓口での納付に加え、平成２５年度か

ら、コンビニエンスストアでも納付ができる「コンビニ収納」を実施してきたところで

あります。 

しかし、昨今の生活環境の変化に伴い、２４時間いつでも、どこでも、簡単に納付で

きる納税環境を求める納税者も増えております。こうした納税者のニーズに対応するた

め、本町では先般、金融機関を介してヤフー株式会社との契約を締結し、本年７月２日

から、スマートフォンなどにインストールした、ヤフー公式アプリの「バーコード読取

機能」で納付書のバーコードを読み取り、電子マネーで町県民税、固定資産税、軽自動

車税及び国民健康保険税の４税目が納付できることとなり、住民の利便性の向上に併せ

て、収納率向上にも繋げて参りたいと考えております。 

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

いただきました。 

なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件５件、専決処分承認案件７件、

条例改正案件１件、補正予算案件 ４件、計画策定案件１件、合わせて１８件の議案を

提出しております。 

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

審議の上、御議決あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第４ 報告第１号  平成２９年度 富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第５ 報告第２号  平成２９年度 富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第６ 報告第３号  平成２９年度 富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

日程第７ 報告第４号  株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第８ 報告第５号  一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出につい 

            て 

以上の５議案は、報告案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、報告を求めます。 

町長 志村学君。 

―――――５議案の提案理由説明――――― 

〇議長（井上光三君）   
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次に、報告第１号から第５号までの、補足説明を求めます。 

まず、報告第１号及び第２号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。   

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは、報告第１号及び報告第２号の補足説明をさせていただきます。この繰越計

算書につきましては、地方自治法施行令の規定に基づきまして、５月３１日までに策定

し、次の議会に報告するものであります。まず初めに報告第１号であります。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計継続費繰越計算書、平成２９年度富士川町一

般会計繰越明許費繰越計算書 朗読説明） 

以上、報告第１号、報告第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

次に、報告第３号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 中込浩司君 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

それでは、報告第３号の補足説明をさせていただきます。次のページの繰越計算書、画面

表示７ページになります。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繰越明許費繰越計算書 朗読説明） 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

次に、報告第４号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

それでは報告第４号の補足説明をさせていただきます。タブレット９ページをお開き

ください。９ページから第５期、平成２９年度の決算報告となります。次のページをお

開きください。平成２９年度事業報告であります。抜粋をして内容を説明いたします。

事業の現況です。株式会社富士川は富士川町から指定管理を受け、道の駅富士川、塩の

華、つくたべかんの三つの観光関連施設を運営しております。まず道の駅富士川であり

ます。道の駅富士川は、中部横断自動車道が、平成２９年３月１９日に増穂インターチ

ェンジから六郷インターチェンジ間の供用開始に伴い、隣接する増穂パーキングエリア

下り線からも利用できるハイウェイオアシスとして機能を併せ持つ道の駅として運用

を開始しております。平成２９年度中部横断道の富士川本線料金所の通過台数は、上下

線合計で、１日平均２，１１６台であり、上り線が１，１１９台、下り線が９９７台と

なっております。このうち、増穂パーキングエリアの立ち寄り状況は、ゴールデンウィ

ーク等ハイシーズンには、一時的に満車になることもありましたが、平日時は閑散とし

ておりました。そうした厳しい交通環境の中、おもてなしの心でサービスを提供すると

ともに、イベント、観光案内、観光バスの誘致等を積極的に継続的に実施しました。ま

た農産物の販売拡大、有名土産品の新規発売と、道の駅施設全体の付加価値を高めるこ
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とにより、売上高４億９，０００万円以上。当期利益８９０万円以上を確保しました。

次のページをお開きください。 

次に塩の華であります。塩の華は、道の駅富士川オープン以来、客数、売上高とも減

少傾向にあり、特に中部横断自動車道増穂インターチェンジから六郷インターチェンジ

間が開通開始に伴い、客数、売上高がの減少に拍車がかかったと思われます。こうした

厳しい経営環境の中、手作り感のあるポップやプライスカードを社員が自ら考案し、陳

列場所も変えるなどの売り場の鮮度維持を努めました。 

次につくたべかんであります。ここ数年お客様は漸減しておりますが、つくたべかん

が典型的な限界集落である十谷地区にあり、地域の郷土料理「みみ」を提供する唯一の

公共施設であることから、この地を訪れるお客様に「みみ」を味わっていただき、認知

していただけるように「みみ」に特化した運営を行なって参りました。下の表は施設別

の損益一覧であります。次のページを開きください。１２ページからは、平成２９年度

の施策であります。一つ目の販売促進策は、朝市と餅つき大会を開催いたしました。２

つ目は協賛事業であります。南アルプスロングライドエイドサービス等、４つのイベン

トに協賛をいたしました。次のページお願いします。３つ目の地域への還元事業では、

富士川町民への還元策として、下記の４つのイベントを実施し、ご好評をいただいとこ

ろであります。次のページをお開きください。中段にあります４つ目ですが、催事への

出店です。十日市と大法師さくら祭りへの出店をし、みみ、小麦まんじゅう、柚子菓子

の販売行いました。次の１５ページをお開きください。５つ目のレンタルサイクル事業

ですが、１６台の自転車を３時間５００円で貸し出しをして、大変好評をいただいたと

ころであります。また、テレビ山梨等のテレビの取材もございました。次の６つ目です。

催事その他については、盆栽・植木まつりや大柳川のツアーガイド、観光商談会等の営

業活動を行いました。次のページをお願いします。貸借対照表を説明させていただきま

す。左側の資産の部ですが、流動資産が現金及び料金等の合計で１億４，９６９万１，

９７２円。固定資産が１４０万１８８円で、資産の部の合計が１億５，１０９万２，１

６０円であります。次に負債の部ですが、合計６，１５６万８，５４６円であり、純資

産の部が資本金５，０００万円、利益剰余金３，９５２万３，６１４円で、合計８，９

５２万３，６１４円となり、負債及び純資産合計が１億５，１０９万２，１６０円であ

りました。次のページお願いします。損益計算書であります。科目の売上高４億９，９

７８万５，０９０円。売上原価３億３，３０５万５，７１８円で、売上総利益金額が１

億６，６７２万９，３７２円となります。販売費及び一般管理費合計が１億４，３５０

万６，４９１円で、営業利益が２，３２２万２，８８１円でありました。営業外収益は、

受取利息１，５４４円、町からの指定管理委託料と中日本高速道路からのトイレ管理負

担金を合わせて９２３万７，５８７円。商工観光事業費補助金８０万円。自動販売機販

売手数料の雑収入が５５０万９，３４３円で、営業外収益の合計が１，５５４万８，４

７４円でありました。営業外費用は、道の駅富士川の施設整備のための「道の駅富士川

整備基金」への拠出する寄付金で８９０万円、町への納付金、利益の５０%であります、

１，７９６万２，９６３3 円の合計で２，６８６万２，９６３円でありました。経常利
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益金額が１，１９０万８，３９２円で、法人税等２９３万９３６円を差し引いた当期純

利益金額は８９７万７，４５６円でありました。次のページをお願いします。次の１８

ページは損益計算書の販売費及び一般会計管理費内訳書であります。次のページをお願

いします。次の１９ページは、貸借対照表の純資産を表す株主資本等変動計算書となり

ます。次のページお願いします。２０ページは個別注記表となります。次のページをお

開きください。第６期平成３０年度経営方針と今後の見通しとなります。次のページを

お開きください。２２ページからは、経緯方針であります。１つ目は経営理念でありま

す。経営ビジョンは地域の魅力を創造するとともに、内外に広く周知し、地域社会の発

展及び地域住民の幸せに貢献することを目指すため、３つの基本姿勢で運営します。１、

お客様を第一に考える。２、常に変革し続ける。３、現場に立って考え行動する。次に、

事業目標です。平成３０年度は中部横断道の一部が供用開始する予定となっており、交

通環境の変化に伴い、当社の事業環境も変化することが予想されます。こうした事業環

境の変化を好機ととらえ、多様化するお客様ニーズへの対応や、事業を通じた地域づく

りを推進するため、おもてなしを大切にした感動の店づくりや、地域に根差した観光地

域づくり等、各施設を積極的に推進します。また、利益を事業の継続及び地域発展のた

めに適切に投資することにより、地元に利益還元をし、地域に貢献します。これにより、

来客数を４５万人から４６万人に、総売上高５億円以上、当期営業利益１，５００万円

以上を目指し、平成３０年度を「変革と挑戦の年」と位置づけ事業展開をします。次に

施策です。上記の事業目標を達成するために以下の施策を重点施策として取り組みます。

１、感動の店づくり。次のページお願いします。２、観光地域づくりとして、以下の３

つの事業に取り組みます。１、観光ガイド事業。２、自転車関連事業、３、お客様への

情報提供。次に、イベントを関係で、以下の７つのイベントを開催します。１、町民へ

の感謝祭。２、軽トラ朝市、日曜朝市。３、コンサート。４、催事。５、車、バイク関

係のイベント。６、協賛イベント。７、イベントへの出店であります。次のページお願

いします。その他として、１、道の駅の利益実態調査の実施。２、塩の華の検討。３、

地域住民・企業の誘致。４、有名商品の販売です。最後は、予算前提であります。次の

ページをお願いします。２５ページは第６期平成３０年度株式会社富士川予算の見通し

であります。全体予算ですが、レジ通過客数見込は４５万３，３９６人で、売り上げ見

込額は５億１０４７万４，８８１円で、２９年度より１６９万円の増額を見込んでおり、

税引き前利益は、２，７３８万１，０４０円を見込んでおります。また、２は施設別の

予算となっております。 

以上報告第４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しま

す。 

〇議長（井上光三君）   

次に、報告第５号について補足説明を求めます。 

生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

それでは、報告第５号について補足説明をさせていただきます。まず始めに一般社団
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法人ふじかわ第２期決算報告書についてその概要をご説明申し上げます。なお当法人の

事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと、約款で定められており、第２期

決算報告書につきましては、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業

実績及び収支実績となっております。タブレット２７ページに決算報告書のかがみがご

ざいます。法人設立２年目であります第２期は、ますほ文化ホールの管理運営に係る指

定管理の初年度として、事業を展開してまいりました。タブレットを２８ページから３

５ページには、事業報告書が記載されております。富士川町民の芸術文化、生活文化の

振興に関する事業や、地域文化の創造と発信並びに、地域住民の芸術文化活動の推進を

図り、豊かな人材と文化を育むまちづくりに寄与することを目的に、自主文化事業など

２６本の事業を円滑に展開することができました。なお事業内容につきましては３０ペ

ージから３４ページに掲載されておりますので、後ほどご確認ください。また社員２名、

理事４名、監事１名体制のもと理事会を４回、社員総会を１回、臨時社員総会を１回開

催し、指定管理に関する基本協定に基づき、事業計画及び収支予算についての審議を行

なったところでございます。なお、タブレット３６ページでございますけども、平成２

９年度のますほ文化ホール利用状況の一覧を添付させていただいたところでございま

す。後ほどご確認ください。次に３７ページから４０ページには、計算書類として貸借

対照表、正味財産増減計算書、いわゆる損益計算書、財務諸表に対する注記が記載され

てございます。なお各計算書類は、前年度と比較ができるよう、通常の株式会社が使っ

ているものではございませんけども、基本的には会計ルールに基づいて作成されており

ますので、ご承知願いたいと思います。３７ページでございますけども、貸借対照表で

決算日におけるすべての資産、負債、資本を区分に従って記載したものでございます。

資産の部においては資産合計が１，１７７万１，８２４円となり、負債の部においては、

負債合計は１，０７１万９，６０４円となりました。正味財産の部においては、法人の

設立当時に出資いたしました１００万円が基金へ。一般正味財産が５２，２２０円とな

り、正味財産の合計は約１，０５２，２２０円でございます。負債及び正味財産の合計

は１，１７７万１，８２４円となってございます。３８ページでございますけども、正

味財産増減計算書で収益と費用を記載したものでございます。経常費収益は、４，１０

９万８９３円で、経常費用は４，１０１万８７３円となりました。当期の一般正味財産

増減額は８０，０２０円で、前年度の一般正味財産期首残高の２７，８００円を差し引

いた当期の一般正味財産期末残高は、５２，２２０円となってございます。なお国税で

ある法人税や地方税、地方法人税、県税である事業税及び法人県民税、町税である法人

町民税は申告に基づき、納期限が決算後のを５月３１日となっているため、各年計算に

おいて、流動負債として処理されることとなります。 

次に４１ページをお開きください。４２ページ以降でございますけども、第３期経営

方針と事業計画及び予算についてご説明申し上げます。基本的な方針として、町の文化

振興施策の推進、町民の多様なニーズに対応した多彩な文化事業を創造及び発信してい

くこととしてございます。また事業計画といたしましては、これまで富士川町において

実施してまいりました多彩な事業を今後も引き継ぐこととし、計２０本の自主文化事業
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を計画しております。なお、事業ごとの詳細につきましては、４２ページから４６ペー

ジにわたりに記載されておりますのでご確認ください。最後に４７ページをお開きくだ

さい。第３期平成３０年の収支予算でございます。予算総額は４，２６６万９，０００

円であり、ますほ文化ホールの管理および自主事業に係る経費が計上されてございます。

以上、報告第５号の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、報告第１号から第５号までの町長からの報告並び担当課長の補足説明が終わ

りました。ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０３分 

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

再開 午前１１時０９分 

〇議長（井上光三君）   

日程第９  承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の一

部を改正する条例） 

日程第１０ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都市計画税条

例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度 富士川

町一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第１２ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１３ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町

介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１４ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町

簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

日程第１５ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度富士川町

下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

以上の７議案は、専決処分の承認案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

――――― 議案の提案理由朗読説明――――― 

 

〇議長（井上光三君）   

次に、承認第３号から第９号までの補足説明を求めます。 

まず、承認第３号及び第４号について補足説明を求めます。 

〇議長（井上光三君）  

     税務課長 遠藤悦美さん 

〇税務課長（遠藤悦美さん） 
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それでは、初めに承認第３号の補足説明をさせていただきます。 

（以下、専決第８号専決処分書朗読） 

富士川町税条例等の一部を改正する条例の第１条から第６条までの条文の改正につきま

しては、タブレットでは６９ページからの新旧対照表で説明させていただきます。新旧対照

表のアンダーラインの部分が今回の改正部分でございますが、その内、主な改正の内容につ

いてのみ、ご説明いたします。議案２０ページの第２３条の３項でございますが、法人でな

い社団などについて電子申告義務化にかかわる規定を適用しないこととする改正でござい

ます。続きまして２１ページの第２４条第１項第２号は、障害者等に対する非課税措置の所

得要件を、１２５万円から１３５万円に改正するものでございます。次の第２項につきまし

ては、補助対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備と均等割の課税限度額の引き上げに伴う

改正でございます。続きまして、一番下の第３４条の２と、次の２２ページの第３４条の６

でございますが、こちらは基礎控除額と調整控除額の所得要件を見直しした改正でございま

す。続きまして２３ページの第３６条の２の第１項につきましては、年金所得のみの者が、

配偶者特別控除を受ける場合は、申告書の提出を不要とする改正でございます。２８ページ

をお開きください。２８ページの第４８条の第２項と３項につきましては、外国子会社合算

税制等の見直しに伴い、租税特別措置法の規定の適用を受ける場合、控除すべき額を法人住

民税、法人税割から控除することについての改正でございます。続きまして、３１ページを

お開きください。３１ページの第１０項から１２号までにつきましては、大法人に対する申

告書の電子申告による提出義務化に伴う改正と、その他所要の規定の改正でございます。次

の５２条につきましては３２ページから３４ページの第６項までは、国税における利子税の

計算期間の見直しに伴い、法人町民税等にかかわる納期限の延長の場合の延滞金のうち、増

額更正及び修正申告に加わるものの計算期間についての改正でございます。 

続きまして３５ページの第９２条につきましては、製造たばこの区分を新たに創設するも

のでございます。次の３６ページの、第９３条の２でございますが、加熱式たばこについて、

製造たばことみなす定義の変更に伴う改正でございます。次の第９４条から４０ページの第

１０項まででございますが、現在の加熱式たばこの課税方式では、加熱式たばこの溶液の重

量が税額計算に反映されないため、今回の改正によって、「重量」と「価格」の要素をあわ

せた新たな紙巻たばこのへの換算方式へ３０年１０月１日から毎年５分の１ずつ、５年間を

かけて段階的に移行するものでございます。次の４０ページの第９５条につきましては、た

ばこ税の税率の引上げに関するもので、消費者などへの影響に配慮し３０年１０月１日から

３段階にわけて、１本当たり１円ずつ段階的に引き上げるものでございます。 

続きまして４４ページをお開きください。４４ページの附則第５条でございます。こちら

につきましては、個人町民税の所得割の非課税限度額の引上げに伴う改正でございます。次

の附則第１０条の２につきましては、わが町特例に係る改正でございます。今回の改正は、

公害防止用の施設などに関する固定資産税の課税標準額の特例措置について国の参酌標準

である割合を変更または追加とする改正でございます。４５ページの第７項から９項は、津

波避難施設の建物に関する改正、また第１０項と１１項は津波避難施設の償却資産に関する

改正でございます。次の第１４項から４６ページの第２１項までは、水力・地熱・バイオマ
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ス発電などの再生可能エネルギー発電設備に関する改正でございます。 

次の４６ページの第２６項につきましては、地域の中小企業による設備投資の促進に向け

「生産性向上特別措置法」の規定により、町が作成した計画に基づいて行われた中小企業の

一定要件を満たす設備投資につきまして、固定資産税の通常の税率を、３年間は「０」とす

る、時限的な特例の改正でございます。 

続きまして５０ページをお開きください。５０ページの附則第１０条の３の１２項で

ございます。こちらにつきましては、３０年度から３２年度の間に、「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく基準に適合するようにバリアフリー

改修が行われた劇場などの施設に対し、固定資産税の減額措置の適用を受けようとする

ものがすべき、申告についての改正でございます。 

次の５１ページの附則第１１条から５５ページの第１３条まででございますが、こち

らにつきましては土地などに対しての固定資産税の減額措置の年度を、３年間延長する

改正でございます。 

続きまして、５７ページをお開きください。５７ページは第２条の改正でございます。

こちらにつきましては、たばこ税の課税標準の改正でございまして、加熱式たばこの課

税方式を、紙巻たばこの本数への換算方式とすることについての改正でございます。施

行日は３１年１０月１日から施行するというものでございます。 

続きまして５８ページと５９ページは、第３条の改正でございます。こちらにつきま

しては、たばこ税の課税標準と税率の改正でございまして、施行日は３２年１０月１日

から施行するというものでございます。 

次の６０ページと６１ページは第４条の改正でございます。こちらにつきましても、

たばこ税の課税標準と税率の改正でございまして、施行日は３３年１０月１日から施行

するというものでございます。これにより、たばこの税率は、３０年１０月から１本当

たり１円ずつ計３円引き上げを行うこととなります。 

次の６２ページから６４ページまでの第５条につきましては、たばこ税の課税標準の

見直しに伴う改正でございます。施行日は３４年１０月１日から施行するというもので

ございます。 

続きまして６５ページから６７ページまでは 第６条関係でございます。こちらは、

２７年度に一部改正しました旧３級品の紙巻たばこの税率の経過措置を、３１年９月３

０日まで延長するものでございます。以上が富士川町 税条例の一部を改正する条例の

補足説明でございます。 

ひき続き、承認第４号の補足説明をさせていただきます。  

（以下、専決第９号 専決処分書の朗読）  

富士川町都市計画税条例の一部改正の第１条と第２条の条文の改正につきましては 

タブレットの１２１ページ、議案３ページからの新旧対照表で説明させていただきます。

まず附則第８項でございますが、こちらにつきましては、固定資産税と同様であります

が、３０年度から３２年度の間に法律に基づく基準に適合するようにバリアフリー改修

をした劇場などの施設に対し、都市計画税の減額措置の適用を受けようとするものがす
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べき申告についての改正でございます。 

次の４ページの９項から７ページの１６項までは、都市計画税の減額措置の年度を３

年間延長する改正と、法改正に伴う項ズレによる改正でございます。 

続きまして、９ページは第２条の改正でございます。こちらにつきましては、法改正

にあわせての改正で、施行日は、３１年４月１日から施行するというものでございます。 

以上が、富士川町都市計画税条例の一部を改正する条例の補足説明でございます。ご

審議いただき、ご承認くださいますようお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

次に、承認第５号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君  

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは承認第５号の補足説明をさせていただきます。専決処分書をご覧ください。タブ

レットですと１２９ページになります。 

（以下、専決第３号 専決処分書の朗読） 

次のページをご覧ください。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

第１表歳入歳出補正予算につきましては事項別明細書により説明させていただきます。

事項別明細書をお開きください。タブレットですと１４０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事項別明細書朗読） 

以上、承認第５号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご承認いただきます

ようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君）   

次に、承認第６号について補足説明を求めます。 

町民生活課長 松井清美さん  

〇町民生活課長（松井清美さん） 

     それでは承認第６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１７９ペー

ジになります。 

（以下、専決第４号 専決処分書の朗読） 

次のページに進んでください。平成２９年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算第５

号。次のページに進みます。タブレット１８１ページ。 

（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書朗読） 

第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書に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補正予算事項別明細書朗読） 

以上で補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

次に、承認第７号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 
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〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは。タブレット１８７ページ。承認第７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、専決第５号 専決処分書の朗読） 

タブレット１９０ページ補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町介護保険特別会計補正予算書朗読） 

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

タブレットの１９４ページの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補正予算事項別明細書朗読） 

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

〇議長（井上光三君）   

次に、承認第８号及び第９号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 中込浩司君 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

それでは、承認第８号の補足説明をさせていただきます。タブレットの表示２０３ページ、

専決処分書をお願いいたします。 

（以下、専決第６号 専決処分書の朗読） 

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

（以下、平成２９年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算書朗読） 

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

ます。 

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

以上、承認第８号の補足説明とさせていただきます。続きまして、承認第９号の補足説明

を続けてさせていただきます。画面表示２１４ページの専決処分書をお願いいたします。 

（以下、専決第７号 専決処分書の朗読） 

詳細につきましては補正予算書により説明させていただきます。次ページにお進みくださ

い。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算書朗読） 

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

事項別明細書１ページ、画面表示２２１ページにお進みください。 

（以下、平成２９年度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 

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

〇議長（井上光三君）   

以上で、承認第３号から第９号までの町長からの提案理由、並びに担当課長の補足説

明が終わりました。ここで暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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再開 午後 １時００分 

〇議長（井上光三君） 

午前中の日程第１４ 承認第８号専決処分を求めることについて（平成２９年度富士

川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号））の補足説明について、上下水道課長 中

込浩司君から一部訂正の申し出がありましたのでこれを許可します。 

 上下水道課長 中込浩司君 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

午前中の補足説明をいたしました承認第８号専決第６号の専決処分書の中で、訂正がお願

いしたいのでご説明いたします。タブレットの２０３ページをご覧ください。専決第６号、

専決処分書。最初の１行目にあります地方自治法第１７９条第１項の規定により、次の平成

３０年度とありますが、こちらは「平成２９年」の訂正をお願いしたいと思います。以上に

なります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

日程第１６ 議案第４６号  富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例について 

を議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

      （ 町長 提案理由説明 ） 

〇議長（井上光三君）   

次に、議案第４６号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それでは議案第４６号富士川町介護保険条例等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。次のページをお開きください。ここでは介護保険法施行規則等の一

部を改正する等の省令の施行に伴い、関連する５つの条例を、第１条から第５条として、介

護保険条例等の一部を改正する条例としております。それでは新旧対照表にて説明させてい

ただきますので４ページ、タブレットでは２２９ページをごらんください。 

第１条介護保険条例の一部改正では、第３章指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者等の指定に関する基準の中

第１３条第１項の法を介護保険法に改め、第２項の、及び以下第１号、までを削除し、法人

の次に又は以下、介護保険法施行規則第１７条の１２に規定する、看護小規模多機能型居宅

介護に限っては病床を有する診療所を開設している者を加える改正です。 

これは介護保険法施行規則第１３１条の１０の２に法人に加え、医療法の許可を受け診療

所の開設をしている者も認めることとしたことによる改正です。 

第３項として、第２項で削除した法第１１５条の１２第２項第１号並びに第１１５条の２

２第２項第１号の条例で定めるものは法人とする。を加え、項ずれで第３項が第４項となり

ます。 
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次のページ、２３０ページをお願いします。次に第２条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の一部改正でありますが、第

１条趣旨については、共生型地域密着型サービスの事業及び根拠法令を加えており、第

５条第１項１号では基準省令第３条の３により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供者に、記載の介護職員初任者研修課程修了が加えられたことによる改正です。

この改正の趣旨は、質の確保となっております。また、本条例改正については、以下タ

ブレット２３４ページまで、関連項目及び名称等の変更、項ずれの改正があります。 

次に１０ページ、タブレットで２３５ページをお願いします。第３条富士川町指定地

域密着型介護予防サービスの人員、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の改正につ

きましては、法の一部改正により、法第５条の２に項が新設されました。認知症の規定

が、新設された第１項となったことに伴う改正であります。 

次に２３６ページをお願いします。第４条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改正については、項ずれへの対応としまして、第５条第

４項中の第６項が第７項になる改正です。 

次の２３７ページをお願いします。第５条富士川町地域包括支援センターの人員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、第２条において地域

包括支援センターに置かなければならない主任介護支援専門員に５年毎受講が義務付

けられている更新研修について、改正前までは、平成３１年度末又は３２年度末までの

経過措置として、その間に研修を修了した場合には、期日までに終了したものとみなす。

でありましたが、改正後は、研修修了の有無に関わらず、同時期までは、主任介護支援

専門員更新研修を修了しているとみなす、となり期限までの主任介護支援専門員資格が

明確化されたという改正です。 

最後に改正条例３ページ、タブレット２２８ページまで戻ってください。附則として、

施行期日は、公布の日からとします。 

以上議案第４６号の補足説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長からの提案理由 並びに 担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１７ 議案第４７号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１９ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第５０号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算（第

１号） 
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以上の４議案は、補正予算案件でありますので、一括して議題とします 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村 学 君 

〇町長（志村学君） 

――――― 議案の提案理由朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君）   

次に、議案第４７号から第５０号までの補足説明を求めます。 

まず、議案第４７号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは議案第４７号の補足説明をさせていただきます。平成３０年度富士川町一般会計

補正予算第１号の表紙の次のページをお開きください。 

（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算書朗読） 

第１表の歳入歳出補正予算補正は、事項別明細書にて説明させていただきます。事項別明

細書をご覧ください。タブレットですと２４８ページになります。 

（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読） 

以上、議案第４７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。 

〇議長（井上光三君）   

次に、議案第４８号及び第４９号について補足説明を求めます。 

上下水道課長 中込浩司君  

〇上下水道課長（中込浩司君）  

それでは議案第４８号の補足説明をさせていただきます。タブレット２６３ページをお開

きください。平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算第１号、次のページにお

進みください。 

（以下、平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算書朗読） 

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

項別明細書１ページ、画面表示２６９ページにお進みください。 

（以下、平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 

引き続き議案第４９号の補足説明に移らさせていただきます。画面表示２７２ページにお

進みください。 

（以下、平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算書朗読） 

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

ます。画面表示２７７ページにお進みください。 

（以下、平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 

以上、議案第４９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   
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次に、議案第５０号について補足説明を求めます。 

産業振興課長 依田正紀君  

〇産業振興課長（依田正紀君） 

それでは議案第５４号の補足説明をさせていただきます。タブレット２７９ページをお開

きください。平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算第１号。次のページを

お開きください。 

（以下、平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算書朗読） 

第１票歳入歳出予算補正は、事項別明細書により説明させていただきます。タブレット２

８４ページをお開きください。 

（以下、平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算事項別明細書朗読） 

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

うよろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）  

以上で、議案第４７号から第５０号までの町長からの提案理由並びに担当課長の補足

説明が終わりました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２１ 議案第５１号 第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策定 

について 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

―――――議案の提案理由朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君）  

次に、議案第５１号について補足説明を求めます。 

政策秘書課長 齋藤靖君  

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

議案第５１号第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策定について、補足説

明をさせていただきます。議案かがみの次のページをお開きください。 

総合計画は、まちづくりの羅針盤であります。基本構想、基本計画で構成しており、

計画期間は平成３０年度から３７年度までの８年間と定めております。まず初めに基本

構想の概要を説明させていただきます。 

基本構想はまちづくりの基本理念と将来像を示しまして、まちづくりの基本目標を定

めております。それでは基本構想の表紙をおめくりいただきまして、次のページでござ

います。タブレット２８８ページになります。まちづくりの基本構想、基本的な考え方

となります。１つ目としまして、未来への視点を定めました。これは町民の皆様一人ひ

とりが、この地で生きていくことを自覚するとともに、きらりと光る個性と魅力ある町

をみんなでつくり上げていくことということを目標にいたしまして、ここで生きる、町
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が活きるという未来の視点を設けました。 

続きまして２つ目、まちづくりの基本理念であります。ここでは３つの郷づくりを定

めました。１つが、自然息づくきらめきの郷。これは人と自然の調和のとれたまちを目

指すというものであります。２つ目が、心うるおうふれあいの里。これは生きがいを感

じながら生活できるまちを目指していくというものであります。次のページをお願いい

たします。３、人・もの集う ときめきの郷、こちらでは人やものが行き交う、にぎわ

いのあるまちを目指すというものであります。３、将来像であります。暮らしと自然が

輝く交流のまち。生涯快適に暮らせる町を目指してということで、こちらの将来像は第

一次総合計画を踏襲したものであります。４つ目といたしまして取組方針、これは新た

に第二次計画で定めました。みんなで考えいっしょに築くまちづくり。ということで、

住民の皆さんと行政の協働による自助・近助・共助・公助をキーワードとしたまちづく

りを進めていこうというものであります。 

次のページをお願いいたします。ここからはまちづくりの基本目標、６つの柱を定め

ております。１つ目としまして力合わせ、ともに支え合うまちづくり。これは住民の皆

さんと地域、さらに行政との協働についてをうたっております。２つ目、豊かな人材と

文化を育むまちづくり、こちらでは教育、生涯学習の充実であります。３つ目、健やか

で笑顔があふれるまちづくり。こちらでは保健・福祉・介護・子育ての充実であります。

次のページにお進みいただきまして、４つ目。安全、安心で生活の質が高いまちづくり。

こちらでは、防災・上下水道・環境保全の充実であります。５つ目、力強い産業と魅力

にあふれたまちづくり。こちらでは農林業・商工業・観光の振興であります。次のペー

ジにお進みいただきまして。６つ目、活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり。こ

ちらでは道路整備・公共交通の充実であります。 

次のページは施策の大綱となります。６つの目標に対しまして、それぞれの政策の方

向を示した体系図となっております。次のページお進みいただきまして、施策の方向。

一つずつの目標に加えまして、どういった施策をしていくかという内容でございます。

１つ目の目標の力合わせともに支え合うまちづくりでは、住民参加の促進、行財政改革

の推進、県や周辺自治体などとの連携強化であります。２つ目の目標、豊かな人材と文

化を育むまちづくりでは、学校教育・地域教育の充実、生涯学習・スポーツ活動の推進、

歴史遺産の活用と伝統文化の継承、人々の交流促進とコミュニティの再生であります。

次のページにお進みいただきまして３つ目の柱、健やかで笑顔があふれるまちづくり。

こちらでは、保健サービスの充実と地域医療体制の確保、介護・福祉サービスの充実、

高齢者の生活支援と充実。次のページにお進みいただきまして、障がい児者の生活支援

と充実、子育て支援の充実であります。次のページにお進みいただきまして、４つ目の

目標、安全・安心で生活の質が高いまちづくり。こちらでは、防災・減災・防犯体制の

充実、飲料水の安定的な確保供給、下水道の整備推進。次のページにお進みいただきま

して、ごみの減量化と適正処理の推進、自然環境の保全と環境美化の推進であります。

次のページにお進みいただきまして５つ目の目標、力強い産業と魅力にあふれたまちづ

くり。こちらでは、農林業の振興、商業・工業の振興、商店街の活性化。次のページお
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進みいただきまして、観光の振興であります。次のページお進みいただきまして、６の

活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり。こちらでは計画的な土地利用の推進、道

路網の整備、公共交通の充実、住居を居住環境の整備。次のページお進みいただきまし

て、魅力を高める地域整備の推進、高度情報化社会への対応でございます。ここまでが

基本構想の概要でございます。 

続きまして基本計画の概要を説明いたします。冊子ですと基本計画の表紙、タブレッ

トですと３０５ページまでお進みいただきたいと存じます。基本計画の表紙でございま

す。基本計画は現状と課題に政策の方向、主な施策・事業を示しまして、進行管理をす

るための成果指標、目標を定めたものであります。計画期間は基本構想との整合を図る

ため、３７年度までの８年間と定めております。 

それではページをお進みいただきまして、タブレットですと３０７ページになります。

計画の体系であります。こちらは基本構想で示した考え方を体系化したものでございま

す。未来への視点、基本理念、将来像、取り組み方針、基本目標、それから重点施策、

さらには施策の展開プロジェクトということにして定めてございます。ページ進んでい

ただきまして、重点施策でございます。町民の皆さん、行政との協働によりまして、安

心して永住できる地域づくりに未来のためにみんなで考え、支え合い、ともに築くとい

うことで、基本目標と連動する６つのプロジェクトを掲載してございます。１つ目とし

まして、みんなが安心して生活できる地域コミュニティ強化プロジェクト。２つ目とし

まして、学校教育と生涯学習の推進による豊かな人材育成プロジェクト。次のページお

進みいただきまして、３つ目としまして、地域で支える健康づくり・子育て応援プロジ

ェクト。４つ目としまして、防災に強く安心して暮らせるまちづくりプロジェクト。５

つ目としまして、地域資源を生かした情報発信プロジェクト。ページお進めいただきま

して、６つ目といたしまして、暮らしやすい空間づくりプロジェクトでございます。 

次のページからが、それぞれの目標ごとの施策の方向等の詳細でございます。タブレ

ット３１１ページになります。まず１つ目の目標、力合わせともに支え合うまちづくり

では、住民参加の促進といたしまして、現状と課題、施策の方向、主な施策・事業を定

めてございます。主な施策・事業では１０の事業を定めておりまして、広聴広報活動の

充実から、組未加入者への加入促進等を掲げたものでございます。次のページにお進み

いただきますと、成果指標、目標の数値を掲げまして、それぞれの目標ごとの現状が平

成３０年度、中間値が平成３３年度、目標値が平成３７年度と定めております。ここか

ら先はそれぞれの目標ごとの主な施策と事業のみ説明をさせていただきます。次のペー

ジにお進みいただきますと、１の２で行財政改革の推進という項目がございます。次の

ページにお進みいただききますと、主な施策・事業がございます、この中では総合計画

の推進、新庁舎の整備、ふるさと納税の推進等を掲げたところでございます。次のペー

ジお進みいただきまして、１の３、県や周辺自治体などとの連携強化。こちらでは県及

び近隣自治体との連携強化を考えております。次のページお進みいただきまして、タブ

レット３１７ページになりますが、２つ目の目標の豊かな人材と文化を育むまちづくり。

こちらの２の１、学校教育・地域教育の充実では、次のページお進みいただきまして、
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主な施策・事業は小中学校の施設・設備の整備、学校給食センターの整備等を掲げてご

ざいます。次のページお進みいただきまして２の２、生涯学習スポーツ活動の推進。こ

ちらでは、スポーツ公園などの体育施設の充実、町民図書館の整備等を掲げてございま

す。次のページお進みいただきまして、目標数値を飛ばしていただいて、次に２の３で

ございます。歴史資産の活用と伝統文化の継承。こちらでは文化財等の保護と活用、伝

統文化の保存等を掲げてございます。次が目標数値になっておりまして、次のページで

ございます。２の４。人々の交流促進とコミュニティの再生。こちらでは住民交流・世

代間交流の促進、地域の祭りや行事などの活動支援を掲げてございます。次が目標数値

になっておりまして、次のページでございます。３つ目の目標、健やかで笑顔があふれ

るまちづくり。この中の３の１、保健サービスの充実と地域医療体制の確保でございま

す。次のページお進みいただきまして、主な施策・事業は特定健診及びがん検診等の充

実、地域医療・救急医療体制の充実等を掲げてございます。次のページにお進みいただ

きまして、３の２、介護福祉サービスの充実。次のページでございます。主な施策・事

業は社会福祉協議会活動とのさらなる連携による地域福祉活動の推進、あるいは地域の

見守りネットワークの強化、諸施策へのユニバーサルデザインの導入等を掲げてござい

ます。次のページ３の３、高齢者の生活支援と充実、こちらでは介護予防教室と高齢者

の参加機会の充実と参加しやすい環境づくり等を掲げております。次のページの目標数

値でございまして、次のページです。３の４、障がい児者の生活支援と充実。この項で

は、次のページ、主な施策・事業といたしまして地域生活支援事業の展開、相談支援体

制の充実等を掲げてございます。次のページお進みいただきまして、３の５、子育て支

援の充実。こちらでは新児童センターの整備、保育サービスの充実・安心で生活の質が

高いまちづくり。４の１、防災・減災・防犯体制の充実。ページお進みいただきまして、

主な施策・事業は、雨水排水環境の整備、排水ポンプ場の整備、消防・防災に施設整備

事業等を掲げてございます。４の２、次のページでございます。飲料水の安定的な確保・

供給。ここでは上水道、簡易水道配水管等の耐震化、安定した水道事業の運営等を掲げ

てございます。次が目標数値でありまして、次のページ４の３、下水道の整備推進。主

な政策・事業は公共下水道等の推進でございます。次が目標数値になっておりまして、

次のページ４の４、ごみの減量化と適正処理の推進。こちらでは次のページお進めいた

だきまして主な施策・事業。ごみの発生抑制・減量化・再資源化の推進、食品ロス削減

の推進、広域的なごみ処理体制の充実等を掲げてございます。次のページお進みいただ

きまして４の５、自然景観の保全と環境美化の推進。こちらでは、自然景観の保全、環

境美化活動の推進等を掲げてございます。次が目標数値でありまして、次のページ、５

つ目の目標。力強い産業と魅力にあふれたまちづくり。このうちの５の１、農林業の振

興では、次のページお進みいただきまして、農業の６次産業化の推進、有害鳥獣対策等

を掲げてございます。次のページでございます。５の２、商工業の振興。こちらでは中

小企業及び小規模企業への支援、サテライトオフィスの支援等を掲げてあります。次が

目標数値であります。次のページ、５の３、商店街の活性化。こちらでは空き店舗の利

用促進、買い物弱者への対応等を掲げています。次が目標数値でありまして、次のペー
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ジ、５の４、観光の振興であります。次のページお進みいただきまして主な施策・事業。

観光周遊ルートの開発、地域資源の掘り起こし、峡南各地域と連携した観光開発等を掲

げてあります。次のページ、６つ目の目標の６、活力を生み出す都市基盤が整ったまち

づくりであります。計画的な土地利用の推進では、都市計画マスタープランの見直し、

農業振興地域整備計画の見直し等を掲げてございます。次のページが目標数値でありま

して、次が６の２、道路網の整備。こちらでは町内ネットワーク道路の整備、リニア中

央新幹線の緩衝帯を活用した生活道路としての道路整備、狭隘道路の整備推進等を掲げ

てございます。次が目標数値でありまして、次のページ、６の３、公共交通の充実。こ

ちらでは循環バスの利便性の向上を掲げてございます。次が目標数値でありまして、次

のページお進みいただきまして、６の４、居住環境の整備。こちらでは次のページにお

進みいただき、主な施策・事業、公営住宅の長寿命化計画の見直し、若者の定住促進、

危険空き家への対応、民間分譲宅地開発支援の推進等を掲げてございます。次のページ

お進みいただきまして６の５、魅力を高める地域整備の推進にございます。こちらでは

東部地域開発事業、ビックコア地区整備計画の推進等でございます。次のページが目標

数値になっておりまして、最終６の６でございます。高度情報化社会への対応といたし

まして、ブロードバンドを活用した情報発信、あるいは公衆 Wi－Fi の設置場所の充実

と拡充等でございます。最終が目標数値となっております。ここまでが基本計画の概要

でございます。 

以上、基本構想と基本計画の概要をご説明申し上げました。議案第５１号の補足説明

とさせていただきます。ご審議いただきご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長からの提案理由説明並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４９分 
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開会 午前９時００分 

〇議長（井上光三君）   

平成３０年第２回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員並びに町長を始め執行部各位

には、大変お忙しいところ、ご出席いただき誠にありがとうございます 

〇議長（井上光三君）   

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので 

これより、平成３０年第２回富士川町議会定例会２日目の会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程 並びに説明員として、出席通知のありました者の職・氏名は、お手元に配

布したとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

     一般質問の通告者及び当局者は、質問並びに答弁の要旨をわかりやすく、簡潔にお願いしま

す。 

〇議長（井上光三君）   

なお、本日は議会改革の一環として、議場内にビデオカメラを設置し会議室に中継しますの

で、ご了承願います。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２ 一般質問 

質問の通告者は、６名です。 

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 ９番深澤公雄君の一般質問を行います。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

議会改選後、初めての一般質問のトップバッターということでよろしくお願いいたします。

通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。まず初めに学校の再編について質問さ

せていただきます。 

これまで教育に関する質問としまして、平成２７年６月議会において、鰍沢中学校の教育環

境について質問させていただきました。また、平成２９年６月議会では、青栁議員が鰍沢中学

校の統合について質問されました。どちらも生徒数の推移を注視し、今後の大きな課題として

考えていく。との回答でありました。統合に関しては、学校規模適正化基本方針に基づき、教

育委員会において行っているところであります。そこで、最初の質問として、平成２６年３月、

鰍沢中部小学校が閉校し、鰍沢小学校へ統合しました。平成２７年３月、増穂西小学校が閉校

し、増穂小学校へ統合しました。これらは学校規模適正基本方針に基づき行われたものであり

ますが、これらの統合に伴い、児童の教育環境は変化しているものと考えられます。統合した

事によって、小学校の教育環境が変化し、統合後の現状を町としては、どのように評価してい

るのかお伺いします。 
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〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

深澤公雄議員の小学校の教育環境の評価についてのご質問にお答えいたします。 

全国的に少子化が進む中で、本町では平成２５年６月に策定した「富士川町学校規模 適正化

基本方針」に基づき、鰍沢中部小学校及び増穂西小学校の統合を進め、増穂南小学校は継続配

置としてきたところであります。 

現在の増穂小学校及び鰍沢小学校につきましては、集団学習による教育効果が保たれ、児童

の豊かな人間性や社会性、協調性などが育まれており、また、増穂南小学校につきましては、

少人数教育を必要とする児童の受け皿となる学校として、各小学校それぞれが特色ある良好な

教育環境を確保できているものと評価しております。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

再質問させていただきます。教育課程において、大勢の人数による考え方の違いやコミュニ

ケーション力を身につけるためには、適正の規模が必要とも思えますが、その適正規模をどの

様に考えているのかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

お答えいたします。適正規模のご質問でございます。小学校における学校の適正規模につき

ましては、集団学習が必要であることから、ある程度の児童数が最低必要であるというふうに

考えております。小規模な学校もありますけれども、現在の適正化基本方針で定めております

とおり、１学年１学級を下限とする、というような方針のとおりと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

わかりました。２つ目の質問に移らせていただきます。 

前回、鰍沢中学校の教育環境について質問した時に、当時の教育長が、平成２５年に策定し

た学校規模適正化基本方針により、中学校は当分現状の配置を継続していく。また、子育て支

援や人口増加策の成果、そして駅前地区の宅地分譲事業の動向を見極める必要がある。中学校

のあり方は今後の児童生徒数の推移を見極めながら検討していく必要がある。との答弁があり

ました。現在、山王地区分譲地からの児童、生徒は、鰍沢小学校に９名、鰍沢中学校に１名、

増穂中学校に１名だそうです。今後、生徒数が大幅に増えるとは考えにくいと私は思います。 

    町としても将来に向けて、真剣にこの問題に対して取り組む時期に来ていると思いますが、中

学校の再編について、どのようなお考えをお持ちなのかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

ただいまの中学校の再編についてのご質問にお答えいたします。 



３３ 

 

山梨県の小・中学校適正規模検討報告書においては、「中学校の学校規模については６学級以

上で２０名程度以上の学級規模が望ましい」とされております。こうした中、町の学校規模適

正化基本方針においては、中学校の適正配置について「当分の間は現状での配置を継続する。」

こととしております。  

しかしながら、本町の生徒数は平成３３年度をピークに、その後は減少傾向が続くことが予

想されております。特に、鰍沢中学校においては、集団学習や部活動による教育効果が懸念さ

れることから、中学校の適正規模方針について見直しをしていく必要があると考えております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

再質問させていただきます。 

先ほど、１番目の再質問でお伺いしましたが、大勢の人数による考え方の違いを知ることや、

コミュニケーションを身に着けること、さらには部活動での人間関係の構築など、適正な人数

による多くの体験が社会に出てからも大切になると思います。中学校から高校に進学した際、

大勢の中に入っていくのが難しい生徒もいたとも聞いております。こうした事を考えますと、

中学校において養う経験は大きな影響があると思います。先ほどの答弁のなかでも中学校の適

正規模の方針について見直す必要があるとのことでしたが、そこで、中学校の再編に対して、

もう一度お考えをお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、県の中学校の適正規模報告書でも、複数人学級

が必要、１学級２０名程度以上が望ましいというような報告書になってるわけでありますけれ

ども。本町におきましては、複数学級というの望まれない。生徒数も２０人を下回っていくと

いうような見込みの中学校も出ているところでございます。子どもたちの集団学習ということ

を第一に考えますと、これらの影響を考え、適正方針、現在のものも見直していくということ

の時期に来ているのかなというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

３番目の質問に移ります。いずれは、中学校の再編を考えなければならない時期が来ると考

えております。中学校を１校にするのもひとつの選択肢だと考えます。その場合の場所をどこ

にするのかは、非常に重要になってくると思います。そして、その時期と場所は、相互に関連

が出てくると思われます。ですから、これから慎重に議論をしていく必要があると考えますが、

町の今後の取り組み方針についてお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君）  

ご質問にお答えいたします。少子化が進む今日、学校規模の適正化・適正配置につきまして
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は、児童生徒にとってより良い教育環境とすることを前提に、学校教育の目的や目標を実現す

るために行うべきであると考えております。 

     今後、町では児童生徒数の推移などを十分に吟味し、教育的な視点で課題を抽出する中で、

学校再編や義務教育学校を含む小中一貫教育など、様々な教育制度から児童生徒にとって最善

の選択となるよう、幅広い教育論議を深めていく必要があると考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

再質問させていただきます。私は、もし中学校を１校にするのであれば、増穂地域や鰍沢地

域からも通学のしやすい場所を考えるべきで、町の中心に近い所にするべきと考えます。私が

考えます中心として最適なのは、平成３３年３月に卒業生を送り出した後に、その役目を終え

る現在の増穂商業高校もひとつの候補地ではないかと考えます。現在、専門職短期大学校の誘

致の話もあります。もちろん、この構想がうまく行き、学生が集まり町の活性化につながるの

ならば、それも素晴らしいと思います。ただ、現状、若年人口の減少により学生の獲得は厳し

さを増しています。大学の再編、統合も叫ばれている中での専門職短期大学校の誘致というの

も非常に難しいのではないかと、私は感じています。ですから、これから中学校の再編を考え

ていく際には、候補地の一つとして検討していくことも必要ではないかと考えますが、町とし

ての考えがありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

具体的に内容というか、場所というような話が出ておりますけれども、具体的な内容につき

ましては、これからの議論だと思います。先ほど答弁でも申し上げましたとおり、まずは様々

な教育制度から児童生徒にとってどのような方向、何が最善なのかというようなことの議論を

進める中で、場所等については考えていくかと思います。以上であります。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

先ほどの答弁で様々な教育制度の中、最善の方法を検討していくということですけど。もし、

中学校を一つにするという考えがありましたら、ぜひこの増穂商業跡地のことも考えていただ

ければと思います。一つ目の質問はこれで終了させていただきます。続きまして二つ目の質問

に移りたいと思います。 

この４月から町営となった甲州鰍沢温泉かじかの湯の経営についてお伺いします。町営とな

り、２か月あまりが経過しました。アドバイザーを採用して、経営の立て直しに取り組んでい

る最中だと思います。民間の経験を積んだアドバイザーの方が一生懸命に取り組んでおられる

と聞いております。ただ、その結果が出てくるまではまだ時間がかかると思います。しかし、

何らかの改善をしていかなければ経営は難しいと思います。これまで、指定管理者に経営を行

わせていた事により、マイナスのイメージが出てしまった部分は否めないところであると思い

ます。 

     そこで質問ですが、これから改善しなければならない課題を、どの様に把握できているのか
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お伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君）  

深澤議員のかじかの湯の経営改善に向けた課題は把握できているのか、という質問にお答え

します。 

かじかの湯の運営につきましては、本年４月より町の経営となり２か月が経過したところで

あります。経営改善に向けた課題は、前経営者の温泉運営に対する姿勢やサービスの低下によ

り、離れていった利用者の復帰、食堂の再開とメニューの充実、物品販売の見直し、新規利用

者の獲得、町内外へのPR 策、セット料金の検討、職員の育成などであります。 

また、施設面では、老朽化により改修が必要な箇所や前経営者の点検・清掃・整備不足によ

る機器の障害や不具合がありますので、今後、計画的に改修を行って参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

ソフト面とハード面、両方の面で改善をしていくということでよろしくお願いいたします。 

２つ目の質問に移ります。今回の町営での経営は、地元の五開区の皆さんは、「温泉施設が継

続されて良かった。」と歓迎しています。 

     五開地区には、大柳川渓谷があり、その滝めぐりは新緑から紅葉の時期まで楽しめる観光ス

ポットであります。これらの観光資源を活用して、多くの観光客を呼び込むことが重要だと考

えます。 

     また、旧五開小学校は、ＮＰＯ法人のウッドクラフトが、横浜などの子どもたちの青少年活

動の拠点として活用しています。これら、五開区には、観光資源など連携できる要素が多くあ

ると見受けられますが、地元の五開区との連携をどの様に考えているのかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君）  

ただいまの地元との連携をどのように考えていくのかという質問にお答えします。 

かじかの湯では、この４月から、地元農産物の販売やNPO 法人ウッドクラフトが運営する、

旧五開小学校での「こども・ふれあい・ゆめ空間」や、地元が主催する「星ふる里の夏まつり」

などの事業にも参加することとしております。 

また、大柳川渓谷などの地域の観光資源の PR を行うとともに、地元の皆様が、かじかの湯

の前庭で朝市を開催したいとの話もあり、これを許可するなど、これまで以上に地元と連携す

る中で、かじかの湯の利用促進と地域の活性化を図って参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

再質問させていただきます。町内には、平林、穂積、五開の三筋の中山間地域がありますが、

これらの地域へ観光客を呼び込むためには、道の駅富士川が前衛基地となり、アンテナの役割
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として情報発信するなど、その役割は大きいと考えられますが、道の駅富士川との連携はどの

ように考えているのかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君）  

道の駅富士川との連携は、の質問にお答えします。道の駅富士川は中部自動車道のインター

チェンジ近くに位置しており、富士川町の観光の玄関口として位置づけをしております。観光

案内のコンシェルジュを配置していただいて、観光の案内をしていただいてるところでありま

す。また、株式会社富士川と連携し、ツアー会社へ大柳川渓谷のＰＲを行い、渓谷散策この後、

かじかの湯へ寄っていただき、さらに塩の華、道の駅でお土産を買っていただくなど、連携を

とっていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

いろいろなところと連携していくのは大切だと思います。かじかの湯だけではなく、塩の華、

つくたべかんとありますので、またみんな協力して改善していきたいと思います。そして、か

じかの湯がずっと営業できるようにしていっていただければと思います。以上で、今回の質問

を終わります。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、 通告１番 ９番 深澤公雄君の一般質問を終わります 

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

〇議長（井上光三君）   

続いて、通告２番 １１番 堀内春美さんの一般質問を行います。１１番 堀内春美さん。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

１１番 堀内春美です。今回は大きく分けて２点について質問をさせていただきます。 

     まず大きな１点目ですが、学校給食無償化について質問致します。アベノミクスが始まって

６年が経過し、一昨日のＮＨＫの放送で県内の景気が緩やかに拡大していると報じられていま

したが、介護保険や国民健康保険等が上がったりで、私たちには景気が良くなっているという

実感は感じられません。特に年金暮らしの高齢者、そして子どもさんを育てているご家庭にとっ

ては大変だと思います。 

     そこでカッコ１の質問に入ります。６人に１人が貧困の時代だという現在、義務教育課程で

ある小中学校の給食費の完全無償化を進めるべきだと思います。そうすることにより、先生方

の給食費集金に費やす労力を子どもたちに向ける事も出来、更に定住促進にもつながると思い

ますが町の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

ただいまの堀内議員の給食費の無償化についてお答え申し上げます。近年、子育て支援策の
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一環として、学校給食費の無償化の動きが見受けられますが、学校給食法においては、給食施

設などの維持管理費と調理などに要する人件費は、自治体の負担とし、それ以外の食材費は、

保護者の負担とすることと定められております。 

こうした中、本町では児童生徒の保護者への給食費支援として、生活保護世帯及びそれに準

ずる世帯に対しては、学校給食費の全額を給付しております。さらに、１８歳以下の子どもが

いる家庭においては、第２子の給食費を半額に、第３子以降の給食費を全額補助しているとこ

ろであります。 

また、１８歳までの医療費の窓口無料化や保育料の軽減などにより、保護者の経済的な負担

軽減に努め、子育て支援策を実施していることから、現時点では学校給食費の完全無償化は考

えておりません。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。今教育長おっしゃられましたように、富士川町の給食費の補助は第二子が半額、

第三子が全額となっておりまして、小中学校児童生徒数に対して給食費補助は、ちょっと調べ

たんですけども、増穂小学校の児童生徒５９７名に対して１，０４２万円の補助。増穂中学校

生徒２８５名に対して３４０万円の補助。鰍沢中学校５４名に対して９２万円の補助。鰍沢小

学校児童生徒１３０名に対して１９０万円の補助。南小学校児童生徒２４名に対して４４万円

の補助。生徒合計１０９０名に対して１，７１０万円の補助となっています。給食費が月４，

９００円で年間１人当たり５３，９００円、合計人数だと５，８７５万１千円になります。児

童生徒が減少傾向にあるという事と、現在学校給食センターの建設が３２年７月に完成予定で

進められております。給食センター建設により、５校でかかっていた管理費及び人件費が１か

所になる事で、その費用が削減されると思います。また一括大量購入する事により、食材費も

コストダウンできるのではないかなとも思います。何よりも一番大切な事は、町の宝である富

士川町の次の時代を担う子どもたちが、安心して健康に義務教育時代を過ごせるという事が大

事であると考えます。そういう意味で早期に全額補助をするべきだと思うんですがいかがで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

ただいまのご質問でございます。ただいまの堀内議員のデータのとおり、現在本町の在校生

は１，０９０人。給食費が４，９００円から多いところだと５，０００円を超えるというよう

なこともございますので、給食費の年間費用は、約６，１００万円くらいにはなるわけでござ

いますけれども。給食費の合計は、今、議員のおっしゃったとおり２，７１０万円ということ

でございますので、全額の負担を補助をするということになりますと、残りの約４，４００万

の財源を確保しなければいけないというようなことになります。３２年７月に給食センターが

できるわけでございますけれども、やはりこれまでの給食施設は、古い基準の中で、ワンフロ

アの中でやっていたというようなところが、給食センターでは、すべて区分けをして、区分け

の中に、調理員を配置するというような基準でやらないといけないというような非常に厳しい

基準の中で、給食の運営をしていくというようなことになりますので、またすべての試算はで
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きていないわけでございますけれども、一緒になったから、５が１になったから、下がるとい

うような、ちょっと想定ではないというような部分もございますので、今後、その辺の試算は

していいきながら検討していきたいというふうに思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。ぜひですね４，４００万円の支出が毎年ということになると大変だと思います

けれども、ぜひ考えていただきたいと思います。それからですね、県下の市町村でも給食費の

無償化が進み始め、市川三郷町では、今年度からは小学校の給食費が完全無償化になりました。

中学校では、現在一人当たり６００円の補助を市川三郷町で行っております。この中学生もあ

と２年くらいのうちに完全無償化にするという町長の方針であるようです。また南巨摩では早

川町がいち早く、完全無償化にしました。実施しました。身延町でも、生徒数が５３０名です

が、完全無償化を実施しております。市川三郷町の小中学校の生徒は１，０８０名。富士川町

１，０９０名。わずか１０名の違いであります。市川三郷町と富士川町は財政、それから人口

数においても同じような規模であると思っております。町それぞれの財政事情というものもあ

りますが、市川三郷町と同じように富士川町もぜひですね、早期実現を目指していただきたい

と思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

他町のこともあって、富士川町でも実施をというようなことでございます。子育て世代では

様々な負担が保護者の方にも必要となるということは十分承知をしておりますし、できるだけ

支援策というものを考えていきたいというふうに思ってるところではございます。財源等もあ

りますけれども、先ほど申し上げましたとおり、法律には費用負担というのは明確にされてい

るというようなことで、町はここを負担しなければいけない。保護者はここを負担していくと

いう部分の原則の部分もございますので、そういった部分も、しっかり検討の中へ入れておか

なければいけないかなというふうに思っております。また、財政的な部分もありまして現時点

ではちょっとすぐに全額補助というようなところは難しいかなというふうに考えております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。冒頭に言わせていただきましたけれども、給食費の集金を先生方がしていると

いう事実についてはどうお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

現在、富士川町においては、学校のほうで給食費の集金というような形をとらせていただい

ているわけでございます。これまでもその部分が、課題になっていたというようなところでご

ざいますけれども、現在教育委員会の方針としましては、給食センターができて、給食運営を
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ある程度そのセンターが行うというような段階を持って、公費負担、公費での会計という方に

移行していきたいというふうに考えて、現在準備を進めているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今の質問に続いてですが、口座から落ちなかった給食費をですね、先生方が何回も集金袋を

子どもに持たせる。それでもなお集金が出来ない時は、先生方が集金に行く。それでも集金出

来ない家が年間何件かあると聞いております。支払わない親も悪いけども、その理由が支払う

能力がないのか、あるいは支払う能力があっても支払わないのか、その辺のところは定かでは

ありませんが、先生方が給食費の集金をするという事は、先生方の本来の仕事ではないと思い

ます。給食センターがでたらそちらの方へ移行するということですが、その先生方の労力と時

間を子どもたちに費やしてもらいたいというのが親の願いであると思います。 

そういった意味からも給食センターが仕上がったらそちらの方へ移行するということですが、

そういう面からも給食費の完全無償化は早期に進めていただきたいと思っております。同じよ

うな質問ですが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 

堀内議員さんがおっしゃるとおり、学校で給食費の集金というのは、特に問題がなければ、

それほどでもないんですけれども。何人かそういう方がいるということになると、なかなか学

校の方でも苦労している例があるということは承知をしているところでございます。公会計に

なったときには、基本的には一般会計の中で、歳入として収入をしていくというようなことに

なってくるんだと思いますけれども。各県の学校によっても、その公会計でのやり方、集金方

法もいろいろありまして、まるっきり学校を離してしまうのか、学校を通じて通知だけでも出

してもらうのかという方法につきまして、これからやっていきたいなというふうに思っており

ます。それらも踏まえての助成制度の全額をというような部分でございますけれども、先ほど

の繰り返しになりますけれども、現時点で、ちょっと財政等の見通しもつかない中では、全額

の助成制度をすぐにというような部分がちょっとまだ難しいかなというふうに思っております。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。最初にも述べましたが、最近の若い親御さんたちの中には、町に住む条件とい

たまして子どもたちの教育、また子育て支援について熱心に取り組んでいる町なのかという点

を重要視している傾向にあります。そういう意味では富士川町では、１８歳まで医療費無料化

もしていますので、財政が無理ということもありますけど、できるだけ早い時期にですね給食 

費の無償化を進めて、この若い親御さん達をですね定住促進にも繋げていけたらいいなと思っ

ておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君 

〇教育長（野中正人君） 
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確かに議員さんおっしゃるとおり、最近の、最近というか、自分達の子ども達をどういうふ

うに育てるかというようなことで、子育てをどこの町がいいだろうかというようなことを思っ

ている親御さんというのが、非常に多いじゃないかというふうに思っております。その中で一

つはやはり、どれだけの保護者負担をしてくれるのかというような部分もですけれども、やは

り、どういった教育をそこの町ではやっていくのか、そこの学校ではやっていくのかというよ

うな部分がやっぱり非常に強いかなというようにも思っております。先ほども言ったように、

できるだけ保護者の負担というのは、支援をする施策というようなことで、給食費のみならず、

様々な方面からやっていきたいというふうには思っておるところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ぜひですね、早期に実現をよろしくお願いしたいと思います。町の宝物である次の富士川町

を担う子どもたちが安心して健康に過ごせる町にする為にも早い時期に進めて頂きたいと思い

ます。 

なお、これは参考までに申し上げさせていただきますが、南アルプス市にあるＮＰО法人フー

ドバンク山梨というところが、困っている家庭に食材を配布するという素晴らしい活動を行っ

ているところがあります。この富士川町でもですね、このフードバンク山梨から何軒かの家庭

で援助を受けているという実態があるという事をぜひ参考までに知っておいていただきたいと

思います。 

それでは次の質問に移ります。大きい２番の、町民図書館建設について質問をいたします。

全国の都道府県に国の合同庁舎は１２か所有りますが、図書館と検察庁が同じ建物の中に併設

されている所はどこにもありません。東京の千代田区と世田谷区に国の合同庁舎があり、図書

館がありますが検察庁は入っていません。どう考えても犯罪者を取り調べる機関である検察庁

と、いわば教育機関である図書館が同じ建物の中に建設されるという事自体がナンセンスだと

私は思います。そういう意味で、全国の１２か所の合同庁舎に図書館と検察庁は併設されてい

ないのだと考えます。伺ったところによりますと、鰍沢の検察庁は、今犯罪者が少なく交通違

反のような事件が多いとの事ですが、犯罪が少なくなったとはいえ、今現在は検察庁があり、

同じ建物の中に併設されるのが実態です。犯罪が少なくなったとはいえ、最近の犯罪状況をみ

ると思いもよらないような事件が多く、子どもたちが犠牲になっている事件が多くあります。

いつ何時事件が起きてもおかしくないような昨今の世の中です。万が一という事も想定して予

防しておく事が大事なのではないかと思います。 

そこでカッコ１の質問です。国の合同庁舎を建設する事に異論はありませんが、検察庁と図

書館が同じ建物の中というのは、私は理解しがたい。防犯面についてはどう考えているのか伺

います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの堀内議員の防犯面についてのご質問にお答えさせていただきます。 

鰍沢区検察庁は、法令により鰍沢簡易裁判所に対応して配置されます。鰍沢区検察庁所管の

事件は、比較的軽微な事件を扱っており、近年事件数の減少や事務の効率化、常駐職員を廃止
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し、地方検察庁で一括処理されているところであります。したがいまして、身柄拘束や逮捕・

拘留事件は、鰍沢区検察庁では行っていないところでございます。 

このようなことから、新庁舎の入居においても職員の常駐はなく、高齢者などが健康上の理

由により地方検察庁に出向くことが困難と認められる場合などに、新庁舎を利用することとな

ります。 

町といたしましては、図書館利用者の安全対策は重要と考えており、防犯面での対策等につ

いて、引き続き国と協議して参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

私ども一般に考えますと、検察庁というのは犯罪者を取り締まるっていうふうな考えが多く

あります。今回ですね、甲府の方に移管するという話もあるようでございますが、今現在は検

察庁も入っている。まあ、しっかりと防犯を考えていただきたいとお願いいたします。私たち

女性はですね、特に母親は常に子どもたちが安心、安全で健康に過ごせることを願っています。

１０億円という大金を出して建設される町民図書館です。子供たちも学生、お年寄りまでが安

心して学習、また憩う場所であってほしいし、またそうでなければ１０億円出して建設される

意味がありません。みんなの税金が有効に使われるように、しっかりとした対策をとっていた

だくようにお願いいたします。以上で私の質問は終わりにさせていただきますが、今回私がし

ました二つの質問は、女性、母親を代表とした切実なお願いの質問です。ぜひ、両方とも早期

実現をお願いして、以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、通告２番 １１番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

続いて、通告３番 １０番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青栁です。私は平成２８年の９月の議会において町の７大事業とですね、町道青柳

１０号線、３２号線等の構想について質問をして、その時点で町長からはほんとに、丁寧な構

想の回答、答弁をいただきまして。さらに２９年の広報の２月号には、町長の７大事業の構想

が掲載されました。今後１０年間の７大事業について再度ですね、また情勢も変わっておりま

すんで、お伺いしていきたいと思います。そこであの、まず初めの質問としまして、１番の児

童センターについて。これも２８年度、質問した折から構想が始まっておりまして、やっとリ

ニアに絡めてですけれども、実現の方向で工事が進んでおります。建設中の児童センターにつ

いて概算事業費１０億円。そのうち国庫支出金は２，４００万。地方債９億７，６００万円の

計画と伺っております。３０年６月号の広報では、町長の欄に約７億円で完成を目指すという

コラムが載っておりました。現在の状況ではですね、土地買収と物件補償費が６，７８０万で

すか。それと、建物の今現在進んでいる建物の主体工事３億４，３００万。空調や電気設備、

これから進める水道、それから什器、備品をそろえると、今後１億５，０００万くらいかかる

んじゃないかなという感じがしております。そのほか基本設計。初めに行いました不動産鑑定

とか解体費、土地の整地費用。そういった初期投資も含めて今のところ６億円ぐらいですかね。
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今後、フェンスとか運動場の整備とか、遊具の設置等で、またお金もかかってくると思います

けれども。町長が７億円で完成を目指すとおっしゃると、当初その概算計画の中ではやはり

１０億円という計画だったんですけれども。その概算計画から３億円も削減できたという、そ

の根拠ですね。それを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただ今の青栁議員のご質問にお答えいたします。 

新児童センター建設事業費の１０億円は、他自治体の建設事例を参考にした概ねの数字であ

ります。児童センター建設にあたっては、平成２８年７月に改定した「富士川町児童センター

整備基本計画」に沿って進めて参りました。その結果、現時点では、基本設計・実施設計に約

２，９００万円、用地取得に約７，０００万円、建築工事に約５億２，７００万円、その他経

費に約３，６００万円で合わせて、約６億６，２００万円でありますので、何を削減したので

はなく、約７億円の範囲で完成させることを目指している、としたところであります。以上で

す。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

今のお答えですと、いろいろな事業を起こすときにですね、あの、この件もそうですけども、

国庫支出金２，４００万円を申請していると思うんですね。その場合には、計画書を提出しな

きゃならんと。そのために、いわゆる概算、荒見積もりで添付書類としてつけたんだろうと思

いますけれども。そうすると今の話を聞いてると、その荒見積もりがかなり荒っぽかったのか

なと。６億６，０００万で造れるということであれば、かなり荒っぽいのかなと。で、そんな

ことも感じましたんで、７つの大事業、道路計画も入れると１２０億という構想もありました

んで、７つの大事業を１００億円の今後はどうなってくんだろうかと。３割も削減できるであ

れば、もっと変わってくるんじゃないかというふうな感じもしましたんで、質問をしているわ

けです。 

そこで再質問です。現在、小林地区にある児童センターは児童クラブといいますか、子ども

たちが集まる部屋が２部屋です。今度、設計上は３部屋になります。そうすると見守り指導と

か、職員の増員が想定されるわけですね。現在の人員と比較して人員計画はどんなふうになっ

てるか、お伺いできればと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの人員のことについてお答えいたします。児童クラブ室は４０名１クラスで、職員

が２名ということになっておりますので、ただいまは２クラスですので単純計算いたしまして

４名。これからは３部屋になりますので、６名ということで、職員は増員になります。以上で

す。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 
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〇１０番議員（青栁光仁君） 

ちょっと考えられることかなと。移設新築したことによって、大分よくなると思います。職

員も充実して子供たちにとっては非常に施設になるんじゃないかと期待しておりますんで、ど

うか経費的にも、その７億円ぐらいで完成できるように期待しております。 

それでは、次の通告２番の質問に移りたいと思います。町民交流広場についてですけれども。

現在、町民交流広場の工事は、観覧席とかですね。４００メートルのトラックがほぼ完成して、

グラウンドの形になってまいりました。河川敷きなんで、今現在のような取水期には工事はで

きないということで、工事が中断しておりますけれども。工事可能となる１１月からですね、

今後の工事予定、また、１番目の質問と同じように概算１０億円の工事計画に変更がないかど

うか。その２点を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまの青栁議員のご質問にお答えいたします。町民交流広場整備事業の進捗につきまし

ては、平成２８年１１月からウレタン舗装の８レーンの４００メートルトラックや人工芝舗装

のサッカー場の下地となるグラウンド舗装工などに着手し、平成２９年３月には完成し、また、

４００メートルトラックのウレタン舗装の仕上げ工事などを、平成３０年３月に完成したとこ

ろであります。今年度につきましては、平成３１年度に、陸上競技場及びサッカー場の供用開

始を目指して、サッカー場の人工芝舗装工事などの整備を進めて参りたいと考えております。 

また、明年度以降の整備につきましては、平成３５年度の公園全体の供用開始を目指して、

事務室やトイレなどがある管理棟の建設、夜間利用可能とするための照明灯設備の設置、利用

者のための駐車場整備及び、多目的芝生広場、休憩施設などを計画しており、概算事業費につ

きましては、約４億１千万円を見込んでおり、財政状況及び国庫補助金の配分状況を見ながら、

順次、整備を進めて参りたいと考えております。 

こうしたことから、平成２７年度からの実績事業費及び、今年度の計画事業費と明年度以降

の概算事業費を合わせますと、概算の総事業費は、約１０億円程度となりますので、工事計画

の変更はないものと考えております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

再質問ですけれども、この今グラウンドになってるところは、町民が、町民農園といいます

か、国から町に、町が借りていただいて河川敷耕作地として約１００名、今現在は８０名ぐら

いですかね、耕地組合をつくりまして、今グラウンドの南側からずっとまだ耕作しております。

この工事が進むと立ち退くことになっておりまして、なおかつ耕地組合の組合長さんに伺うと、

もう既に平成３０年３月末でもって明け渡しますという誓約書が取り交わされているようなん

ですけれども。今現在も立ち退いてくださいと言われてるところから南側は、町の構想とすれ

ば、市民農園に小区画に分けるというようなことも伺っておりますし、その地域の人達はもう、

工事が進んで作物がつくれんじゃ、「今年からやめちまあっか」とか、そういう声も上がってき

ております。そこで隣接する立ち退きについてもですね、目安がわかりましたら伺えればと思

います。 
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通告に無いので、じゃあ結構です。あのもう１点はあの通告していないんですけども維持管

理費とかですね利用計画も検討して、町民が気軽に集える広場にしていけるようにぜひお願い

しておきたいと思います。また、この一般質問とは別途、その農園についても町民から希望が

出ておりますんで、また改めてお伺いしていきたいと思います。 

ではあの、この質問はここまでにして、３番目の町民図書館について伺っていきたいと思い

ます。町民図書館の配置概要、例えば蔵書スペース、読書スペース、視聴覚室とかですね、幼

児が遊べるスペースとか町民が利用できる談話室とか会議室ですね。さらに、これ私の頭の中

で考えてることなんですけれども、自販機コーナーとか、飲食できるスペースなど、どんなも

のが９００平米の中に収まるのかなというふうに思っておりますんで、その概要が検討されて

いれば伺いたいと思います。それが一点。または図書館と周辺整備を含めて１０億円の事業概

算に変更はないのか、この２点を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの青栁議員の図書館の配置概要及び概算事業費についてのご質問にお答えいたしま

す。まず配置計画につきましては、今後検討していくということでまだ事務内の意見というこ

とで、ご承知願いたいと思います。町民図書館と周辺整備の概算事業費については、約１０億

円を見込んでございます。概算事業費の内訳については、図書館部分の敷地調査及び設計費に

約５千万円、建設工事費に約６億円を見込んでいるところでございます。周辺整備部分につき

ましては、シビックコア地区整備に係る建物用地南側の用地建物移転補償及び、道路整備事業

に約３億５０００万円を見込んでいるところでございます。ということで現時点では、町の建

設事業に係る概算事業費は１０億円で進めておりますので、変更はございません。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

施設のその配置といいますか、概要はまだ検討、作成中ということですので、できるだけ何

らかの機会を持って、町民の声を多く拾って、利用しやすい施設にお願いしたいと思います。

それからこの事業についてはシビックコア計画の一環ですので、ちょうど今度合同庁舎が建つ

東側の道路拡幅とかですね、もう実際に終わっている工事もある訳ですけども。合同庁舎関連

で、町の支出が１０億円ということで、今、細かい説明をいただきましたんで、できるだけこ

れも町民の声を拾って、図書館部分を使い易い施設に検討をお願いしたいと思います。聞くと

ころによると、今の町民図書館の蔵書数の２倍とか３倍の本も欲しいという希望もあるようで

すけれども。こういうこともあの、まだ、具体的にはなっていないということなんで、ぜひあ

まり経費のかからなくて、使いやすい施設ということをお願いしておきます。      

〇議長（井上光三君） 

質問の途中ですが、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０２分 

再開 午前１０時１０分 

〇議長（井上光三君） 
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休憩をといて一般質問を再開します。１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

それでは４番目の給食センターについてお伺いしていきます。調査検討もそうだと思います

し、先ほどの児童センターについても同じだったんじゃないかなと思いますけれども。この頃

はあの、まず什器、備品のスペースとかですね。職員一人当たりのスペース基準といったよう

なものから検討を始めて、面積や配置が決まっていくというスタイルが多いようです。この給

食センターについても１,５００人分の給食をつくるわけですから、どんな鍋、釜が入るのか、

あるいは法や規則に従い専門業者の提案といったものもあるかと思いますけれども。今現在の

ですね検討概要と、それから他の事業と同じく１０億円の事業概算の状況、あるいは内訳がわ

かりましたら、お伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの青栁議員の給食センターの概要等についての御質問にお答えをいたします。給食

センターの施設概要につきましては、敷地面積は、４，００６㎡。施設構造は、鉄骨造平屋建

て、一部２階建てであります。一日の調理能力を１，５００食と定めることから、計画延床面

積は、１，３５０㎡であります。年間の稼動日数は、２００日を予定しております。 

     また、概算費用につきましては、建築工事費は、６億９，１００万円。厨房設備機器等の費

用は、２億４，４００万円。用地取得費は、６億２００万円。設計委託費等として、４，８００万

円の総事業費１０億４，５００万円を予定しております。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

再質問といますか、もう少し足りなかった部分がありますんで。いわゆる給食センターの概

要といいますか、配置ですね。先ほどの前に質問した方の中にも答弁がありましたけれども。

部屋を教育長のお話の中で、部屋を分けてくる。最初、材料が来て泥落とし。その次は、刻む

とかね、煮るとか、部屋を分けていくようなお話がありましたけど、そんな形になるんでしょ

うか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。青栁議員のおっしゃるとおり、まず食材の検収から

始まりまして、下処理、また煮炊きを初めとする調理業務。そして最終的には、配送業務につ

ながるような動線の確保をする施設内容となる予定でございます。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

恐らく給食センターも法律に基づいて、新しい指導要綱に基づいて、そんなふうになってく

んじゃないかと思いますけれども。そうすると、さっき教育長の話の中にも若干触れてありま

したけれども、５つを統合するからといって必ずしも、すいません。これ再質問ですけど。職



４６ 

 

員的にはやはり減らないという考え方でよろしいんですね。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

現在、全施設で１７名の調理員さんに働いていただいております。今度、建設予定の給食セ

ンター、さまざまな厳しい基準に対応できる職員数の確保が必要となることから、現在よりは

増える予定で現在調整をしてるとこでございます。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございました。予算的にも、概算計画に近い数字で進んでいるということです。

それから、職員が若干増えるということですけれども、これも健康と安全管理のためですんで、

ぜひ効率的につくっていただくように、よろしくお願いします。 

それでは次に５番目の質問に移りたいと思います。５番目は、町民体育館ですけれども。建

設基本計画検討委員会、今現在進めてると思いますけれども。この答申は、いつ頃を予定して、

何を検討事項としているのか伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの青栁議員の町民体育検討委員会の検討事項等についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。富士川町民体育館建設基本計画検討委員会は、平成２９年９月から、北杜市の白

州体育館の視察研修を含め、検討委員会を３回開催いたしたところであります。検討内容は多

岐にわたり、また、建設事業費に係る財政的な懸念などの意見がございまして、平成２９年度

中のとりまとめは難しく、継続して審議していただくこととなっております。 

慎重な審議をいただいておるところでございますけども、今のところ、検討結果について具

体的なスケジュールは提示できない状況でございます。 

なお、検討していただいている内容につきましては、新町民体育館の建設に向けた具体的な

規模・機能についてとなっております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

だんだんお伺いしていく順序が先の方になってきますんで、なかなか難しいと思いますけれ

ども。私が２８年９月に質問した時には総事業費が３５億円、国県の補助金が２億２,０００万

円。町の負担が３億５,０００万円。合併推進債が２９億３,０００万円ということで。概算が、

事業計画が出されておりました。これがあの昨年の２月ですか、２月の辺ですと、国県の補助

金がなくなって、町の負担もゼロ円。合併推進債が３５億。全部借金というような確か表になっ

ておりました。今後ですね消費税も１０パーセントになるし、人口も減少する、物価も上昇す

る。こういう中で、この３５億の予算というのは、非常にその検討委員会でも出ているという

お話ですけれども、心配になるところではあります。この辺の総事業費概算の内訳といいます

かね。当初計画が補助金とか、それから、町の負担額とか出ておりましたけど、今現在はどん
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な計画。昨年の２月の概算では、合併推進債３５億と確か出ていたと思いますけれども、わか

りましたらお答えいただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまの概算事業費３５億についてのご質問にお答えさせていただきます。３５億円の概

算事業費につきましては、体育館の建設事業、並びに周辺、駐車場を含めて周辺整備事業費を

合わせて３５億円というのでございまして。そのうち、２０億円が体育館の建設ということで

ございまして、この２０億円というのは体育館の基本構想検討委員員会で提案いただいた５,

０００平米程度という提案をいただいた面積に標準的な単価を掛けたということでございまし

て。あくまで概算でございまして、規模がそれなりになれば、それなりに事業費が変わってく

るわけでございますけども。ということで、３５億円の計上をさせていただいてるところでご

ざいます。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

近づくにつれて、県・国の補助金が消えてたり、町の負担額が消えて全部起債ということで

すと、後年度負担が大きくなるわけなんで、もう少し検討委員会の答申が出る頃には、よくた

たいていただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

体育館の建設事業についてのご質問にお答えをいたします。昨年の２月に広報で発表いたし

ました、体育館の概算事業費３５億円。国庫支出金が入っていないというお話であります。ま

だ体育館がどういう形になるかがははっきりしていませんので、国庫補助金は入れてありませ

ん。当然スポーツセンター的な体育館になれば国庫の対象となってきますんで、国庫補助金が

出てきますけども。これから用地を取得して造成をして、体育館を造って駐車場を整備する、

周辺整備をする。そうすると３５億円ぐらいは必要になるかなという概算事業でありますんで、

今現在のところ、地方債と合併推進債、そしてまた県の振興資金全額を地方債で充当している

というところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

場所も決まっていないし、まだ検討委員会の答申も出てない。庁内の詳細設計の委員会まで、

とてもいっていませんので、こんなこともあろうかと思いますんですけれども、重ねての答弁、

ありがとうございます。 

再質問ですけれども。先のといいますか、初回の検討委員会委員の答申によってですね、今

も答弁の中に若干ありましたけれども、５,０００平米の答申。で、それに２０億円ぐらい、建

設費だけで２０億円くらいという答弁がありましたけれども。まあ、一番最初の初回の検討委

員会の答申では、バレーコート３面とか、固定観客席１,０００人。移動式観客席の増設で観客
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席２,０００人まで可能とか、いろんな要望が出てきたと思います。従前の段取りでは有識者等

の検討委員会の答申によって、役場庁内で詳細設計検討に入るという段取りをだと思いますけ

れども。私がちょっと疑問に思うのは、有識者の検討委員会を経て、それから庁内の詳細につ

いて検討するという、今までいろんな建物、道路をつくるときに、そんな形できたんじゃない

かと思いますけど。この体育館については、第１次の検討委員会と、基本設計検討委員会と、

両方とも有識者を交えてご意見を伺ってると。今後もこういう形で、第１段階、第２段階とい

うような検討委員会で進むんでしょうかね。ていうのは、もし全く違うその基本設計検討委員

会の答申が出た場合、第１次の検討委員会の答申を否定するような形になるんではないかと。

そういうことをちょっと懸念しましたんで、今後も１次、２次検討委員会ということがありう

るのか伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのご質問、建設検討委員会と建設基本計画検討委員会、今後どう進めていくかとい

うご質問でございますがお答えいたします。ご承知のとおり、体育館の建設用地がまだ全然決

まっていない、決まっておりませんので、今後、他の事業との整合性も含めて財政的なことも

考えていくと、どうしても後になっていくということになります。ですので、基本構想の検討

委員会の皆様方は、主として体育館利用者の方がメンバーに入っていただいてございまして、

フリーなご意見をいただいて、構想を提案していただいたところでございます。なお基本計画

検討委員会につきましては、さらに周辺の施設、体育館施設を見て、公認会計士も入っていらっ

しゃいますけれども。そういった財務的なことも検討していただいているということでござい

ます。これからどうなるかについては、今のところははっきりお答えできませんけども、いず

れにいたしましても、建設基本計画検討委員会の意見をまずいただくというのが最優先される

べきと思います。基本構想の構想を否定するかというと、私はそうには思いませんけども。町

の体力もございますので、そういった意味での検討をいただいて、基本計画検討委員会の報告

書をいただ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。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

第１次の検討委員会は利用者の要望、意見をまとめたもんだということでありますので、理

解をしますけれども。その検討委員に任命された方にとっては、じゃ何のための意見だったん

だ、何のための検討だったんだということにもなりかねません。もし大幅に変えられた場合で

すね。ですからぜひ、何ていうんですかね、こういう場合は懇談会とか意見聴取会とか、検討

委員会というようなことでなくてですね、やっていただいた方がいいのかなと。今現在はそれ

なりに今度は、財政状況も含めた検討に入っているようですけれども。ちょっとその辺が第１次

の検討委員会を否定することにはならんかなというような私個人的な思いがありましたんで。

今後のために、参考意見としてお話ししておきます。 

それでは次の６番目の質問に移ります。庁舎の建設計画について。これも大分先の話になり

ます。町長の方針では平成３６年度完成ということで、全く何も決まってはいないと思います

けども。６年後の完成計画に向けて、現在の進捗状況について伺えればと思います。 
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〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。新庁舎の建設につきましては、昨年１２月に、新庁舎の

設計業務の指針となる富士川町新庁舎整備基本計画を作成したところであります。 

現在の進捗状況は、本年２月に執務環境整備基本計画策定業務を委託し、新庁舎の内部空間

の方針を作成することとし、新庁舎の面積算出などに必要な現況レイアウト調査や文書量調査

のほか、来庁者窓口利用実態調査や会議室利用実態調査、職員へのヒアリング調査などを、実

施しているところであります。 

今後は、この執務環境調査のデータを基に、執務環境整備基本計画を策定し、新庁舎建設基

本設計を行って参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先に述べましたように、完成させたい計画が６年先でありますから、検討の段階ということ

であると思いますけれども。議会としてはですね、議場の問題も関係してきますんで考えなきゃ

ならんし。また今月末には、庁舎建設計画についての勉強会へも参加させていただくことになっ

てますんで。今回は、今答弁いただいたことで、いったんおさめておきますけれども。そんな

ことで、当局と議会と合わせて、町民にとっていい施設になるように、進めていければと考え

ております。 

それでは次の７番目の質問に移ります。これもまた、まずリニアの軌道といますか。ができ

てからの話になると思いますんで。１０年先にはなりますけれども、町の事業計画の中に入っ

ておりました。リニア側道幅についてお伺いしていきたいと思います。リニアの軌道の左右の

余裕地４メートルあるわけですね。それだけでなくて、その４メートルプラス２.５メートルを

買収して、片側６.５メートルの町道をつくっていくという計画のようです。この根拠がですね、

町長何度かお話に出てきますけども、地域住民が緩衝地を、緩衝地帯を広くとってほしいとい

う要望があるからと。それで２.５メートル買い増して、少しでも緩衝地が広くなるようにとい

うお話と。もし、４メートルのままで、ぎりぎりであると、そこへフェンスを張られて隣のう

ちへも行けんじゃんかと。こんなお話もありました。地域住民が緩衝地帯を広くとってほしい

という要望は、どんな根拠の中にあるんでしょうかね。わかったらお答えいただきたいと思い

ます。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

リニアのご質問についてお答えをいたしますが、その前体育館と庁舎建設についてのお話が

ありました。町のほうの、財政の平準化というのも図っていかなきゃなりませんし、平成３６年

が合併推進債の期限ということもありますんで、一応合併推進債の期限である３６年を、この

年度にしてありますが。その間には、町民交流広場、図書館、児童館、また給食センターとい

うのがありますから。当然町とすれば財政の平準化も考えておりますんで、これについては若

干遅れぎみのように思いますけども。一気にすると町も財政、本当に窮屈になってきますんで、
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そんなことやってます。 

それでは、リニア側道についてのご質問にお答えいたします。リニア中央新幹線につきまし

は、平成２３年６月建設ルートの概要が示され、同年１０月２５日にＪＲ東海の主催による「環

境影響評価方法書説明会」というのが、ますほ文化ホールで開催され、出席した住民から用地

買収幅の２２ｍにフェンスを掛けられると中を通ることが出来なくなり、集落が二分される等

から、側道についての質問がありました。 

この質問に対しまして、ＪＲ東海は、「高架橋の外側４ｍは、セキュリティ対策や騒音、振動

対策のため、緩衝帯として空けておきたいが、地元や地元自治体から側道として使いたいとい

う話があれば、協議に応じると、側道として使用することもあり得る。」との回答でありました。 

当時、町では、町民対話集会を各区で開催しておりましたが、集会では、リニアが話題とな

りまして、中でもリニア用地に隣接する未買収地の価格の下落問題や騒音、振動、電磁波に対

する緩衝帯の幅などに対する懸念が多くあったところであります。 

こうした問題は富士川町ばかりでなく、リニア建設沿線の市町の問題であることから、新山

梨駅へ行き来をする中央市、南アルプス市、そして富士川町、ともにですね、平成２４年２月

にリニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会を設立いたしまして、また３市町で

協議した結果として、平成２４年８月に、環境面への影響についての住民説明会を行なうこと

や広域的・効率的な公共交通網の整備などとともに、工事用に整備される側道を県道として整

備することを県に要望するとともにですね、平成２５年９月にはＪＲ東海にも要望をしたとこ

ろであります。 

その後の最勝寺、天神中條、小林区の住民懇談会やリニア説明会におきましても、４メート

ル幅の緩衝帯では甘いとか、側道に歩道をとの要望が多く寄せられていたところであります。 

一方、県に要望した側道を県道として整備することについては、県道としての条件に合わず、

県では整備できない旨の回答を受け、この回答を受けて中央市は南部環状道路の側道と並行す

ることからリニアの側道は要望しないという結果になりました。また南アルプス市は、今後検

討となりました。 

こうしたことから、本町では、沿線地域の土地価格の下落防止や残地の利活用、集落の分断

防止、緩衝帯の拡大等、沿線住民からの強い要望に対し、戸川左岸の町道からニスカ前の町道

までを、片側の道路幅４．５メートル、歩道２メートルの町道として整備することとしたとこ

ろであります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

これについてはですね、もう少し、具体的な計画に移ってからも、再度伺わせていただきた

いと思いますけれども。今お話に出た中央市では、１本近くに道路があるからやらないと。南

アルプス市では地域の人が必要とする部分だけＪＲから借り上げて道路にすると。しかもその

幅４メートルの範囲内で、特に買い増しもしないという、各地区の考え方もあるようですけれ

ども。当町においてもウェスタン道路、天神中條通り、８メーター道路、既に何本か同じ並び

の道路もありますんで。農耕者、それから町が分断されないようにという点でしっかりそのリ

ニアを渡る道路はぜひ必要だと思いますけれども。この４メートルの利用でもって個人的には

カバーできるんじゃないかなというふうに考えております。やはり１０年先の話ですから、今
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回は今の丁寧に答弁いただいたことで止めておきます。 

最後の８番目の質問です。先には深澤議員からも質問もあって、重なる面もあるかと思いま

すけれども。町営かじかの湯について伺っていきます。町内の利用者は、昨年比較、前の指定

管理者との比較で、ほとんど回復しているけれども、町外利用者が前年より落ちていると。わ

ずか２か月ですから、必ずしも正しいのかどうかわかりません。また収入面については、先ほ

どの答弁の中にもありましたけれども、飲食や物販の比重が大きいんじゃないかと聞いており

ます。前経営者と異なるですね、セット料金とか送迎状況などを経営改善点ですね。それから

施設整備の状況を改めて伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

青栁議員のかじかの湯の経営改善点や、施設整備状況を伺うという質問にお答えします。本

年４月より町の経営となったかじかの湯の利用料及び利用セット料金は、以前と同様でありま

すが、集客のために、大法師さくら祭りにおいて、利用料金１００円引きの案内チラシの配布

や、４月には町内の回数券を５００円引き、５月には町外の回数券を６００円引きで販売し、

更なる利用促進を図ってきたところであります。 

また、送迎につきましては、利用者の増加を図るため、本年度購入した８人乗りワゴン車で

実施しており、利用者が８名以上の場合は、複数回行うなど送迎の充実を図っております。さ

らに、比較的利用者の少ない平日午前中の来館を促すプランの検討や、販売物品、食事内容を

充実させるとともに、町内外へのＰＲを行い、収益の増加を目指した経営改善を図って参りた

いと考えております。 

なお、施設整備については、今般、源泉井戸の温泉成分による汚れや固結物を取り除く工事

と温泉ポンプ、ケーブル、揚湯管を交換する工事に必要な経費を計上させていただいたところ

であります。 

また、当該工事に合わせて、老朽化した男性サウナ室と男女脱衣場床の改修をするとともに、

経営アドバイザーの提案による、露天風呂日除けの柱の改修や厨房機器、商品管理システムの

入れ替えなど、施設のリニューアルに必要な経費も併せて計上させていただいたところであり

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

深澤議員の質問に対する回答の時もそうですけれども、今の回答においても前の指定管理者

が野放しにしていた部分について既に目を向けて、対策に入ってるということで、その点は非

常にすばらしいと思います。今後は前の前の指定管理者の時も、数年間ずっと赤字が続きまし

た。この辺はですね、私デマンドバスに絡めて何度か定時バスを走らせてくれんかというよう

なをお願いもしましたけれども。今度、実は今度８月末にですね、２５名ほどのグループに利

用していただけることになりましたんで、ちょっと送迎が心配と。それから窓口行ってその予

約をする申し込み時ですね、セット料金２,７００円でなくて、その前の指定管理者は相談した

らば、いかようにも応じますと、いうような返事だったけど、今度町の直営になったら２,

７００円一本ですと。いうような女性の受付の回答がありましたんで。お年寄りが多い団体な
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んで、みんな帰りにはパックに入れたりですね、来るときは、お新香を持って来たり、ブドウ

の時期であればブドウを持って来たり、漬物を持って来たり。セット料金で出る食事は逆に持

ち帰るみたいな形が２回ばかり続きましたんでね。ぜひその辺もまほらと、やはり民間をいじ

めない定度にご検討いただければと考えております。今、課長の答弁にもありました。これか

ら PR 不足もあると思うから一生懸命 PR するということですけども。体育協会の専門部やス

ポーツ少年団で、専門部が２７、スポーツ少年団が１３、文化協会は４９団体で６７０人の加

盟者がいます。こういう所へですね、町も補助金を出してるわけですから、ぜひＰＲしてです

ね、積極的にかじかの湯も使っていただけるように。あるいはまた各組や班に対して、区長会

を通じて、いろんな行事に使ってくださいというようなＰＲもお願いして、ぜひ新しい利用者

を開拓していただきたいと思います。以上私が質問したのは７大事業については、２年後のオ

リンピックとか、リニア建設、そういった大型事業による建設関連資材の高騰が、新聞を連日

賑わしております。人材不足もあって、計画予算に収まらないのではないかという懸念。また

今後の物価上昇、消費税１０%。政府はインフレ傾向に一生懸命。 

〇議長（井上光三君）   

青柳光仁君、時間ですので。 

〇議長（井上光三君）      

青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

すいません。ぜひ、いい方向に行くように、一緒に努力したいと思います。その場合には、

苦言も呈しますけれどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告３番 １０番 青栁光仁君の一般質問を終わります。 

続いて、通告４番 ５番 望月眞君の一般質問を行います。５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     新人議員の望月眞です。新人議員としてこれまで関係法令や議会運営等について自己研修を

してきました。地方自治法第一編総則「地方公共団体の法人格とその事務」第二条⑭では、「地

方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小

限の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と唱っています。この趣旨に則り、

一般質問をいたします。 

       まず、１つ目の質問です。新庁舎整備についての質問です。 

（１） の質問事項である新庁舎整備に向けての現在の進捗状況については、青栁議員への質 

問の答弁で、まだそこまでいってないというような理解をしてよろしいでしょうかね。 

新庁舎整備に向けて建設をしていくためには整備構想、新庁舎の整備をまず考えていかなけ 

ればならないと思うんですが、まず各部署の配置や部署に占める面積等についてはまだ検討段

階に入っていないという理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの望月議員の新庁舎の進捗状況についてというご質問にお答えします。 

     新庁舎整備に関する現在の進捗状況ですが、「執務環境整備基本計画策定業務」を実施し、そ
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の中で「現況レイアウト調査」や「文書量調査」、「来庁者窓口利用実態調査」や、「会議室利用

実態調査」、職員への「ヒアリング調査」などを実施しているところであります。 

今後は、この執務環境調査のデータを基に、「執務環境整備基本計画」を策定し、「新庁舎建

設基本設計」を行って参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     それでは（２）の質問に入ります。 

富士川町新庁舎整備基本計画では、町民の利便性に配慮してワンストップフロア窓口方式が

重視され、新庁舎には現在の役場部署をすべて配置する計画ですが、私は福祉保健課について

は、現在の「富士川町ふれあいの郷」エリアの中に据え置き、「社会福祉協議会」「高齢者保健

福祉支援センター」「地域健康福祉センター」等と連携できる体制をとり増穂町のホームページ

施設紹介にも提示されているように、住民ニーズに沿った、あ、失礼しました。富士川町のホー

ムページ施設紹介にも提示されているように、総合的かつ効果的な福祉保健サービス・事業を

展開する、推進する方が良いと思いますがいかがでしょうか。 

また、福祉保健課を現在地に据え置くことによって、建設費の削減にもつながると思うので

すがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

「富士川町新庁舎整備基本計画」では、「分散していた行政機能の集約化による行政効率の向

上とともに、町民サービスの向上を目指した機能的な庁舎」を、基本方針としていることから、

福祉保健課などの出先の行政機能は、新庁舎に移転する予定であります。 

現在、町の行政機能は広範囲に点在しており、来庁者から「転入手続きや相談などを行う際

に不便を感じる」との意見が多く寄せられています。 

こうしたことから、福祉保健課をはじめとした行政機能を新庁舎に集約し、窓口のワンストッ

プ化により、利用者のサービス充実を高めていきたいと考えております。 

なお、福祉保健課移転後の「保健福祉支援センター」の扱いにつきましては、保健センター

機能を存続させることとしており、機能移転後の建物は、特定健診や認知症カフェ等に特化し

た、活用を考えております。 

また、同じふれあいの郷エリアにある「地域健康福祉センター」は、社会福祉協議会が事業

の多様化から、手狭な状態となっておりますので、社会福祉協議会としての活用を、検討して

参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     再質問です。確かにワンストップフロア窓口方式で住民の皆さんが行ったり来たりするとい

う点で、利便性にかけると。いうようなことは、今までも指摘されていますが、私は必ずしも

集中させなくてもいいんじゃないかと、今の福祉保健課の機能を現施設で十分発揮むしろ据え
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置いたほうが十分発揮できるんでないかなーと、そんな風に思っています。 

     それから、まー利便性のことを考えると、窓口業務のことですが必要書類やデータを共有し

て福祉保健課と例えば子育て支援課、町民生活課等と連携能力を高めれば、あるいは担当者の

能力を高めれば住民の利便性は十分に担保できると思うのですがいかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの質問にお答えします。 

     現在の基本計画の中では、先ほど申しましたとおり行政機能の集約化とういところに重点を

おいてまして、福祉保健課をこのままの状態で現地に残すことは考えてございません。 

     利用者の利便性からということに対しましても、窓口業務のワンストップ化ということによ

りまして、よりよいサービスができるということの中で計画しております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     現在、あのー高齢者保健福祉支援センター内において、福祉保健課が共有している面積はお

よそ４００㎡ではないかと。そんな風に推測しています。新庁舎へ入るとすると、とてもその

広さは確保できないと思います。基本計画では、新庁舎に必要な面積を最低６３００㎡とし、

その内、総務省基準による機能、執務機能スペースとして１１９０㎡、倉庫を合わせると

１３４０㎡と想定しています。 

     地域包括センターの機能を併せ持つ福祉保健課は、かなり広いスペースの確保が必要だと思

われます。 

     そういった点から考えて、一括集中することが果たしていいかどうかということも検討して

もいいんじゃないかと思います。 

     また、基本計画では１㎡当たり、建設費単価を４０万円と想定しています。 

     福祉保健課が、現在の場所において機能を発揮して継続して業務をあたっていくと、かなり

の経費削減が建設に当たって、かなりの経費削減が見込まれると思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

     確かに福祉保健課を本庁舎のほうに移動しないということになりますと、床面積等その分の

面積が減りますので、建設費の抑制は行われるとは思いますけれども、やはり窓口業務の集約

化というところのメリットが大きいと町では判断してございます。 

     また、福祉保健課の行政機能として先ほどのご質問の中に４００㎡程度というお話がござい

ましたけれども、決して現在ある福祉保健センターを撤去する訳ではございません。 

     そのままの状態として、建物は残りますのでその建物の中で、職員が出向き先程お答えしま

したけれども、特定健診等に利用していきながら活用を行っていきたい、その中で活用してい

けば、そのすべての面積を新庁舎のほうへ持ってくるようなことはないと思われますので、現

在のところ新庁舎へはすべての窓口業務につきましては新庁舎へ集約したいというところでご
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ざいます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     これから、おそらく具体的な検討に入ってくると思いますが、機能面や必要経費等について

しっかり精査検討をしてですねー、よりよい庁舎建築に向かって努力していただきたいと思い

ます。 

     その、まー参考として私の意見も、伺っておいてほしいと思います。 

     （３）の質問に入ります。 

新庁舎建設に伴い、鰍沢分庁舎・教育文化会館、あるいは上下水道課の施設とかですねー、

後利用をどのように考えているか現時点でのお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

分庁舎につきましては、平成２８年１０月に行政機能を移転したことから、今後建物は解体

し、跡地につきましては鰍沢小学校へ通じる町道の拡幅と、駐車場として整備を行うこととし

ております。 

また、教育文化会館をはじめとする公共施設につきましては、他の用途への転用を含めて、

個別計画で検討することとしております。 

なお、町で利用しない建物につきましては、地域住民の皆様と協議する中で、今後の利活用

について、検討して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     ありがとうございました。いずれにせよ効果的な活用を考えていただきたいと思います。 

     このことについては、次の質問内容と関連して、また意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

     それでは、２つ目の質問内容に入ります。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

再開 午前１１時０７分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     それでは、２項目目の質問に移ります。 
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富士川町民図書館の建設は、多くの住民の強い願いでもあり、早期実現が望まれます。 

また、富士川町地方合同庁舎との合築、いわゆるシビックコア計画との併合は、地域の歴史

や繁栄を継承するとともに、富士川町の特色ある新たな発信源になる、そういうことも期待さ

れます。 

（１）の質問です。 

さて、富士川町立図書館基本構想では、町の学習文化活動の拠点となるよう、蔵書数を１０万

冊とすることや、様々な機能配置が計画されています。 

基本的な、図書館機能に加えて他の公共図書館と違った特徴を持ち町民から愛される図書館

とすることが必要であり、地域ゆかりの作家作品コーナーを設置し町の作家や偉人作品を展示

し紹介、富士川舟運をはじめとする日本全国の舟運関係の資料の収集に努めると提示されてい

ます。 

私は、この考え方には大賛成です。そこでですねー。まー、いってみれば富士川町の紹介コー

ナーともいえる、スペースだと思います。が、この地域資料スペースの現時点でのですねー、

具体的な構想、どのように、まーアウトライン化してるかちょっとお聞きしたいと思います。 

お願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの、望月議員の富士川町の紹介コーナーの設置についてのご質問お答えいたします。 

     図書館の配置を検討しているものといたしましては、一般開架、児童開架及び地域資料スペー

スなどがあげられます。 

図書館として予定している面積は、９００㎡としておりますが、限られたスペースの中で、

学習室や閲覧コーナーを広く確保できるよう配慮しながら、富士川町を紹介できるコーナーも

検討しているところでございます。 

町では今後、図書館利用者や社会教育関係団体などの意見を伺いながら、図書館内の機能配

置について、検討について取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     これから、おそらく検討していくとになると思います。今あのー、答弁に広さが限られてい

るということで、おそらく、その地域資料スペースいわゆる富士川町の紹介コーナーに充てら

れるスペースっていうのも、限られてきて内容的にも限られるんじゃないかと、そんな風に思

います。 

     そこで、２に質問に入ります。 

     現在、町には郷土資料館がありません。富士川町内には、建設予定の、失礼しました。富士

川町内に建設予定の富士川町立図書館の地域資料スペースには収まり切れない様々な資料があ

ります。 

     いわば、眠っている状況にある、ま―資料や文化遺産もあります。 

     富士川舟運に関わる資料や、私も大変あのー、幼いころから思い出のある峡西電鉄、いわゆ

るボロ電の運行の歴史と、に関わる資料もあると思います。 
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     そういった資料を、展示したりあるいは全国に誇れる伝統工芸を紹介したり、特産物を紹介

したりする総合的な郷土資料館の設置が望まれます。 

     もし、提供していただけるのならば、個人や地域が所有している古文書等の提示、収納も可

能になり貴重な文化遺産あるいは資料の保護、保存にもつながっていくじやないかという風に

思っています。 

     ７大事業の推進や、近い将来考えなければならない増穂中学校の改築ないしは新築のことを

考慮すると、新たな土地を設け、新たな資料館を建設することは、これは無理なことだとそん

な風に思います。 

     そこで、すでに望月百合子記念館が併設されている現教育文化会館１階スペースを活用して、 

富士川町郷土資料館を設置したらばよいと思うのですが、富士川町立図書館の地域資料スペー

ス機能と連携しあえばより大きな効果が期待できると思うのですが、このことに対する町のお

考えを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの郷土資料館の設置というご質問にお答えさしていただきます。 

     文化財保護の観点から、郷土資料の保存管理は、とても重要であるものと認識しております。 

現在、町が所有する郷土資料については、保管施設が不足しているなどにより、集約化がで

きておらず、各所に散在しているところございます。 

このようなことから、歴史的・学術的価値を有する郷土資料の総合的な展示施設は必要であ

るものと考えております。 

現在の教育文化会館は、建築後５６年が経過し、大規模改修や建て替え時期を迎えておりま

すので、今後は、既存公共施設の再配置の動向や地域の皆様と協議しながら、郷土資料展示施

設設置の可能性を研究していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     えー、ぜひですねー、前向きに検討してですねー、郷土資料館の建設に向けて努力していた

だきたいと思います。 

     いまあのー、太鼓堂が資料館というような形で使われていますが、これはですねー、増穂小

学校が１００周年の記念事業の時、私も当時教員でしたが、その時にいろんな資料を集めて資

料館というような形にしたもので、総合的な資料館という形になっていないと思います。 

     ぜひ、そういう面で郷土資料館の建設を前向きに検討をお願いをいたします。 

（２） の質問に入ります。 

 私は、あのー先般の町会議員選挙において皆さんもご承知のとおり。歩いて運動して支持を

訴えました。 

 その過程で、多くの皆さんから貴重な意見を伺ったり、まー、時には３０分以上意見交換を

したりしました。 

 その中で、受験生を持つお母さんたちから、「今、子どもたちが落ち着いて勉強できる場所が

ないために県立図書館や他町の図書館に行って勉強しています。町内に安心して集中して勉強



５８ 

 

できる場所が確保できないでしょうか。」という、切実な声を耳にしました。 

 富士川図書館が供用開始になれば、当然学習機能スペースも確保されると思いますが、それ

までの間、受験生や中高生が落ち着いて放課後あるいは土日、あるいは浪人をしてる生徒にとっ

ては、普通日もですねー、そういった落ち着いて学習できる場所、あるいはスペースを確保し

て、広く提供することができないかどうか、この点について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの、学習スペースの確保というご質問にお答えいたします。 

     現在の町民図書館は、学習するスペースも無く、閲覧スペースが無いことから、利用者には

不便をおかけてしております。 

町といたしましては、児童・生徒の学習場所の提供は、子どもの学習機会の充実と学力向上

には、必要であると理解しておりますが、新たな図書館が建設されるまでは、ますほ児童セン

ターや、かじかざわ児童センターの学習室を利用していただきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（井上光三君）      

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     現存の施設を活用していただきたいと。そういうふうに受け止めますが、そういう点につい 

    て、やっぱり理解ができない子どもたちや保護者もいると思いますので、ここ行けば落ち着い 

    て勉強ができますと、そのためにこういう環境整備もしますよというようなですねー。配慮を

していただいて、まー広く使えるというような内容を提示していただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     子どもさんを預かる保護者の皆様にしてみれば、当然学習スペースがないというのは切実 

    な思いだと私も感じております。 

     新たにどこかに新築する訳にもいきませんけども、たとえば民間のスペースみたいのがある

のであれば、そういうのも活用できるんじゃないかと思いますので、研究させていただきたい

と思いますけども、今ここでどうだという発言は、ちょっとできませんので申し訳ございませ

んが、以上です。 

〇議長（井上光三君）      

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     再質問というか、意見になりますがぜひあのー、考慮していただいてですねー、広報等

 でですねー、提示をしていただいて、あーあこ行けば勉強ができるんだというように子どもた 

ちも理解できるような、そういう施策を展開していただきたいとそんな風に思います。 

 最後にひとこと述べさせてもらいたいと思います、 

先般の町長選で志村町長が再選なされました。このことは、７大事業の推進が町民からの支
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持を得たことになります。 

７大事業は第二次富士川町総合計画の骨格になるものであり、志村町長のリーダーシップを

中心にして、しっかりと推進、よりよいものを作りを目指して努力していただきたいと、そん

な風に思います。 

一方で、７大事業の推進をはじめ様々な事業推進には当然大きな経費が必要となります。 

合併債等有利な借用法を活用しても借金は借金です。  

今後の町政や町民に過度な負担にならないよう、借金は少ない方が良いのは当然のことです。 

事業推進にあたっては、常に精査検討して必要以上な経費を掛けないようお願いいたします。

冒頭触れたように、「最小限の経費で最大の効果を挙げるよう」取り組んでほしいと思いま 

す。 

以上、新人議員としての初めての一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、通告４番 ５番 望月眞君の一般質問を終わります 

続いて、通告５番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

１番秋山仁です。新人議員ですので、ぜひわかりやすくよろしくお願い申し上げます。ます

最初の質問入りたいと思います。総合健診についてでございます。 

現在の日本社会は１００歳までの人生が続くのが当たり前となる時代になっております。本

町の平均寿命も男性７９．２歳、女性８７．１歳で、ほぼ山梨県の平均寿命となっております。

本町の総合健診受診率は５５．９％、県平均４２．５％、１３，４％増加になっております。

町民の健康についての意識付けが浸透しており、関係者各位のご努力に感謝している次第でご

ざいます。 

本町では現在総合健診を山梨県健康管理事業団に委託していますが、地域医療の体制充実の

観点から、峡南医療センターに変更できないかお伺いします。このことにつきましては、平成

３０年度から第２次総合計画によりますと、町民が必要とする適切な医療が受けられるよう、

南巨摩医師会や峡南医療センター企業団、保健所との連携により、地域医療体制の確保に努め

ます。と明記されております。この点もふまえてお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの町の総合健診を峡南医療センターに委託できないかというご質問にお答えいたし

ます。現在、町では町内３か所を会場とし、総合健診を実施しており、年間の受診者は約４，

０００人となっております。峡南医療センター富士川病院では、診療及び病院内健診の充実を

図ることなどから、平成２９年度から、地域へ出向いての健診は行っておりません。 

     町といたしましては、できるだけ多くの方が受診できるよう、町民会館等地域での総合健診

を、今後も実施して参りたいと考えておりますので、受託先を富士川病院に変更しての総合健

診については、実施できない状況であります。 

なお、富士川病院内での健診として、町の人間ドックについては、委託し実施しているとこ

ろであります。以上です。 
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〇議長（井上光三君）      

秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

先ほど採算が合わないとの回答が、ありませんでしたか。 

〇議長（井上光三君） 

採算についてはありません。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問で総合健診が、約４，０００人が受診するということですけも、現状では施設内健診

はできないとのことですが、分散化しての健診体制、こういったものはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の分散化しての健診体制ということは、病院内に行っていただいての健診体制という

ことでよろしいでしょうか。 

現状としましては、病院内の会場の広さ、それからマンパワー、設備等の受け入れ体制とし

まして、病院内で受け入れることができる人数は、６０人が限度となっているとのことであり

ます。町の健診を受けているだけではございませんので、県内１，０００以上の事業所の検診

も現在、峡南医療センター富士川病院ではを受けているとのことで、全員を受け入れられる状

況にないのが現状であります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

これは参考までなんですけども。厚生労働省の発表によりますと、健診センターの黒字施設

が９４％、営業利益率３２％であり病院本体の医業利収益をやっぱり上げるにはこういった施

設も今後、資金を投入しても必要性はもしかしたら考えてもいいじゃないかなというふうに私

はちょっと思ってますけど。今現在非常に厳しいとはいいましても、全国的には今言ったよう

な黒字も出ている現状ですから、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

それは質問ということですか。再質問。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問でよろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

おっしゃるとおり、地域外へ向けての健診は黒字であるところが多いことは聞いております。

ご質問のとおりではございますが、現在峡南医療センターでは、経営改善が大きな課題となっ

て取り組んでいるところでございます。まず、医療センターとしましては、診療と施設内健診

の充実を図ることを含め、人員体制を含めて取り組んでいるところでありますので、病院外で

の検診の復活は現状は考えていないということでございますが、今後経営の状況によっては、

まだ未定の部分はあると思います。ご意見として、お伺いさせていただきたいと思います。以
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上です。 

〇議長（井上光三君）      

秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ありがとうございました。次の質問に移らさせていただきます。町民図書館の基本構想につ

いてお伺いいたします。 

７大事業の中のシビックコア地区計画によりますと、国の庁舎、町民図書館建設につきまし

て、特に町民図書館は町民の長い間の念願であり、また地域貢献の一環と承知しております。

基本構想検討委員会が平成２７年５月２６日を第１回として５回開催され、平成２７年１０月

２０日に富士川町立図書館基本構想が承認されましたが、２年７か月経過しております。それ

以後の進捗状況についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの秋山議員の進捗状況についてのご質問にお答えさせていただきます。富士川町民

図書館基本構想につきましては、図書館の利用者や有識者による検討会を立ち上げ、図書館の

基本的な方向性や機能などの検討をいただき、平成２７年１０月に提言をいただいたところで

あります。この基本構想をもとに、建設に向けた協議を国と重ねてまいりました。平成２９年

１０月には、敷地調査及び設計業務に係る委託契約を、関東地方整備局長と締結したところで

ございます。 

     現在は国と連携、協力しながら基本設計を進めているところでございます。なお平成３０年

度末には、実施設計まで完了する予定となっております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

当時、委員が１５人で検討されたというように、承知しておりますけれども。事業費も１０億

円という高額な資金を投入を、やっぱりするということで、綿密な計画の中でやっぱり利便性

とか、そういうことも考えながらぜひよろしくお願いしたいと思います。質問は以上ですけど。

ありがとうございました。今後とも、御指導よろしくお願いします。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、通告５番 １番 秋山仁君の一般質問を終わります 

続いて、通告６番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を行います。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

８番、公明党の小林有紀子でございます。これより大きく３点にわたりまして質問をさせて

頂きます。 

始めに、地域福祉の活性化について質問致します。１番目の質問ですが、「第２次富士川町地

域福祉計画」のもと、新たに３つの福祉計画が策定されました。その１つで「ふじかわ障害児・

障害者プラン２０１８」があります。その挿絵には、心温まる差別のない共生の社会が描かれ

ています。その中の主なご意見として「引きこもりに関する相談が増加している。社会とのつ
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ながりを持てる場を創出すべき。」とありましたが、本町の引きこもりに対する現状と課題をお

伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの小林議員の本町の引きこもりに関する現状と課題についてのご質問にお答えした

いと思います。平成２７年度実施された、県の引きこもり等に関する調査において、峡南地域

の引きこもりの方は１２０人以上あり、町内においても約３０人という結果でありました。調

査結果をみると、働き盛りの３０歳代～４０歳代の男性が多く、引きこもりの期間は、１０年

以上が４０％、５年以上を加えると約６０％という結果でありました。 

     また、引きこもりになった経緯については、特に不登校や疾病、職場及び学校等での人間関

係による失業等がきっかけとなったことが多い傾向でありました。複雑化する社会構造の中、

引きこもりは、誰が、いつなってもおかしくなく、また、年数を重ねるほど、深刻度が高くな

る傾向であることから、早期の支援により社会参加や専門の機関等に繋ぐことが重要でありま

す。 

しかし、現在引きこもりの専門相談窓口は、県に１か所であり、電話相談が主であることか

ら、社会参加や就労及び継続的支援を行っていくためには、町における支援のあり方が、非常

に重要となってきている現状であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今の県の調査結果では、これは平成２７年ということで、３年前に県が調査した結果ですか

ら、町内の方の実態については今３０人というお話でしたけれども、町ではしっかりとした調

査が出来ていないという状況だと思います。実際はもっと多くの方がいらっしゃるのではない

かと思っております。日頃、私が町内の方を訪問させて頂く中でも、息子さんが実は引きこもっ

ていて、仕事をしていないなどのケースが何度もありました。 

今月１日に、「生活困窮者自立支援法等改正法」が国会で成立をいたしました。社会的孤立の

状況にある単身高齢者や引きこもりに対し、包括的・早期的な支援を行うことを明確化したも

ので、働くための基礎能力を身に付ける就労準備支援など、今年１０月から国の財政支援を拡

充するものです。そこで、町の支援としまして、 

２番目の質問になりますが、前回３月の一般質問において、私は発達障害または引きこもり

の方の成人の就労支援について質問を致しました。今定例会においては「地域活動支援センター

基礎的事業」引きこもり対策として、補正予算に６００万円が盛り込まれました。先日の読売

新聞にも掲載をされていましたが、事業内容をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの地域活動支援センター基礎的事業の事業内容についてお答えいたします。 

地域活動支援センター基礎的事業とは、利用者に対し創作的活動、生産活動及び社会との交

流の促進等、地域の実情に応じた支援を行う事業であります。本町においては、この事業を、
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引きこもりに特化した支援として計画しており、内容については、専門職によるご本人やご家

族への相談支援を始め、気軽に立ち寄ることが出来る居場所づくり、また、訪問が必要な方に

は、回復をサポートするために支援する側が出向くアウトリーチなど、信頼関係を作りながら、

将来について一緒に考える継続的支援を主とした事業としております。 

     この事業を実施することにより、受け入れてくれる場所がある、相談できる専門職がいると

いう、安心感のある地域づくりと、社会参加から就労支援、適切な医療機関や関係機関へつな

ぐ等の、連携した支援体制を構築して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

３月の時から考えますと、本当に素早い対応をして頂き、ありがとうございます。今、お話

された内容が一日も早く実施されるようにして頂きたいと思いますが、  

再質問ですが、この事業は民間事業に委託をするとの事でありますけども、対象は町内の事

業所を考えていらっしゃるのでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

おっしゃるとおりです。町内の事業所を考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、もし町内の事業所で受けるところがない場合は、どのように考えていますで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

町内の事業所というのは障害者の作業所を運営している事業所を考えているところです。な

ぜならば、それは就労支援、就労定着に結びつきやすい事業所となるからであります。もし町

内の事業所で、その公募に対応してくれるところがない場合という御質問ですが、昨年度から

町では町内の事業所のネットワーク連絡会議を設置しておりまして、作業所の実態や課題等を

出し合って検討しております。このネットワーク会議でも、こうした場は必要であるという強

い意見が出されておりますので、もし対応してくれるところがない場合は再度、このネットワー

クに働きかけて、どうしたら対応していただけるのかについても検討し、再度募集を行なって

いくことも考えられます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、ネットワーク連絡会議でしっかりとそちらの方にも理解し協力して頂けるように、説

明を宜しくお願い致します。 

３番目の質問になりますが、引きこもりや長期不就労者への支援の取り組みとして、秋田県
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の山あいにある藤里町の社会福祉協議会が大きな成果を上げて注目されています。 本町でも、

藤里方式を参考にした取り組みを実施出来ないかをお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

秋田県藤里町の藤里方式とは、藤里町社会福祉協議会が実践した引きこもり者に対する先進

的な取り組みであります。 

事業内容につきましては、同社会福祉協議会が実施した調査で、１８歳から５５歳までの町

民８．７％にあたる１１３人が、長年仕事に就けない状態で自宅などに引きこもっている実態

を把握したことから、まずは本人の居場所の提供から始まり徐々に就労支援や機能訓練を行う

など、地域の人たちとの交流の場で福祉の拠点となる施設「こみっと」を立ち上げ、事業化し

自立を支援する取り組みであります。 

さらに高齢化、人口減少、過疎化という地域的な実情を踏まえ、国の定義する対象では支援

が放置され、解決できない人たちをも含めた調査を実施し、実態に合わせた取り組みも行って

おります。 

本町におきましても、先進的に取り組んでいる事例を参考にしながら、町の実情に合わせた

支援を、社会福祉協議会や民間事業所等と協働で構築して参りたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひよろしくお願いいたします。この藤里町の社会福祉協議会が独自で地道に訪問調査をし、

１８歳から５５歳までの町民の８．７４％にあたる１１３人もの方が引きこもっていた。その

内、４０歳以上は５２人と半数近いことがわかったということです。先ほど、県の引きこもり

の調査結果のお話がありましたが、この藤里町の人口３，６００人あまりの高齢化率４２％強

の過疎の町でも、１１３人もいたわけですから、本町でも、一軒一軒訪問調査をすれば、さら

に多くの方の実態を把握することが出来るのではないでしょうか。 

この藤里町の社会福祉協議会では、福祉の拠点「こみっと」、今課長がお話をしていただきま

したけれども、福祉の拠点「こみっと」開設し、若者の居場所と社会復帰の足掛かりを支援、

現在、支援を受けた若者の多くが、自立をして町を支える存在になっております。更にすごい

のは、この社協が主導する「町民すべてが生涯現役を目指せるシステムづくり事業」が国の「地

方創生加速化交付金」の対象になり、老いも若きも障がいがあっても、地方創生に参加できる

という仕組みを構築している事です。藤里町の社協が、あらゆる地域福祉の課題に対し、いか

に問題意識を持って積極的に取り組んでいるか、大変に参考にすべき事例だと思います。支援

が必要な人が支援する側にもなれる。ひとり一人の可能性を引き出すことが地域づくりにつな

がる大きな実例です。ぜひ本町でも参考にして、町民の皆様が安心して幸せを実感できる、地

域福祉の充実に取り組んで頂きますよう、強く訴えさせて頂きます。 

そこで４番目の質問ですが、地域福祉の担い手は社会福祉協議会であると考えます。社会福

祉協議会の果たすべき役割について、町の考えをお伺いいたします。 
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〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の社会福祉協議会の果たすべき役割について、町の考えをお答えいたします。社会福

祉協議会の使命につきましては、地域に住んでいる住民が安心して生活するために、住民の福

祉に関する要望を集約して、地域にあった具体的なサービスや事業を作り、取り組んでいくこ

とであります。 

また、社会福祉協議会の果たす役割としては、各地域に存在する福祉問題や、国の法律など

の制度では補うことのできない、地域の多様な福祉ニーズに対して、関係機関や地域の方々の

連携のもと、住民が安心して生活することができる「福祉のまちづくり」の実現を目指した様々

な活動を行うことと考えております。こうしたことをふまえ、今年度、社会福祉協議会では地

域に出向き、地域福祉に求められる課題について、地域の方々と共に考える「住民座談会」を

行い、今後の活動の指針を策定する計画であります。 

また、現在も「地域で高齢者や障がい者及び子供を支えるための事業」、「ボランティア活動

支援」、「福祉サービスを必要とする方々への支援事業」、「介護保険サービス事業」、今年度にお

いては、不足する介護の担い手を養成する「介護職員初任者研修」など、地域の特性に合わせ

た福祉事業を、町と共に取り組んでいるところであります。今後も、地域福祉活動の中心的な

役割を果たし、地域の誰もが住み慣れた町で、安心して生活ができる福祉活動について、共に

考え取り組んで参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今、答弁頂いたとおり、社会福祉協議会の果たすべき役割は、重要であります。藤里町の住

民に、ある大学が将来に不安を感じているか、と調査をしたところ、多くの方が「社協がある

から心配していない」と答えたそうです。少子高齢化の進む大きな課題の中で、町民の皆様が

住み慣れた地域で安心して生活するために、なくてはならない存在として、更に言えば社協の

活動は皆様の税金で成り立っています。今、答弁して頂いた使命と役割を自覚して、地域福祉

活動に更に本領発揮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、地域に出向いて先ほど言われていた住民座談会を行うことですけれども、大

変にいい事だと思いますが、これは社協が策定する「地域福祉活動計画」、これがまだ策定され

ておりませんので、その策定のために開催するという考えでよろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

はい、ただいまのご質問にお答えいたします。地域福祉活動計画にも反映させていくという

考え方で取り組んでいるということです。社会福祉協議会の計画におきましては、この座談会

で地域の皆様の声を聞き、地域の資源や特徴や課題、取り組みを話し合っていただき、社協の

役割、社協が果たすべき役割、それから社協ではできないことなどを明確にして、それを計画

の基本として反映させていくということでございます。町も協力してともに考える。策定を支

援して参りたいと考えております。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

大変重要な住民座談会になると思いますけど、本当に多くの町民の皆様の声を聞いて頂きた

いと思います。この「住民座談会」を持ちますから来てくださいと回覧で回しても、また町の

放送で流しても、多くの皆様に足を運んで頂くことは簡単ではないと、昨年の議員の「住民懇

談会」で実感をしております。ましてや周囲の人に知られたくないなど、デリケートな問題を

抱えて苦しんでいる方が参加をされるというふうには考え難いものがあります。座談会に参加

されない、声をあげられない方のところにも伺って皆様の声を聞くべきではないでしょうか。

本町の社協の皆様ならば、本気で取り組めない訳はありません。住民の中に入り、一緒に関わ

ることで見えてくる地域福祉があると考えます。 

再質問ですが、町が地域活動支援センターを立ち上げ、先進的な事業をリードするわけです

が、社協が本気になって地域福祉活動に取り組めば、先ほど課長が福祉のまちづくりとおっ

しゃっていましたけれども、「福祉のまちづくり」ではなく、「福祉でまちづくり」が構築され

るものと考えます。地域福祉の活性化のため、社協の取り組みについて、町長はどのようにお

考えでしょうか。お伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

社会福祉協議会を中心とした福祉のまちづくり、福祉のでなくて、福祉でのまちづくりとい

まお伺いしました。住民座談会を地域の皆さんとともに考え、そして課題を解決する、課題を

解決、課題というのはいろんな事業をやるにつけては、地域の課題をまず掘り起こして、そこ

に何が皆さん求めているなのか、何が原因なのか、それをしていかなければいけないと思いま

すんで。この座談会もですね、単なる座談会でなくて、福祉に限ったワークショップをやって

いただきながら、町の第二次総合福祉計画もそうですが、地域でできること、そして社協なり

また行政と町と一緒になればできること、当然町がすべきこと、社協がすべきこと、そんなふ

うに大別しながらですね、問題を解決していていただきながら、それが今後策定する活動の指

針になるような計画に来ていただければありがたい。また、座談会やあるいはワークショップ

をやっても、大勢の人が来ていただけるとは限らないと思います。どんな仕事をするにしても、

サイレントマジョリティ、声なき声をどうやって聴くかっていうのが一番の課題だと思います。

いろんなところで、苦心をしながらですね、住民の声を一つでも多く拾いながら。そういう人

達のニーズに応えるような計画になっていただければありがたいなと思ってます。町もしっか

り支援をして参りたいと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。地域福祉の質問の最後に、最近は高齢者の健常な状態から機能障害

になる間の移行状態をフレイルと言います。フレイル予防のための大切な３つのポイントは「栄

養」「運動」「社会参加」だそうです。特に社会参加の機会が低下することが、フレイルの最初

の段階になりやすいとの事です。どうか町民の皆様のため、更なる地域福祉に全力で取り組ん
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で頂けますよう、宜しくお願い致します。 

〇議長（井上光三君） 

質問の途中ですがここで暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開いたします。１番小林有紀子さん。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

それでは大きな２点目として、防犯対策について、お伺いいたします。１番目の質問ですが、

近年、学校の登下校時に子どもを狙う凶悪な犯罪が増加しています。最近では、新潟の女子児

童が下校時に近所の男性によって殺害され、線路に遺棄された悲惨な事件がありました。この

ような事件が二度と起きないように、いつどこで起きるかわからない凶悪な犯罪から、子ども

達を守るため防犯対策を何としても強化して頂きたいと思っています。まずは、本町の町内の

不審者に対する防犯対策はどのように行われているのかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

     ただいまの小林議員の子供たちを取り巻く町内の不審者に対する防犯対策は、どのように行

われているかの質問にお答えいたします。町では、子どもたちの防犯対策として、とりわけ、

小学生の登下校時において、交通安全街頭指導とともに、青色防犯パトロール車による通学路

を重点箇所とした見回り活動を行っています。 

併せて下校時には、防災行政無線放送による地域住民の皆様の見守りへの協力をお願いして

いるところであります。 

また、子どもたちが、いざという時に逃げ込めるふれあい１１０番の家の登録会員を増やし、

地域全体で子どもたちを見守っているところでもあります。 

なお、住民の方から町や警察に対して寄せられた不審者情報につきましては、即座に教育委

員会を経由して、学校、保護者へと安心安全メールにて周知しているところであり、こうした

取組みにおいて子どもたちの見守りを行っているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

防災課もパトロールとか無線で協力をいただいたりとかということで、またふれあい

１１０番の登録も増やしていくということでありますけれども、この不審者が教育委員会から

学校へということで、安心安全メールで流れているということですけれども、年間どのぐらい

の不審者情報があるのかお分かりでしょうか。中には、勘違いというか、いろんなパターンが

あると思うんですけれども、不審者とは言えない情報もあるとは思うんですが、どのくらいの

不審者情報があるか教えていただきたいと思います。 
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〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

ただいまのご質問の件は、不審者の数的なものだと思いますけれども、今年度平成３０年度

でございますが、４月から昨日まで３件の不審者情報が、警察を経由して教育委員会の方に入っ

ているところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

４月からは３件ということですけれども、３件もあるわけです。あのいろんなまた違いとい

うこともあるとは思いますけれども。本当にこれはわからないことですので、あのしっかり注

意をしていただきたいと思いますけれども。これを安心安全メールで流しているということで

すけれども、保護者にメールを送信して、注意を促しているわけですけれども。保護者が携帯

を所持していないとか、見過ごす場合もあると思います。保護者にとって、直接子ども達に注

意ができないことの方が多いのではないかと思っております。素早く情報を共有することが大

事ですし、もちろん見守りをして下さっている方々がいらっしゃることは承知をしております

けれども、見守りの方がいない時間帯や、その後の対策としては不十分であると感じておりま

す。 

２番目の質問ですが、防犯カメラの映像が証拠となり事件の解決に効果を発揮したり、犯罪

の抑止効果として防犯カメラは大変に有効であります。現在、県においても防犯カメラの設置・

普及を促進しております。幼児や児童生徒の安全および、その地域を含めた安全対策として、

保育所・小中学校への防犯カメラの設置が必要と考えます。既に増穂中学校のみが職員室が２階

ということで、設置をされていると伺っておりますが、全学校施設への設置について見解をお

伺いいしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

小林議員の小中学校等への防犯カメラの設置についてのご質問にお答えをいたします。 

     各学校及び保育所における防犯対策につきましては、始業前に職員が校舎等の内外を巡回に

より安全確認するほか、始業後においては門扉を閉鎖し、校舎等の内外や周辺の巡回などによ

る防犯対策を講じております。 

また、学校周辺においては、スクールガードリーダーなどによる見守り活動を展開している

ところであります。施設内における児童生徒の安全は、第一に確保される必要があり、防犯カ

メラは犯罪の未然防止や抑止効果として非常に有効であると考えられます。 

こうしたことから、今後は、人の目による防犯対策に加え、防犯カメラの設置も視野に入れ、

犯罪の防止及び抑止に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。学校や通学路へ設置することによって、子ども達を危険から守る、



６９ 

 

犯罪から守る事に確実につながると思います。国による学校施設整備指針においても、防犯上、

設置することの有効性が示されております。何かがあってからではなく、防犯対策が何より急

がれます。韮崎市では、全ての保育所、小中学校に設置されております。南アルプス市でも、

設置が決まったそうです。ぜひ防犯カメラの設置の検討を宜しくお願いいたします。 

３番目の質問ですが、子ども達だけではなく、今や高齢化社会の中で認知症の方の徘徊など、

高齢者の方の見守りや町内各地域のあらゆる面での防犯対策として、多くの自治体で最近では、

防犯カメラの設置が進められております。今後、自治会などから危険個所への防犯カメラの設

置の要望がありましたら、町内の安全対策として補助金制度を新設し、補助していくという考

えはいかがでしょうか。見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

     ただいまの自治会などからの防犯カメラの設置の要望に対して、補助金制度を新設すべきと

考えるか、というご質問にお答えいたします。 

防犯カメラの設置につきましては、近年、全国的にその効果に対する需要が求められている

ことは、認識しております。山梨県警察におきましても、街頭防犯カメラの運用に関する規程

を策定するなど、設置に対する普及に力を入れているところでもあります。こうしたことから

町におきましても、町民生活の安全確保を目的とした、生活安全条例を制定しており、同第３条

では、町民の自主的な地域安全活動に対する支援、地域の安全に寄与する環境整備等を明記し

ていることから、自治会等における防犯カメラ設置に対する補助金制度につきまして、検討し

て参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

都留市では、２７年度から防犯カメラの設置補助金交付要綱を設置して、自治会からの申請

の対応として申請額の５０％を補助、限度額が３０万でおこなっております。ぜひ検討を宜し

くお願い致します 

４番目の質問ですが、町内全域に対してはスクールガードリーダーが各学校を回って下さっ

ています。地域限定では、ボランティアの方々が子ども達の登下校の見守りを行って下さって

いますが、見守りの現状と課題をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     小林議員の見守りの現状と課題についての質問にお答えをいたします。 

町では、県の支援をいただく中で、今年度から教員ＯＢをスクールガードリーダーに採用し、

児童の登下校時の見守りや、学校周辺のパトロールなどを定期的に行っております。また、

米駐在所管内の住民によるボランティア団体「 米駐在所安全パトロール隊」や地域のボラン

ティアの方々、鰍沢警察署のスクール・サポーター、ふれあい１１０番の家などの協力により、

地域全体の見守り活動を展開しているところであります。 

 今後の課題としては、見守り活動をしていただいている方々の高齢化に伴う新たな担い手の
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確保や、ふれあい１１０番の家の会員数を増やしていくことが必要であると考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

鰍沢では望月議員も見守りをしてくださっておりますけれども。ボランティアの皆様の本当

に日頃の活動には、本当に頭が下がります。特に今おっしゃっていただいたように 米、平林、

大久保、小林の皆様の「 米駐在所安全パトロール隊」、これは一昨年、内閣総理大臣賞を受賞

されたとお伺いいたしました。本当にすばらしい見守りの取り組みには、心からの感謝の思い

でいっぱいであります。 

再質問でありますが、見守りをボランティアでされている区域は、町内全域ではなく限定さ

れておりますので、この 米駐在所エリアのように、その他の駐在所があるのが、最勝寺、青

柳、五開ですので、このエリアでも警察署と連携した見守りをお願いして頂ければと思います

がいかがでしょうか。現在、見守りをして下さっているボランティアの方々や、青少年育成区

民会議の皆様などからも、ご意見を頂きながら、町内全域で見守りが出来ればと思いますがこ

の点いかがだと思いますか。ご意見をいただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

各駐在所単位での見守り活動ができないかという質問にお答えいたします。駐在所を単位で

の見守り活動、 米駐在所が安全パトロール隊のような組織につきましては、警察署が主導に

なって行なっております。ということから町としましても警察署と連携してこのような活動体

が、幅広く組織化されるように、警察とも協議、相談をしていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ町民の安心安全のため、宜しくお願いいたします。 

それでは大きな３点目の観光スポットや、公園の維持管理と整備について質問を致します。 

１番目の質問ですが、山梨県で「日本さくらの名所１００選」に唯一選ばれている大法師公園

やアウトドアに最高の大柳川渓谷は、富士川町の宝であり、山梨県の誇れる観光名所です。し

かし大法師公園はさくら祭りの時だけ、大柳川渓谷は町民でも訪れたことがないとの声を多く

聞くことがあります。近年、大柳川渓谷の観光に、株式会社富士川の営業で大型バスで観光客

が来るようになりました。今後、更に町内外から観光客が訪れる交流人口の増加を目指して、

魅力ある観光スポットとするためには、公衆トイレの整備はかかせません。高齢化が進む現代

において、洋式トイレの整備が必要であると考えます。町内の観光スポットや公園などの公衆

トイレの現状を、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     小林議員の町内の観光スポットや公園などの公衆トイレの現状を伺うという質問にお答えし
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ます。町が管理する町内の観光スポットや公園のトイレについて、主な観光スポットとして、

大法師公園には、２カ所で洋式１器、和式８器、大柳川渓谷には、２カ所で洋式１器、和式４器、

身障者用 1器であります。穂積地区には３カ所で洋式４器、和式７器、身障者用２器。平林地

区には２カ所で和式５器、身障者用１器であります。 

この他に、町内の都市公園は１１公園あり、そのうち規模の大きい地区公園であります利根

川公園には洋式３器、和式１３器、身障者用１器、殿原公園には洋式２器、和式１器でありま

す。 

また、その他の公園については、街区公園でありますので、長澤１号公園と青柳町４号公園

のみトイレを設置してあり、長澤１号公園には和式１器、身障者用１器、青柳町４号公園には

洋式２器、和式１器、身障者用１器であります。なお、トイレのない公園が７公園あります。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

詳しくありがとうございます。大法師公園のトイレは、和式に簡易の洋式トイレ用便器を最

近、設置されたとお聞きしました。大柳川渓谷といっても、十谷地区のバス停の所の休憩所の

トイレは全て和式です。穂積地区や平林地区、またその他の公園においてもトイレの設置場所

に必ず洋式トイレが設置されている訳ではありません。櫛形山登山口平林休憩所のトイレも男

女とも和式だけです。みさき耕舎も身障者用が１つありますが、男性用女性用ともに、和式だ

けです。 

また、公園に関しては、今後、南海トラフ地震もいつ起きるかわかりません。災害の時には、

公園は住民の一時避難所となります。避難をして一番困るのがトイレです。洋式トイレがあれ

ば、水が出なくてもビニール袋を使って使用することが出来ます。再質問ですが、今後トイレ

の改修・整備を行う計画があるか、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。都市公園につきましては平成１９年３月に策定いた

しました。富士川町公園施設長寿命化計画において、公園内の東屋、トイレ、倉庫、管理棟な

どの建築物、遊具などの施設につきましては長寿命化の計画もありますが、和式トイレの洋式

化についての計画は示してございませんが、現在の高齢化が進むなかで、トイレの洋式化は必

要であると認識しております。しかし、和式トイレにつきましては洋式の方がトイレスペース

を広く確保する必要があり、また、現状の施設の老朽化しているトイレも多くございます。こ

うしたことから、公園の施設の長寿命化と併せてトイレの洋式化や、公園のバリアフリー化も

必要であると考えております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今後、計画的に進めて頂きたいと思っておりますけれども、簡単にすぐに出来るのが、大法

師公園のように簡易の洋式便座の設置です。町民の声を受けて素早く対応して頂けた訳ですか

ら、再質問ですけれども、ぜひ簡易の洋式便座なども進めて頂ければと思いますが、その点い
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かがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。先ほども答弁させていただきましたが、洋式の方がスペー

スが必要でありますので、その辺を確認しながら、必要であると思っておりますので、まずは

和式トイレより洋式トイレがすべて広いものですから、設置が可能かどうかは確認して参りた

いと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

よろしくお願いいたします。それでは２番目の質問ですが、大柳川渓谷の渓流公園の整備、

遊歩道の整備や案内板の設置など、公衆トイレの清掃と共に、常に町内の観光スポットは維持

管理が重要であると思います、現状をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     ただいまの質問にお答えします。大柳川渓流公園やバーベキュー場の維持管理については、

トイレの清掃をシルバー人材センターへ委託し、草刈りは職員が作業を行っております。 

また、大柳川渓谷を含む遊歩道については、峡南森林組合へ草刈りなどの維持管理を委託し、

観光スポットのトイレの維持管理については、シルバー人材センターや該当する地区へ委託を

行っているところであります。 

今後、遊歩道内の案内板については見直しを行い、来訪者にわかりやすい案内板の設置をし

て参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

案内板についてはありがとうございます。よろしくお願いいたします。再質問ですけれども、

シルバー人材センターや峡南森林組合に委託されているとの事ですけれども、どれくらいの頻

度で作業をして頂いているのかわかりましたらお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの質問にお答えします。大柳川渓谷公園のトイレの清掃については、４月から１２月

までの間で３回行なっており、紅葉シーズンは月４回行なっております。また草刈りについて

は、年２回行なっております。なお１月から３月については水道の凍結防止のため、トイレは

閉鎖しています。また、峡南森林組合の委託場所については、大柳川渓谷の他、櫛形山、源氏

山、八雲池公園を委託しており、草刈りと遊歩道整備を大柳川渓谷と櫛形山は年３回、源氏山

と八雲池公園は年２回行なっています。また、大柳川渓谷はその他、職員が年３回から４回草

刈り行っています、以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

シルバー人材センターの方や森林組合の方が、一生懸命に整備をして頂いていることと思い

ますが、トイレも月３回とか、草刈りも月２回、それもシーズンの時ですけれども、そういう

ことで行っているということで、他にも委託をしている源氏山とか八雲池とか櫛形山っていう

ことでありますので、普段はなかなか目が行き届かないのが、現状だと思います。職員の皆さ

んも草刈りをしていただいておりますけれど、毎日登っていく訳にもいきませんから、地域住

民の方のご協力のもと維持管理に努めて頂くしかないと思いますので、そこは地域の皆さんに

町の観光スポットとして、自然を守る郷土愛で、住民組織を働きかけて頂けますよう、宜しく

お願いしたいと思います。 

３番目の質問ですが、十谷地区に大型バス駐車場の建設にともなう調査費が補正予算に出さ

れております。今後の大柳川渓谷周辺の観光に対しての見解をお伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     ただいまの今後の大柳川渓谷周辺の観光に対しての町の見解ということでお答えをしたいと

思います。大柳川渓谷には、大型バスが止められる駐車場が無いため、乗客を降ろした後、塩

の華の駐車場で待機をしていただき、散策終了後に迎えに行く方法をとっております。 

     こうした中、大型バス駐車場は大柳川渓谷には欠かせないものであることから、駐車場整備

に向けた調査費を今回の補正予算に計上させていただいたところであります。 

     また、大柳川渓谷は、本町の貴重な観光資源であることから、かじかの湯や株式会社富士川

とも連携するなかで、大柳川渓谷の魅力をＰＲするとともに、ツアー会社への営業努力を行い、

増客に努めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ営業の方、ツアー会社にもよろしくお願いいたします。再質問ですけれども、十谷地区

入口の道路が狭く対向車が手前で待機をしている、車が来ると対向車が手前で待機をしている

ような状況ですので、大型バス駐車場の建設に合わせ、道路の拡張整備を考えて頂きたいと思

いますが、その点いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

さきほどの質問にお答えします。今回の駐車場整備に向けた調査は、工事の方法も含め、ど

んな駐車場がいいのかという調査をするものでありますので、道路の拡幅を検討する中で、調

査して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 
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ぜひよろしくお願いいたします。５月１日現在、山梨県の常住人口は約８２万人。交流人口

の一部を人口に換算する山梨県独自のリンケージ人口が６万５千人として、合わせて約８８万

５千人。県の人口ビジョンでは、６０年にはリンケージ人口と合わせて１００万から１２５万

人を目指しています。２年後の東京オリンピックの開催に向けて、ますます山梨県を訪れる外

国人観光客の増加が期待されます。観光庁の発表によると、地方の外国人宿泊者は三大都市圏

より伸びており、訪日回数が多いほど地方を訪れる割合が高く、富士山と桜が目的の観光客が

増加しているそうです。そして、平成３１年度には、中部横断自動車道が清水までの開通が予

定されております。この大きな流れの中で、富士川町の宝をもっと観光スポットとしてアピー

ルできるよう、観光スポットの周辺整備に力を入れて頂きたいことをお願い致しまして、私の

一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（井上光三君）   

以上で、通告６番 ８番 小林有紀子さんの一般質問を終わります 

以上で、一般質問を終わります。本日の日程は、全て終了しました。本日はこれにて散会と

します。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時２９分 
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平成３０年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成３０年６月１８日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１ 議事日程 

  日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 報告第 １号 平成２９年度富士川町一般会計継続費繰越費の件 

日程第 ３ 報告第 ２号 平成２９年度富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第 ４ 報告第 ３号 平成２９年度富士川町下水道事業特別会計繰越明 

許費の件 

日程第 ５ 報告第 ４号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出に 

ついて 

日程第 ６ 報告第 ５号 一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提 

出について 

日程第 ７ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税

条例等の一部を改正する条例） 

日程第 ８ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都

市計画税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ９ 承認第 ５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１０号）） 

日程第１０ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１１ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１２ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

日程第１３ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

日程第１４ 議案第４６号 富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１５ 議案第４７号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１７ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予 

算（第１号） 

日程第１８ 議案第５０号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補 

正予算（第１号） 
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日程第１９ 議案第５１号 第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の 

策定について 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

３ 欠席議員 

 

な   し 

 

４ 会議録署名議員 

 

３番  笹 本 壽 彦       ４番  井 上 和 男 

 

 

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 

会 計 管 理 者 永井たかね    政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 

財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     

税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    

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

子 育 て 支 援 課 長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀     

都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  土 木 整 備 課 長 内 田 一 志    

上 下 水 道 課 長 中 込 浩 司  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史     

生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 早 川 竜 一 

書     記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分   

〇議長（井上光三君）   

平成３０年第２回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員並びに町長を始め執行

部各位には、大変お忙しいところ、ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平

成３０年第２回富士川町議会定例会３日目の会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１ 諸般の報告 

  この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

  議長から報告します。 

本日の議事日程並びに説明員として、出席通知のありました者の職・氏名は、お手元

に配布したとおりです。 

本日は質疑の日程になっておりますが、議案第４７号から第５０号までの補正予算案

件については、配布しました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に、分割して付託

しますので、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。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２ 報告第１号  平成２９年度 富士川町一般会計継続費 繰越費の件 

日程第３ 報告第２号  平成２９年度 富士川町一般会計繰越明許費の件 

日程第４ 報告第３号  平成２９年度 富士川町下水道事業特別会計繰越明許費の件 

   日程第５ 報告第４号  株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

日程第６ 報告第５号  一般社団法人ふじかわの経営状況に関する書類の提出につい 

            て 

以上の５議案は、報告案件でありますので 一括して議題とします。 

これから、報告第１号から第５号について質疑を行います。 

     質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

     以上をもって、報告第１号から第５号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第７  承認第３号  専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の

一部を改正する条例） 

日程第８  承認第４号  専決処分の承認を求めることについて（富士川町都市計画条

例の一部を改正する条例） 

   日程第９  承認第５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１０号）） 
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日程第１０ 承認第６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

町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１１ 承認第７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

町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第１２ 承認第８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

町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

日程第１３ 承認第９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

町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

以上の７議案は承認案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、承認第３号から第９号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     １つあの、質問事項としていいのかどうかわかりませんけれども、タブレットの１５

４ページ。諸収入の中で貸付金、峡南医療センター企業団貸付金元利収入。よろしいで

しょうかね。２９年度補正ですから、こういうことがあるのかどうか。初歩的な質問で

申し訳ないですけれども、補正額が１億５，０００万となっておりますけれども、６億

５，０００万の貸付に対して、補正額が１億５，０００万のマイナスで出ておりますけ

れども、３月３１日までに返ってこないということなのか、出納閉鎖までの間に動くと

いうことなのかお伺いいします。 

〇議長（井上光三君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの峡南医療センター企業団貸付金の元利収入ということで、マイナスの１億

５，０００万の補正額についてのご質問にお答えいたします。当初に２９年度当初予算

に、当初というか、６月補正に２億補正していただいて６億５，０００万という総合計

でしたが、幹事会等何度か開く中で、金融機関の大体の上限が両町の全額で１０億円と

いうところで、１つの町で５億を限度に頑張って欲しいという。そういう働きかけをい

たしまして、最終的に５億で何とか経営ができたということで、１億５，０００万の返

還があったという、そういう意味でございます。返還というか、貸し付けはしなくて済

んだということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ただいまの質問ですが、補正予算書の２２ページ歳出を見ていただければ、歳出の方

も１億５，０００万減額になっておりますんで、その分も収入が無いということであり

ます。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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     ありがとうございました。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

１点だけ質疑させていただきます。一般会計の歳入の中のふるさと納税の寄付が１，

５４８万６，０００千円てありますけれども、これ、何件前回から増えているのでしょ

うか。 

〇議長（井上光三君） 

ページを言ってください。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

タブレット１５１ページ。２９年度が全体で、何件あったかってことでお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまの２９年度のふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。収入の部で

掲載した部分の２９年度の全体額の件数でございますが３，１７２件でございます。以

上です。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

本当に年々これがどんどん増加して、財源が潤っていくってことなので引き続きふる

さと納税の寄付が増えるような方策をしていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

     質疑なしと認めます。 

     以上をもって、承認第３号から第９号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１４ 議案第４６号  富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例について 

これから、議案第４６号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

     以上をもって、議案第４６号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１５ 議案第４７号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

   日程第１６ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号） 
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   日程第１７ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第５０号 平成３０年度 富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算 

（第１号） 

以上の４議案は、補正予算案件でありますので、一括して議題とします 

なお、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４７号から第５０号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

１０番青栁です。３つほど質問があるんですけども。款項目が違うんで１つずつお願

いしたいと思います。まず初めに２５５ページですね。 

〇議長（井上光三君） 

     青栁議員、議案番号を言ってからページを言ってください。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ちょっと今、議事日程が開けないんですけど。３０年度一般会計補正予算。よろしいでし

ょうか。一般会計補正予算の２５５ページになります。農林水産業費の１２目ですね。ゆず

の里への負担金が載っておりますけれども。こういったものは、急遽補正で盛らなければな

らないものなのか、それとも当初予算で分担金が毎年のように決まってるんであれば、当初

予算で盛るんじゃないかなと思ったんで、お伺いします。 

〇議長（井上光三君）  

土木整備課長 内田一志君。 

〇土木整備課長（内田一志君） 

     負担金につきましては、町の当初予算については、昨年度末に県から確認をして計上して

る訳なんですけど、この部分にですね、県の予算との部分に差異が出てますので、それの調

整ということで今回計上させていただいてます。以上です。 

〇議長（井上光三君）   

青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

ありがとうございました。県との差異ということで、これはまた委員会でも説明があ

るかと思いますんで次に移ります。２５７ページ。同じように私わからなかったもんで

すから、質問させていただきます。土木費の２目、道路改良舗装費という大きい項目の

中で、リニア工事用道路整備工事ははずして、鬼島、長澤、大椚、青柳と道路舗装の打

換工事があるんですけれども、こういうものはどういった緊急性があるのか。当初予算

に入ってこなくて、補正に入れてくるということをちょっと教えて頂きたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回の補正予算の件でありますけども、当初予算は何度も言っているように、町長選
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挙がありましたから骨格予算であります。緊急性のあるものとか継続的なものは当初に

載せてありますけども、それ以外の政策的経費は６月へ載せるということで、これらの

経費については政策的経費とご理解いただいて結構だと思います。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     わかりました。私逆に感じておりまして、緊急性があるのかなと思ったんですけれど

も。政策予算ということであれば理解いたしました。今の土木費の件ですけれども、こ

ういう道路改修や舗装打換の基準というのものはあるんでしょうか。 

〇議長（井上光三君）  

土木整備課長 内田一志君。 

〇土木整備課長（内田一志君） 

基準ということですけど、路面がかなり傷んでいるとかそういう部分については、計

画的に、緊急的なものは緊急に処理しますけど、ある程度計画的には整備をしたいとい

うような考えでおります。以上です。 

〇議長（井上光三君）   

次の質問に移ります。ページ数がわからないんで、違う質問をしますけれども。過日

の新聞で、町内のタクシー業者にユニバーサルデザインの車を導入した場合は、経費補

助をするという制度をつくったということで、富士川町の記事が載っておりました。大

変いいことだと思いますけれども。今回の補正、載ってきてないんですけども。今後ど

んな方向でいくかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ユニバーサルデザインタクシーというのはですね、まあこれから、高齢者、障がい者

等の移動の円滑化の促進に関する法律が施行されておりまして、福祉タクシーの整備目

標も掲げられております。その中で、この地域でもですね、高齢化は進んできておりま

すんで、できればそういった障がい者、高齢者にみんなが乗れるような、そしてまた、

車いすでもタクシーの中に入っていける。ユニバーサル、まさにユニバーサルデザイン

タクシーですが。これが通常のタクシーよりも１００万ちょっと高くなるということが

ありまして、普及がなかなか進んでいない。ということから、国土交通省が１台当たり

上限６０万出しております。ただ、今言ったように１００万以上高くなるもんですから、

県が出せばこの自治体が出さなくてもいいわけですが、山梨県はそういう制度がありま

せんので、富士川町で６０万上限に補助していこうというもんであります。ただ、今予

算を計上しないという話ですが、今すぐ買うという話がどっからもきておりません。制

度はつくっておけば、そういうものも普及してくるだろうし。うちには３件のタクシー

業者がありますが、そういうとっから当然今日、明日すぐ買うという話ではありません

ので、これからいれていきたいとの話であれば、当然また補正予算に計上させていただ

く。ただこのタクシー導入するにですね、ただ車を買えばいいということではなくて、

１台につき３名以上のユニバーサルドライバー研修というのを受けなきゃなりません。
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これは１台について３人を確保しなきゃならない。それもこの町にはまだ受講してない

タクシー会社ばかりですから、今すぐというあれはありませんので。この制度をつくる

ことによって、こうしたタクシーがこれから普及をしていけるよう目指しているとこで

あります。 

〇議長（井上光三君）   

青栁光仁君 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

よく理解しました。一人でたくさん質問して申し訳ないですけど、あと１点最後にで

すね、２５９ページ、土木費ですね。土木費の補助金で民間分譲住宅開発支援補助とい

う項目がありますけれども、新設されたものですけれども。町長からもお話があったと

思いますけども、移住定住促進という意味合いがあると思いますけれども、これも業者

に特定したっていう、そのこの制度をつくった根拠といいますか、教えていただければ

と思います。 

〇議長（井上光三君） 

青柳議員、質問なんですが、委員会で審査できる範囲ですので、はい。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

委員会のほうへ依頼するようにします。裏付けが私としては移住してくる方に補助、

増額をするべきじゃないかなってちょっと思ったもんですから。また委員会の方へお願

いするようにします。以上です。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第４７号から第５５号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１９ 議案第５１号  第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策定に

ついて 

これから、議案第５１号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

富士川町第二次総合計画について何点か質問させていただきたいと思います。まず３

２４ページ。具体的なことで大変申し訳ありませんが、ここにですね、閉校した校舎の

活用、目標数値があります。で１校が、多分これは今、五開小学校の跡地利用のことだ

と思うんですが、中間で２校、３７年度３校と位置づけられていますが、この内容につ

いてお聞きしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 
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〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。この目標数値のとらえ方でございますが、１

校ずつ増やしていくということで、最初の基準年は五開小学校でございます。次の年は、

五開小学校に加え、増穂西小学校が加わってきます。最終的にはそれに加えまして、鰍

沢中部小学校を加えるということで３校ということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

今、閉校になった旧施設の利用をこういう数値をあげて考えているという、そういう

理解でよろしいですね。 

続きまして３４３ページ。自然景観の保全と環境整備のことについてですが。これも

非常に具体的な質問で申し訳ありませんが、主な施策・事業の中にですね不法投棄防止

対策の推進、犬猫のふん害、空き地の雑草はん、はん、すいません。教員でありながら、

字が読めません。目が悪くてすいません。防止っていうのありますが、これとても大事

なことだと思っていまして。特に私、毎朝見守り隊っていうことで、子どもたちの通学

路歩いてますが、犬のふんがすごい状況があって、自分で袋を持ってですね拾っていく

ということもあります。過日ですね、朝日橋の上にふんがかなりありまして、ちょっと

気が付かなくて、子どもたちがそれを踏んづけて、大変憤慨していましたけど。これは

今大きな問題になってるのかなあと。どこかの県では条例で、犬のふんを３度放置した

ら４０万円の罰金なんてことも新聞記事に出ていまいしたが。ここの辺もですね、やっ

ぱり、なんか、なんか、注意をするだけでは、恐らく同じ人だと思うんですが。なかな

か改善できない。例えば迷惑防止条例、あるいは環境条例とかですね、策定してですね。

そういうこと見て取り締まると。取り締まりを強化するということでなくて、お互いの

意識を向上し合うということを考えたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。そ

ういった点についての考えがありますでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町民生活課長 松井清美さん。 

〇町民生活課長（松井清美さん） 

望月議員さんの先ほどの質問に対してですけれども、現在、富士川町には犬管理条例

というのはあるんですけれども、こういったふん害等に関しての項目が含まれておりま

せんで、現在担当の中では、やはりこういったご意見は日々の業務の中で、苦情として

受けておりますので、検討はさせていただいている状況です。以上です。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひですね、対策として黄色い看板を立っていただいたりね、しています。で多分で

すね、夜歩いている方、同じ方のような気もするんですけども、病院の周りとかですね、

もっといえば、富士川の土手ですね。青柳の土手。あの辺も大変すごい状況です。よく

あのお祭りのときにですね、あそこへ花火をみる人達が、色んなものシート敷いて、観

覧席にしてますけど、あの辺も本当は危ないなあなんて思ってますんで。ぜひ何とかね、
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お互いに気を付け合うってことも大事ですけども、対策を練っていく必要があると思い

ます。で、続いてですね、３５７ページ、デマンドバスについてちょっと聞きたいと思

います。公共交通の充実というところですね。現在あのデマンドバスが運行されていま

すが、このデマンドバスの運行に関わって幾つか課題だろうと思いますが、どんな課題

があると把握しているでしょうか。お聞きしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     デマンドバスの運行に関しましては広報の４月号で特集を組まさせていただきまし

て、その中で、いろいろな利用形態等のアンケートも取りました。その中で使っている

方っていうのは、非常に９割がた、便利であるというようなことの回答結果であります

けれども。増穂地区に関しましては、タクシー業者が２業者ありますので、フルデマン

ド方式という恰好でやらしていただいておりますが、鰍沢地区に関しましてはタクシー

業者が１社でありますから、具体的にはドアトゥドアになっていないというところでご

ざいまして、どうしても定点でないと停留所、タクシーに乗れないということが一つの

課題ではないかというように解釈しております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

当然個人タクシーじゃないですから、公共交通ですから、いろんな利用する側も、そ

の点を考えて利用しなきゃいけないということになりますが。やっぱり希望する時間に

乗れないとか、あるいは待ち時間が長い。例えば、病院に行ってうちに帰るとき、次の

デマンドに乗るまでに待ってる時間が多いというようなことがあってですね、そういう

希望する時間に乗れない、それから直接目的地に行けないとか、そういうような課題も

あるんじゃないかなと思いますので、その辺も考えてですね、本数を多くするってこと

は難しいかもしれませんけどね。考慮していただきたいなと思います。それからもう一

つですね、お年寄りの方が病院に来て、 

〇議長（井上光三君） 

望月議員、質問は３回までですから、発言はできませんので。 

〇５番議員（望月眞君） 

ありがとうございました。タクシーの補助金利用のことも併せて考えてもいいんじゃない

かなと、そんなふうに思ってます。大変失礼しました。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

     僕は総合計画審議会の委員だったんで内容は特に、いろいろ言いませんけれども。た

だこの今回のこの計画の中で、目標数値があってこれが現状で、中間値が平成３３年。
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で目標は３７年とありますけれども。この８年間の間、この富士川町のまちづくりの羅

針盤になるんで、これに向かってやっていくんですが、８年間の間、検証しないっての

も非常にちょっとね、長いと思いますんで、この中間値、平成３３年せっかくあるんで、

そこで中間の検証をすべきだと思いますけれども、当局側の考えを聞かせてください。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまの総合計画の検証についてのご質問にお答えいたします。第一次総合計画の

検証に関しましては、毎年度、職員の中で検証は実施してまいりました。というのは目

標数値に対して、どれぐらいの成果が上がってるかという検証してきたところでござい

ます。議員おっしゃるように総合計画は前期と後期に分かれておりますから、前期の４

年間の反省を生かしながら、まだ未達成のものは、さらに充実をさせていくというよう

な形で後期計画に反映をさせていただいているということでございますので。現在、評

価に関しましては第二次計画についても、第一次計画と同様、毎年度評価をしていきな

がらそれを反映していくという予定でおります。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

はい。その検証結果というのはなかなか表に出てこないんで、ぜひその辺の情報って

ものをしっかり発信してもらいたいんですけれど、その辺の手法をちょっと教えてもら

えますか。 

〇議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

確かに第一次計画の中では最終年度、本当の最終ですね。広報で特集を組まさしてい

ただきましたけれども、こういったことをも、中間値でも必要というようなことは認識

をしておりますから、今後検討させていただきながら、広報等を活用という事、あるい

はホームページ等の活用も考えられると考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに、質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、議案第５１号について質疑を終わります。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時３７分 
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平成３０年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成３０年６月２５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 ３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税

条例等の一部を改正する条例） 

日程第 ３ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都

市計画税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ４ 承認第 ５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１０号）） 

日程第 ５ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第 ６ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

日程第 ７ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）） 

日程第 ８ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年

度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

日程第 ９ 議案第４６号 富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１０ 議案第４７号  平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１２ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予 

算（第１号） 

日程第１３ 議案第５０号 平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補 

正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第５１号 第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の 

策定について 

日程第１５ 同意第 ４号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意 

を求めることについて 

日程第１６ 同意第 ５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意 

を求めることについて 

日程第１７ 同意第 ６号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意 

を求めることについて 
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日程第１８ 同意第 ７号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

 

日程第１９ 同意第 ８号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２０ 同意第 ９号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２１ 同意第１０号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２２ 同意第１１号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２３ 同意第１２号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２４ 同意第１３号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会 

の同意を求めることについて 

日程第２５ 同意第１４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管 

理会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第２６ 同意第１５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管 

理会委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて 

日程第２７ 発委第 ３号 富士川町議会改革特別委員会設置に関する決議に 

ついて 

日程第２８ 発委第 ４号 富士川町議会リニア対策特別委員会設置に関する 

決議について 

日程第２９ 発議第 １号 議員派遣の件 

日程第３０ 意見書案第 １号 太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等 

を求める意見書提出について 

日程第３１ 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３２ 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３３ 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。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 
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開会 午前１０時００分 

 

〇議長（井上光三君）   

本日は、平成３０年第２回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員並びに町長を

始め執行部各位には、大変お忙しいところご出席いただき、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、今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１４名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平

成３０年第２回富士川町議会定例会４日目の会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１  諸般の報告 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案件として、人事案件１２件、特別委員会設置に関する決議案件２件、

議員派遣案件１件、意見書案件１件、閉会中の継続調査申出書３件が、提案されていま

す。ご審議くださいますよう、よろしくお願いします。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２  承認第３号  専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の

一部を改正する条例） 

   日程第３  承認第４号  専決処分の承認を求めることについて（富士川町都市計画税

条例の一部を改正する条例） 

 日程第４  承認第５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１０号）） 

日程第５  承認第６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

町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）） 

   日程第６  承認第７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

町介護保険特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第７  承認第８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

町簡易水道事業特別会計 補正予算（第３号）） 

日程第８  承認第９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

町下水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

     以上の７議案は、承認案件でありますので、一括して議題とします。 

     これから、承認第３号から承認第９号について討論を行います。 

     討論は、ありませんか。 

     （なし） 

     討論なしと認めます。 

     以上をもって、承認第３号から承認第９号について討論を終わります 
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     これから、日程第２承認第３号から日程第８承認第第９号について一括して採決しま

す。 

     お諮りします。 

  本案は、原案のとおり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３号から承認第９号については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――-――――――――― 

〇議長（井上光三君）   

日程第９  議案第４６号 富士川町介護保険条例等の一部を改正する条例について 

を議題とします。 

これから、議案第４６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４６号の討論を終わります。 

これから、日程第９議案第４６号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１０ 議案第４７号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第１号） 

   日程第１１ 議案第４８号 平成３０年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

   日程第１２ 議案第４９号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）     

日程第１３ 議案第５０号 平成３０年度 富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算 

（第１号） 

以上の４議案は、補正予算案件でありますので、一括して議題とします。 

平成３０年度補正予算案件につきましては、去る１８日の本会議で、各常任委員会に

分割して付託しましたので、各常任委員長から、委員会審査の報告を求めます。 

質疑は、委員長の報告が終わった後に行います。 

はじめに、総務産業建設常任委員長の報告を求めます。 

９番 深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     （委員会審査報告書朗読） 
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〇議長（井上光三君）   

以上で、総務産業建設常任委員長の報告が終わりました。 

深澤委員長、しばらくお待ちください。 

これから、総務産業建設常任委員長の報告に対し、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、総務産業建設常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 

深澤委員長、ご苦労様でした。自席へお戻りください。 

 次に、教育厚生常任委員長の報告を求めます。 

８番 小林有紀子さん 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

（委員会審査報告書朗読） 

〇議長（井上光三君）   

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました 

小林委員長、しばらくお待ちください。 

これから、教育厚生常任委員長の報告に対し、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、教育厚生常任委員長の報告に対する質疑を終わります。小林委員長 

ご苦労様でした。自席へお戻りください。 

〇議長（井上光三君）   

以上をもって、議案第４７号から議案第５０号について各常任委員長の報告および質

疑を終わります。 

これから、議案第４７号から議案第５０号について、一括して討論を行います。 

討論は、ありませんか。 

     （なし） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第４７号から議案第５０号について討論を終わります。 

これから、日程第１０議案第４７号から日程第１３議案第５０号について、一括して

採決します。 

お諮りします。 

本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。委員長の報告のとおり決定する

ことに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号から議案第５０号については委員長の報告のとおり可決さ
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れました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１４ 議案第５１号 第二次富士川町総合計画基本構想及び基本計画の策定につ

いて 

を議題とします。 

これから、議案第５１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５１号の討論を終わります。 

これから、日程第１４議案第５１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５１号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１５ 同意第４号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めるこ

とについて 

   日程第１６ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めるこ

とについて   

以上の２議案は、教育委員会委員の同意案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村 学 君 

〇町長（志村学君） 

     －－－－－提案理由朗読説明 －－－－－ 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長からの提案理由の説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声 ) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第４号から同意第５号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１５同意第４号から日程第１６同意第５号について、一括して採決

します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 
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（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第４号から意第５号については原案のとおり同意することに決定し

ました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君）   

日程第１７ 同意第６号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

を議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君  

〇町長（志村学君） 

         ―――――提案理由の説明 ――――― 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長からの提案理由の説明が終わりました。この議題については、質疑と討

論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第６号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１７同意第６号について採決します。 

お諮りします。 

     本案は、原案のとおり同意することに、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６号は、原案のとおり同意することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君）  

日程第１８ 同意第 ７号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

日程第１９ 同意第 ８号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

日程第２０ 同意第 ９号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

日程第２１ 同意第１０号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

日程第２２ 同意第１１号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

日程第２３ 同意第１２号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を
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求めることについて 

日程第２４ 同意第１３号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについて 

以上の７議案は、鹿島財産区管理会委員の同意案件でありますので一括して議題とし

ます。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     －－－－－提案理由朗読説明 －－－－－ 

〇議長（井上光三君）  

以上で、町長からの提案理由の説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第７号から同意第１３号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１８同意第７号から、日程第２４同意第１３号について、一括して

採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、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７号から同意第１３号については、原案のとおり同意することに

決定しました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２５ 同意第１４号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員

の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第２６ 同意第１５号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員

の選任につき議会の同意を求めることについて 

以上の２議案は、カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の同意案件であり

ますので、一括して議題とします。 

町長から、本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

        ――――― 提案理由朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君）   

以上で、町長からの提案理由の説明が終わりました。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、同意第１４号から同意第１５号については、質疑と討論を省略します。 

これから、日程第２５同意第１４号から、日程第２６同意第１５号について、一括し

て採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに、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１４号から同意第１５号については、原案のとおり同意すること

に決定しました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第２７ 発委第３号 富士川町議会改革特別委員会設置に関する決議について 

日程第２８ 発委第４号 富士川町議会リニア対策特別委員会設置に関する決議につい                      

               て 

以上の２議案は、議会特別委員会設置についての案件でありますので一括して議題と

します。 

はじめに、発委第３号から発委第４号について提出者の説明を求めます。 

１３番 長澤健君 

〇１３番議員（長澤健君） 

        ――――― 提案理由朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君）   

以上で、長澤委員長の発委第３号から発委第４号について提案理由の説明が終わりま

した。 

長澤委員長、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３号から発委第４号については、質疑と討論を省略します。 

長澤委員長ご苦労さまでした。自席へお戻りください。 

これから、日程第２７発委第３号、日程第２８発委第４号について、一括して採決し

ます。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第３号から発委第４号については原案のとおり可決されました。 
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ここで、委員名簿配布のため、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２９分 

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

再開 午前１０時３０分 

〇議長（井上光三君）   

休憩を解いて、再開します。 

お諮りします。 

各特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第３項の規定により、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、各特別委員会の委員は、ただいま指名しましたとおり選任することに決

定しました。 

それでは、選任されました各特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定に

より、それぞれ正副委員長の互選をお願いします。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３１分 

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

再開 午前１０時３２分 

〇議長（井上光三君）   

休憩を解いて、再開します。 

休憩中に各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。 

富士川町議会改革特別委員会委員長に長澤健君、同副委員長に青栁光仁君、 

富士川町議会リニア対策特別委員会委員長に井上和男君、同副委員長に樋口正訓君が 

それぞれ互選されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君）   

日程第２９ 発議第１号 議員派遣の件 

を議題とします。 

提出者 長澤健君から本案について、提案理由の説明を求めます。 

１３番 長澤健君 

〇１３番議員（長澤健君） 

――――― 提案理由朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君）   

以上で、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 

長澤議員、しばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（異議なし。の声) 

     異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号については、質疑と討論を省略します。 

長澤議員、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２９発議第１号について採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声) 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君）   

日程第３０ 意見書案第１号 太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等を求める意

見書提出について 

を議題とします。 

意見書案第１号の提出者の説明を求めます。 

９番 深澤公雄君 

〇９番議員（深澤公雄君） 

   ――――― 提案理由朗読説明 ――――― 

〇議長（井上光三君）   

以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

深澤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

これから、意見書案第１号の質疑を行います。 

     質疑は、ありませんか。 

     （なし) 

質疑なしと認めます。 

     以上をもって、意見書案第１号について質疑を終わります。 

     深澤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、意見書案第１号について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なし） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第１号について討論を終わります。 

これから、日程第３０意見書案第１号について採決します。 

     お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 
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 したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第３１ 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３２ 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３３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案件でありますので、一括して議題とします。 

各委員長から、会議規則第７５条の規定により、配布しました申出書のとおり閉会中

の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

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

〇議長（井上光三君）   

以上をもちまして、本定例会の議事日程は全て終了しました。１１日間という長い会

期ではありましたが、議員各位には改選後初の定例会でありましたが、慎重かつ熱心な

ご審議をいただきここに無事閉会できますことを厚くお礼申し上げます。 

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、委員会審査にご協力

いただき、ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成３０年第２回富士川町議会定例会を閉会します。 

 

閉会 午前１０時４５分 

 


