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平成３０年第３回富士川町議会定例会（１日目） 

 

平成３０年９月 ７日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第 ６号 平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比

率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ５ 報告第 ７号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及

び評価報告書の提出について 

日程第 ６ 議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条

例について 

日程第 ８ 議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均

一課税に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一 

部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１１ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６１号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１４ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１５ 議案第６３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２号） 

日程第１６ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１７ 議案第６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１８ 認定第 ２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入 

歳出決算認定について 

日程第１９ 認定第 ３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定について      

日程第２０ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 
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日程第２１ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 

 

 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３ 欠席議員 

 

        な  し 

 

４ 会議録署名議員 

 

７番  成 田   守       ８番  小 林 有紀子 

 

 

 

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 

町       長 志 村  学 代 表 監 査 委 員 山 下 博 良 

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     

生 涯 学 習 課 長 秋 山 佳 史  教 育 総 務 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４３号をもって招集されました、平成３０年第３回富士川町議会定

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

がとうございます。 

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３回富士川町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申

し上げます。 

     今年の夏は、全国各地で記録的な猛暑となり、埼玉県熊谷市では、７月２３日に、こ

れまでの日本の 高気温となる４１．１℃を観測しました。気象庁が会見で、「命の危

険がある暑さ。一つの災害と認識している。」と今年の夏の気温について述べる中、岐

阜市内では病院に入院していた高齢者５人が熱中症の疑いで相次いで死亡し、病室のエ

アコンの故障との因果関係を警察が捜査しているといった出来ごとが発生しました。山

梨県内においても、７月から８月の２か月間、 高気温が３５℃以上となった猛暑日が

３１日に達し、例年に比べ熱中症による救急搬送が大幅に増加しました。 

     また、中国・四国地方を中心に深刻な被害をもたらした西日本豪雨では多くの方々か

犠牲となり、昨日は、北海道で震度６強の地震が発生し、一部ではインフラが壊滅する

など、広範囲にわたる甚大な被害状況が報道されています。ここ数年頻繁に発生する豪

雨災害や地震災害、またこれから台風シーズンを迎えるにあたり、万全の準備や災害情

報に細心の注意を払い、素早い決断と行動が必要であると感じております。 

     一方、この夏は、全国高校野球選手権大会やアジア競技大会が感動を与えてくれまし

た。第１００回の記念大会となった甲子園では、北大阪府代表の大阪桐蔭が二度目とな

る春夏連覇の偉業で幕を閉じましたが、決勝戦で敗れはしたものの、公立農業高校であ

る秋田県代表の金足農業の快進撃は、全国の高校野球ファンの胸を熱くしました。地元、

秋田県の高校生だけで切磋琢磨し、絶対的なエースをナインが支える姿は、高校野球の

原点であり、平成 後の夏の甲子園を大いに盛り上げ、記憶に残る大会となりました。

インドネシアで開催された第１８回アジア競技大会は、 優秀選手に選ばれた競泳女子

の池江選手をはじめとして、日本人選手の活躍が目立ちました。金メダルは、前回大会

の４７個を大きく上回り、７５個を獲得し、２０２０年のオリンピックに弾みをつけた

大会となりました。 

さて、国では、６月末に「働き方改革法」を成立させました。今、「少子高齢化に伴

う生産年齢人口の減少」、「育児や介護の両立など、働く方のニーズの多様化」などの状

況に直面している中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡

大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題となっており、こうし

た法改正が、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実

現し、働く方一人ひとりが良い将来の展望を持てるようになることを願うものでありま

す。 
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     町でも、６月議会定例会で、第二次富士川町総合計画の基本構想、基本計画を議決し、

暮らしと自然が輝く交流のまちづくり、安心して永住できる地域づくりが進められてい

るところでありますが、あらためて、ここで働き、ここで暮らすまちづくりとともに、

災害に強いまちづくりの必要性を感じているところであります。 

今定例会は、平成３０年度補正予算、条例改正をはじめ、平成２９年度決算などにつ

いて、審議をお願いすることとなります。決算審査は、決算特別委員会を設置し、分科

会方式で審議しその後、全体会で討論することを予定しております。これにより慎重か

つ丁寧に、内容の濃い審査ができるものと考えております。   

会期は、９月２１日までの１５日間を予定しておりますが、議員各位におかれまして

は、健康に十分ご留意され、活発な議論をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、７番 成田守君及び、８番小林 

有紀子さんを指名します。 

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

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２１日までの１５日間にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から２１日までの１５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。 

なお、富士川町議会議員行政視察研修実施報告書については、お手元に配布したとお

りですので、ご了承願います。 

また、山下博良代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にご苦労さま

です。 

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

所管の教育厚生常任委員会に付託しますので審査をお願いします。 
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本日は提案説明に留め、質疑につきましては、１１日の本会議で議事日程により審議

をお願いします 

なお、本日は広聴広報担当から議場内での写真撮影の申し出がありました。これを許

可しましたので、ご了承願います。 

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、これを許可します 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

本日ここに、平成３０年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

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

うございます。  

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

厚く御礼を申し上げます。  

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

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

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

はじめに、７月５日から７月８日にかけて、西日本で甚大な被害をもたらした豪雨に

ついてであります。この西日本豪雨は、死者２２１名、行方不明者９名、浸水被害２０，

０００棟以上の被害をもたらし、懸命な災害復旧作業が続いているところに、台風１２

号が通常の進路を逆送するかたちで、再び西日本に被害をもたらし、豪雨災害の恐ろし

さを改めて、思い知らされたところであります。  

こうした状況の中、８月には台風１３号、２０号が、９月４日から５日未明にかけて、

台風２１号が山梨県に影響をもたらし、大雨警報や土砂災害警戒情報も発令され、警戒

にあたったところでありますが、特に、台風２１号では、本町においても、近年にない

暴風雨の時間帯があり、町民会館、町民体育館に避難所を設置するとともに、中山間地

域に避難準備情報を発令して、警戒にあたったところですが、災害警戒本部である役場

庁舎が、雨漏りや窓枠からの雨の吹き込みが２０箇所以上発生する中で、道路上のカー

ブミラーの倒壊、道路上の倒木、民家や町営住宅の屋根のトタンが剥がれるなどの被害

情報への対応に追われましたが、幸い、大きな被害もなく、安堵したところであります。 

この台風２１号は、超大型で関西地方に大きな傷跡を残し、足早に日本を離れたと思っ

た昨日未明、北海道で震度７の地震が発生し、大規模な土砂崩落や、広範囲での地割れ

による道路の寸断、家屋の倒壊などにより、多くの死傷者や安否不明者が発生する甚大

な被害が発生いたしました。この度の豪雨や地震により、お亡くなりになられた方々の

御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に御見舞いを申し上げ、一日も早い

復旧、復興を御祈りする次第であります。  

山梨は災害が少なくて安全だよね、と言う県民が多くおりますが、山梨も東海地震、

南海トラフ地震では、震度６強の被害が予想される指定地域であることや、豪雨にして
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も、過去、多くの犠牲者を出した昭和３４年災害、４１年災害、５７年災害といった台

風被害を経験している地域であります。こうした自然災害は、いつ何時、起こるか分か

らないことから、豪雨や地震発生に備えた、迅速な対応・対策に努めたいと考えており

ます。こうしたことから、町では、９月２日の日曜日に、総合防災訓練を実施いたしま

した。  

また、町内、全ての区においても、それぞれ独自の訓練を積極的に実施していただい

たところであります。町の災害対策本部では、各区との情報伝達訓練のほか、大規模地

震の影響による土砂崩落災害を想定した訓練や、多くの負傷者が発生したことを想定し

た医療救護所設置の訓練を行い、より実践的な内容で実施したところであります。土砂

崩落災害を想定した訓練では、自衛隊へ災害派遣要請を行い、実際、北富士駐屯地から

陸上自衛隊第一特科隊第４中隊を災害派遣していただき、平林区の皆様の協力をいただ

く中、現地での住民安否確認や土嚢づくりを行ったほか、自衛隊車両の搬入経路の確認、

自衛隊無線による穂積区、五開区と中山間地域での電波確認等など、災害をシミュレー

ションした訓練を行ったところであります。  

また、医療救護所設置訓練におきましては、峡南医療センターに災害対策本部の設置

を指示するとともに、富士川病院、南巨摩郡医師会北部班、峡南消防本部、さらに今年

度は、大椚区との合同により、医師会や富士川病院のＤＭＡＴ隊による負傷者のトリア

ージ訓練を実施し、いざというときに備え、それぞれの役割分担を確認したところであ

ります。今後は、こうした防災訓練をとおして、多くの住民や関係機関の皆様と連携を

取りながら、防災に対する、さらなる危機管理意識を高めて参りたいと考えております。  

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

て申し上げます。  

まず、リニア中央新幹線建設に伴う公共施設の移設等についてであります。富士川町

児童センターについては、建築本体工事に加え、先般、駐車場及び子ども広場の外構工

事と緑地・園庭整備工事の入札を実施し、発注したところであり、年度内の完成を目指

しているところであります。なお、今定例会には、明年４月の児童センターの開設に向

け、什器類の購入経費と災害対応経費を計上いたしております。  

次に、町民交流広場についてであります。町民交流広場につきましても、明年４月、

スポーツ施設の供用開始に向け、工事着手は１１月以降となりますが、本年度の工事と

して、インフィールドに６５ｍｍ人工芝、約８，１３０平方メートルを敷設する等の工

事の入札を、先般、実施したところでありますが、この工事請負契約締結については、

議会の議決が必要なことから、今定例会に契約締結案件を提出しております。また、施

設全体の完成は、平成３５年度を目指しており、明年度以降、スポーツ施設周辺に、芝

生の多目的広場、駐車場、散策路等の整備を進めることとしていることから、今定例会

に、これらの詳細設計に必要な経費を計上しております。  

次に、町民体育館の解体についてであります。町民体育館につきましては、リニア中

央新幹線建設工事に伴い、平成３１年９月までには更地にすることとされていることか

ら、明年１月以降の解体に必要となる解体工事の設計積算を進めて参りましたが、先般、
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概算経費がまとまったことから、今定例会に体育館本体の解体工事費、外溝・付帯施設

の解体工事費、什器の処分経費等を計上いたしております。なお、この費用につきまし

ては、リニア建設に関連した解体であることから、全額ＪＲ東海の負担であります。  

次に、役場新庁舎の整備についてであります。役場新庁舎の整備につきましては、昨

年１２月に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、本年８月

からは、新庁舎の内部空間の整備方針となります「執務環境整備基本計画」の作成を進

めているところであります。一方、建設地につきましては、現役場敷地の形状を整える

ため、近隣の地権者と相談を進めて参りましたが、取得予定用地に係わる面積測量や不

動産鑑定、補償調査が必要であることから、今定例会に所要の経費を計上いたしており

ます。  

次に、利根川公園プール濾過機の取替えについてであります。利根川公園プールの濾

過機につきましては、プールがオープンした昭和５６年７月以来、３７年間の長きにわ

たり、２機ある濾過機を順調に運転させて参りました。しかし、近年、２機ある濾過機

のうちの１機が、制御盤の劣化により、濾過処理水量の能力が急激に低下し、濾過機と

しての機能不全状態となっております。５０メートルプールの水質を安定した状態で保

全する中で、運営していくためには、２機の濾過機が必要でありますので、来夏のシー

ズンにも、しっかり、濾過できる体制を整えていくため、今定例会に、機能不全となっ

た濾過機１機の取替えに要する経費を計上いたしたところであります。  

次に、シビックコア地区整備事業についてであります。シビックコア地区整備の核と

なる、国の地方合同庁舎の用地の取得につきましては、土地・建物の所有者と本年７月

６日に土地売買契約及び物件移転補償契約を締結し、現在、移転準備を進めていただい

ているところであります。  

また、地方合同庁舎の建設につきましては、敷地調査を本年７月末に完了し、現在、

国土交通省関東地方整備局において、建築基本設計が進められているところであります。

さらに、町道大法師線につきましては、今年度、道路計画に伴い移転していただく１軒

と用地補償交渉を進めており、現在、移転先を選定しているところであります。なお、

この用地補償費等につきましては、今年度は、国の交付金の内示額が当初予定した金額

を大幅に下回ったため、建物補償契約を締結するにあたり、明年度の債務負担行為を設

定し事業を進めて参りたいと考えております。また、鰍沢分庁舎の解体につきましては、

昨年度に解体工事の設計積算を終えているところでありますが、解体時に支障となる、

横断歩道橋については、道路管理者である県が撤去することとし、８月の入札が取り止

めとなり、今年度中の撤去が危ぶまれることから、分庁舎の解体は、この歩道橋が完全

に撤去される明年度以降に解体して参りたいと考えております。  

次に、大法師公園の官民連携によるパークＰＦＩ事業の導入についてであります。大

法師公園につきましては、昭和６０年５月に公園整備が完成し、レクリエーション活動

の拠点として幅広く活用されて参りました。また、平成２年には日本さくらの会による

「さくらの名所百選」に認定され、毎年３月下旬から４月上旬には「大法師さくらまつ

り」を開催し、町内外から多くの花見客で賑わっておりますが、さくら祭りの期間を除
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けば、年間を通しては、あまり利用されていないのが現状であります。全国的には、都

市公園の整備は一定程度進みつつあるものの、その一方で、公園施設の老朽化が進行し、

その魅力を十分発揮できていない都市公園も散見されております。今後、人口減少が進

み、地方公共団体の財政制約等も深刻化する中において、公園施設を適切に更新し、都

市公園の質を向上させることが重要となっております。このような中、平成２９年に都

市公園法が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設

置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、改修等を一

体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」パーク PFI が新たに設けら

れたところであります。こうしたことから、大法師公園において、この制度を広く活用

し、町の公園管理に対する財政負担を軽減しつつ、都市公園としての質と利便性の向上、

新たなビジネス機会の拡大など、民間の優良な投資を誘導した、官民連携によるパーク

PFI の導入に向け、公募設置等 指針策定支援業務に関する必要な経費を今定例会に計

上しております。  

次に、富士橋の架け替えについてであります。主要地方道市川三郷富士川線の富士橋

の架け替えについては、県において平成２８年度に事業化され、これまでに、詳細設計・

用地調査等を進めてきました。新富士橋の計画は、橋長３０４ｍ、幅員１０ｍの橋梁と

して計画されております。架け替えのスケジュールは、本年１１月頃から２箇所の橋脚

と東川の樋函の工事に着手し、平成３３、３４年度には、上部工の施工を行い、平成３

５年度中には開通の予定となっております。なお、富士橋の架け替え工事に伴い、消防

団第７分団第２部が所管している火の見櫓が支障をきたすことから、今定例会に火の見

櫓の撤去、移設に要する経費を計上いたしております。  

次に、認知症高齢者等に対する支援事業の実施についてであります。認知症高齢者等

への支援事業としましては、昨年度、徘徊 SOS ネットワークを設置し、運営を開始し

たところでありますが、これに加え、本年度は、認知症高齢者等のご家族が、さらに安

心して介護することができる環境整備として、GPS 機器購入等補助制度と、保護情報共

有サービス「見守りシール」交付制度を創設することとし、今定例会に既定予算の組み

換えをお願いいたしております。この事業により、徘徊時などに、できる限り早期に発

見でき、ご家族などに連絡がとれることで、徘徊者の生命の安全と事故防止が図られる

ものと考えております。  

次に、地域活動支援センターによる引きこもり対策についてであります。地域活動支

援センターによる引きこもり対策事業につきましては、７月に町内の障害福祉事業所を

対象に募集したところ、１事業所から応募がありました。この応募事業所の企画提案内

容は、町の目的と合致していることから、委託事業所として決定させていただき、９月

1 日に、富士川町 地域活動支援センターとして開設し、運営を開始したところでありま

す。この事業を開始したことにより、「誰も孤立させない地域づくり」の一助として、

当事者やご家族への支援が図れるようになりますが、今後も御家族や支援センターとの

連携をさらに強化し、支援を充実して参りたいと考えております。  

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、７



 

10 
 

月に実施設計業務を発注し、厨房設備機器等購入業者、設計業者及び町内学校栄養士に

より、厨房設備機器の選定や配置、並びに人の動線など、細部に渡り確認検討を進めて

いるところであります。また、８月１０日には、「富士川町学校給食センター事業」が

県から事業認定され、１６日の山梨県公報にも掲載されたところであります。こうした

ことから、今後は用地購入を進め、明年度、本体工事を発注し、平成３２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、町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例についてであります。町村長

の給料月額及び町村議会議員の報酬については、平成２６年度から平成２７年度にかけ、

県町村会と町村議会議長会において、それぞれが行った調査研究において、全国におけ

る水準に比べて極めて低いことから、「今後、各町村において町村長の給料月額及び町

村議会議員の報酬を全国の類似団体の給料月額及び報酬の水準に引き上げるよう検討

すべきである。」とする申し合わせを行ったところであります。これを受けて、本町で

は、町長、副町長等の特別職の給料月額および議会議員の報酬について、人口１万人か

ら１万５千人の規模と、１万５千人から２万人の規模における類似団体の調査を行い、

平成２８年２月に議会改革特別委員会に調査結果を説明し、町議会においては、４回に

わたる住民懇談会を経て、平成２９年１０月２７日付で、議員報酬の見直しについての

要望書をいただきました。この要望を受け、町では、平成２９年１２月１８日に特別職

報酬等審議会へ、町長、副町長等の特別職給料、議会議員の報酬及び政務活動費の額に

ついて諮問をし、本年１月２３日に「人口１万人から１万５千人規模の全国の類似団体

の平均給料月額及び報酬水準が適当である。」との答申をいただいたところであります。

この答申を受け、議員報酬および政務活動費に関しましては、３月定例会において、今

期の議員から改正されたところであります。一方、町長の給料につきましては、審議会

の付帯意見としていただいた、「業務の効率化」「職員定数の削減」「住民の理解」など、

取り組むべき課題も多いことから、改正を行わない旨を本年３月の定例会において表明

したところで あります。 しかし、副町長の給料につきましては、全国の類似団体の平

均給料月額を下回っていることから特別職報酬等審議会の答申のとおり改正を行うこ

ととし、今定例会に条例改正案を提出いたしております。 

次に、指定管理者の再指定についてであります。まほらの湯につきましては、平成２

６年度から株式会社まほらを指定管理者としておりますが、明年３月にその指定期間が

満了を迎えます。株式会社まほらは、平成２１年４月から現在に至るまで、まほらの湯

の指定管理を行い、これまでの間、利用客からの苦情もなく安定した経営を行ってきて

おります。この指定期間を更新する場合は、まほらの湯の管理運営に関する基本協定に

基づき指定期間満了の 6 か月前までに指定期間の更新を申し出ることとなっております

ので、先般、株式会社まほらに更新を打診したところ、引き続き指定を受けたい旨の回

答がありましたので、「富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関す

る条例」の規定に基づき、公募によらない指定管理の候補者として選定し、今定例会に

指定案件を提出しております。なお、今回再指定することにより、現在の入浴回数券の

使用期限が平成３１年３月末となっておりますが、その使用期限は、５年後の３月末ま
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で有効となることから、入浴回数券の販売向上につながり、ひいては、安定したサービ

スはもとより、利用客の増加と経営の安定化が図られるものと考えております。  

後に、かじかの湯と、まほらの湯の工事に伴う休業についてであります。かじかの

湯については、６月補正予算で計上した源泉の孔内改修やサウナ室及び浄化槽内等の施

設改修のため、９月１０日から１０月５日まで休業となります。また、まほらの湯は、

源泉送水ライン・ろ過循環ラインの洗浄や、ろ過材の交換及び、脱衣場 床の改修が必

要となったことから、今定例会に改修に必要な経費を計上いたしたところであります。

まほらの湯においても、工事中は休業せざるを得ませんが、かじかの湯と重ならないよ

う、１１月中の休業を予定しております。なお、この工事休業を契機に、今後、両施設

においては、工事期間中はもとより、定休日において、温泉回数券を共用できることと

したところであります。  

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

いただきました。なお、今定例会に提出いたしました案件は、報告案件２件、条例改正

案件６件、補正予算案件４件、指定案件１件、契約締結案件１件、決算認定案件２件、

道路認定案件２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６号 平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び 

資金不足比率の報告について 

を議題とします。 

町長から本案について、報告を求めます。 

〇議長（井上光三君） 

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、報告第６号について補足説明を求めます。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは、報告第６号の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きくださ

い。平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の状況で

あります。項目、比率、実質赤字比率、早期健全化基準をご説明いたします。実質赤字

比率、連結実質赤字比率に関しましては、赤字が生じていないため、横棒で表記してい

ます。実質公債費率は、１０．６％、早期健全化基準２５％、平成２８年度は９．９％
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でありましたので、０．７％の増であります。将来負担比率、４３．３％、早期健全化

基準３５０％、平成２８年度は５０．１％でしたので、６．８％の減であります。将来

負担比率の減の要因でありますが、簡易水道の本町分が水道事業に統合されたため、該

当する地方債も移管され、償還見込額が減少したためであります。 

続きまして、平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況です

が、富士川町水道事業会計はじめ、すべての会計におきまして資金不足が生じてないた

め、横棒で表記してあります。なお、経営健全化基準は、２０％であります。以上、報

告第６号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの報告並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

次に、監査委員から、「平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び 

資金不足比率の報告」に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の山下 

博良君から報告を求めます。 

〇議長（井上光三君） 

代表監査委員 山下博良君。 

〇代表監査委員（山下博良君） 

     おはようございます。本日は大変お疲れさまでございます。議長から指名をいただき

ました代表監査委員の山下でございます。よろしくお願いいたします。ただいま、町長

及び担当課長から説明がございました、平成２９年度富士川町財政健全化判断比率及び

資金不足比率の算定基礎係数について審査を行いました。その結果について御報告いた

します。それではお手元の資料に意見書が添付されていますのでご覧いただきたいと思

います。朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

     （以下、平成２９年度富士川町財政健全化等審査意見書、平成２９年度富士川町公営

企業財政健全化審査意見書の朗読） 

以上で平成２９年度富士川町財政健全化審査意見書についての報告を終わります。あ 

りがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、代表監査委員からの報告を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第５ 報告第７号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及び評価報告

書の提出について 

を議題とします。 

教育長から、本案について報告を求めます。 

教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

――――――――議案の提案理由朗読説明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 
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次に、報告第７号について補足説明を求めます。 

教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

それでは、報告第７号の補足説明をさせていただきます。教育委員会では、法の趣旨

を踏まえまして、効果的な教育行政の推進に資するため、教育委員会に属する事務の点

検評価を実施し、報告書としてまとめましたので、本定例会に報告するものでございま

す。 

それでは平成２９年度分の概要を説明させていただきます。報告書の表紙をめくって

いただきますとタブレットの９ページに目次がございますのでご覧ください。はじめに、

報告書の構成は、目的制度概要等、点検・評価の方法、点検・評価の結果、本町の教育

大綱と大きく４つの項目とし、全体で２７ページにわたる報告書としてまとめてござい

ます。続きまして、報告書の内容でございますが、タブレットの１０ページになります

が、その１ページの上段に、目的制度概要等を示し、また点検・評価の方法は、教育委

員会の活動と教育委員会各課において執行いたしました事務事業に大別し、本町の教育

大綱に掲げる教育振興施策ごとに自己点検と評価を行なったところでございます。次に、

点検・評価の結果を、その中段から３ページにかけまして教育委員会の活動を、４ペー

ジ以降につきましては、教育委員会各課におきまして執行した事務事業の点検評価結果

を、項目ごとに概要、成果、課題を記載した内容となっております。今回の点検評価の

結果を踏まえまして、課題を検討し、本年度以降の事業実施に反映させていくとともに、

よりよい教育行政の推進に努めてまいりたいと考えております。以上、報告第７号の補

足説明とさせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、教育長からの報告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６   議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第７   議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第８  議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第９   議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１０ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

以上の６議案は、条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
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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５４号から第５９号までの、補足説明を求めます。まず、議案第５４号

及び第５５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５４号の補足説明をさせていただきます。富士川町手数料条例の一

部を改正する条例等についてでありますが、本年５月に公布されました、不正競争防止

法等の一部を改正する法律による工業標準化法の一部改正に伴う改正であります。この

工業標準化法の一部改正の中、日本工業規格の名称を日本産業規格に改め、また、法律

名を産業標準化法に改める改正が行われたところであります。これに伴い、本町手数料

条例中にあります、「日本工業規格」の文言を「日本産業規格」に改める改正でありま

す。次の次のページ、タブレット３９ページでございます。新旧対照表を参照いただき

たいと思いますが、全ての「日本工業規格」の文言を「日本産業規格」改めるものであ

ります。なお、施行日については、不正競争防止法等の一部を改正する法律が、公布の

日から１年６か月を超えない範囲において施行するとされており、現在施行されており

ませんので、この条例は、同法律が施行された日、又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行するとしております。ご審議いただき、ご議決いただけますよう、お願

いいたします。 

続いて、議案第５５号の補足説明をさせていただきます。富士川町長等の給与及び旅

費条例の一部を改正する条例等についてであります。この条例改正は、副町長の給料の

改正であります。町村長の給料月額及び町村議会議員の報酬については、県町村会と町

村議会議長会において、全国水準に比べて極めて低いことから、「全国の類似団体の報

酬の水準に引き上げるよう検討すべきである。」とする申し合わせを行いました。これ

を受けて、町では、類似団体の調査をし、また町議会においては、住民懇談会を経て、

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

町では、特別職報酬等審議会へ諮問し、「町長、副町長等の特別職給料および議会議員

の報酬について、人口１万人から１万５千人規模の全国の類似団体の平均給料月額及び

報酬水準が適当である。」との答申をいただいたところであります。この答申を受け、

議員報酬および政務活動費に関しましては、３月定例会において改正され、全国の類似

団体の平均報酬の水準となったところであります。このため、副町長の給料についても、

全国の類似団体の平均給料月額を下回っていることから、特別職報酬等審議会の答申の

とおり、改正を行うものであります。 

次の次のページのタブレット４２ページをご覧いただき、新旧対照表の副町長の欄、

５６８，０００円を５８０，０００円に改めるものであります。なお、附則としまして、

施行期日については、平成３０年１０月１日としております。ご審議いただき、ご議決
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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５６号について補足説明を求めます。 

税務課長 遠藤悦美さん。 

〇税務課長（遠藤悦美さん） 

     それでは、議案第５６号の補足説明をさせていただきます。富士川町地方活力向上地

域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の条文の改正

につきましては、タブレットでは４５ページからの新旧対照表で、ご説明いたします。 

まず題名につきましては、これまで移転型事業と拡充型事業、両方の認定事業者に対

する固定資産税は、一般の税率とは異なる税率で課税をする不均一課税でありましたが、

今回の改正により移転型事業は課税免除とするため、それに伴う改正でございます。次

の第１条は、地域再生法等の法律改正にあわせての文言の改正と申請期間を２年間延長

し、施設整備事業と施設整備計画の名称の改正でございます。続きまして４６ページの

第２条第１項は、移転型事業の不均一課税を課税免除とするための文言の改正等で ご

ざいます。次の４７ページをお願いいたします。４７ページの第３条と第４条につきま

しては不均一課税とあわせて課税免除にも対応できるようにする文言の改正でござい

ます。以上が富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

の一部を改正する条例の補足説明でございます。 

〇議長（井上光三君） 

説明の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５９分 

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

再開 午前１１時 ７分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

次に、議案第５７号から第５９号について補足説明を求めます。 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

それでは、議案第５７号についての補足説明をさせていただきます。今回の改正につ

きましては、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、配偶者控除の見直し

に伴う例規整備となります。新旧対照表をご覧ください。タブレット５０ページでござ

います。第４条第１項第２号の「控除対象配偶者」を、「同一生計配偶者」に改めるも

のです。「同一生計配偶者」は、改正前の所得税法の「控除対象配偶者」に該当します。

４９ページに戻っていただいて、附則といたしまして、公布の日からの施行となってお

ります。 

続きまして、議案第５８号についての補足説明をさせていただきます。今回の改正に

つきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する一部を改正する省令等

の施行に伴い、省令の改正内容をそのまま改正するものであり、職員の資格の緩和に関
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するものであります。新旧対照表をご覧ください。５３ページでございます。第１０条

第３項第４号では、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又

は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を、「教育職員免許法第４条に規定する

免許状を有する者」に改めるものです。次の第５号は、専門職大学の創設に伴う改正に

なります。第１０条第３項に第１０号として、「５年以上放課後児童健全育成事業に従

事したものであって、町長が適当と認めたもの」を加えます。５２ページに戻っていた

だいて、附則といたしまして、この条例中第１０条第３項第５号の改正は平成３１年４

月１日から、その他の規定は公布の日からの施行となっております。 

続きまして、議案第５９号についての補足説明をさせていただきます。今回の改正に

つきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の

施行に伴う一部改正です。代替保育に係る連携施設の確保の緩和、家庭的保育者の居宅

で保育が行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間

の延長、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供

の特例に係る外部搬入施設の拡大の３点を実現するための改正となっています。５８ペ

ージの新旧対照表をご覧ください。第５条は引用部分を項まで特定するための改正です。

第６条第 1 項関係は、家庭的保育事業者等の略称規定を新設される附則第３項にも適用

させるための改正と、連携協力させるための施設としての定義を法の規定を引用するた

めの改正です。５９、６０ページをご覧ください。第６条に第２項及び第３項関係は、

代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和に係る部分の改正です。６０ページです。第

１６条第２項に第４号関係は、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事

業に対する食事提供の特例に係る外部搬入施設の拡大に係る部分の改正です。６１ペー

ジをご覧ください。第３７条関係は、法律番号は始めに出てくる部分に規定することと

なっており、第６条第１項とし新たに追加される規定に「こども・子育て支援法」が初

めに規定されるため、法番号をとる改正規定となっております。６２～６３ページをご

覧ください。第４５条関係は引用部分を項まで特定するための改正です。５７ページに

戻っていただいて、附則といたしまして、公布の日からの施行となっております。以上、

補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 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１２ 議案第６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６１号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号 

日程第１５ 議案第６３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２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。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
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町長 志村学君。 

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６０号から第６３号までの、補足説明を求めます。 

まず、議案第６０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６０号の補足説明をさせていただきます。タブレット６６ページになりま

す。 

（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

     第１表の歳入歳出予算補正は事項別明細書で報告させていただきます。タブレットで

は７５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説明） 

以上、議案第６０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いた

だきますようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６１号について補足説明を求めます。 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

それではタブレット８９ページ、議案第６１号の補足説明をさせていただきます。裏面を

お開きください。 

（以下、平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 

次のページをお開きください。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９３ページの事項別明細書をお願いいたします。 

（以下、平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

以上で議案第６１号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６２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６２号の平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算第２号

の補足説明をさせていただきます。次のページにお進みください。 

（以下、平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算の朗読） 

詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。事項別明細書の

１ページ、画面表示１０４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の朗読説明） 
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以上議案第６２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６３号について補足説明を求めます。 

産業振興課長補佐 長澤康君。 

〇産業振興課長補佐（長澤康君） 

議案第６３号の補足説明をさせていただきます。平成３０年度富士川町かじかの湯事業特

別会計補正予算書第２号。１０６ページになります。次のページをお開きください。 

（以下、平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算の朗読） 

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

ページであります。タブレットの１１０ページをご覧ください。 

（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の朗読

説明） 

以上で議案第６３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） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長等の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１６ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

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６４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６４号の補足説明をさせていただきます。タブレット１１３ページになります。

今回の指定に当たりましては、富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等

に関する条例第５条第１項第４号再指定する場合を適用し、公募によらない指定候補者

の選定を行うものであります。１、管理を行わせる公の施設の名称。まほらの湯。２、

指定管理者となる団体の名称。富士川町 勝寺１５１４番地、株式会社まほら代表取締

役依田優子。３、指定の期間。平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５

年間でございます。株式会社まほらは平成２1 年４月からの５年間と、平成２６年４月

からの現在至るまで、利用客からの苦情もなく、安定した経営を行なってきているとこ

ろでございます。協定書に基づきまして、指定の更新を申し出たところ、引き続き指定
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を受けたい旨の回答がありましたので再指定にあたり、今後５年間の事業計画及び収支

予算書の提出を受けまして、内容を精査したところでございます。内容を精査したとこ

ろ、今後も安定した経営ができると判断いたしまして、まほらの湯指定候補者として選

定し、議会の議決を求めるものでございます。以上、議案第６４号の補足説明とさせて

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

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（井上光三君） 

   日程第１７ 議案第６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

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６５号について補足説明を求めます。 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

それでは、議案第６５号の補足説明をさせていただいていただきます。工事名につきまし

ては、町民交流広場整備工事であります。施行場所につきましては、富士川病院東側の富士

川右岸の河川敷であります。工事概要につきましては、敷地の造成工事及び人工芝舗装工８

１３２平方メートルを施行するものであります。入札の方法につきましては、２社の共同企

業体による一般競争入札であります。本年７月９日に入札参加に関する広告を行い、その結

果、２つの共同企業体から参加申請があり、参加資格を満たしていることから、８月２１日

に入札を実施いたしました。結果といたしましては、入札は１回行い、山梨ガーデン・鶴田

組建設町民交流広場整備工事共同企業体が落札をいたしました。落札金額は１億５，９８４

万円でございます。なお落札率につきましては９７．９６%でございます。また工期につき

ましては、議決日の翌日から平成３１年３月２０日までとなっております。契約の相手方に

つきましては山梨ガーデン・鶴田組建設町民交流広場整備工事共同企業体で、代表構成員に

つきましては山梨県南巨摩郡富士川町 勝寺１５１４山梨ガーデン株式会社代表取締依田

忠です。なお、次ページには建設工事請負仮契約書の写しがありますのでご参照ください。

以上議案第６５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決を賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（井上光三君） 
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日程第１８ 認定第２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１９ 認定第３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案は、決算認定案件でありますので、一括して議題とします。 

町長から本案について、決算の概要説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

――――――――「平成２９年度決算について」を朗読―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

説明の途中ですがここで暫時休憩します。なお、再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（井上光三君） 

再開します。 

次に、認定第２号及び第３号について補足説明を求めます。説明者は簡潔明瞭な説明

をお願いします。 

まず、認定第２号について補足説明を求めます。 

会計管理者 永井たかねさん。 

〇会計管理者（永井たかねさん） 

それでは、認定第２号平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、補足説明をさせていただきます。タブレットの１５２ページをお開きください。こ

ちらに、決算の概要に引き続いての全会計の総括表を示しておりますので、総括表で説明さ

せていただきます。 

（以下、平成２９年度富士川町一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表朗読説明） 

以上で総括表の説明を終わります。なおタブレット１５６ページから歳入歳出決算書、タ

ブレット２０８ページから決算付属書類として、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関

する調書、財産に関する調書を各会計ごとに掲載しておりますので、ご覧いただきたいと思

います。以上、認定第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、認定賜りますよ

うお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

次に、認定第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） 

それでは認定第３号平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定につきまして、補足

説明をさせていただきます。富士川町水道事業決算報告書の１ページ、画面表示の４４

６ページをお開きください。 

（以下、平成２９年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 

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

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの決算概要説明並びに担当課長の補足説明が終わりました。ただい

ま議題になっております、認定第２号及び第３号については、委員会条例第６条の規定

により、決算特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号及び第３号の決算認定については、決算特別委員会を設置し、

これに付託のうえ審査することに決定しました。 

ここで、委員名簿を配布します。 

     （書記が特別委員会名簿を配布） 

お諮りします。 

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

第３項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり、指名したいと思います。 

     これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、決算特別委員会の委員は、名簿のとおり決定しました。 

ここで、暫時休憩します。 

決算特別委員会の委員は、正副委員長互選のため、議員控室にご参集ください。 

休憩 午後 １時２５分 

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

再開 午後 １時２７分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

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

します。 

決算特別委員会の委員長に鮫田洋平君、同副委員長に青栁光仁君が、それぞれ互選さ

れました。 

議案付託表については、議会終了後配布しますのでご了承願います。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     議長。 

〇議長（井上光三君） 

     １２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

決算審査に必要な資料の提出を求める動議を提出します。 

〇１０番（青栁光仁君） 
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     議長。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番（青栁光仁君） 

ただいまの、決算審査に必要な資料の提出を求める動議に賛成します。 

〇議長（井上光三君） 

ただいま、１２番 鮫田洋平君から、決算審査に必要な資料の提出を求める動議が出

されました。この動議は、１人以上の賛成者がありますので成立しました。 

これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を議題とします。 

ここで、動議提出者から提出理由の説明を求めます。 

〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 

ここで、書記に提出資料一覧表を配布させます。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

決算審査にあたり、ただいまお手元に配布されました一覧表にある２８件の資料を参

考にしたいので、提出を求めるものであります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、提出理由の説明が終わりました。 

     鮫田洋平議員、自席にお戻りください。 

これから、決算審査に必要な資料の提出を求める動議を採決します。 

お諮りします。決算審査に必要な資料の提出を求める動議を、決定することに、ご異

議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと、認めます。 

したがって、決算審査に必要な資料の提出を求める動議は可決されました。提出資料

については議会終了後配布しますので、ご了承願います。 

次に、監査委員から、平成２９年度富士川町一般会計・特別会計及び公営企業会計の

決算審査に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の山下博良君から報告

を求めます。 

代表監査委員 山下博良君。 

〇代表監査委員（山下博良君） 

     まず、報告に入る前にこの度実施いたしました決算審査におきましては、町長はじめ

関係職員の皆様には大変忙しい中をご協力をいただき、日程どおり終了することができ

ました。本当にありがとうございました。当決算審査に対する意見書については、一括

して報告をさせていただきます。なお時間の関係もございますので、お手元の資料、１

ページと２４ページの結びのみ、朗読させていただき報告に代えさせていただきたいと

思います。省略させていただきますページにつきましては、後刻確認をお願い申し上げ

ます。それでは１ページをお願いします。 
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（以下、平成２９年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）

決算審査意見１ページ、２４ページ朗読説明。） 

〇議長（井上光三君） 

以上で、代表監査委員からの決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 

山下代表監査委員、誠にご苦労さまでした。厚くお礼を申し上げます。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２０ 認定第４号 富士川町道路線の認定について 

日程第２１ 認定第５号 富士川町道路線の認定について 

以上の２議案は、道路認定案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

―――――――― 提 案 理 由 説 明 ―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、認定第４号及び第５号について補足説明を求めます。 

土木整備課長 内田一志君。 

〇土木整備課長（内田一志君） 

     それでは、認定第４号及び第５号の富士川町道路線の認定について、補足説明をさせ

ていただきます。５２８ページをお開きください。この認定につきましては、宅地開発

に伴う開発地内の道路の町道認定であります。認定第４号は路線名が 勝寺２３号線。

起終点は、 勝寺８６０番４地先であります。道路延長は２３メーター、幅員が６メー

ターから１２メーターであります。次ページをお開きください。続いて認定第５号は、

路線名が起し１号線。起点は、鰍沢１１０番地先。終点は、鰍沢１１３番１地先であり

ます。道路延長につきましては、１３２メーターでございます。幅員は６．２メーター

で、役場庁舎から約２００メーター南側の宅地開発地内の道路であります。起し１号線

は、鰍沢デイリーストア南西の宅地開発地内の道路であります。以上、補足説明とさせ

ていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由、並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４７分 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 
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開会 午前９時００分 

〇議長（井上光三君）   

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。 

相互に礼。着席願います。 

平成３０年第３回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ

ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

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

会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１ 「諸般の報告」 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。 

本日の議事日程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）   

日程第２ 一般質問 

質問の通告者は、１１名であります。 

これから通告順に一般質問を行います。 

それでは、通告１番 ４番井上和男君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

おはようございます。４番 井上和男です。これより一般質問をさせて頂きますが、その前

に先日、北海道で発生した地震により被害を受けた方々にお見舞い申し上げると共に、一日も

早い復興をご祈念申し上げます。 

それでは質問に移らせていただきます。町民体育館及び児童センターは今年をもって使用停

止となり、解体準備に入る事になっております。両施設は平成２７年制定の地域防災計画書で

小林区、𣇃米区、天神中條区の避難場所に指定されています。施設解体に伴い、対象地区の新

たな指定避難場所について、町のお考え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） 

ただいまの指定避難所についてのご質問にお答えいたします。町の地域防災計画では、町内

全域で８１箇所の施設を、指定避難所として指定しております。町民体育館と、ますほ児童セ

ンターも現在、指定しているところでありますが、これらの施設は、長期避難収容場所として
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計画では位置付けております。よって地区を限定しているものではありません。 

なお、地域防災計画にある指定避難所の対象地区名を示す表記が、住民の皆様の混乱を招く

ということから、現在、計画書の見直しを行っているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君 

〇４番議員（井上和男君） 

今のお答えの中で、表記はしてあるが、そこに限定することはないということでございます

ね。指定場所の表記の削除というのを考えていることで。そうしますと指定場所の表記だけを

とるんではなくて、その考え方の、町の考え方の啓蒙活動を行なっていく必要があろうかと思

いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

町としましては計画書の見直しを行う中で、当然住民にその避難場所についての考え方を周

知していくつもりでございまして、広報、ホームページ等を通しまして、周知してまいりたい

と考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君 

〇４番議員（井上和男君） 

それではその徹底方法だけ、実行をよろしくお願いいたします。 

次の質問に移らせていただきます。利根川公園テニスコート西側にあります公園内トイレは

昭和６３年頃建設され、老朽化が進んでおります。又、テニスコートが全天候化に改修された

事により利用人数も増加しています。特に峡南地区の中学生大会も実施されており、この中学

生大会は、本町のコートと南部町アルカディア公園コートを使い、男女の大会を年度ごとに交

互に開催しております。西側の公園内トイレを利用していますが、評判が良くありません。ト

イレの改修計画について町の考え方をお伺いします。 

又、お礼を申し上げる点がございます。朝市会場に設置されていたトイレをテニスコート東

側駐車場の一角に移設して頂けるのは利用者にとっては朗報となっております。今工事が始

まっておるところですけども、一日も早い完成を望むものであります。よろしくお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。利根川公園テニスコート西側に隣接するトイレにつ

きましては、昭和６３年３月、アルミ製平屋建てで整備され、男性用は、和式１器、小便器２器、

手洗い１器、女性用は、和式２器、手洗い１器が設置されており、３０年を経過していること

から、これまで便器などの小規模な修繕工事を実施しておりますが、建物については老朽化が

進んでいることは、認識しております。 

こうした中、平成２８年度策定いたしました「富士川町公園施設長寿命化計画」では、平成

３４年度、屋根・屋上部の塗装、防水対策を重点的に実施する内容となっております。しかし、

さらに、利用者の利便性を図るためには、外壁や建物内部の劣化対策や、周辺の園路やトイレ
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のバリアフリー対応など、公園やテニスコートの利用者のニーズに対応した計画も必要である

と考えております。 

こうしたことから、公園利用者の利便性の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図

るため、長寿命化計画の内容を見直し、国の交付金事業を検討する中で、トイレを含めた公園

施設の改築を進めて参りたいと考えております。 

なお、利根川公園におきましては、現在、プール西側の隅に、洋式２器のユニット式トイレ

の設置工事を進めておりますが、１０月上旬の供用開始を目指しております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君 

〇４番議員（井上和男君） 

ありがとうございます。今のお話の中でまあ１日も早いトイレの改修工事が進むことをご期

待申し上げておきます。以上で私の質問は終わらせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告１番 ４番 井上和男君の一般質問を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

続いて、通告２番 ３番 笹本壽彦君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

３番笹本寿彦です。まだ初心者マークを付けている新米議員でございますので、議会の慣例

などにも不慣れでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、質問事項１の広報ふじかわについてお尋ねいたします。私は議会だよりを作製す

る広報委員会に配属されました。このような作業には比較的慣れていたはずなのですが、広報

を作製する苦労を身をもって再確認いたしております。広報ふじかわを作成するにあたり、各

課や担当職員が大変な苦労をして原稿を制作していらっしゃることも良く理解できます。広報

ふじかわや、議会だよりは、町民にとって重要で身近な情報源だと確信しております。富士川

町民が、町長や行政、議会の考えていること、やろうとしていることを知るのは、広報が も

身近で簡便な情報源だからです。まさに、広報ふじかわ、議会だよりは町民がこの町を、地域

を自ら考える情報源の源だと思っております。町民と行政との接点として広報の意義、役割が

改めて重視されるべきと考えております。 

さて、広報ふじかわは、現時点で毎月６，１００部を作製し、各世帯に約５，０００部、町

内主要施設に３８０部、町外や職員に１９０部、保存用と予備で１００部、イベントＰＲなど

に若干配布して、 終的に毎月約２５０部ほどが残っているとお聞きいたしました。 

 富士川町の世帯数は約６，３００で推移している状況です。そもそも世帯数よりも作成数が

なぜ少ないのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     あの、笹本議員、これ。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

はい、関連です。 
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〇議長（井上光三君） 

     まだ１番の質問がしてませんので。１番の質問をした後にお願いいたします。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい。失礼いたしました。毎月、広報ふじかわが約２５０部残るんですね。一年間で３，

０００部。それに保存用と予備の計１００部がそれなりに残ってしまうとしますと、さらに１，

０００部以上の在庫が加われば、年間で４，０００部ほどの広報誌が不配在庫として残ってし

まうと思います。これらの残った広報誌は、どのように処理、処分しているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

笹本議員の広報ふじかわに関するご質問にお答えいたします。 

広報ふじかわは、町が行う各種施策や生活に係わる制度をはじめ、行事のお知らせなどをす

る大切なコミュニケーションの手段として、議員おっしゃるとおり、毎月６，１００部を発行

しております。 

先ほど議員のご質問の中にもありましたとおり、各組長を通して配布している分が５，

０００部、町外の方や事業所などに郵送している分が１５０部、町内主要施設へ設置している

分が３８０部、職員への配布が４０部、このほか保存用として５０部、予備として５０部を確

保して、合計ですと５，６７０部となります。 

残りとなる４３０部は、各種行事やイベントなどにおいてＰＲに活用するほか、記者会見や

行政視察などの資料として活用しまして、翌月の広報を発行した際に残っている概ね月

２５０部程度でございますが、こちらに関しましては古紙回収の紙類としてリサイクルさせて

いただいているところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

毎月２５０部残ってですね。それに若干増えるとは思うんですけども、それ年間にすると、

広報ふじかわだけで、１５万円から２０万円分を捨てていると。捨てているという言葉に語弊

があれば、古紙回収に出していると。そういう状況になります。これらは長年にわたりこうい

う状況が続いていたとしてですね、今後もこういう状態が続いていくということであれば、広

報だけで毎年１５万から２０万が廃棄処分されていく。これ国民の税金であり、町民の税金で

もあるわけです。この無駄を何とか省く努力というのは考えておられないでしょうか。伺いま

す。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど答弁いたしましたとおり、毎月６，１００部

は年間契約という形で印刷業者に発注をしております。この６，１００部を算出するに当たっ

ては、毎年見直しをしておりますので、今後ずっと、この６，１００部を印刷するというわけ

ではございませんで、また来年度の当初予算の折には、これらの在庫等を確認しながら、その

６，１００部が適正な数値かどうかを判断しまして、適正な予算を立てていきたいというふう
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に考えているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

世帯数が大体６，３００近辺、でここ数年推移しているなかで、印刷部数がそれを下回る６，

１００という数字はどういう根拠から設定した数字でしょうか。世帯数よりも 初から少ない

部数ということが不思議でならないのです。 

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） 

住民に登録をしております世帯数というのは、一戸の世帯の中で世帯を分離している部分も

ございます。広報の配布枚数というのは各区から出された、各戸ということで、１世帯、１戸

ということもございませんから、そういうことを勘案しますと先ほど申し上げました内訳のこ

とを基準にしまして、毎年、発行しておりますから。現在は月６，１００部という数字を導き

出しているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

先日、広報研修で埼玉県の寄居町役場を訪ねました。人口約３万３千人で世帯数は１万

４４００。自治体加入率は約８０％で、未加入世帯にも諸々の策を駆使して広報誌が届くよう

に努力しているそうです。我が富士川町では、未加入世帯への広報をどのような策をとってお

届けする努力をしているのか、また自治会加入率というか、未加入世帯の数字がわかりました

らお伺いいたします。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。町としましては、自治会の未加入世帯は把握してお

りませんが、加入されていない方から問い合わせがあった場合には、広報など町からの配布物

は、本庁舎または 寄りの町有施設へ設置してある旨を伝え、取りに来ていただけるよう、案

内をしております。 

     また、広報誌をはじめとする各種の情報提供は、ホームページ、フェイスブック、マチイロ

アプリへ掲載するとともに、ＣＡＴＶのコミュニティチャンネルを通じて情報発信していると

ころであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

町内のですね、パン屋さんだとか、人が集まるような施設とかには置いてあるのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 
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現在、広報等を配置してるところは町が所有している施設のみでございます。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

寄居町役場では、そのような個人のところへお願いをして、複数部を置かしていただいてい

ると。大体置いた広報の６割以上は誰かどうか持っていってくださっていると。そういう状況

だそうです。ですから、そのようなことを考えてもよろしいかと思います。では次に移ります。 

２０１５年に朝日新聞社が実施した「自治体広報の既読率」のアンケート結果によると、「必

ず読む」、「たまに読む」を合わせると８７％が少なからずとも「読む」という回答だったそう

です。広報ふじかわの既読率はどのくらいなのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。本町では、広報に関するアンケートを実施していな

いため、既読率に関しましては把握していないところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

再質問になるかと思います。広報ふじかわの既読率を上げるために、何か工夫をされている

とか。 

〇議長（井上光三君） 

     笹本議員、これは４番の質問でよろしいですか。再質問ではなくて４番でよろしいですか。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい。 

〇議長（井上光三君） 

じゃ４番の質問で。政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。広報誌の役割は、広く町民に町政情報を伝えるもの

であり、町民の皆様の生活に係わる情報のお知らせや、町が行おうとする施策についての説明

を、適切な時期に効果的に行うことであります。 

     このため、より多くの方に広報誌を手に取って読んでいただけるよう、子どもを含めました

地域の方々の関心を引く写真を表紙に使用しております。 

     また、読みやすくするため紙面の文字は大きめにし、写真やイラストを入れて文字だけにな

らないようにするとともに、できるだけ難しい言葉は避けて、誰にでもわかりやすい表現にす

るよう心がけております。 

     さらに、掲載内容も、旬の話題や地域のみなさんの活動を積極的に取材して、記事として取

り上げるように努めております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 
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よくご苦労はわかります。ただし、まだまだ記事内容が固い。難しい、楽しくないなどの意

見が多いのも事実です。努力はされていらっしゃるでしょうけれども、町民の皆さまが読みた

くなる、さらにもっと言えば広報が届くのが待ち遠しいくらいの広報をつくっていただきたい。

私たち議員にもお声かけいただければ、知恵を絞って協力をいたします。次の質問に移らさし

ていただきます。例えば、広報ふじかわは、昨年度の決算額が６，１００部で約３２４万円、

今年の予算は同じく６，１００部で若干ほど上がっておりますが、予算として３４７万円。昨

年度の部数から計算すると１部が４４円から４７円ほどになります。しかし町民の皆様はこう

いう数字は広報とかに出ておらないので、知らないと思います。それとこの広報を作るのに前

もっての下準備が、職員や各課にかなりの負担がかかっていてこの金額になっているというふ

うに理解をしておりますが、このこういう努力とか金額をですね、せっかくこの広報はいくら

かかっているんだよというふうな数字を町民の皆様にお知らせすることは必要だと思うのです

が。いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

笹本議員、今のは通告に無い質問ですので、通告に沿った質問をしてください。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

はい。それでは次に移ります。この広報ふじかわの中で、他町に比べて、とても不親切な項

目がございます。それは、毎月掲載される「入札結果を報告します」の記事項目です。ここに

は、入札結果の全てを掲載しているのでしょうか。また、全てを記載していないならば、どの

ような基準で掲載・不掲載を定めているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまのご質問にお答えします。広報ふじかわに掲載している入札結果報告につきまして

は、入札を執行した案件の１か月分の結果を取りまとめ、入札執行月の翌々月号に掲載してお

ります。掲載している入札結果報告は、入札を執行した結果、落札者が決定し、契約が成立し

たもの全てであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

８月号の入札報告は１３件で、合計金額が約４１００万でした。９月号は２４件掲載され、

合計金額は約２億１３００万円。 も少額な落札金額は７０万円が記載されております。例え

ば、広報ふじかわの約３４７万円とか、議会だよりの約２８０万円の金額はかなり大きい数字

だとおもうのですが、これは随意契約だと思いますが、これらの大きな数字を町民へお知らせ

するということは、必要だと思うのですが、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いたします。笹本議員のおっしゃるとおり、大きな金額の随意契

約というものもございます。先ほど答弁で申しましたのは、入札を行なった結果について広報

誌の方に掲載してあるということでございまして、随意契約につきましては、広報誌の方には
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記載してございません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

親切ていねいな広報誌を作って情報伝達するという観点から、引き続き伺います。広報ふじ

かわの「入札結果を報告します」の記事項目には、わが町は工事名・件名、場所、落札金額、

落札者の掲載があります。例えば、昭和町では工事名・件名、場所、落札業者、予定価格、落

札金額、落札率、工期の７項目が記載されております。身延町でも落札率は記載されておりま

す。なぜ富士川町では、昭和町や身延町のように落札率などを記載していないのでしょうか。

伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     笹本議員これは６番の質問ということでよろしいでしょうか。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい、すいません。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

ただいまの質問にお答えいたします。町が行う入札及び契約に関しては、「公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律施行令」において、公表が義務付けられている項目が１０項

目あります。広報ふじかわには、公表項目の中で、特に重要と思われる、件名・場所・落札金

額・落札者を掲載しております。 

     なお、その他の公表項目につきましては、申し出により、窓口で閲覧することができます。 

また、町のホームページには、入札結果一覧として、公表が義務付けられていない落札率を含

めた資料を公開しており、入札及び契約に係る情報につきましては、 透明性を確保するため、

適切に公表を行っているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ホームページに、それが載っていることは承知しております。ただ私なんかでもホームペー

ジからそこを見るまでには、慣れるまでは大変でした。それから、わざわざそこを訪ねて見な

ければならないというよりも、届いた広報を開いた状態でぱっとわかるということは、それは

やはり親切でていねいなことだと思います。ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、

「富士川町の入札は、ほとんど１００％に近い」とか「富士川町の入札は天国入札だ」とか、

世間ちまたでは憶測で勝手なことを言いふらす不埒な者がいることは事実です。そのような風

説の流布のような言葉を払拭する意味でも、入札結果報告には、入札参加数、落札率等を記載

すべきと考えますが、いかがでしょうか。再考いただけないでしょうか。 

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） 

ただいまのご質問にありました落札率等の広報への記載でございますけれども、記載につき
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ましては、現在の記事に列を２列増やすことにより可能だと思われますが、広報誌の限られた

紙面の中で、こういった列を増やすというようなことは現在掲載している入札情報の事態を小

さくしなければ入らない。というようなことがございます。また小さくなってしまいますと読

みずらい紙面になってしまうと考えております。町ではより見やすい形で、町民の方々に情報

を発信したいと考えておりますので、現在の形で入札情報を掲載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） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

それは、広報誌の体裁、体裁ですね。体裁がまず先に来て、内容が後回しになっている。文

字が小さくなるとかであれば、ページ数を増やせばいいだけではないでしょうか。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） 

広報誌の紙面につきましては、先ほど申しましたとおり限りある紙面となってございます。

また、契約の情報につきまして、形を変える、またページ数を増やすというような形の中では、

今ここでですね、できるとかできないとかいうことが、ちょっとわかりませんので、今後検討

をしてまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

先ほどのような風説の流布のようなことが言われることは、富士川町民にとっても、町長に

とっても、議会にとっても決して良いことではないはずです。やはりあの町長を先頭に役場職

員、議員、請負業者も心に矜持をもって働けばよいと思います。矜持とは己の心を確立し、堂々

と振る舞うこと。自分を信じて抱く誇り、プライドであります。落札率とかそういうものが出

て困るようなことは無いはずなのでございます。そういうことを記載することによって入札業

者も富士川町のためならと、経営努力と経費節減に取り込んで、少しでも安い価格で入札しよ

うと思っていただけるのかなと思っております。どうぞよろしく検討をお願いします。 

次に質問事項２の富士川消防団についてお尋ねいたします。現在、全国的に消防団員の不足

が深刻になっております。平成２３年６月議会で「今後、消防団ＯＢや地域住民の協力を得て、

機能別団員や女性消防団について県内活動を調査し、消防団とも協議検討していきたい。」とい

う答弁がございました。今現在、富士川町では、２８０人の定員をほぼ満たしております。し

かし構成は公務員が６０人以上、職業別からすると公務員への勧誘負担が大きくなっているよ

うです。役場に就職すると、消防団にも入らなければならないのかなあ、と言うようなことを

聞いたことがあります。そのような兆候はございませんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     笹本議員、これは 1番の質問で。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     ええ、関連で。 
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〇議長（井上光三君） 

     １番の質問は勧誘の対策ですが、もう一度１番から質問してください。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     すいません。基本的には消防団のなり手が少なく、勧誘に苦労されているはずです。今日ま

での勧誘の進捗状況と、現時点でどのような対策を講じているのか伺います。 

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） 

ただいまの消防団についてのご質問にお答えいたします。本町の消防団員数は、本年度

２７１名で、条例定数である２８０名を９名下回っている現状であります。現在、消防団員の

勧誘は、それぞれの分団の団員や、各区の協力により行っておりますが、毎年、十分な団員の

獲得には、至らない状況でございます。 

こうしたことから、団員の募集に向けては、商店等で特典が得られる消防団員サポート店事

業の創設や、準中型自動車免許等取得費補助金交付制度といった優遇制度の創設を行い、消防

団入団への魅力をアピールしながら団員の確保を図っているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

再質問です。先ほどもうっかり申し上げましたが、公務員の割合が６０人以上で、負担が大

きくなっていると聞きました。そのよう兆候はございませんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

消防団員に係る職種についてのそういった情報等、特に防災課の方に寄せられていることは

ございません。以上です 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

消防団を勧誘するに当たってですね、消防団になる人が金銭目的とかそういうことではない

ことは承知しております。ただし、富士川町消防団員に関する条例を読みますと、その中の項

目に、山梨県市町村総合事務組合消防団云々という記事が出てまいります。その中に、市町村

によって異なりますが、報酬や出勤手当、退職報償金等が支給されます。との記載があります。

富士川町の報酬規程では、一般団員の年額、報酬年額が１万円。班長になっても年間で１万７，

０００円。そして、団員が水害や火災などに出た場合、１回につき１，０００円。警戒の場合

１回につき８００円。訓練の場合１回につき８００円。このような数字は、一般、消防団に無

関係な町民はほとんどわからない数字でございます。１回につき１，０００円とか１回につき

800 円というのは、いかにも低額すぎる、少な過ぎると感じてしまいますが、この１回につき

というのは、どのような状況を指すのか教えていただきたい。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 



３６ 
 

〇防災課長（樋口一也君） 

消防団員が出動する手当につきまして、１回につきというご質問でございますが、これは、

出動が団長より命令がかかって出た場合に限って、時間的な配分でございません。出動した１回

ということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

富士川町として、火災時の出勤や出動や厳寒期の夜警など、そういうめりはりをつけるなど

してで、報酬を増額することはできないか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     笹本議員、報酬については通告していませんので、また改めて通告に沿った質問で。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい、失礼いたしました。それでは、消防団員の退職報償金について伺います。富士川町の

条例には、退職報奨金の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合消防団員退職

報奨金条例の定めるところによると記載されております。簡単に述べますと、階級や勤務年数

によって金額が異なりますよということで、至極もっともなことで何ら疑問は感じません、し

かし、退団者支給表というのを見て、大きな違和感を感じました。それには、勤務年数が５年

以上１０年未満、１０年以上１５年未満、１５年以上２０年未満などと５年ごとに区切られて

います。この支給額表からですと、５年間以上勤務しなければ退職金は支給されない。それに、

例えば勤務年数が、１９年間で退職したような場合でも、１５年分の退職金しか払われないこ

とになりますが、そのように理解して宜しいのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

ただいまの質問にお答えいたします。消防団員に対する退職報償金制度は、退職した消防団

員の多年の労苦を報いるため、昭和３９年度に処遇改善措置の一環として創設されたものであ

ります。本町の消防団員の退職報償金は、山梨県市町村総合事務組合で共同処理しているもの

で、支給につきましては、同組合が定めた条例により算定しているものであります。 

こうしたことから、同条例の退職報償金支給額表により算定しており、１９年間で退職した

団員と１５年間で退職した団員とは、同額の支給となっております。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

このあの、条例の表はその数字自体、何度か改正されているようなのですが、先ほどおっ

しゃったように、３０年、４０年以上ぐらいの前からの区切りなんですよね。例えばあの、職

場の都合で急に転勤を、例えば４年半で転勤を命じられた。その場合は５年に満たないので、

退職金のようなものは一切払われない。例えば病気で勤務することが不可能になった。で、そ

ういうふうな場合でも区切りが５年であれば、先ほど申しましたように１９年で、やめざるを

得なくなったときには、１５年分しか支払われない。これはとても不公平で、かわいそうだと

思うのですが、そのように感じられませんでしょうか。 
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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） 

心情的な問題もございますけれども、本町の消防団員の退職報償金は先ほど申しましたとお

り、県の市町村総合事務組合の支給の条例によって定められておりますので、本町としてもそ

の条例に従って支給しているということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

同じ山梨県市町村総合事務組合では一般公務員の退職金の規定もありますが、それは当然皆

様のことで、月単位で計算されております。同じ組織の、山梨県市町村総合事務組合で、消防

団員の退職金計算方法が、年単位どころか５年くくり、これらは消防団の元々の報酬金額が高

額ではないので、一般公務員と同じように月単位の勤務で計算しても、さほど大きな負担は生

じないです。何よりもさっぱりしたわかりやすい数字が出るということは、消防団員もさっぱ

り、すっきりするので、諸々の意欲向上にプラスになると考えます。山梨県市町村総合事務組

合の条例・規約などに、不自然なこと、不都合、不条理などの項目があれば、積極的に訂正、

修正を提言していたらいかがでしょうか。鰍沢と青柳は甲州経済の要だったことは史実でござ

います。異論はあろうと思いますが、誇りをもって正々堂々と正論を述べてリーダーシップを

とって開拓するような強い意志を持って、改革をしていただきたいと思うのですが、そのよう

な働きかけをするお気持ちはございますでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

消防団員につきましては、地域を守るという崇高な精神で団員に入団していただいでござい

ます。報償金の額について、現在も過去の団員からも不満をいただいたというようなケースも

ございません。ですが、１年刻みという話もございますけれども、先ほどから言ってますとお

り富士川町だけで運営している報償、退職報償金ではございませんので、全県下あるいは全国

というような足並みもございますので、今の組合で制定している条例に従っていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

予想どおりのご答弁をいただきました。以上これにて初めての一般質問を終了いたします。

ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告２番 ３番 笹本壽彦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３番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 
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〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

１番、秋山仁です。よろしくお願いします。通告に従いまして質問させていただきます。大

きい１番で防災ラジオ普及についてということです。その中でカッコ 1番としまして、災害の

未然防止と被害の軽減を図るために、自分の身は自分で守るという基本的な認識のもとに、自

らが災害対策に対する取り組む必要があると思います。そのために、一人ひとりが災害に対す

る情報、知識をもち緊急時に適切な行動を取ることが、必要と考えます。町では、数年前より

防災ラジオの普及に力を注いでいますが、本年７月時点で購入世帯が約７２０台、全世帯

６３１８世帯の内ですね、実に１１．３９パーセント。あまりにも低い購入率です。当時の投

資資金約７，０００万円と聞いております。費用対効果の上でも、普及増加のために強力な啓

発活動が必要と思います。全国的に災害意識の高まりの中、防災ラジオの普及啓発にどのよう

に取り組むか伺いたいと思います。 

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） 

ただ今の防災ラジオ普及についてのご質問にお答えいたします。防災ラジオは、雨の強い日

や、近年の気密性の高い住宅などが増えたことにより、室内において、防災放送が聞き取りに

くいという状況を解消するために、各家庭の個別受信機として導入してきたところであります。 

平成２７年度から運用を開始し、本年度第７次の募集受付けを終え、現在、７０１台が各家

庭において設置をしていただいております。７０１台にあわせて２８台、文字表示というもの

がございます。この台数を含めますと現在７２９台ということでございます。 

今後も、新たに住宅が増えていく見込みもあり、また、まだまだ屋外放送が聞き取りにくい

というご家庭もあると思いますので、区長会や広報、ホームページを活用しながら、防災ラジ

オの良さを伝え、さらなる募集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） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

私は、ひとつの提案として、一人暮らしの高齢者、また防災行政無線の聞こえない世帯の規

約を作成し、貸与する政策はどうかなと思っております。また、ラインアプリで防災情報を伝

達するような方法も良いではないかと思います。このようなことの考えですけどもいかがで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

防災情報につきましてはあらゆる手段を検討していかなければならないと考えております。

その１点で平成２７年度から運用したこの防災ラジオもその１つでございます。現在、SNS と

いう仕組みの検討に入ってございまして、これらの中に、おっしゃったアプリ等が活用できれ

ばということで、今後検討してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ぜひあの全国的に災害が多い、全国に今、北海道のああいう地震もありましたので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

次に、カッコ２番としまして、行政無線の放送が聞こえない、聞きづらいと聞きますが今、

どこの家庭でもエアコン使用、窓の締め切り等々によるものと思われます。防災ラジオの購入

費用が高いのではないかという声も聞いております。このようなことを解消するために、防災

ラジオの購入時に町が一部助成するようなお考えがあるかお聞きしたいです。 

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） 

購入費の助成についてのご質問にお答えいたします。防災ラジオのシステム導入にあたって

は、基地局となる配信設備の設置、運用に伴う維持費、また、保守点検費用については、町の

管理責任として整備しております。 

一方、個人の所有物となる防災ラジオ本体につきましては、購入いただく所有者の負担とし

て、導入当初より、住民の皆様にご理解いただき整備して参りました。 

こうしたことから、相互負担の考え方により導入してきた経過がありますので、これからも、

購入費用に対する助成の考えはございません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

普及率がやはり１割ちょっと、１１．３９%、これはやはり事業するうえで本当に政策的に

どうだったのかなということは非常に思われます。ぜひよろしくお願いします。７大事業を控

える中ですが、普及世帯増加のために、町民の安心安全を守るために、一部助成は検討すべき

と思います。この事業が無駄にならないようにして、また尊い税金を投入しているので、助成

金はぜひよろしくお願い申し上げます。 

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 ９時５９分 

再開 午前１０時 ７分 

〇議長（井上光三君） 

休憩をといて再開します。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

次の質問に移らさしていただきます。自治体に加入していない世帯への対応についてという

ことで。カッコ１番としまして、自治会に加入していない世帯が町内で、約１３５０軒であり、

近年増加していると聞いております。未加入世帯の方々は、加入していなくても何の支障がな

いとのことを聞いておりますし、また役員が回って来たら困る。このようなことも聞いており

ます。自治体加入世帯増加に向けて、町当局では自治体加入のメリットを説明しつつ、相互扶

助精神、住みよいまちづくりをめざして取り組むことが必要と思いますがいかがでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 

     秋山議員、今１番の取り組みでよろしいですね。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     はい、そうです。１番、取り組みということで。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

ただいまの秋山議員の自治会への加入に向けた取り組みについてお答えいたします。自治会

は、近隣に住む人たちで自主的に運営されている、 も身近な住民組織であり、日ごろから親

睦と交流を通じて連帯感を深め、地域に共有する様々な課題を、みんなで協力して解決する役

割を担っております。特に近年では、災害時の助け合いなど、安全で安心なまちづくりの実現

に必要不可欠な組織と考えております。こうしたことから、区長・組長においては、加入促進

のため、それぞれの地区の未加入の転入世帯を訪問し、加入の働きかけを行っております。 

一方、町では転入者に対しましては、戸籍窓口での転入手続きの際、活動内容を示してある、

加入案内のチラシを配布し、加入促進を図っているところであります。また、このほか、広報

や定住支援のパンフレットにより加入を勧めて参りました。 

今後も、転入者及び未加入世帯に対しましては、区長と連携を図りながら、自治会への加入

の意義やメリットについて伝え、また、新たにＣＡＴＶのデータ放送を活用し、加入世帯の増

加につなげて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

やはり「遠くの親戚より近くの他人」と言うとおり、いざというときに も頼りになるのは

隣近所の人たちであり、その助けあえる近所こそが自治会の役目と思います。粘り強く、表現

ちょっと失礼ですけどもあきらめずに自治会に加入するよう呼びかけることが大切と思います。

自治会未加入ゼロ実現のために、町の手腕をぜひ見せて下さい。 

次にカッコ２番としまして、自治体に加入していない世帯の、災害時に対応はどうするのか。

基本は被災者すべてが平等だし、分けへだたりなく対応するのが行政だと思いますがいかがで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

対応についてお答えいたします。自治会への未加入世帯の所在につきましては、町として、

把握できていない状況であります。しかし、災害時に未加入世帯の皆様を差別するものはなく、

避難所の利用や、物資の支給などの事態が発生した場合におきましても、加入世帯の皆様と同

様の対応を行うこととなります。なお、地域防災力の基礎はいざという時に備える近助、共助

といった地域コミュニティの強化であると考えております。   

こうしたことから、防災面におきましても、安全で安心した住みやすい生活をおくるために、

日頃から地域におけるコミュニティづくりを図れるよう、自治会への加入をお願いするところ

であります。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

再質問ですけれどもお願いします。先ほど所在がはっきりしてないと、どうもできないとい

うんですかね。そういうふうなお答えだったんですけども、所在がはっきりしないと安否とか

そういの把握ができないんじゃないでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     防災課長 樋口一也君。 

〇防災課長（樋口一也君） 

安否確認につきましては、区で把握しないということもございますが、町ではもっとも把握

してございません。安否確認において避難所にその方が避難してきた場合につきましては、避

難所で名簿の確認等は必ず行うこととしております。また救助に当たって、状況が起きた場合

につきましては、その方の住所等は町のほうでは把握できますので、自治会加入しているかい

ないかは問わず、その方の確認は取れるというような状況でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

今、あらためて自治体のあり方が注目されておりますが、全国的に深刻な災害が発生したと

きなどは、近隣の住民の助け合いや支え合いが重要な役割を果たすと思います。自治会と行政

との連携が必要不可欠であり、連携の意義を認識すれば災害時には効果が発揮されると思われ

ます。このことにより、未加入世帯の助け合いの重要性を認識すると思います。 

次の質問に移ります。大きい３番で富士川舟運の歴史保存についてということで質問させて

いただきます。富士川舟運のことについて、うちの町民の方、ご存知かなと思われますが。カッ

コ１番としまして、１６０７年、慶長１２年に徳川家康が京都の商人の角倉了以に命じて富士

川舟運というものを開削、いわゆる岩を削って工事を行ったということで、鰍沢から駿河の岩

淵まで約７０キロが船での輸送が可能になり、甲府江戸などに塩、海産物を運び、昭和３年に

富士身延鉄道の電通まで３００年以上続いたということで、富士川舟運は幕を閉じました。特

に、鰍沢河岸は旧鰍沢、黒沢河岸、青柳河岸と共に甲州三河岸として整備され、多くの船が往

来し三河岸の主力であったと言われています。第二次総合計画でも、河岸の町で栄えた地域で、

重要であると文章化になっております。このような、今ある山梨県の物資の輸送の礎を築いた、

富士川舟運の遺物、写真、資料などを１か所に収集、展示すべき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） 

ただいまの秋山議員の集約展示予定というご質問にお答えさせていただきます。町の歴史や

文化を後世に残していくことは、文化財行政の重要課題であることでございますが、そのこと

は社会の変遷や生活環境の変化を知る上で、大切なことと認識しております。富士川舟運に関

する遺物、写真、資料について、町では主に写真等を収集、所有しているところでございます

が、町内外の個人宅などに保管されているものについては、町では現状、町では、どの程度の
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数量が存在しているかは、把握していない状況であります。 

こうしたことから、今後、舟運に係る、歴史的な価値がある資料等の調査を行い、町の資料

も含めた、集約展示が可能か検討していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

ぜひ調査をお願いしまして、よろしくお願いします。出土品には陶器類やガラス製品、甲州

金、文書などがあり、県立図書館には石垣を再現したレプリカが常設展示されていると聞いて

おります。やはり地元富士川町に常設すべきじゃないかなと思われます。 

次にカッコ２番としまして、町民の図書館整備事業は、国にて認定された富士川シビックコ

ア、その必要性からさまざまな資料を自由に提供でき、地域の歴史的資料や、より専門的な知

識を求めることも重要な要素となっているとされていることから、町民図書館に富士川舟運に

資料展示を併設することが望ましいと思います。今年度中には実施設計まで完了予定ですので、

今、検討すべき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） 

ただいまの富士川舟運の資料展示コーナーについて町立図書館の併設というご質問にお答え

させていただきます。町立図書館については、国との合築により限られたスペースの中で計画

が進められております。図書館内には書架コーナーや読書コーナーなどを設置し、図書館利用

者の利便性を 大に確保しながら、整備を進めていくこととしております。 

こうしたことから、図書館内に富士川舟運の書物に関する設置を検討しておりますが、遺物

に関するものの展示コーナーの設置は考えておりません。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

富士川舟運を物語る上で、歴史を残すことは大変重要であり、これは町民誰もが思ってるこ

とであります。限られたスペースといいましても非常に大事なことだと思います。先ほど調査

をするということですけど、ガラス製品なんかは非常にたくさん残っております。平成４年で

すか、調査したときに非常に魚の骨とか色々なもの残ってるということも聞いております。把

握していないということなんですけども、これからの人達のためにぜひ町立図書館に舟運コー

ナーというのは併設検討すべきだというふうに私は考えますけども、再度いかがでしょうか。 

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） 

舟運に関する資料がどの程度あるか把握しておりませんけども、かなり大切な歴史的なもの

があると思われますので、いずれにいたしましても、先ほどの答弁させていただきましたが、

調査させていただいて、図書館に併設が可能かどうかも含めた検討をさせていただくというこ

とでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

町立図書館に舟運コーナーということで、町長のご意見をお聞かせ願いたいんですけど。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長 （志村学君） 

町立図書館に舟運の展示もというご質問であります。先ほど担当課長が申し上げましたよう

に、町でも一応、写真を主体とした遺物は持っております。そうした中で、町内、県内にどの

くらいの資料があるのか、早速調査をさせていただきながら、歴史的価値がある資料等につき

ましては、先ほど課長が答弁したように集約展示ができるかどうかを検討していきたい。町立

図書館の中にするなのか、それとも量によっては別の建物で舟運の館みたいな形で展示をする

なのか、それはこれから検討させていただきたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

町長の前向きな意見というふうに私は受けとめましたので、ぜひよろしくお願いします。舟

運コーナーというよりも、場合によっては新しく作ってということかなと、ちょっと理解した

ですけども。以上をもちまして、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３番  １番 秋山仁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４番  ６番 秋山稔君の一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

６番秋山稔です。７月の中国・四国地方を襲った集中豪雨、甚大な被害をもたらしました。

また先日の台風や北海道の震度７の地震は想像をはるかに超えた大地震になり、多くの犠牲と

不幸を生む結果になってしまいました。 近の自然災害はひと昔の「地震・カミナリ・火事・

おやじ」と言っていた頃とは違い、一旦大災害が起こると人間は止めることができません。そ

してただ通り過ぎるのを待つしかありません。しかし、われわれ人間は災害が起こりうる事を

想定し被害を 小限にする準備と努力は必要と考えます。 

それでは質問に入ります。富士川町国土強靭化地域計画の中に、避難路となる幹線道路等の

整備、代替え輸送路及び集落の孤立化防止の為の林道整備、未舗装道路の改良整備が必要であ

る。幹線道路が通行不可能になった場合の事を考え、他の道路を整備し孤立集落を出さない為

にも救助物資の運搬手段としても日頃からの管理が要求されます。」と明記されています。そこ

で幹線道路及び林道の改良整備、保守、管理の現状について伺います。 

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） 
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質問にお答えします。町で管理している林道につきましては、２２路線 ３６，８５３ｍで

あり、林道の整備目的である木材生産機能と国土の保全、水源かん養等の公益的機能を発揮さ

せるための基盤として、また、山村地域の生活や産業活動のための交通手段としても重要な役

割を果たしています。 

平成２９年３月に作成した富士川町国土強靭化地域計画で対象とした林道は、７路線、１６，

２１５ｍであり、未舗装となっているのは林道北山線のみであります。この林道北山線につい

ては、平成２２年度から舗装工事を進め、現在、全体の約２割が完了しています。 

また、林道の保守、管理につきましては、増穂地区においては、毎年、地元の３地区と委託

契約をし、鰍沢地区においては業者契約により、道路の清掃及び除草作業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） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

近い将来、南海トラフ地震も想定されています。南海トラフ地震は、多くの県で災害が同時

発生します。自衛隊やヘリコプターなど要請してもすぐに救助にこないことも想定されていま

す。林道を整備し、第２、第３の手段を確保しておくことは、非常に大切で集落を孤立から守

ると言えるのではないかと思います。幹線道路や林道でなく、我々日頃ブロック塀など身近に

危険な箇所がないか知っておくことも大切ではないかと思います。林道整備につきましてはで

きるだけ早く整備していただくことが、孤立集落から守るといえると思いますので、ぜひ整備

を進めていただきたいというふうに思います。 

それでは次の質問に入ります。国庫補助金と森林環境税を財源とした森林整備についてです

が、以前、𣇃米の北山整備について質問をおこなった際、２７年から５ヵ年計画で推進事業を

行っている。２７年、２８年の 2 年間で、合計で５．７ヘクタールの整備を行い、その後は事

業内容を検討し、間伐、除伐等を実施すると答弁がありました。そこで北山整備の状況と、今

後の整備の計画を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの秋山議員の森林整備計画についての質問にお答えします。𣇃米北山の森林整備に

ついて、当初の全体計画は、峡南森林組合が平成２７年５月から平成３２年５月までに𣇃米北

山と𣇃米遠田、平林鷹尾山の計画対象森林面積４３．４９ヘクタールのうち３０．９６ヘクター

ルを間伐する森林経営計画を策定し、認定主体の町から認定を受け、国庫補助金と県の森林環

境税を活用し、間伐などの事業を実施しております。 

平成２９年１月には、小室八町山、平林下河原、𣇃米上平を加えた、計画対象森林面積４９．

８９ヘクタールのうち間伐面積３０．８３ヘクタールとする変更認定を受け、平成２９年度ま

でに𣇃米北山地区では１．６７ヘクタールの間伐と、広葉樹林の整備を行いました。 

今年度は、他の地区を含め木材利用が出来る利用間伐箇所を調査し、平成３２年５月までの

実行計画を検討しているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君。 
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〇６番議員（秋山稔君） 

森林を間伐することによりまして、太陽の光を取り入れた木々は、根を張って健全な樹木と

なり、そして、森林の荒廃や、土砂災害を未然に防ぐことにつながっていくと思います。今答

弁いただいたように、森林の整備はこれからも大変重要な整備となるんではないかというふう

に考えておりますので、ぜひ国庫補助金もこれから入ってくるということですので、少し速度

を速めて実施していただきたいというふうに思います。 

それでは次の質問に入ります。平日の日中に地震等によります大災害発生した場合、家にい

るのは高齢者がほとんどです。そこで人手の少ない時間帯に災害が発生した場合の救助体制に

ついて伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の若い人や人手がない時間帯の救助体制についてのご質問にお答えいたします。平成

２９年の町における高齢化率は、約３２％であり、高齢者の内、約２３％、５人に１人は独居

高齢者という状況であります。町としましても、特に平日の日中など若い人や、人手の無い時

間帯の救助体制は、大きな課題であると考えております。   

こうした近助、共助による救助体制につきましては、地域コミュニティの力が、 も大切で

あると考えており、各地区におかれましては、自主防災での訓練等を通し、いざという時に備

えていただくとともに、併せて、常日頃から避難行動等の防災に対する意識を高めていただけ

るよう、お願いしているところであります。 

また、対策の１つとして、昨年度、災害時避難行動要支援者登録台帳の整備を進め、同意を

得られた方の名簿について、先般、区長、組長、民生委員の皆様に配布させていただいたとこ

ろであります。 

これは、平常時からの地域での見守りや支援が必要な方について、把握していただくととも

に、いざというときに早めの支援ができるよう活用していただくものであります。災害時の初

動救護は、地域、特に近隣の救助体制づくりが重要となりますので、今後も地域に合ったきめ

細やかな体制づくりを区と連携し、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） 

６番 秋山稔君 

〇６番議員（秋山稔君） 

再質問です。先ほど名簿の中に入っていない人もおりますけれど、やはり、いろいろ考える

と名簿に入っていない人も、やはり何かあったときには助けに行かなければならないと私は

思ってます。先日、区長、組長に名簿を配られて、確認の行為があったと思いますけれど、区

長がその名簿、全体を知っておいて、個人情報の関係もあるかと思いますけれども、区長代理

あるいは組長にその名簿をですね、どこまでは渡すのかというのは私わかりませんけれど、重

要なことは、例えば区長だけが知っていてその人が東京へ行っていて、そのときに災害が起き

たといって、区長代理はその名簿全然、一部のとこしか知らないと。いうことであれば、余り

活用されない。個人情報のことをいいますけれど、それを悪用したり、だれかに情報を流した

りということであれば、それはいけないということになりますけれど。組長は自分の組のとこ

だけの人は知ってるけど、隣の組の要救助者はわからない。じゃあ３軒先、４軒先のところに
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いた場合はわからないというようなことに繋がってはいけないと思うんですね。だからその名

簿というものですね、どこまで周知するのか。区長だけにするのか区長代理までするのか、組

長まで全員のその名簿が周知するかというのは、これからだんだんと必要になっていくんでは

ないかと。共通して皆さんが分かって、そうか、そこではその人がいると。救助に行きましょ

うということであれば、いいんではないかというふうに思いますが、その点はいかがでしょう

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） 

ただいまの名簿の活用方法についてのご質問にお答えいたします。当町におきまして、この

名簿の配付は、今回が初めてでございます。また、各区それぞれの今までの方法などもあるか

と思いますので、今回は配布方法を検討する中で、今できる限りの方法として配付させていた

だいたところでございます。今回の配布を機会に、様々なご意見などを伺う中で、今後できる

ことは改善してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

６番 秋山稔君 

〇６番議員（秋山稔君） 

私どももすべて行政に任せるのではなくて、われわれも要救助者は何に代えても救助しなけ

ればならないんだと思ってます。どこの家に要救助者がいるのか把握しておく事も重要だと思

います。もちろん自助、近助は承知しております。いざ災害になれば、周りの人に声をかける

ことも大切です。この問題は、行政と住民が一緒に取り組んでいかなければなりません。また、

避難指示や勧告が出ても町民、特に高齢者は「まだ大丈夫だ」と考える人がたくさんいるんで

はないかというふうに思います。「まだ大丈夫だ」という、そういう意識を変えるためにもです

ね、広報等を通じて再三再四、周知する事が大切ではないかというふうに思います。以上、３点

質問させていただきましたけど、私の一般質問はこれで終わらせていただきます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告４番  ６番 秋山稔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５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番青柳光仁です。これから大きく４つのことについてお伺いしたいと思います。まずは

じめに、峡南医療センターの経営状況についてであります。６月の定例会において、２９年度

の峡南医療センターに対する貸付金が、町長の専決処分によって、１億５，０００万円減額補

正され、議会も承認いたしました。このことはですね、医療センターの経営状況が市川三郷町

と合わせて３億円程度改善されたのかということが想像されます。そのことによって、当町の

貸し出し予定が１億５，０００万減額されたのかどうか。経営改善されて借り入れが不要になっ

たのかどうか、その点を伺いたいと思います。 
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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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。本年６月の定例会におきまして、平成２９年度の峡

南医療センター企業団に対する貸付金については、１町、１億５，０００万円減額する専決を

３月にしたことから、６月議会に専決処分について報告し、承認いただいたところであります。 

この貸付金につきましては、昨年６月に１町、６億５，０００万円、２町で１３億円の予定

でありましたが、峡南医療センターの経営状況や資金運用状況を基に、センターと必要額を協

議する中で、１町、５億円、２町で１０億円としたところであります。その減額した要因とし

ては、峡南医療センター企業団の経営努力によるものであります。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

２つの町で単年度１３億円の貸し付け予定が、１０億円で済んだという。２９年度ですね、

昨年の医療センターの経営努力は非常に評価いたしますけれども、改善要因の一つの中に、両

町からの負担金が、単年度で３億５，４９０万円、事業外収入として計上されております。そ

のことからですね、再質問ではありますが、富士川町の３０年度の予算では、貸付金が６億２，

５００万円となっております。２９年度の例になぞらえば、これもまあ１つの町１０億円、５億

円、２つの町で１０億円を目安にということであれば、１億２，５００万円も減額する方向な

のかどうかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センターへの短期貸付けの額についてでありますが、昨年度は当初１３億円の予定

をしておりました。これは、峡南医療センター企業団の借り入れ限度額が１３億でありました

んで、その裏づけとして両町で６億５，０００万ずつ。１３億を計上した訳であります。しか

し、峡南医療センターの経営の内容がですね、当初の赤字入り込み額よりも大幅に減ったとい

うこともありまして、医療センターと協議する中で、２９年度は両町で１０億円借りたいとい

うことでありますんで、１つの町で１億５，０００万ずつ減額をしたところであります。３０年

度につきましては、１町、６億２，５００万、いま計上いたしております。これは医療センター

の平成３０年度の借り入れ限度額が１２億５，０００万円であります。それを両町がしっかり

支えていかなきゃなりませんので、単純にそれ２町で割った、６億２，５００万を今貸付限度

額として計上しているとこであります。今年度の貸し付けはそれを限度といたしまして、これ

からさらに経営改善をしていただく中で、医療センターから貸付申請があった段階で精査をし、

貸し付けていくこととしております、以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

今の答弁で企業センターの経営努力によっては、極端に言えば富士川町の貸付限度額が６億

２，５００万円から極端なこと言えば５億、４億という可能性もあるというふうに受けとめて
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おきます。で再質問ですけれども、６月の質疑に対する答弁の中に、この峡南医療センターに

対して幹事会という言葉が始めて出てきました。幹事会でもって、できるだけ１町５億円、両

町で１０億円の貸付金の中におさまるように努力してもらいたいということを伝えたというこ

とで、幹事会という言葉が初めて伺いましたけれども、どんな会か伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただ今の幹事会についてのご質問にお答えいたします。幹事会につきましては病院の合併当

初から行われておりまして、企業団議会への上程事項、企業団の進行管理等を所掌しておりま

す。病院経営管理局と両町の財政担当課長、現担当課長で構成されており、平成２８年度まで

は企業団議会の前に年２回程度行われておりましたが、改革プラン策定により、アクションプ

ランについての進捗状況のチェックを行うなどの必要性が出され、平成２９年度は年間５回開

催されました。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

両町から出ております病院議会も経営のチェックにかかわっていると思いますけれども、ぜ

ひ、この担当課による経営提言といいますか、当初は年２回、報告を受けるだけであったと。

昨年度は年５回開いていただいたということで、今年度もぜひ経営改善に向けて努力をお願い

したいと思います。 

次のカッコ２番の質問に移ります。市川三郷町側よりですね、市川三郷病院の建替えを具体

化するようにということで、病院議会においても議論があると聞いております。確認はしてお

りませんけれども、町長に開設者としてのお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センター市川三郷病院は昭和４９年に建設され、すでに４４年が経過しており、施

設の老朽化が進んでおります。このため、峡南医療センター企業団の設立当初の中期経営計画

では、平成３０年度に建替えることを目標としておりましたが、この間の企業団の経営状況は、

計画に比べまして大幅な赤字の状態でありました。 

こうしたことから、平成２８年度末に企業団が策定いたしました「峡南医療センター改革プ

ラン」では、建替えにあたっては富士川病院との役割分担を見直し、機能分化と連携を図る地

域医療構想を踏まえ、規模の適正化を図るとともに、施設老朽化に対応して、数年以内に建替

えを行うとされております。 

私といたしましては、市川三郷病院の建替えは必要であると考えておりますが、一日も早く

この改革プランに沿った経営改善を進め、将来的に安定した経営の見通しがついた段階で具体

的な議論を進めるべきものと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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私もですね、今現在、富士川病院よりも市川三郷病院の方が診療科目も多いわけですよね。

ですから今町長の答弁にありましたように、ぜひ、機能分化をしてですね、効率的な病院経営

に早くなるように期待しております。ちょっと古い話になりますけれども、医療センターとし

て統合する前にですね、町長が開いた地区説明会で、私が市川三郷病院はかなり老朽化してい

ると。建てかえの時期じゃないかと。もうこれは６年くらい前ですかね。そのときには、資金

は両町で負担するのかと質問した時に、ご記憶になってるかどうか、町長は市川三郷病院を建

て替える時にはそれは市川で負担してもらうと。そのかわり当時の鰍沢病院が建替え時期を迎

えたらば、富士川町で負担をするとお答えいただきました。今も同じ考え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） 

病院の統合でありますんで、統合すれば新たな企業団が設置されます。もう市川三郷病院も

町立病院からは、手が抜けると言っちゃあれですけれども、権限も何もなくなります。富士川

病院もですね、旧鰍沢病院でありますけども、今峡南医療センターの建物でありますから、当

然もう医療センターの持ち物でありますんで、市川三郷町にしても富士川町にしても、それぞ

れが、それを考えることはないと思います。今、議員さんがもしそういうご記憶であればそれ

は、訂正をしていただければと思います。私は当時もですね、市川町立病院は非常に老朽化し

ていることは十分承知しておりましたから、さっきの中期経営計画におきましても、平成３０年

には計画ですから黒字化してくるということで、両町と合意のもとに３０年頃には建替えがで

きるんじゃないかという計画でおりましたが、先ほど答弁させていただいたように、実際は赤

字続きということでありますんで、建替えは十分理解をしておりますけども、今の状態ができ

ない。それを建替える時には、峡南医療センターが建替えをしていくもんですから、医療セン

ターの経営がしっかり将来を見通して安定的になるなら、見通しがつかない限りは、ちょっと

その議論は早いんじゃないかと、こう思っているところであります。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

よく理解いたしました。ある意味、その独立している峡南医療センター企業団が判断するこ

とではありますけども、ぜひ開設者としてご指導を引き続きお願いしたいと思います。 

それではカッコ３番の質問に移ります。峡南医療センターへ財政支援と貸付金支援を毎年度

行なっておりますけれども、峡南医療センターの財政健全化への取り組みと、今後の見通しに

ついて伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町では、峡南医療センター企業団に対して、負担金としての財政支援、また、一時貸付金と

して財政支援を行っているところであります。 

この負担金の部分につきましては、普通交付税、特別地方交付税をですね、算定基準に沿っ

た方法でしておりますから、自治体病院を抱えている全国の市町村が同じ算出方法の中で算定
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された額を負担しているということで、特に峡南医療センターに対して市川三郷、富士川町が

上乗せでやってるということではありません。これは日本全国のルールの中でやってるところ

でありあます。こうした中、峡南医療センター企業団では、経営の合理化・効率化を図り、持

続可能な病院経営を目指すため、平成２８年度末に「峡南医療センター改革プラン」を策定い

たしました。さらに、この改革プランの取り組みをアクションプランとして掲げ、個々に具体

的な事業を展開しているところであります。 

このたびの、峡南医療センター企業団議会で認定されました、「平成２９年度峡南医療セン

ター企業団決算」における損益は、マイナス１４２万４千円となり、改革プランで想定してお

りましたマイナス９，９００万に比べ、大きく改善された結果となりました。 

このように、改革プランの見通しを上回るという明るい結果が昨年度決算で示されましたの

で、さらなる経営改善を図り、安定した健全な経営を期待しておるところであります。以上で

す。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

本当に少しは明るい兆しが見えてきているという状況でありますけれども。これも再質問な

りますけれども。大月市ですか、起債に対するイエローカードが出されないようにちょっと心

配しております。そこで、独立行政法人への移行という議論もあるわけですけども。その独立

行政法人に移行するということについて、町長のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センターを設立時に、公的病院ということで公営企業法の全部適用の経営内容とし

て設立いたしましたから、その設立の際、中期経営計画の中におきまして、今後、独法を検討

していくということになっております。ただ、今この状況でですね、独法がいいかどうかとい

うものはまた別議論でありまして、今は１日も早くですね、安定した経営をやっていただく。

そういう中で今後、経営者としてのですね、経営形態をどうしていくかというのは、この先の

問題だと思っております。企業団といたしましても設立当初の中期経営計画もしっかり見てい

ると思いますんで、それはなくなったということではなくて、今の段階はまだ時期尚早だとい

うこととご理解いただければと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

経営状況を見れば、とても町長のおっしゃるように、今考える段階ではないかもしれません

けど、反面、県の中央病院のことを考えたり、他の病院のことも考えますと、非常に人件費比

率が高いんで、独立行政法人、早く移行すれば、早く経営も改善されるのかなという気持ちも

半分持っております。ありがとうございました。 

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。 
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休憩 午前１１時 １分 

再開 午前１１時 ８分 

〇議長（井上光三君）      

休憩をといて再開します。１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

それでは、大きい２番目の質問に移らしていただきます。学校施設の耐震化と長寿命化につ

いて伺います。富士川町の小中学校は、他の自治体と比較してもすべて耐震化が進んでおりま

すし、一般教室の冷暖房も完備され、トイレも洋式化が進んでおります。子供たちが安心して

過ごせる環境は、すばらしいと思っております。そこで質問でありますがカッコ１として、町

内小学校はすべて耐震化されているが、耐震工事により何年程度長寿命化されたのか伺いたい

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） 

青栁議員の学校施設の耐震化と長寿命化についてのご質問にお答えをいたします。本町では、

児童生徒の安全な教育環境を確保するため、全ての小中学校の耐震化を行ったところでありま

す。この耐震化工事は、長寿命化改修とは異なり、耐震度を確保するための工事でありますの

で、これにより施設が何年長寿命化されたということは一概には言えません。耐震工事が、基

礎から耐震度を持たせるような内容である場合には、耐用年数も長くなるものと考えられます。

以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

耐震化と長寿命化を別だということは理解しておりますけれども。ただ筋交いを入れるんで、

また持ちが長くなるんじゃないかなというふうに感じて、質問したわけであります。そこであ

の再質問ですけれども。鰍沢小学校は昭和４２年に建設されて、既に５１年たっております。

増穂中学校は昭和４６年に新築して、築４７年になっております。耐震工事と、長寿命化は別

ということはわかりましたが、耐震工事で寿命も伸びると思っております。これら素人的な考

え方ですけれども。そうするとあの次の建替えはですね、一般論として既にその５１年経って

る、増穂中学校４７年経ってるということを考えて、長寿命化とは別だということであれば、

一般論としてあと何年ぐらいが建替え時期とお考えか伺いたいと思います。 

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） 

現在この学校施設につきましては、今議員がおっしゃられたとおり４０年以上経過している

施設がございます。今後、長寿命化という考えを取り入れる中で、今後はこの長寿命化計画の

策定を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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ぜひ、その計画を早めにお作りいただきたいと思います。 

それでは次の大きい３番目の質問に移ります。庁舎建設計画についてということであります。

今のあの長寿命化計画を検討するという答弁でありますけども、それを踏まえての質問になる

かと思います。カッコ１として、庁舎建設を検討する中で耐震化による長寿命化が検討された

のかどうか。それ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。役場本庁舎の、耐震化及び長寿命化につきましては、

平成９年に実施した耐震診断の中で検討しております。耐震化の内容につきましては、「鉄骨ブ 

レース補強１５か所」、「ＲＣ耐震壁増設補強４か所」の、大規模な補強工事が必要との結果で

ありました。耐震化を行っても建物自体の耐用年数が改善することは無く、庁舎に補強や耐震

壁の増設をすることで執務環境が狭くなり、庁舎に入りきらなくなる部署を入れる新たな建物

が必要となります。 

また、工事中の仮設に係る費用なども考慮すると、多額な費用がかかるため、耐震化を断念

したところであります。 

また、「富士川町役場庁舎整備検討委員会」においても、耐震化による改修ではなく、建替え

による新庁舎建設が必要との方針が示されております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

もう１つ、２番目の質問ですけれども。耐震基準を満たしているんで、小中学校は次の段階

として長寿命化検討するということもあります。耐震基準でもって、小中学校と同程度の耐震

力があるこの議会棟ですね。これを、庁舎新築から除外するということは検討されたかどうか

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） 

ただ今のご質問にお答えいたします。議会棟を含めた 本庁舎既存建築物の利用につきまして

は、「富士川町役場庁舎整備検討委員会」の中で、検討されたところであります。 

検討された結果につきましては、富士川町役場として、必要な機能を有する新庁舎の建設に

あたって、既存施設を存続させることは、新庁舎の配置や一体的整備などが制限されることに

なるため、既存建築物については撤去を行い、新庁舎を建築するとの方針が出されたところで

す。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

先ほどの答弁で、新庁舎整備基本計画検討員会委員の方針が、新築ということで示されてる

というお話でしたけれども。議事録を見てもいきなり新庁舎建築へ入っております。耐震やリ

ノベーション、一部新築などの意見もありません。 
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そこで次のカッコ３の質問として、庁舎新築の必要性について、改めて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） 

ただいまの質問にお答えいたします。現在の庁舎は、行政機能が分散していることから、ワ

ンストップでの対応ができず、住民サービスや行政効率の低下を招いているほか、相談などの

プライバシー保護や、バリアフリーへの対応についても不足しております。 

また、建物や設備の経年劣化が目立ち、今後更なる維持管理費の増大が見込まれております。

一方で、災害時には対策本部を設置する防災拠点であるにもかかわらず、必要な耐震性能を満

たしておらず、増改築や耐震補強工事を実施しても、建物自体の耐用年数が伸びることにはな

らず、維持管理費の削減も図ることはできません。 

従いまして、町ではこれらの問題点を解消するためには、「新庁舎の建設が必要」と考えてお

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

町民の利便性も特に考えられて、議事録を読んでもですね、ワンストップの方向と、役場へ

来ればすべて要望と言いますか、役場に対する事務処理がということが含まれるんですけども。

私は反面、ワンストップというのは町民の近くにあるということが、町民の側から見て、ワン

ストップになるのがベストではないかなというふうに、若干考え方が違っております。今の答

弁からですね、再質問なりますけれども。公共施設の建替えを考えるとしたら、先に述べまし

た、まず学校じゃないかなというふうに私は考えておりますけれども。改めて、町の考えを伺

いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町の建物は相当数の棟数持っております。いろんなものが老朽化をしてきていることも事実

であります。一時期、箱モノは悪いという論調もありまして、作れなかった時期もあるやに聞

いております。そういったものが今、たまってきておりますもんで、この庁舎にしても昨日、

今日、話題が出たことではなく、先ほど課長が答弁したように、平成９年にも耐震の診断をし

ております。それから、小中学校も耐震診断をして耐震度のないところをまず補強をし、小中

学校はすべて耐震化をしております。この役場はその工事もしなくて、ここまでやってきてお

ります。今後リニアに関するいろんな大規模事業もありますが、この庁舎も今しておかなけれ

ば、いずれ小中学校の建替えを迎える。そういう中にこの庁舎も含んでですね、小中学校と一

緒にやるということはこの町が、今後、行き詰ってきてしまう状況になりますんで。町とすれ

ば計画的に、順次、予算と相談しながらになりますが、建替えを計画をしていきたいと。昨年

２月に広報の中に、今後の町の事業という中にも、若干触れさせていただきましたが、今これ

をしておかなければ、次には小中学校の建替えが待っているという文言も入れさせていただき

ました。町もですね、目の先のものだけでなくて、将来を見通した中で、計画的な事業執行を

考え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）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

町の方の考え方が聞いている皆さんもわかったと思います。ただ、私としては５１年、４７年

経過している、長寿命化もされてない小中学校のほうが先かなということを感じているという

ことをご理解いただきたいと思います。 

それでは、次の大きい質問に移りたいと思います。防災と避難についてであります。鰍沢小

中学校、長澤とかですね。大椚地区の集会所、多分これが避難所に指定されてると思います。

ある意味地震には適応するかもしれませんけれども、富士川が逆流するといいますか、鰍沢に

も皆川という川がありますけども。大雨が降ったときは富士川が逆流するんで、水門を閉めま

す。閉めると中小の河川がみんな町内へ流れてきて、その場合に小中学校は、３メートルから

５メートルの浸水予測値地域にあります。そこが避難所に指定されてるわけですけども。その

避難所の見直しというのは、前にもこの質問をしましたんで、その後、検討されてるかどうか

伺いたいと思います。 

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） 

ただいまの避難所のご質問にお答えいたします。町の地域防災計画では、８１箇所の施設を

指定避難所として位置づけています。このうち、国が示している浸水想定区域内に位置する施

設は、２８箇所あります。こうした中、昨年、水防法の一部改正があり、浸水想定区域の見直

しがされたことから、町としても 新データに基づく洪水等のハザードマップの見直しを行っ

ています。  

また、浸水に影響する施設につきましては、避難所としての機能は果たせないことから、地

震時の避難所と洪水時の避難所を区分することとして、現在作成しているハザードマップに分

かりやすく表記し、住民の皆様に周知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）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

大変安心するご答弁いただきました。後は、町民に早くその地震水害に対する避難所。これ

をわかりやすく周知していただきたいと思っております。 

２番目のカッコ２番目の質問です。被災時には、組や班単位で同じ避難所へ避難するという

ことは非常に難しいと思います。私のところの組でいいますと、ちょうど教育文化会館の周り

でありますんで、ある人は小学校へ避難する。ある人は町民会館へ避難する。で西側の人は裁

判所が近いんで、裁判所へ避難するかもしれません。こいうことで避難者の集計をですね、ど

んなふうにとられるのか、計画の中にありましたら伺いたいと思います。 

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） 

ただいまの避難者に関するご質問にお答えいたします。地域防災計画では、避難所を開設し、

避難者を受入れた時は、避難者の人員や安否等を把握することになっています。こうしたこと
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から、避難所ごとに人員等の確認を行い、自主防災等と情報の共有を行うこととしております。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

たまたま、先に防災訓練がありましたけれども、訓練ですから同じ場所に集まって、防災本

部の方へ何名無事ですというような報告をするという。若干パターン化されてますんで。自助、

共助という話もありますんで、また地元へ帰りましたらその辺の改善を進めていきたいと思っ

ております。ぜひ今答弁いただいたように、被災者の把握がスムーズにいくように地域との連

携をお願いしたいと思います。で現在の、今度は備蓄用品ですけれども。これも前に質問をし

たと思いますけれども。町で準備してある備蓄用品ですけれども、これ例えば穂積地区とか平

林とか、五開地区とか。特に大雨の時であればすぐ通行止めが発生する地域ではないかと思い

ます。こういったときにですね、役場とか道の駅とか、あるいは町民会館とか、こういうとこ

ろから防災に備蓄品を配送するにしても、受け取りに行くにしても、とても無理な状況が起こ

ると思います。そこで再々質問になりますけれども。カッコ３の質問として。防災物品、これ

町が準備するんですね。町が準備する防災物品について、各区への分散管理の考えはないか伺

いたいと思います。 

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） 

ただいまの防災物品の配布の考えについてお答えいたします。現在、災害時対応として備蓄

している防災物品は、水、お米、毛布、簡易トイレなど、１５種類の品になります。備蓄場所

につきましては、本庁舎、町民会館、道の駅富士川の３箇所の防災倉庫としています。 

これらの備蓄品は、地域防災計画に基づき、災害時における避難所の避難者や、直接必要と

する地区へ配備するために、町が一括管理しているものですので、各区へ管理を依頼する考え

はございません。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

考えがなければ、私の方もこの質問する、今後質問する予定はなくなりますけれども。せめ

てですね、避難所指定の２８か所といいますか、そういうところへ分散する考えはないのか、

再度伺います。 

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） 

８１か所の避難所へということでございますけれども、先ほど答弁いたしましたとおり、必

要な避難場所に必要な物品を配備するという考えに、変わりはございませんので、そのような

お答えになります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 
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やりとりになりませんので、これで私の質問を終わらせていただいて、再度よく精査して、

後日質問をしたいと思います。質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告５番  １０番 青栁光仁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６番 １３番 長澤健君の一般質問を行います。 

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

１３番 長澤健です。まずは、今回の北海道胆振東部地震で亡くなられた方々には、心から

お悔やみを申し上げます。また、被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、早期復興さ

れる事を心よりご祈念申し上げます。 

それでは、質問に入りたいと思います。これまで一般質問は、提案型をベースに通告してま

いりました。このスタンスは変わりませんが、今回は先の改選選挙のときにですね、多くの町

民の声を聞きました。今回この内容を取り入れながら、来年度予算に間に合うこの９月議会に

町民の皆さんの声をぶつけてみたいというふうに思います。町の財政も考慮しながら、ぜひ前

向きな答弁を期待したいと思います。 

それでは通告に従って質問していきます。今回大きく分けて、４点について質問します。ま

ず大きい項目の１つ目。新庁舎の木質化についてです。また、この質問かと思っていると思い

ます。これまで、森林保全、山林の活用、公共施設への地元産材の活用など、しつこいくらい

質問してきました。過去の質問の答弁を抜粋して読み返してみます。平成２８年の３月、森林

整備、山林の活用について、これは森林環境税を活用して、𣇃米地区から整備する。という答

弁をいただきました。これは、先ほどの秋山議員の答弁の中にもありますように、間伐をして

いるということでありまあす。また、地元産材を活用した公共施設について、これについては 

「富士川町内公共建築物等における木材利用促進に関する方針」、こういったものが町にはある

んですけど、この中に本庁舎、体育館などが含まれているので地元産材の活用を検討する。と

いう答弁をいただきました。 

平成２８年１２月、森林保全、森林活用について。ここでは、町内の人工林を活用するよう

森林組合や森林保有者に積極的に働きかける。という答弁をいただきました。平成２９年１２月、

公共施設への地元産材活用について。ここでもさきほど言った「富士川町内公共建築物等にお

ける木材利用促進に関する方針」に基づいて木質化を検討している。との答弁もらっています。

さらに「高さ１３ｍ以下、かつ軒高９ｍ以下で、延面積３０００㎡以下の中で木造を検討する。」

という答弁をいただいてます。 

 このような答弁をもらっている中で、結局、児童センターは鉄筋コンクリート造りとなっ

てしまいました。この児童センター、平屋建てで木造のチャンスだったというふうに思います

が、なかなかこの地元産材、木材活用の意識が高まってきていません。やはりこの検討すると

いう当局の答弁、非常に、まだやらないのかなと考えてしまいますけど。この庁舎建設計画が

進んでいる今、しつこいようですけども通告させていただきます。それでは本題の方に移りま

す。 

８月の２日と３日、議会では木造庁舎先進地であります福島県国見町の新庁舎の視察に行っ
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て参りました。これまで、議員有志で岡山県真庭市の CLT 工法、また山形県鶴岡市の木造の

公共施設など、地元産材を活用している自治体を視察してまいりました。今回の視察は、公共

建築物では初めて施工された木質ハイブリット鋼材内蔵型集成材で庁舎の骨格を作り、内装も

地元産材を活用した木の温もりのある素晴らしい庁舎でありました。その研修の中で「地元の

木材を使い木質化にすると言い出したのは町長である」と職員の方から説明を受けました。ま

た、基本設計はプロポーザル方式を導入しましたが、ここが大事なんですけど、「地元の木材を

活用し木質化をコンセプトとする業者を優先すると明記した」という説明も受けました。木質

化、地元産材活用は当局の強い思いがあれば実現できるのではないでしょうか。僕がなぜここ

まで地元産材活用にこだわるのか。森林サイクルを作ることで山を守る、そして町民を災害か

ら守るためであります。そして、伐採したあとは里山を整備してシカ、サル、イノシシが山の

中でも生活できる環境づくりも考えていきたいからです。 

以前も話をしましたが、国内の山林は明治４４年以降、恩賜林事業として、多くの人工林を

植樹して参りました。この富士川町内も県有林、町有林、民有林の中に人工林が多く占めてい

ます。その、ほとんどが伐採適齢期にきています。人工林、杉、ヒノキ、カラマツなどは、根

を下に張らずに、根を横へ張って行きます。なので山の保水も弱い。そして大きくなると頭が

重くなって倒れやすくなる。伐採しないでほったらかすと、大きな災害につながってきます。

今回の北海道胆振東部地震の空撮をニュースで見た方は驚いたと思います。山の崩落がものす

ごいことになっています。これは地質の悪さもありますが、その山は人工林の山で根が表面し

か張っていない。ある意味、これも人災であります。また、人工林はシカ、サル、イノシシの

えさにならない。山菜も人間が山に入って採ってしまうので、エサを求めて民家へ下ってくる。

鳥獣害もこれ、ある意味人災であります。森林サイクル、林業の活性化、ぜひ推進していきた

いと私は考えています。そんな思いでも今回質問させていただきます。町内にそろっている伐

採適齢木材、その地元産材を活用した庁舎の木質化について、当局の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

長澤健議員の庁舎の木質化についてのご質問にお答えをいたします。まず、児童センターに

つきましては、プロポーザル方式によりまして設計業者を選定した訳でありますが、この選定

委員会の中で、現在設計をしていただいている業者が選定をされた。そこでRC であったとい

うことで、ご理解をいただければと思います。また。新庁舎の木質化につきましては富士川町

新庁舎整備基本計画の中でも、県産材を活用した内装の木質化を検討するとしていること。ま

た、さらには、先ほど来お話ありますように、富士川町内の公共建築物等における木材の利用

の促進に関する方針において、町が整備する公共建築物については、内装等の木質化を図るも

のとしております。こうしたことからですね、町では新庁舎建築におきましても、積極的に木

質化を図ってまいりたいと考えております。なお県産材、地元産材になるのか、県産材になる

か、国産材になるかという木質化の材質でありますけども、建築コスト等も関係してまいりま

すんで、それを考慮する中で木質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）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 
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内装の木質化ということですけれども、ぜひこれをやってもらいたいんですが。ただですね、

この木を使う設計ってのはやはり、RC とか活用する設計の業者よりも、やはり木材を活用す

る業者。建物はやっぱり設計業者で決まってきますんで、どうしても木を使うというところを、

得手不得手のある業者もいますんで、先ほど言ったプロポーザルで明記するか。これ再質問に

なりますけど、ぜひ地元の木材を活用して木質化をコンセプトとする業者を優先するというこ

とを明記するかどうか質問したいと思います。 

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。現在、新庁舎の設計につきましては、プロポーザル

方式によることを計画しておりますが、詳細につきましてはまだ検討をしておりません。先進

地の事例を見ますと、プロポーザルにつきまして、その町が希望するコンセプト、テーマと申

しますけれども、テーマを複数、提示をしてそれに対する技術提案を受け、設計業者を決定す

るような流れになろうかと思われます。先ほども町長の答弁がありますとおり、木質化につき

ましては積極的に導入していくということでございますので、今後設計される新庁舎における

テーマの重要な一つのテーマになろうかと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

福島県の国見町行ったんですけど、やはりもう町の方がとにかくですね、木造、木を使いた

いという思いがひしひしと伝わってきました。ぜひですね、この町の方で、今も答弁がありま

した。木質化、内装の木質化というんですけれども。やはりこのプロポーザルの時点で、しっ

かりと活用していくという。それに長けた業者を選定する。それ絶対やっていくべきだと思い

ますけれども。その辺を明記できないですか。もう一度質問します。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

新庁舎のプロポーザルについては、これからということになります。また予算も計上してあ

りませんので、具体的なことはまだ発表できる段階にはないと思います。そういう中で、さき

ほど言った町の考え方を、これから提示していくわけでありますけども。全国的に見てですね、

木造でやる業者と、木質化が得意とする業者、いろいろあると思います。プロポーザルをする

にいたしましてもですね、そこにどのぐらいの一級建築士がいるなのか。そしてまた技術者を

どのぐらい抱えているなのか。そういった要件がまず第一となりますんで、なんでもかんでも

というわけには参りませんので。これからプロポーザルに応募していただける業者を選定する

基準の中でですね。そういうものを考えていきたいなと、こんなふうに思っております。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

もう１点再質問ですけれど。この木質化にしていく中で、今、町内、伐採適齢期の木が非常

に多くあります。先ほど言いましたように、災害防止につながるということで、ぜひこの町内
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の木を大いに活用してもらいたいと思いますけど、その辺の考え伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

富士川町も当然８割が森林のとこであります。その大半は県有林ということでありますけど

も。県有林のほとんどは、カラマツオ材が今、カラマツの植林がされております。地元の皆さ

んが持ってるところが杉、ヒノキという、標高の関係でそういうのは樹種が植えてあるわけで

ありますが。できれば町内の林のですね、切っていただきながら、それが活用できれば 適だ

と思います。しかし先ほど言ったように、町内産がいいなのか、県内産がいいなのか、国内産

がいいなのか。これは価格の問題もあります。そういったところでですね、できれば、町とす

れば町内産を 優先ということは当然言っていきますけども。そらけの木材が、はたして確保

できるのかもあります。当然木を切ってすぐ加工するわけにもいきませんので、乾かす時間も

必要になってくると思いますから。そういうことで可能であれば、町内産を 優先する。その

ような提案を町ではしていくつもりでおります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

はい。ぜひ町内産を活用していただきたい。そして災害からも守ってもらいたいというふう

に思います。また、これからですね新庁舎にと言わず、これからの公共建物、これはぜひこの

地産地建というものを考えていてもらいたいというふうに思います。やはり地元の業者という

のは、この富士川町に税金を納めてくれます。そしてまた伐採技術、今非常に上がっています。

今、木を使うとコストが高くなるってよく言われてますけど、今そんなことありません。何で

コスト上がるかっていうのは、やはりデザインに凝って曲げてみたり、いろんなことをするか

らコストが上がるわけで、真四角のものをつくって、その他の機能をしっかりと建てるような

考えを持ってば、コストが上がってこないというふうに思いますので、ぜひ今後も公共施設、

地元産材活用できる道筋ができるまで、お互いに知恵を出し合っていきたい。そしてまた、さ

らに、また質問、提言してきたいというふうに思います。 

それでは次の質問に移ります。大きい項目の２つ目。交差点のラウンドアバウト化について

です。カッコ１です。町内には、町道金手小林線、廃軌道、県道４２号線の３路線が近い間隔

で南北に通っているため、信号を設置できない交差点があります。中でも、町道𣇃米小林２号

線、通称泥棒道ですね。と廃軌道の交差点は信号設置できず、事故も何件か発生しています。

このような、信号機が設置できない交差点の安全確保のためにはラウンドアバウト、非常に有

効だと考えます。２０１６年に富士川病院の西側交差点に、県内第１号のラウンドアバウト交

差点が誕生しました。今は小菅村にも建設されていますけど、富士川町はラウンドアバウトの

先進地でもあるというふうに思います。そこでは大きな事故、混乱もなく、ラウンドアバウト

は町民に浸透したのではないでしょうか。そこで、質問しますが、安全確保のため町道𣇃米小

林２号線と廃軌道の交差点にラウンドアバウトを設置することについて、当局の考えを伺いま

す。 

〇議長（井上光三君） 

     土木整備課長 内田一志君。 
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〇土木整備課長（内田一志君） 

ご質問にお答えいたします。ラウンドアバウトの導入目的としては、出合頭事故による損傷

度の大きな事故が発生している無信号交差点及び信号交差点での適用による安全性の向上、住

宅地内など、車両走行速度の抑制による交通の静穏化、及び信号待ちによる渋滞等の遅れ時間

の軽減が考えられます。ラウンドアバウトには、標準、ミニ、及び多車線ラウンドアバウトが

あり、その適用にあたっては、安全性を重視しつつ、用地制約のある箇所での適用事例の多い、

標準ラウンドアバウトを導入することが望ましいとされています。本町では、平成２８年３月

に峡南医療センター西側交差点にラウンドアバウトを設置し、現在まで事故は無く利用されて

いるところです。 

こうしたことから、𣇃米小林２号線と廃軌道の交差点へのラウンドアバウトの設置につきま

しては、事故防止の有効な手段の一つではありますが、標準型の設置基準が外径２６ｍ以上で

あり周辺が住宅地等の用地制限もありますので現時点では標準型の設置については困難であり

ますが、その周辺の西側の金手小林２号線との交差点に設置可能か検討してまいりたい。 

なお、この廃軌道の交差点での事故の発生が年間１件から２件ありますので、今後も警察署

と協議をし、安全対策を実施して行きたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

想定外で８メーター道路と泥棒道の交差点につけるということですけども。ラウンドアバウ

トのメリットっていうのは、やはりその交差点に入るときに減速するということなので、どう

しても信号機だと、黄色になった時に慌てて入ってって、次の交差点でも減速できないで事故

が起こると、こういうことも多いんで、この３つの交差点中に１つ検討するということであれ

ば、ぜひそれは進めてもらいたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

それではカッコ２に移ります。同じ質問ですけれども。町道大椚大久保線が開通すれば、天

神中條区、大久保区の町民が活用して、交通量の増加が予想されます。しかしここの町道金手

小林線、廃軌道、県道 42 号線の３路線が近い感覚で通っているために３つの交差点に信号機

を設置するのは、近すぎて難しいというふうに考えます。ちなみに信号機を設置するにも

３００万から５００万ぐらいかかるというふうに言われていますが。そこで質問ですけれども。

この町道大椚大久保線の３つの交差点。ここに安全確保のためにラウンドアバウト設置をする

ことについて、当局のお考えを伺います。 

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） 

お答えします。町道大椚大久保線につきましては、現在県道４２号線から廃軌道までの間を

供用しており、廃軌道から町道金手小林２号線までの間につきましては、改良工事をほぼ終え

た状態であります。町道金手小林２号線との交差点につきましては、今後公安委員会に信号の

設置要望を行う予定であります。 

廃軌道との交差点へのラウンドアバウト導入につきましては、現在、完成した道路形態がラ

ウンドアバウトの導入を想定していないこと、また標準ラウンドアバウトの基準を満たさない

ことなどから、現時点での設置は考えておりませんが、この交差点の東側の県道４２号線との
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交差点に設置が可能か検討し、可能であれば山梨県に設置を要望してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

県道の方の交差点にという考えですけれども。ぜひやはりこの３つ交差点が近いんで、１つ

でもラウンドアバウトがあることによって、減速をして事故が減ると思いますんで、ぜひそれ

も検討していていきたいというふうに思います。 

それでは、カッコ３に移ります。僕が議員になってすぐですね、８年ぐらい前になりますけ

れども、この県道平林青柳線、昭和通りですけど、それとウエスタンラインの交差点、ここへ

の信号機の設置要望ということで２００名を越える署名を当局の方に提出いたしました。しか

しこの交差点は、警察署の方から交通量が少ないという理由で設置できないと回答をもらった

経緯があります。これまで、この交差点にはポールを立てたり、白線で狭めて横断距離を短く

するなどの策を施してきましたが、県道を飛ばしてくる車は多く、また、ウエスタンラインか

らの見通しも非常に悪くて、これまでも小さな事故がいくつか発生しています。この前も３台

が絡む事故があり、非常に危険な交差点でありました。ここは通学路でもあるため、ぜひ事故

防止の策としてラウンドアバウトの設置ができないか当局の考えを伺います。 

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） 

お答えします。県道平林青柳線とウエスタンラインとの交差点の安全対策につきましては、

県道の管理者である山梨県峡南建設事務所、及び警察署と協議して今までに交差点の改良、路

面標示や注意看板の設置等を行ってきたところです。また、年間の事故件数については、直近

５年間の資料では年間１件ないし２件の事故件数で推移している状況であります。 

ウエスタンラインとの交差点へのラウンドアバウトの設置につきましては、優先道路の県道

平林青柳線の交通量や道路勾配、用地等、様々な要因から必要性等について山梨県峡南建設事

務所と協議してまいりたいと考えております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

なかなかこの交差点、難しそうですね。そうはいってもやっぱり、昭和通りから飛ばしてく

る車。この車を減速させるという施策をするのが一番だと思うですよね。なので僕はラウンド

アバウトって言いましたけど。ぜひそういった昭和通りのスピード緩和、そこができるような

交差点対策もぜひ一緒に考えていってもらいたいなと思いますんで。またラウンドアバウトも

お金もかかる事ですので、財政も鑑みながら、安全確保に努めてもらいたいというふうに思い

ます。まだいけますね。 

次の質問に移ります。大きい項目の３つめ。天井川の防災対策についてです。３４年災の被

害で利根川が改修されました。そこで、大久保区、天神中條区、 勝寺区の上を横切るかたち

で新利根川が作られ、この３区の天井川となっています。これまで氾濫や決壊による被害はな

いが、先の西日本豪雨など近年、想定外の雨量が計測されているのを見れば、町としても想定
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外の警戒をしていかなければならないと思います。利根川は平林地区の沢がすべて流れ込んで

くるので、想定外の大雨が降れば、氾濫、決壊の可能性は決してゼロではないというふうに思

います。さらには、先ほどの森林活用でも話をしましたが、伐採適齢期の町内の人工林、根を

張らない杉やヒノキ、カラマツなどは、山を揺すって崩落しやすくなっています。山梨県は全

国一砂防堰堤の設置が進んでいるので、土砂災害が少ないと言われています。しかしそれは、

逆を言えば、堰堤が多いということは急斜面が非常に多い地形であるということになります。

実際山に入ってみると、ほぼすべての堰堤は土砂が満タンに溜まっている状態であります。利

根川は、平林に上る途中の大きい砂防堰堤に多少の余裕はありますけど、そこが満タンになる

のは時間の問題だというふうに思います。ハザードマップを見るとですね、この新利根川、天

井川の箇所は土砂災害警戒区域には指定されていません。もし、氾濫もしくは決壊した場合の

対応、これは何も決まってないということになります。あそこはいきなり左カーブに川を曲げ

てあるんで、護岸の耐久性、非常に心配です。また大雨が降った時の見回りは誰がするのか。

そしてその時の情報発信の方法。そして、もし決壊したときも心配になります。このように心

配な問題は多々ありますけども、新利根川の天井川の防災対策について、当局の考えを伺いま

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） 

ただいまの利根川の防災対策についてのお答えをさせていただきます。利根川は、山梨県が

管理している河川であります。現在、県では防災対策としまして、毎年、法面の草刈りや堤防

の点検を行っているところでありますが、現時点での異常箇所は、確認されていない状況にあ

ります。今後、異常箇所が確認されるようであれば、修繕工事等、早急に対応することとして

おり、また、河川氾濫につながる河床の土砂堆積につきましても、状況を見ながら除去工事を

行っていただけることとなっております。 

町としましては、こうした河川の管理につきまして、安全で適切な対応を継続してお願いす

るところでありますが、併せて河川氾濫による災害対策として、降雨時における河川の水位を

いち早く確認ができる水位計の設置につきまして、早急に整備いただけるよう県に要望してい

き、避難情報等の住民周知に、対応していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

水位計の設置、これ非常に有効だというふうに思います。ぜひこれは進めてもらいたい。ま

たこの異常箇所の確認を県でやってもらうんですけど、これもやっぱり町のほうでも、しょっ

ちゅう見に行ってもらって、例えば、石積みにクラックが無いとか、そういうところもぜひ

チェックをしてもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

それでは 後の質問になります。大きい項目の４つ目。桜回廊の活用についてです。殿原ス

ポーツ公園から、大法師公園へ繋がる桜回廊事業も、畔沢農作業道整備工事が完了し、全線が

つながりましたこの前僕もこの桜回廊へ行ってきました。そこの殿原スポーツ公園テニスコー

トから県道高下鰍沢線までの間、そこは非常に雑草が生い茂ってしまっていてですね、コンク

リート舗装の上の方まで雑草が伸びていってる。車が通るのも大変な感じになってます。しか
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しそんな中、植樹されてる桜、この雑草に紛れて健気に頑張って根付いていました。今、この

桜回廊って呼ぶには程遠い荒れ方ではありますけど、これを整備すればウォーキングコースや

甲府盆地も一望できる、新たな桜の名所になるというふうに思います。また、畔沢農道のほう

ですけども、路側は田んぼで、土留側は竹藪。桜を植樹するスペースが無いんですが、ここは

農道事業として整備したので仕方ないとは思いますけれども、このような状況の中で、桜回廊

はどのように活用していくのか、当局の考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

ただいまの長澤議員の質問にお答えします。大法師公園と殿原スポーツ公園を結ぶ桜回廊は、

平成２５・２６年度に県営土地改良事業として道路を整備し、周辺用地を取得し、桜の植樹を

行ったところであります。また、平成２３年度より町が農道基盤整備促進事業により、畔沢農

作業道の整備を開始し、平成２９年度に完成したところであります。 

こうしたことから、桜の名所である両公園を訪れる多くの観光客を結ぶ回廊として、この一

帯をさらに充実させるために、散策マップの作成や記念植樹などを行うとともに、草刈りなど

の維持管理を行い、桜の時期だけでなく、散歩やジョギングなどのルートとして、町内外から

多くの方が訪れる場として活用していきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１３番 長澤健君。 

〇１３番議員（長澤健君） 

依田課長におかれましては、この度は心よりお悔やみ申し上げます。本来は休まなければな

らない忙しい中での答弁、課長の責任感を非常に感じました。ぜひこの桜回廊の活用に、ご尽

力を願いたいというふうに思います。通告は以上となります。これで私の一般質問を終わりた

いと思います。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告６番 １３番 長澤健君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時 ２分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（井上光三君）  

休憩をといて再開します。 

通告７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３点について質問を行います。先ず１点目です

が、先の６月議会で学校給食費の完全無償化を進めるべきだと一般質問をいたしました。その

時にですね、教育長からの答弁は、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ているので、現時点では考えていないとの答弁でありま

した。その折に本来教員のやるべき仕事ではない給食費の徴収を教員が行っている。給食費の

徴収を町で行うようにして、教員が非常に苦労している。その給食費徴収に費やす時間を子ど
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もたちに向け子どもたちと触れ合う時間を多くし、教育の充実を図る事が大事であるので、給

食費の徴収は町が行うべきではないかとの質問をいたしました。その質問に対しては、教育長

は３２年７月に給食センターが完成して給食運営をセンターが行うというような段階をもって

公費負担・公費での会計という方に移行していきたいとの答弁でした。 

そこで 1番の質問に入ります。文科省では、現在全国の４分の３の市町村で学校が行ってい

る給食費の徴収事務を教員の働き方改革の見直しから、自治体が直接するよう求める方針を決

定しました。この事について改めて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） 

堀内春美議員の学校給食費徴収についての質問にお答えいたします。平成２８年度の学校給

食費の徴収状況に関する調査結果では、全国で調査対象となった５７２校のうち、約８割の小

中学校が学校給食費の徴収・管理業務を行っている状況であります。こうした中、本年 7 月、

文科省では学校給食費については、公会計処理することを基本とし、その徴収・管理業務につ

いては、学校ではなく自治体が担っていく取り組みを進めていくよう通知されたところであり

ます。 

      こうしたことから、町では、文科省で本年度策定予定の学校給食費の徴収方法に関するガ

イドライン等を参考にし、平成３２年度の給食センター化に併せ、学校給食費を公会計化して

いくこととしております。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうしますと再質問ですが、３２年の７月に学校給食センターが開設されてからということ

なんですね。そうすると、この前の答弁と全然、何ら変わりないと思うんですけどいかがでしょ

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） 

３２年の２学期から、給食センターでの給食を開始するという予定で現在進めておりますけ

れども。公会計化につきましては、年度を区切って、処理の移行をやっていくという必要があ

ると思いますので、平成３２年度当初から公会計化を進めていくということで、３１年度に準

備を進め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）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。文科省はですね、先ほど教育長も答えられましたけれども、文科省では教員の

給食費の徴収で未納の保護者への督促や、多額の現金を扱うことが、教員の心理的負担と、長

時間勤務の一因となっており、負担を軽減する願いから、自治体に求めるために、昨年、徴収

方法のガイドラインを策定するための経費４，７００万円を計上しております。ですから、今

年度、町のほうにもそういうお達しがあったということで、３１年度から実施どういうことで
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すか。３１年度に計画を立てて、３２年度から実施ということですか。 

〇議長（井上光三君） 

     教育長 野中正人君。 

〇教育長（野中正人君） 

本町における公会計化につきましては、３２年４月からおこなっていくということに、現在

のところ計画がされております。文科省のほうの徴収に関するガイドラインについては、本年

度に策定されるということでございますので、来年の準備のときには、既に徴収方法に関する

ガイドラインはできていると思いますので、それらを参考にして、来年度３２年４月に向けて

の準備を進め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）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それでは再質問をさせていただきます。私は、３２年の７月から給食センターが開設されて

からするというのが３２年の４月から、そうすると１年くらい早くなったという、２年か。

３２年の４月からでしょ。４月からですよね。ちょっとお聞きいたしますけれども、私は教育

長の大事な仕事の中には、義務教育の子どもたちが、より良い教育が受けられるように、教育

環境を整える努力する事が、教育長の も優先するべき仕事であると考えますが、教育長の教

育長としての所信を聞かせていただけますか。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、給食に限ってのことでなんですか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

そうです。 

〇議長（井上光三君） 

通告にない質問なんですけど。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

それも踏まえてです。じゃあいいですよ。 

〇議長（井上光三君） 

通告に沿った質問にお願いいたします。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

私は１年でも早く子供たちの教育的環境、それから、先生たちの労働環境を整えるというこ

とで、１日も早くそういった給食費徴収の、徴収事務をですね実施してほしいと。３２年の４月

からと言わずにですね、今から用意すれば３１年の４月からでできるんではないかなというふ

うに思っております。何よりも子供たちの教育環境を整えるということが、教育長あるいは教

育委員会の もしなければならない仕事だと考えておりますが、もう少し早くするというお考

えはないでしょうか。 

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） 

堀内議員がおっしゃるとおり、私としても、町内の子どもたちの教育環境を整えていくとい
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うことが私にとっての も重要な役目かなということは思っておりますし、承知をしていると

ころでございます。やはり計画的なですね、計画に沿った公会計化を進めるに当たってですね、

職員等の人事計画もございますので、基本的には来年度、準備をして、再来年度に移行をして

いくという計画で進めていきたいな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）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

くどいようですけれども、給食費の完全無償化というのを早くすれば、先生方の徴収義務と

いうのもなくなるわけですよね。そこなんですね。給食費の完全無償化。今回、もうこれには

入れておりませんけど、それを早くすれば、先ほども言ったように先生方の徴収義務もなくな

るということで、その辺から考えるということはできないんでしょうか。 

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） 

給食の完全無償化の話につきましては、前回の答弁の中でさせていただいて、これは公会計

化で職員負担軽減という問題とは別に、町の施策の１つとしてこれができるかどうかというよ

うな論点であるかと思いますので。現時点では、完全無償化ということは、ちょっと無理かな

というふうに考えておりますので、教職員の負担軽減については、公会計化のほうで負担を軽

減していくというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今申し上げましたように、給食費の完全無償化すれば先生方が徴収する事務はなくなるとい

うことですね。それと、給食費の完全無償化っていうのをこの前、財源のこともあるし、とい

うことでございましたね。で、この財源なんですけれども、今、町が進めようとしている３０億

の庁舎、３５億の体育館建設。これのわずか５パーセントをでもですね。この完全無償化、先

生方の徴収事務を廃止するということにまわせば、わずか５パーセントですよ。３億２，

５００万も出るんですね。そういったことは考えないでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

堀内議員、完全無償化については通告に入っていないので、通告に沿った質問に変えてくだ

さい。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

ただいまの質問にお答えいたします。町でもですね、いろんなまあ事業系統をつくりながら

事業をやっております。体育館は学校給食とは全然関係のない予算を使っておりますし、庁舎

のほうも学校給食とは関係のない予算使っております。学校給食費をするに当たりましては、

交付税で措置されてる部分等々を使いながらやってる訳でありますので、そちらのお金を削っ

てそちらへ回すってことは、地方財政を運営する中ではやってはいけないことになっておりま

すんで。道路を一本削れば何かができるとか、そういうもんではないと思います。その事業目
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的に応じて補助金をいただいておりますんで、その事業をすることによって予算がついてると

いうことでご理解いただければと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

給食費の徴収義務を先生方からなくしたっていうのはですね、早川町、身延町、それから市

川三郷町。市川三郷町は、小学生だけ先。中学生はこれから。ちょっとごめんなさい。ここら

辺はちょっと調べてありませんけれども。今のところ市川三郷町は、小学校は完全無償化にな

りましたから、これ徴収事務はありません。中学校はとちょっと先の話ですから、中学校はま

だしているのかもしれません。ですが、私がいいたいのは早川町、身延町でやってますね。そ

して市川三郷町でもやってますね、やり始めています。市川三郷町とそれからこの富士川町っ

ていうのは人口面・財政面・地理的なものがほとんど同じなんですね。市川三郷町でできて、

富士川町でできないっていうのは、これは子どもたちに対する気持ちがちがうのじゃないか

なっていうふうに思うんですけど、その辺いかがでしょう。 

〇議長（井上光三君） 

今の質問は自治体が直接、集金をするというふうなことをやっている自治体がこうですよと

いうことですか。完全無償化がこうですっていう質問ですか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

早川町・身延町を教員が徴収するということはもうやっていません。そういうことなんです。 

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） 

給食の無償化と会計化が、ちょっと一緒になっちゃってしまっているのかなというところな

んですけれども。現状で言いますと、峡南地域においては公会計化は、富士川町以外すべてやっ

ております。ですから、公会計化をやっていないのは、実は今、富士川町だけというような格

好になるんですけれども。ですから１日も早くやっていきたいというふうに思っておりますけ

れども。その準備等もありますので、先ほども言ったように、来年度準備をして、３２年度か

ら実施していくということになっております。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

富士川町だけ公会計化していないといったら、なおさらですよね。その辺のことをしっかり

と考慮して、町の未来を託す子どもたちのためにですね、教育長、それから教育委員会は、

大の子どもたちの見方であらなければならないというふうに考えておりますので、３２年の

４月。しっかりとそれでスタートラインとれるようにやってください。 

それでは、大きな２番目の質問に入ります。続きまして大きな質問の２番に入ります。今か

ら５年前のことですけれども、平成２５年９月２９日に町長、覚えているでしょうか。この町

で初めて女性議会を行いました。その当時、私は女性団体連絡協議会の会長をしており、志村

町長から女性議会をやらないかとの申し出があり、面白い企画なので女性議会を開催しました。

それが２５年９月２９日の事です。女性団体の１３の各会の会長が議員になり、議場で本番さ
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ながらの質問を行いました。私は増穂商業高校の統廃合の質問を行いました。平成１７年２月

に始まった峡西南の３校の統廃合問題、その当時私は増穂商業高校に在職していましたので、

何としてもこの統廃合は止めなければと思い、同窓会・ＰТA・県会議員・両町長・商工会・

それから増穂商業高校関係の各種団体の強い協力のもとに反対運動を行い、速やかに繰り広げ

反対署名を１万５千人近くを２週間で集め、県へ提出し、峡西南の統廃合はこの時点では免れ

ました。 

それから８年経過し、先に統廃合が進められた県東部の地域の新設高校が完成ましたので、

今度は峡西南に来る時期だろうなと思ったものですから、増穂商業高校を残す策を考える為に、

女性議会で町長の考えを聞くために質問を行いました。議場での町長の答えは、増穂商業高校

は町にとって重要な学校だと思っています。という答弁で、残しますとは答えませんでした。

ここが問題だったのです。女性議会が終わり、議員控室で議長、当時の芦沢議長ですね、それ

から女性団体の皆さんとでお茶をいただいている時にですね、私が町長に「そろそろ統廃合の

問題がこの峡西南に来るだろうと思うので、反対運動をどうするか考えていかなければなりま

せんね」と、言ったところですね、町長いわく「堀内さん３００人位の高校を残したってしょ

うがないだよ、もっと１０００人位の規模にして、バレー部だけでなく、あの部も強い、この

部も強いというようにしなければダメだよ。今だって市川大門から高校・鰍沢口までバスを出

していて年間３００万円も町は出しているんだよ」と言ったのです。町長、覚えていますか。

それを聞いた時「あーこれは駄目だ、町長は増穂商業高校を残す考えは無いな」と思い８年前

は高校にいたので、反対運動がスムースに展開出来たが今度はそういう訳にはいかない。そこ

で何人かと相談して誰かを議会に送り出し、議会を動かし、町全体で残す運動を展開していく

のがいいだろうという事になり、言い出した私が議会に入り、統合反対の活動をいろいろやり

ましたが、時すでに遅し。もう増穂商業高校は廃校という県と町のシナリオは出来ていたよう

です。だから２５年９月の２９日の女性議会の時に町長は答弁で増穂商業高校を残すと言わな

かったと思います。町から高校を無くすなんていう事はとんでもない事で、学校を無くしたら

その町は衰退の一途を辿る事は素人でもわかる事です。統廃合が確定し増穂商業高校が３２年

度末をもって廃校となる事が決定した時に、この富士川町の衰退を防ぐために２８年の１２月

議会から、増穂商業高校の跡地に専門職短期大学校の誘致をと提言してきました。２８年の

１２月議会で誘致の質問をした時、町の答弁は高校の敷地や建物が県の所有になっている事か

ら、今後県の動向を注視していくとの事でした。翌年の２９年の６月議会で再度誘致の質問を

した時は、町長の答弁はですね、民間が引っ張れるのであれば、加計学園とか森友学園になら

ないようにと、質問をした私は大変馬鹿にされた感じを受けたものでした。２９年の１２月の

議会と３回の誘致の一般質問をいたしましたが、その一般質問での町長の答弁から推測すると、

町長は誘致に賛成という感じではなかったと私は受け止めています。 

そこで 1番の質問に入ります。町長の公約に増穂商業高校の跡地に、社会を支える職業人材

を育成する高等教育機関の設置を掲げていますが、その考えを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

増穂商業高校の跡地に、高等教育機関の設置を掲げたがその考え方というご質問にお答えい

たします。まず県の高等学校の整備再配置計画というのは、もっと前から始まりまして、今、
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３期をやっていると思いますけども。 初は第一商業高校と機山高校を合体した城西高校が第

１号でありました。平成、多分４年頃だと思いますけども。当時、団塊の世代に対して、何と

か高校をということで、多くをつくった学校もあります。それが一段落をして、第二次ベビー

ブームも終わり、その後がもう少子化ということで高校があいてきたというふうな状況の中か

ら、高等学校整備再配置計画をつくり、１０年スパンでありますけども、今３次に入ってきて

いるんではないかなと思っております。そういう中で、峡西南地域のですね学校の統廃合は第

一次のときから、議論をされてきた訳でありますけども。今言いました第１号は、第一商業と

機山高校の統合、そして峡北へいき、そしてまた富士北麓へいって、富士北麓のほうもですね

北富士工業高校、また富士北麓の学校ということでやってきました。峡西南地域も当然その段

階では視野に入ってきたわけでありますが、増穂町、鰍沢町と合併の問題もありましたんで、

再度、谷村高校、桂高校の統合のほうにいき、それが一段落した平成２４年、２５年頃になっ

てですね、また峡西南地域が出てきたわけであります。その間に、２５年９月に女性議会をこ

の場で行なったわけでありますが、当時の紙に書いてあるもんでありませんから、記憶は定か

でありません。町にとって増穂商業高校は重要なことは町民誰もが一致する考えだと思います

が、町が設置者ではありませんので、残すとか、残さないとかということは私の口からは言え

ない状況でありますんで。その辺ははっきり言わなかったのかもしれません。しかし、その後

ですね、議員さんもいっしょに入ってもらった峡南北部の３校の統合に対する協議会、合同庁

舎で何回か行いました。私も途中で帰るといったこともありますけども、その中では 終的に

は異論もなく、３校統合ということで市川三郷町に、決まっていったと思います。それは当時

の委員さん、すべての中でやっていただいてます。堀内議員以外にもこの議場にはもう一人、

会議へ出ていただいた議員もおると思いますんで。その辺は、細かくはいいませんけれども。

増穂商業の跡地に対してはですね、 初民間を誘致したらどうかというふうな話もありました

んで、民間が出てくるんであれば経営内容、また、そのどういう学校運営をしていくなのか。

そのプランていいますか、内容をしっかり見させていただきながら、支援できるであればやっ

ていきたいという答弁はさせていただいたところであります。そうした中、この跡地にですね

社会を支える職員の人材を育成する高等教育機関を設置したいという署名が行われました。こ

うしたことから、平成２９年の９月７日に県立の専門職短大の誘致を目指す増穂商業高校の跡

地を生かす会というところ正副会長さん、私のところに来ていただきまして、ぜひ県へ一緒に

要望に行ってほしいということから、町と町議会、そして活かす会の皆さんと一緒にですね、

知事のところに増穂商業高校の跡地の活用策について要望活動を実施したところであります。

これにつきましても、私のところだけ正副会長来たもんですから、議会の方にもお話をしなが

ら町も議会も一緒にこの活かす会の活用策を県で検討していただけるようにするということで、

要望活動を行なったところであります。昨年１２月の定例会におきまして答弁したとおり、活

かす会が中心となり、この誘致活動がですね、実現し町内にこうした専門職短期大学が設置さ

れることは、高度で先進的な教育環境が整うばかりでなく、地域の発展や活性化に好影響を与

えるものと考えておりますので、３期目の公約と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）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 
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誘致に反対だという事は、町長は明言はしていません。ですが、町長が賛成ではないという

確信はあります。というのはですね、誘致の署名活動をした時のことです。皆さん方のご協力

のお陰で合計で８０６４件の署名が集まり、内訳が国会議員が２名、県議会議員が１６名、町

外の大手企業が２１５社、富士川町の企業および商店が１８６軒、個人署名が７６４５名集ま

りました。そして町長とこの会の正副会長で県庁のところへ、知事のところへ要望に行きまし

たね。ですが、なんで私がそれを言うってことですね。この署名を集めている時に、名前は控

えますが、自民党のある国会議員が言ったんですね。「増穂商業高校の跡地は町長が体育館を建

設するつもりですよ。」はっきり言ったんですね。で、「この誘致の案件が県を通して文科省に

上がって来た時には、案件を通すように努力致します」と約束してくれたのです。これが自民

党のある国会議員なんです。何で国会議員が跡地に体育館建設なんて事を知っているのだろう

かと不思議に思いました。町長が言ったのかわかりませんけども、誰かが言わなければこの国

会議員が、こんな事を言うはずが無いのです。そう言っても、町長はそんな事は知らないって

言って突っぱねることだと思います。では、なぜこの国会議員がこんな体育館建設なんていう

事を知っているのでしょうか。火のない所に煙は立たないといいます。そしてですね、もう極

め付きは、この８０６４件の署名をもって２９年の１０月２７日に県知事の所へ要望に行った

時の県の態度と、町長がその後の記者会見をボイコットした事ですね。ここでもう明らかに町

長はそういう考えじゃないなっていうことがわかりました。これはその前の議会でも、私は一

般質問でも町長に質問したことがあります。そしてもう一つ、それと別にですね、町長は２４年

から２５年にかけて増穂商業高校の校長を務めていた、名前は言いませんが、その校長の時に

ですね、校長室へ行ったときに。 

〇１３番議員（長澤健君） 

議長、これ、再質問ですか。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。 

〇議長（井上光三君） 

     堀内議員、簡潔にお願いします。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

「増穂商業高校は市川高校へ統合するからなくなるよ。」とその校長に発言しているんですね。

それが２５年なんです。でですね、そういう事を言って、２５年には増穂商業高校は無くなる

よということを発言していながら、その次の２６年の町長選の時に増穂商業高校を残すという

ですね、そういうことを公約に掲げているんですね。これはどういうことなんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

校長先生に言ったかどうかわかりませんけども、先ほど言ったように、もう峡西南で３校統

合という話が出てるんですね。市川高校もなくなります。峡南高校もなくなります。増穂商業

もなくなって、新しい学校を一つ作ろうという動きは先ほど言った平成６年ごろから始まって

いる話なんですね。それが遅れてきて、富士川町誕生してから桂高校、谷村高校の統合は終わっ

て、やっとまた、ここの地域が遡上に上がってきたわけでありますけども。増穂商業がという

よりも、この３校を統合して１校作ろうという話が進んでおりますんで。それはどこにどうい
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うふうになるかは別として、今ある学校は峡南高校もなくなる。市川高校もなくなる、増穂商

業もなくなって、新たな学校が１つこの地域にできるんだという、主旨でお話をしたんじゃな

いかなと思っております。１０月の２７日の知事への要望活動も、今までこの議会でも何回か

出ました。私はもともと記者会見する予定はありませんでした。ですから、知事のところに要

望書を提出した後、取材囲みがありまして、当時のその夜、テレビへも出ておりますけども、

記者の質問にはちゃんと答えております。もともと私が記者会見をする予定がなかったから、

記者も私を取り囲んだと思いますが、また当時と同じ答弁なると思いますけども、副会長さん

と議長さんと私と一緒に行きまして、一緒の車で帰ってきた。 後の 後までいて、その議長

さんも副会長さんも、私が囲み取材を受けている間は待っていていただいて、あと残りの、残

りのって言ったらあれですが、記者会見は活かす会の正副会長、一人ずつで記者クラブで会見

をしたということでありますんで、私は 初から記者会見のところにはメンバーに入ってな

かった。ですから、報道陣が私を取材囲みしたということであります。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ええとですね、今のは違うんじゃないですか。再質問です。 

〇議長（井上光三君） 

暫時休憩します。 

休憩 午後１時３６分 

再開 午後１時３７分 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

はい、議長いいですか。 

〇議長（井上光三君）      

休憩をといて再開します。 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

今、町長の答弁の中にあったように、県庁へ行ったときに記者会見ていうのは、町長も一緒

だったんですね。それを前から聞いていない、前もって聞いていないからしなかったっていう

ふうに私は聞いております。それでですよ。例えば、そこで町長が前から聞いていないからそ

んなことは関係ないや。と言って帰ったということですけれども。富士川町のことをアピール

するには、記者会見てのは非常に大事だと思うんですけれどもね。そういうものをボイコット

するってのはいかがなものでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

１０月２７日はですね、知事のところに要望活動に行ったわけであります。私は、その新た

な職業教育を目指す大学の内容をどんな形でするなのかわからないわけですね。署名が集まっ

たから一緒に議会と、まちと一緒に知事のところへ要望に行ってほしいという話でありました。

それで行ったわけでありますが。当時、そのあと記者会見をするというのは知りませんでした

んで、要望活動が終わった後、取材囲みを終えて、先ほど言ったように議長と活かす会の副会
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長さんと３人で役場のほうへ帰ってきたということであります。先ほどのあれの中で、国会議

員から増穂商業のところは、いずれ体育館が建つんだというお話がありました。私はこれまで

体育館の建設はどことも言っておりません。うちの役場職員も体育館はまだ場所は未定だとい

うことでいますんで。もしあそこが体育館ていう言葉が私から出たんであれば、その国会議員

さんがちょっと違うんじゃないかなと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１１番 堀内春美さん。堀内議員、通告の内容とだんだんそれてきますので、通告に沿った

質問をしてください。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

はい。ええとですね。今の町長の答弁ですね。それと、先ほど私が質問しましたね。２５年

の時には、そういうのもなくなるよっていうことを言っていて、２６年に公約にたてた。今度

は、今まで誘致に賛成ではなかったけれども、今度の今年の選挙の時にまた公約にたててます

よね。町長は、この職業高等教育をっていうのを公約にたてていているんですね。前のことを

考えると、また選挙用に公約をたてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その辺

どうでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど来、また、これまでも答弁したとおりですね。この地域に専門職短期大学が設置され

ることは、地域にとりまして非常に教育環境がよくなるばかりでなくて、地域の発展、また活

性化にも好影響を与えるということですから、私は反対をしているわけではありません。そし

てまた、今回、公約に掲げたのは、これを進めている人たちも、私の支持者におります。公約

もそういう人達と検討する中で、しておりますんで。平成２５年のですね、いずれ一つの学校

になっていくというところもまだまだ協議が進んでおりませんので、その時は増穂商業高校を

中心に考えていくということであります。当然市川三郷は市川三郷高校を中心にということで

すね。当然、市川三郷でも３校統合は、やむなしという考えのもとにですね。それぞれがやっ

ぱり我田引水て言いますか、自分のところへというのはどこの首長も同じ考えではないかなと

思います。そうした後ですね、その検討会が開催をされまして、敷地の面積の問題等々含めて、

市川高校の跡地に役場の土地も提供する中で、新しい学校が出るということが決まった。その

経過は経過としてあることは、ご理解いただければと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。増穂商業高校がこの地に残せなかったっていうのは、永久に町長とそしてその

当時いた、もちろん私も含め、議員達の汚点であると言っても言い過ぎではないと思います。

それから参考にしてください。町の長によって随分と考え方がちがうなと思って、すごく敬服

したのが昭和町です。今、甲府学区は高校が一高、それから西高・東高・南高・昭和高校と５校

あります。ここも例外ではありません。生徒の減少のところから１高が早急になくなります。

そこで昭和町の町長は、昭和高校を県立から昭和町立にしようと考えているんですね。すばら

しい。そして小中高一環教育をしようと考えているんです。すばらしい発想だと思いますね。
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やはり若い人達が移住する先が昭和町、だんとつ多いというところは、こういうふうな考え方

もそういう発想ができる町だということもあるんではないでしょうか。これは参考に考えてく

ださい。 

それから再質問ですけれども。町長が言う社会を支える職業人材を育成する高等教育機関の

設置を、実現に向けてどのような活動をしていくのでしょうか。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

これはですね、平成２９年の１０月の２７日に、知事にお願いをしたとおり、県立高校とし

て作ってほしいという、これは活かす会からの要望でもありますんで、県の方にお願いをした

ところであります。県の方もですね、私も会うたんびに、まちづくりにも影響があるから早期

に結論を出してほしいという要望はしております。しかし県も明年１月には知事選もあります。

それが終わらなければ、はっきりした結論出ないんじゃないかなと憶測はしておりますけども。

町の方もですね、これからのまちづくりに、あそこの増高跡地は町の中心部でもありますし、

町のこれからのいろんな施策展開の中でも重要な位置になると思います。そこに本当に県がで

すね、専門職の短期大学を設置していただけるであれば、町も１００パーセント以上に協力を

しながらやっていきたいなと思いますが、まだ、いまだ結論が出ていない状況でありますんで。

今後も県の動向を注視していきたいな。また機会があれば、県の方にも発破をかけていきたい

なとこんなふうに思ってるとこであります。 

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） 

その県の方へ要望したときにですね、もちろん町長も一緒でしたから覚えていると思います

けれども、県の方では難しいんです。なぜかといいますと、県立っていうのは難しい。なぜか

といいますと、そのときの知事の答弁がこう言ったようですね。私はその場所に居ませんから、

わかりませんけれども。この会の会長が非常に怒っておりましたのが、この会の会長、食品会

社やってますね。そしたら知事曰く、「会長さんは、食品会社を経営しているんだから、どうで

すか。食品関係の短期大学でもつくったらどうですか。」って言われたんですね。ですから、知

事のお考えは県立で作るなんていう考えは全然ないと考えます。ですから知事のそういう答え

だったと思うんですね。ですから県立っていうのはおそらく無理だと思っていますので、この

活かす会も違う方面で考えております。町長その時、どう思ったでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

１０月２７日に、知事室へ行くというか、第１応接でありましたけど、そこにお願いに行っ

たとき、知事も全部局にですね、早速、跡地活用はできないか指示を出します。ということは

覚えております。食品会社の食品系の短大がいいとか悪いとかそういう個々のことは私は記憶

をしておりません。当時は、知事政策局長もおりましたんで、そこの活用にですね、政策推進

課長が、担当して、すぐ全部局に、跡地活用で何かできないかということを指示した。ただ短

期大学を作れるかどうかという指示ではなくてですね、県として増高跡地の活用策があるかど
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うか、早急に検討しろということは覚えております。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） 

時間がありませんので、この質問は以上でおしまいにさせていただきます。次の３点目の質

問に入ります。増穂中学校のテニスコートの砂塵についてですが、平成２３年８月に増穂中学

校テニスコートの近隣住民から、テニスコートの砂塵対策の要望書が近隣住民の署名がついて

区長名で町に上がっていますこれ。がその当時の署名ですね。署名の要望書です。その当時の

教育委員会の返事は、テニスコートの一部が私有地のためできないとの事でした。が、その私

有地、今度町で買い上げたため、再度近隣住民から署名付きで、２９年９月の５日付け、改良

の請願書がでております。 

そこで１番の質問に入ります。増穂中学校近隣住民から砂塵の苦情とコートの改良要請が提

出されている事に対しての対処を伺います。 

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） 

堀内議員の増穂中学校テニスコートの砂塵についてのご質問にお答えをいたします。学校施

設の管理におきましては、増穂中学校テニスコートをはじめ、各校の校庭での土埃による被害

を解消することが、施設管理上の課題の一つでありますが、長年にわたり各校周辺の皆様の深

いご理解とご協力を得る中で、今日に至っております。 

こうした中、増穂中学校テニスコートにつきましては、フェンスに防砂用ネットを設置し、

被害が少なくなるよう努めてきたところでありますが、本年度からは、土埃を抑える効果があ

るフレーク状の塩化マグネシウム製品を定期的に散布することにより、土埃の軽減に向けて取

り組んでいるところであります。 

〇議長（井上光三君） 

１１番 堀内春美さん。堀内議員、５分を切っております。残り５分を切ってます。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

ええと、今の答弁の中で、フェンスを作ったっていうことですけど、フェンスはわかるよう

に砂埃は全部通すんですね。よろしいですか。でですね、近隣住民は中学生のためにテニスコー

トの中の草取りをしたりとか温かい目で協力は惜しまないでやってくれております。ところが、

毎日のこの砂塵に生活していくのに非常に困っています。近隣住民も高齢になってきている現

在、この砂塵が家の中に入る事で気管支の病気をも起こしかねない状況であります。想像して

みて下さい。毎日掃除をしても砂埃で家の中が白くなるという状況、これはその状況に置かれ

た人でないとその苦しみはわかりません。毎日の掃除にも大変。高齢になればもっと辛い状況

になります。この苦情をですね住民から聞いて教育委員会へ伺いました所ですね、塩カリを撒

くつもりだとの事で、その後すぐに増穂中学校のテニスコートに塩カリを撒いてくれたのです

が、それはありがとうございました。ところがですね、そのすぐ後の雨で全部流れてしまった

というのが状況なんですね。 

そこで再質問です。調べたところオムニコートというのが非常によいようです。これは教育

委員会でも検討されたのかなと思うんですけども。金額が１０００万円位かかるとの事で、塩
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カリを撒くというふうになったようですけれども。この塩カリは毎年どのくらいかかって、年

間どのくらい撒くっていくことでしょう。それから、この塩カリっていうのは予算化されてい

るのでしょうか。 

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） 

ただいまの塩カリの予算の関係でございますが、これまで予算化されておりませんでしたが、

今年度からはこの予算化をしております。おおむね塩カリのほうは３月から４月というのが平

均的な耐用月数となっておりますので、目安としましてその期間程度で、今後も散布をしてい

き、土埃の軽減につなげていきたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

塩カリ等、学校の緊急の消耗品は学校消耗品ということで予算化はしてあります。その中で

対応していただいております。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） 

あのですね。塩カリ、年間どのくらいかかって、かかるんでしょうか、１年間。それを先ほ

ど言ったんですけど。その答弁はなかったと思うんですけど。 

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） 

今年度の利用見込み予算ですと２０万円余を考えております。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） 

私が教育員会に伺った時には年間３０万くらいだって伺ったんですけれども。そこで提案で

す。年間２０万、３０万かかるということであれば、１０年くらい経てば、２～３００万です

よね。でしたらば、お互いに中学校の生徒もいい、住民もいいということであれば、１，０００万

円かけても整備するということが必要ではないでしょうか。 

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） 

今、堀内議員のなからオムニコートというようなお話が出てきているわけでありますけれど

も、現在、増穂中学校では３面テニスコートがございまして、１，０００万というようなお話

でございますけれども、１面につき、そのくらいのお金がかかってくるというようなことです

ので、ちょっと１，０００万では難しいかなというようなところでございます。必要性につい

ては、十分に承知をしているわけでありますけれども。長期的な予算計画もございますので、

現在、現時点ではすぐできるという答弁にはなりかねないわけであります。よろしくお願いし
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ます。 

〇議長（井上光三君） 

堀内春美さん。２分を切ってますので。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

大丈夫です。もう終わりにしますから。 初の請願からすると７年も経過しているんですね。

近隣住民の意向を聞く機会とかですね、そういったことを設けて理解を得るとかですね、そう

いったことも必要ではないかと思うんですね。それからこの近隣住民というのは、税金を納め

ている人達なんですね。町長の公約にも町民に寄り添う行政をとありますね。お互いの幸せの

ためにそこら辺をしっかりと考えて対処していただきたいと思います。以上で質問を終わりま

す。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告７番 １１番 堀内春美さんの一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５５分 

再開 午後 ２時 ２分 

〇議長（井上光三君） 

休憩をといて再開します。 

続いて、通告８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） 

    ５番議員の望月眞です。はじめに、地域公共交通の運営、運行について質問いたします。まず、

コミュニティバスについての質問です。私はコミュニティバスの利用状況を把握するために、運

行している全ての便に何回か乗り、利用者や運転手さんたちとも、お話を伺いました。鰍沢口駅

からは国や県の出先機関への通勤者が５、６名利用しています。時々、増穂商業の生徒が利用す

ることがあるようです。市川大門駅までの利用者は、私が乗った時には、高校生が２名と通勤者

が１名でした。市川方面への町内利用者は少ないようです。車窓から見ると自転車通学の生徒た

ちの姿が目立ちました。自転車通学の生徒たちの中にも、雨が降るとコミュニティバスを利用す

ることがあるようです。コミュニティバスはご承知かと思いますが、増穂商業生徒の通学の足と

しての利用度が も高いことがわかりました。身延線を利用している３０名程度の生徒たちが毎

日活用しています。一般利用者は少なく、フォレストモールや久津間整形外科や富士川病院に訪

れるために、高齢者が利用することがあるようです。この活用状況を踏まえて質問します。路線

変更を申請して市川三郷町役場付近まで運行延長を図ったら良いと思うのですがいかがでしょう

か。そうすることにより、市川高校に通学している生徒たちの利便性が増すことになり利用者が

増えるものと思われます。また、峡南地域の高校再編に伴い路線変更も必要不可欠なことだと思

いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

望月議員のコミュニティバスの運営、路線変更等に関するご質問にお答えします。コミュニ

ティバスは、ＪＲ身延線を利用して通学や通勤をする利用者の利便性を図るため、合併前の平
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成１８年４月からＪＲ市川大門駅と増穂商業高校を往復する運行を開始しました。 

さらに、平成２５年４月からＪＲ鰍沢口駅を追加した馬蹄形の路線で運行しております。平

成２９年度の年間利用状況は、運行日数が２４９日、輸送人数が２５，１７３人となっており、

高校生を中心に多くの方が利用しているところであります。 

峡南地域の県立高校再編では、平成３２年４月に市川三郷町内に新設高校が開設されること

となり、本町から通学する生徒が見込まれます。コミュニティバスの路線を延長する場合は、

市川三郷町との協議を整え、その後、両町それぞれの交通会議で審議決定を受け、関東運輸局

山梨支局へ申請して、承認を得る必要があります。 

こうしたことから、新設高校まで乗り入れができるよう、第一段階として市川三郷町と協議

して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     今、町内には富士川町のコミュニティバスだけでなく、身延町営バス、それから市川三郷町

のボンボンバス、いろんなバスが走っています。町内から身延高校へ通学している生徒の多く

は身延町営バスを使っています。これはですねー、身延線は身延駅で止まるのに対して、身延

町営バスは、身延高校まで行っているわけですよね。そういうことを考えるといわゆるここで

あのー、急にはできないことですから、計画的に路線変更を考えていくことが、活性化にも繋

がっていくんだというふうに思いますので、早い時点での検討、対応をお願いしたいと思いま

す。 

次の質問に移ります。ホリデーバスの運行について質問します。ホリデーバスにも乗車して

みましたが、現在の運行は、利用者がかなり少ない現状があります。シーズンによっては、町

外から観光客が利用することがあるようです。     

ホリデーバスは、たとえ利用者が少なくても土日のデマンド交通の代替運行も兼ねているの

で、地域公共交通手段として、私は必要だというふうに感じています。しかし、町からも多額

の補助金を出していることもあり、この利用者を多くしていくことも必要だと思います。そう

することによって、町の活性化も図られるのではないかなと思っています。そこで、町内観光

周遊コースを設定して町内外の観光客を誘致するなどリデーバスの活性化を図ることができな

いか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     ただいまの、望月議員のホリデーバスについてお答えします。 

ホリデーバスは、土・日・祝日に、高齢者や交通弱者が安心して利用できる「地域の足」と

し、また中山間地域の平林、穂積、五開の三筋の振興のため、観光客が駅から目的地までをつ

なぐ「移動手段」として、平成２７年１０月から山交タウンコーチ株式会社に委託して、運行

を始めました。 

     現在は、鰍沢口駅から小室、平林、十谷までの３系統を１日３往復の運行をしております。 

    平成２９年度の年間利用状況は、小室線が６６６人、平林線が５０４人、十谷線が７１５人で、

全路線の月平均利用者は１５７人となっております。現在、観光案内として、町ホームページ
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でおすすめスポットを季節ごとにまとめた観光周遊コースを紹介しているところでありますが、

これらのコース設定は、ホリデーバスの運行時間に合っていないため、今後は、ホリデーバス

の運行時間に合った、平林、穂積、五開筋ごとに満喫できる周遊コースをつくり、多くの方に

ホリデーバスを利用してもらうことにより、観光客の誘致を図り、地域の活性化につなげてい

きたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     随時計画していくお答えだったと思いますが、再質問をお願いします。 

     拓殖大学の学生たちが富士川町における商店街の活性化とバス活用策について報告書を出し

ています。本町のホームページにも載っています。その中で、ホリデーバスについて中央本線

や身延線の鰍沢駅到着時間に合わせて運行すれば、観光客の誘致に繋がるのではないかと提起

しています。観光周遊バスを特化して作るということになるとまたこれは費用が掛かりますが、

ホリデーバスを観光に特化するのでなくですねー、ホリデーバスとうまくコミットして、ホリ

デーバスを活用する観光周遊コースの設定が可能ではないかと私は考えています。例えば、十

谷線では鰍沢駅到着時間の９時７分に合わせて９時１５分に運行開始時間を変更する。十谷ま

で行き、大柳川渓谷を散策して、つくたべかんで郷土料理のみみ料理を食べる、昼の便を利用

してかじかの湯に行きかじかの湯を利用する。かじかの湯からですねー、ゆっくりそこでくつ

ろいで３便に乗ってもいいし、それからジャンボタクシー等をお願いをしてですねー、塩の華

まで行って、硯の見学をしたり、あるいは買い物をしたりするそんなようなことが可能になる

んじゃーないかなーというふうに思います。インターネットで紹介している町の観光周遊コー

スにホリデーバスを利用して小旅行を楽しみませんかっていうようなコーナーをですねー、付

け加えたり、甲府駅や鰍沢口にパンフレット等を掲示すれば観光客の誘致に繋がって行きます。

また、要望があればボランティアガイドを同乗することも考えたらいいと思います。  

平林線でもですねー、例えば高下まで１便を延長してダイアモンド富士の風景を観たりです

ねー、あるいは妙法寺を見学したり、ゆずの里で買い物をしたりとか、そういったコースも可

能になっていくんじゃないかなーというふうに思います。いろんなアイデアを出せば魅力ある

コースが可能になると思います。 

ホリデーバスの運行に使われているバスは、これ私も乗ってはじめ知ったのですが大変珍し

い車種で現在日本に２路線しか運行されていないそうです。そのなかで、バスマニアの人たち

が全国各地から乗車に来たり、記念写真を撮って行ったりするそうです。バスそのものが観光

資源になりえるとそんなふうに思いました。そういうことも紹介したら良いと思います。 

そうすることによって、バスの活性化だけでなく町内観光の活性化も図れると思います。ま

た、十谷線については、フォレストモールの付近まで運行路線の延長をしてほしいという声も

ありました。旧増穂町地域の人たちの中には、かじかの湯に行きやすくなるという人もいます。

それから、中部、五開地域の人たちには、買い物に行くのに便利になるという人もいるようで

す。ホリデーバスの運行時間、運行コースについても検討していただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君。 
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○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。ルートと時間の変更につきましては、変更が可能かどうか

を踏まえまして、今後研究をして参りたいと考えております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

     ぜひですねー、コミュニティーバスと関わりながらですねー、ホリデーバスの運行、運営に

ついて検討を前向きにしていただき早めに結論を出していただきたい、そんなふうに思います。 

     次に、デマンドバスの運行について質問します。 

     ６月の定例議会でデマンドバスについて質問した際に、アンケートでは利用している人の多

くが便利だと回答していると伺いました。コミュニティーバスに乗り合わせました平林区の高

齢者の方からも、家の前まで来てくれるので大変便利ですというお話を伺いました。６月の議

会では、課題として旧鰍沢地域ではドアツウトアになっていないことなどがあると、ことでし

た。利用者アンケートでは、４％がどちらかというと不便、１％が非常に不便だと回答してい

ます。これは、回答者の３０名が何らかの不便さを感じているということになります。あまり

利用していない人も含めて、そういう耳に、そういう声に耳を傾けることも必要だと思います。

旧鰍沢地区の中山間地の高齢者と話をすると、予約の手続きが面倒だと、よくわからない、予

約しても急にキャンセルしなければならない時があり、予約するのが億劫になると。あるいは、

予約しなくても利用できる定期便を増やしてほしいというような声もありました。  

そこで質問です。デマンドバス旧鰍沢地域定時定路線の運行について、昼間に１便増やし３便

にすることができないでしょうか。そういうことを伺います。定時路線を１便増やすことによ

り、１便で行って、２便で帰る、あるいは、定時路線を利用して帰りは区域運行を利用する。

行きは区域運行で帰りは定時路線でというように選択肢を広がり利用者の利便性も増すと思う

のですがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     鰍沢地区のデマンドバスの増便に関するご質問にお答えします。 

鰍沢地区のデマンド交通は、高齢者や交通弱者の日々の交通手段として、平成２６年７月か

ら運行を始めております。 

平成２９年度の年間利用状況は、登録者が４６０人、運行日数が２４４日、定時定路線の輸

送人数が３１３人、区域運行の輸送人数が５，３７５人となっております。 

鰍沢地区の運行は、朝と夕方の定時定路線２便と昼間の区域運行４便に区分しており、１台

の１０人乗りワゴン車で対応しているため、現行の運行時間に増便することは困難な状況であ

ります。定時定路線は、幹線道路沿いの方には便利でありますが、決められた路線の運行であ

るため、高齢者が自宅近くの乗降場所での乗り降りはできない状況となります。このようなこ

とから、より大勢の方の利便性を考慮して、区域運行の利用をお願いしたいと考えております。

以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 
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〇５番議員（望月眞君） 

     まー、いろんな考え方ができると思いますが、やっぱり不便さを感じる人たちの声をよく聞

いてですねー、改善を図るように今後努めていただきたいとそんなふうに思います。地域公共

交通が活性化すれば、人の動きが活性化します。それは町の活性化に繋がって行きます。今後

も絶えず地域公共交通の運営、運行について検討していくことが必要だと思います。 

２つ目、新たに開設予定の学校給食センターの運営についての質問に入ります。富士川町学

校給食センター整備基本計画では、学校給食のセンター化によるメリットとデメリットが提示

されています。私は、町内の小中学校にそれぞれ勤務したこともあり、また、他町において自

校方式の給食や、あるいはセンター方式の給食も経験しています。その経験からですねー、セ

ンター式方式には悪天候等の影響による緊急な給食停止等への対応、先般の台風２１号の接近

では、各学校がそれぞれ対応を、それぞれの対応をとっています。これは、それぞれの学校だ

からできることであって、センター化になると、その検討やらあるいは結果をどうするかと、

連絡体制も確立してかなくてはいけない。そんなふうなこともるあると思います。それから、

これはあってはいけないことなのですが、異物混入や食中毒の発生緊急時についての対応、器

が大きいだけにこの影響力も大きいので、それは考えなきゃ―いけないなーと思います。それ

から、各学校がですねー、教育計画や個別の諸活動を行ってます。この対応もですねー、セン

ター化になることによって、検討しなくてはならないというふうに思っています。この大きな

３つの大きな課題が想定されると捉えていますが、こういった課題について現時点で、どのよ

うに対応していこうとしているのかを伺います。 

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） 

     望月議員の、給食センターの課題と克服方策についての質問にお答えをいたします。 

新たに開設する学校給食センターについては、平成３２年７月の完成に向け、様々な問題・

課題が想定されますが、取り分け用地を購入するための手続きや、実施設計業務に取り組んで

いるところであります。 

     ご質問の「悪天候等の影響による緊急な給食停止への対応」については、様々な自然災害等

を想定する中で、児童生徒の安全第一を 優先と考え、臨機応変に対応したいと考えておりま

す。「異物混入や食中毒の発生等緊急事態についての対応」は、ひとつ間違えば重大な健康被害

を及ぼすものでありますので、食材の仕入れから調理、配送、配膳を通じて、より一層の安全

確保の徹底を図る必要があると認識しております。万が一に発生した場合は、県が示す衛生管

理の食中毒発生時の対応や町の学校給食における異物混入防止・対応マニュアルにより、迅速

かつ適切な対応を図って参りたいと考えております。 

     また、「各学校の教育計画や諸活動への対応」については、年間行事計画の調整や、統一した

献立などへの取り組みにより、効率的で、効果的な管理運営を行うことで、「より良い学校給食」

の実現に向けて、努め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） 

     かつて私が勤めた時にですねー、急に学校給食が天候不順で学校給食を停止しなければなら
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ないというような時にですねー、購入してあった食材をどうするかと。いうようなことで、保

存しておける物は保存してできるんですが、早急に対応しなきゃーならないものは、職員がで

すねー、買ってですねー、あの無駄のないようにしたと。影響のでないようにしたと。そんな

ような経験もあります。いろんなことでですねー、こー、想定しなければならないことがある

と思うのですねー。３２年の開始までにですねー、富士川町学校給食運営委員会のような組織

を立ち上げてですねー、町内小中学校の管理職や給食担当者と十分検討を進めたらよいと思い

ます。その他の課題や、デメリットに対する対応策を十分検討して、安全でおしいい、そして

効率的な学校の教育計画に影響のないような給食提供に努めてほしいと思います。 

     次の質問です。食物アレルギーの児童、生徒の給食提供についても対応を図っていくという

ことですが、具体的にどのようなことを考えているのか、対応計画について伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの、食物アレルギーへの具体的な対応計画についてのご質問にお答えいたします。 

本町の食物アレルギーを持つ児童生徒数は、９月現在で、２１名となっており、その対応に

ついては、現在の富士川町学校給食における食物アレルギー対応ガイドラインに基づき、除去

食・代替食は、提供しないことを基本として、自己除去または代替食を持参としております。 

     こうした中、学校給食センター稼働後の食物アレルギー対応につきましては、品目により対

応が千差万別であるため、出来得る範囲で調理場における除去食提供を、基本とすることを目

標として、より一層安全・安心かつ確実な食物アレルギー対応の実現に向けて取り組んで参り

たいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     私は町内の各小中学校を訪問して、現在の給食提供状況を調査したり、給食センター化に対

する要望等を聴取してきました。先ほど、あのー委員会の報告では２１名ということですが、

これおそらく、ガイドラインに沿った報告だというふうに私は把握していて、現実的にはそれ

に類似する子ども、児童、生徒も含めて、４７名あの学校の中で把握してる状況があるようで

す。もしもに備えてですねー、緊急対応のエピペン等のですねー、薬剤を保健室に保管してる

ケースもあります。私のあのー、鰍小の校長をやった時、１名でしたので、何とか除去食を提

供したりとか、あるいは代替食を提供したりとか、そういうことは可能でした。でもそれはで

すねー、非常に労力がいりました。献立を作ってですねー、保護者に来てもらって、担任と栄

養職員と保健の先生とですねー、綿密な打ち合わせをしてですねー、確認をすると。もしもの

場合に備えてエピペンを置いておくと。そのようなことをしてきましたので、それはですねー、

こんだけの人数の対応を全てするということは、私は無理だというふうに思います。品目に応

じて、除去食でできる範囲で対応を考えていきたいという答えでしたけども、できることと、

できないことを明確にですねー、ガイドラインで作成をしてですねー、該当する保護者の理解

をして頂くということが私は大切だと思っております。 

     ３つ目の質問になります。給食センターから各校への配送についても検討が必要です。現在、

配送場所として鰍沢小学校、増穂小学校、増穂中学校の給食調理場を改修して準備をしている
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ようですが、配送車を何台用意するのか、配送してから安全管理をどのようにしてくのか、給

食センターから各校への配送についての具体的な現時点での配送計画についてお伺いしたいと

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） 

     給食センターにおきます具体的な配送計画につきましてのご質問にお答えいたします。 

配送計画につきましては、町内５校で使用する食器や、給食を入れる食缶のサイズが決まり、

配送車への積載量が確定した後、給食の調理終了時間から、教室での給食開始時間までを考慮

する中で、安全で確実な配送計画を検討して行きたいと考えております。 

     このようなことから、配送のルートや時間割など詳細なものにつきましては、本年度中を目

処に決定して参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     再質問をお願いします。前の定例会でですねー、増穂小学校、増穂中学校については、各ク

ラスごとに分けて配送していきたいと、そういう計画であると。   

それは、やっぱり学校にとっては大変助かります。ぜひそのようにお願いしたいと、そのこ

とを基に計画を立って頂きたいなーということと、それから、届けてからですねー、子どもた

ちの口に入るまでのいろんな面での安全管理が絶対必要だとそんなふうに思います。その安全

管理を学校側に任すのか、あるいはセンターの職員がするのかとか、そういう細かいこともよ

く練ってく必要があると思いますので、この辺もですねー、各学校からの要望を聞く機会を設

けてたりして、適切な対応をすることが大事だと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

○教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。安全で安心で、おいしい給食を提供するためにも、こ

ういった知識の豊富な経験豊富な方々を交えた組織を立ち上げまして、そういった改善方策を

考えていきたいと考えております。 

○議長（井上光三君） 

     ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

     ぜひいろんな声を耳に入れて検討して頂きたいとそんなふうに思います。 

     後の質問に入ります。現在、富士川町では学校給食に対して子育て支援政策も兼ねて、第

２子に対しては半額補助、第２子以降については完全無償化を行い、これはですねー、かなり

あの県下で先駆けて、言ってみれば義務教育費の保護者負担の軽減を図っており、大変あのー、

すばらしいことだというふうに思っています。今、全国で４.４％位の学校が完全無償化をして

いると。まーその財源確保は、いろいろな方法があると思います。身延もですねー、全額無償

にしていると思うんですが、ただ現時点で、多分あのー、聞くところによると、一限財源とい

うことで、まちひと社会しごとづくりの創生事業のほうからおそらく出してるんじゃないかな
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というふうにお聞きしているところです。 

私も完全無償化にして頂きたいと思うんですけど、やっぱり財源をどうしてかってことが先

だって問題なってきますので、それでですねー、学校給食の富士川町の学校給食センター整備

基本計画では、学校給食のセンター化により管理費や光熱水費等のランニングコストの節約、

あるいは食材費の削減を図ることができる等提示されています。こういった観点、この提示に

よればですねー、何らかの形で学校給食費の保護者負担の更なる軽減が可能ではないかという

ふうに私は思うのですがいかがでしょうが。 

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。 

現在、町内４つの給食施設のランニングコストは、平成２９年度決算ベースで、人件費を除

く維持管理費に、約 16,300 千円要しており、富士川町学校給食センター運営に係るランニン

グコストについては、20,000 千円程度の経費が見込まれております。 

     これは、既存給食施設の電気料は、校舎管理費として支出され不明確であることや、学校給

食衛生管理基準で示される、大型調理器機などの設備を導入することによる経費増が、想定さ

れるものであると考えております。 

     いずれに致しましても、これらの数値は、建設前での見込み数値でありますので、学校給食

センター稼働後の維持管理費につきましては、衛生管理の徹底を図る中で、コスト削減・節約

に努めて参りたいと考えております。 

     また、給食費につきましては、同一献立や食材発注等の工夫により、食材費の削減が図れる

ものと考えておりますので、食材提供の軸となる地元納入業者のご理解をいただく中で、給食

費の減額に努めて参りたいと考えております。 

○議長（井上光三君） 

     ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

     私は先ほども申し上げましたように、義務教育における学校給食は完全無償化を進めるべき

だと思っています。そして、それは教科書と同じように国の責任で行うべきだというふうに私

は思っています。各校で貰ったデータで私なりに積算してみますと、富士川町で学校給食を完

全無償化すると、このデータですねー、今あのー、１子、２子、３子の子どもの状況を踏まえ

て算出してみますが、約 6,100 万円の財源が必要となり、現在の補助制度に更に 4,400 万円程

度の財源が必要となります。第１子を半額補助にして、第２子以降を無償化すると 2,760 万程

度の財源が必要になります。第１子に対して千円の補助をする場合には、約 640 万円の財源が

必要になります。現在、町内各学校の食材費としての給食費、これは給食費とはもともと食材

費にかかる部分ですので、給食費徴収額は、増穂小学校で 4,900 円、増穂南小学校で 5,100 円、

鰍沢小学校で 4,925 円、増穂中学校で 5,450 円、鰍沢中学校が 5,580 円です。センター化すれ

ば、小中学校それぞれが統一料金になると思います。食材費のコストダウンが計れれば保護者

負担の軽減にもなります。学校給食費保護者負担の軽減により、ほかのサービスが提供したり、

あるいは町単職員の数を減らしたりとかですねー、給食の内容が低下するのでは意味がありま

せん。財源確保を図ったりコストダウン化を図ったりして更なる保護者負担軽減を実現してほ
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しいと思います。またですねー、いずれは、本当は国で進めるべきだと思うんですが、まーい

ろんな施策の中で、例えば教育費をですねー、今あの割合を増やしたりしてですねー、無償化

の道もね、検討していくことも大事じゃないかとそんなふうに思っていますのでぜひご検討を

お願いします。保護者負担の軽減を図っていくことは、子育て支援に取り組む町とし、子ども

たちにやさしい町としての、町のイメージも良くなります。前向きに検討をお願いします。以

上で、望月議員の質問を終わります。  

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告８番  ５番 望月眞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９番 ７番 成田守君の一般質問を行います。 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ７番、成田守です。よろしくお願いします。質問に先立ちまして、一言皆さんにお礼を申し

上げたいと思います。私は、ここへ来てわずか１年と４か月、皆さんの暖かいお迎っていうか、

ここの町に住まわしてもらうというお許しをいただきましたので、しかも、この議場に議員と

して立たせてもらいまして、番号も７番というラッキーセブン、きっとこの町のために一生懸

命働けということなんだろうと思います。 

     それと同時にですねー、今回の北海道のあの大地震について同僚議員や、町の皆さんから沢

山のお見舞いをいただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございまし

た。 

     それで、私は今回の質問に入ります。新庁舎の検討っていいますか、新庁舎建設について、

カッコ１で申し述べましたように、各種のいわゆる庁舎整備検討委員会等の委員会があります

が、これを調べていきますと、どうしてもですねー、疑問になるものが、この設置目的、どう

いうことをするのか、それから構成委員の人たちの意見はどのように責任をもって果たされる

のかということについて、管理者の意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 町では、平成２８年２月に、役場庁舎の整備方針

等について、協議・検討するため、「富士川町役場庁舎整備検討委員会」を設置し、委員会の報

告書に基づき、同年１１月に「富士川町新庁舎整備基本構想」を策定いたしました。 

また、平成２９年 5 月には、新庁舎の整備基本計画について、協議・検討するため、「富士

川町新庁舎整備基本計画検討委員会」を設置いたしました。両検討委員会とも、町議会の代表、

障がい者や各種団体の代表、公募町民の方などの役場利用者から、行政サービス向上、バリア

フリーへの対応や、建築の専門家から、建物の規模、耐震性など、多くのご要望やご意見を、

いただいたところであります。 

そして、「基本計画検討委員会」の報告書に基づき、１２月に「富士川町新庁舎整備基本計画」

を、策定したところであります。今後は、新庁舎の設計業務の指針となる「富士川町新庁舎整

備基本計画」に基づき、新庁舎建設に向けた基本設計、実施設計を行って参りたいと考えてお
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ります。 

〇議長（井上光三君） 

    ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     再質問をいたします。この検討委員会というのはですね、どの部局っていいますか、どこに

所属をして、この責任者はどなたなんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。両委員会とも事務局といたしましては、役場管財課

のほうで事務局を行いました。また、各委員につきましては町長が委嘱、任命または委嘱する

と。いう形の中で両委員会とも設置したところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

    ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ということはですねー、この検討委員会というのは、町長に属するものであって、町長の諮

問会議というふうに位置付けてもいいんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     両委員会とも、目的に沿って報告書を町長に提出するということになりますので、諮問を行

いその報告書を町長に提出するような役割となっております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

    ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     町長の諮問の会議にですねー、議員が入っているということは、ちょっと理解に苦しむって

いいますか。本来、議会は管理者のいわゆる内容をチエックする、そういう立場にあるのが同

じ土俵の中で、協議をするということについて私は違和感を感じるんですが、その点はどうで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時４３分 

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

再開 午後 ２時４４分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ええとですねー、この委員会の権限とか義務、役割、責任等についてできるだけの範囲でよ

ろしいでしいので。お答え願えればと思います。 
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〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     成田議員の検討委員会の設置、そしてまた権限、責任というふうな内容についてのご質問に

お答えいたします。役場の中でも、諮問会議みたいな、しっかり諮問委員会ということでして

おります。今回は、庁舎整備に関わる検討委員会、役場を常に利用していただいている人たち

に、これまでの不便さ等々をですねー、お聞きをしながらより良い新しい役場の形を作ってい

きたいということで、当然、議会基本条例の中には、これから役場の審議会、委員会には入ら

ないと。いう文言もありますが、これはあくまでも諮問委員会、諮問はしておりますけども内

容的には検討協議をして頂く会議でありますので、役場の議員さんもですねー、役場を訪れる

一般の皆さんも、また、障がい者の皆さんも今の役場、今日も朝いたんですが、２階に上がっ

てこれないから、私が下に行って話を聞いたというのもありますし、そういった利用者、そし

て議会もこの議場を持っておりますし、今の議場がいいなのか、議長室も無いような議会がい

いなのか、そういうところのご意見をいただくための検討委員会でありますから、そういった

利用者を中心に、今回のメンバーは選ばしていただいた。それと、いろんな意見はいっていた

だいて報告書にまとめていただきました。それらを基にですねー、また役場のほうで再度検討

をしながら整備基本計画を作り上げておりますんで、いろんな意見を出していただいた中で、

まとめていきたいとこういう趣旨の検討会であります。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それでは、カッコ２の新庁舎建設によって、町民の生活がどのように変化するのか。また、

この庁舎で働く職員の人たちのいわゆる生活環境っていいますか、そういう行政サービスに関

してはどのように変化するのか、それをお聞きしたいと思います。 

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。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。

また、現在の庁舎は、バリアフリーへの対応が不十分で、障がい者や高齢者の方が利用するに

は、大変なご不便をお掛けしているところであります。このため「富士川町新庁舎整備基本計

画」では、分散していた 行政機能の集約化と適切な配置、情報システムの活用により、行政効

率を向上させ、町民サービスの向上を目指すこととしております。 

また、高齢者や障がい者、外国人など、様々な利用者に配慮した ユニバーサルデザインの理

念を取り入れ、すべての人に優しい庁舎を整備することとしています。このような庁舎を実現

することにより、ご高齢の方や、車椅子をご利用の方であっても、気軽に来庁し、短時間で、

効率的に行政サービスを受けられるようになると考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 



８７ 
 

     大体の趣旨は良く分かります。良く分かるんですけども、その前にですねー、庁舎を一つ一

元化すると。いうことで行政サービスが上がると。その保証はどうされますか。例えば、サテ

ライトシステムで分散化してシステムでは、どうして町民に不便を掛けるんですか。それは、

システムの在り方自体の問題であって、庁舎の問題ではありません。そのことを肝に銘じてほ

しいと思います。  

それと、もう一つはですねー、この資料をずーっと読んでいきますと、ディーティル、詰ま

り一番肝心なところが抜けているんです。それは、役場でいえば各部門の各部署の仕事に内容

がどうなのか、そこで情報はどのような動線を描いて動くのか、職員はどうやって自分たちの

足でその動線を確保するのか、それと同時にですねー、なぜ私がこういうことをいうかってい

いますと、先だっても不祥事件がありましたねー、あれは、なにもですねー、あの担当部署だ

けの問題ではないんです。それはシステム上の欠陥です。そのことを先ず、肝に銘じてほしい

い。ですから、徹底的に自分たちのやっている部署の仕事を挙げるということです。役場の機

能はそこに尽きるんです。そういうこともやらずしてねー、木質化だの、なに化だのってねー、

なんか本末転倒のね、方向で議論されているようにしか思えないんです。例えばですねー、こ

の新庁舎の役場を造ることによって、住民の人たちが、自分の家からね、テレビを通していろ

んなものが請求できる、それはまー宅配便だとかなんだとかで、やってくれる。何も庁舎に来

なくてもね、目的が達成できるようなそのような仕組みをね、今後２０年後、３０年後の役場

の機能としてね、どうして考えられないのかなーと。ですから、 初から役場の建設ありきで、

それ以外の方法の検討がされていないような、そういう心配があるわけです。ですから、いま

１度ね、いま１度、私は何もその、庁舎を造るなといっているんじゃなくて、庁舎を造るんだっ

たらどのような庁舎にすべきか、もう１度考え直してほしい。そのことをお願いしたいと。そ

れだけです。私は、今までね、５０年間システム屋として、店舗設計から事務センター、それ

から各会社の在庫管理からなにから、そういうことをやってきた経験としてね、どうしてもやっ

ぱり自分たちの足元を固めてほしい。そうしなければ、町民の皆さんは、決していいとは言わ

ないと思います。ですから、いろんな人の意見を聞くのもいいんですけど、もっともっと、やっ

ぱり自分たちの足元を固めてほしい。例えば、私がこの間ですねー、労働環境調査っていう話

をしましたら、それは専門家に任せてある。労働環境調査ですねー、庁舎の在り方についてねー、

専門家に聞いたって駄目です、こんなもん。そこで働いている人たち自らがですねー、自分た

ちはこうあるべきだ、町民の生活のためには、このようにしなければならないという発想が出

てこない限りですねー、役場はただ単なる入れ物にしかすぎなくなります。本当に血の通った

政治をしてほしい。それを僕は、志村町長なら絶対できると思っているんです。ですから、我々

はね、何もその町長に反対して、これはやっちゃーだめだとかじゃなくて、いかにしてねー、

町民のためにね、自分たちは何をすべきか。どうしたらいいのか。それを常に考えてほしいと

思います。ですから、時間が無いとかなんとかじゃなくてね、時間なんかいっぱいありますよ。

で議員なんかみんなね、こういうことで出て来いっていったら、夜中にかけたってやりますよ。

そのぐらいのね、やっぱり富士川町になってもらいたい。私が惚れた富士川町ってねー、そう

いう町だって。そういう町をみんなで作る、そのことをお願いしたい、いうふうに思います。

それで、この質問は私はこれで終わります。 

     それと、第２番目のですね、青柳宿について。これについては、青柳宿はいま、あのとおり

閉鎖されていて、草がぼーぼー生えてて、見苦しいです。ところがですねー、その建物の評価
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をきっちりして、位置付けをきっちりして、あの公園をひっくるめてね、どうやって使ったら

有効的に活用できるのか、そのことを町として、町の管理者としてどのように考えているのか。

それをお聞きしたいと思います。 

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） 

ただいまの成田議員の質問にお答えします。青柳宿の施設につきましては、商工会が活力を

生み出す商店街を目的に営業をしておりましたが、老朽化や耐震不足により営業を継続するこ

とが難しくなったため、活性館は平成２７年３月３１日、追分館は平成２８年２月２７日をもっ

て閉館し、現在は利用されておりません。 

こうした中、町では公共施設としての活用はできないと判断し、他の活用策がない場合は取

り壊す方針としておりますが、活用できる民間事業者がいれば活用していただくこととし、公

募により募集を行なっていきたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     青柳館のところのですねー、旧秋山邸は、得難い建物です。それで、ただ単にですねー、あ

の建物が邪魔だとかね、汚いとか、古いとかじゃくて、後世に残してですねー、その技術をそ

のまま活用できるような、そういう建物なので、有効活用を本当に心からお願いしたいと思い

ます。以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告９番  ７番 成田守君の一般質問を終わります。 

     ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時 ２分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

続いて、通告１０番 ２番 樋口正訓君の一般質問を行います。 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     ２番 樋口正則です。それでは、通告に基づきまして、従いまして、大きく２つの質問をさ

せていただきます。はじめに、今年７月、西日本では台風や前線の影響で大規模な土砂災害が

発生し、被害は１５府県にもおよび、死者行方不明者を合わせると２３０名が犠牲となってし

まいました。まだ、傷あとも癒えない９月６日未明には、北海道の胆振地方に激震が走り、ま

たも多くの犠牲者が出てしまいました。その後、被災地は直ちに捜索活動を開始、合わせて復

旧、復興に向けて国や県が中心となり、災害協定を結んでいる地方公共団体や地域の企業、ま

た民間のボランティアなどで復旧活動が展開されてる様子が報道されております。 

さて、私たちの町において、災害協定の詳細を防災担当に尋ねると、国、県、地方公共団体

８件、民間企業２２件と協定を結んでいると伺いました。そこで、質問です。その災害協定を

結んでいる公共団体や企業と、日頃から訓練をして連携を図り有事に備えておく必要はないか
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を伺います。 

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） 

     ただいまの災害協定に伴う訓練についてのご質問にお答えいたします。 

現在、本町における災害協定は、公共団体における相互間応援協定を８協定、民間事業所に

おける協力等に関する協定を２２協定、締結しております。 

これまで、公共団体における協定内容に伴う訓練につきましては、南巨摩郡医師会北部班、

峡南医療センター企業団富士川病院との間で、災害時の医療救護所設置訓練を実施して参りま

した。 

また、民間事業所におきましては、食糧品等の物資の供給訓練を、町の総合防災訓練に合わ

せて実施して参りました。今後は、こうした経過を踏まえ、協定の内容により、訓練が可能な

公共団体、民間事業所の理解をいただく中で、訓練の内容等を精査しながら検討して参りたい

と考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     協定先との訓練は災害が発生する前の段階から、連携が不可欠であり、綿密な計画の基に一

般の避難訓練時にも合わせて実施されることが効果的だと思います。災害に備えての十分な対

応をよろしくお願いいたします。 

     続いて、次の質問に入ります。被災後の、情報収集にドローンの技術を用いて道路、交通、

被災状況等の検証などに活用できないかを伺います。 

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） 

     ただいまのドローン活用についてのご質問にお答えいたします。 

近年、ドローン技術の急速な進歩により、様々な分野におきまして、その活用が行われてお

ります。山梨県においては、今後の活用を見据えて、本年３月にドローン活用推進計画を策定

し、新たな事業展開を積極的に検討するとしたところであります。特に本年度は、災害時の情

報収集についても活用していくとしており、県職員による操縦者の育成と、ドローン本体の配

備を図るとし、今後、市町村の災害現場の情報収集の支援を行っていくとしております。 

こうしたことから、今後、県の支援を受け、ドローンにより収集して得た情報につきまして

は、被災状況の把握、救助対策の検討など、十分活用できると考えるところであります。以上

です。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君 

〇２番議員（樋口正訓君） 

ドローン技術を活用すれば、被災現場の撮影により素早い情報収集が可能となり、被災状況

や、また活用方法によっては、救命率の向上にも繫がるのではないだろうかと、こんなふうに

考えております。いずれにしましても、火災や台風、大雨による土砂災害での自然災害が全国
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的に発生し、つい先日の北海道の大規模な地震など、いつどこで被災するかわからない昨今、

日頃から備えあれば憂いなし。町当局を中心に再度、この時期にこの機会に緊急時の体制の強

化を図り、防災力を高め町民が一体となり災害に強く、安心で安全な町づくりを進めていただ

きたいと思います。また、被災された方には、心よりお悔やみを申し上げます。 

続いて、カッコ２の質問に入らせていただきます。 町制施行１０周年記念事業についての

質問です。平成３２年３月８日、我が富士川町は町制施行１０周年を迎えるにあたり、記念事

業または、イベントなどの計画を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     樋口議員の町制施行１０周年記念事業に関するご質問にお答えいたします。富士川町は平成

２２年３月８日に誕生し、平成３２年３月８日に１０周年の節目を迎えます。このようなこと

から、明年３月８日以降を１０周年に向かう記念の年と位置付け、町内でお祝いの気運を盛り

上げ、また、対外的に富士川町を PR するために、町制施行１０周年記念事業について、昨年

度から検討を進めて参りました。現在実施に向け日程や内容を調整している記念事業は、「山車

巡行まつり」「落語鰍沢の公演」「町民交流広場オープン記念イベント」の３事業であります。 

これらの３事業を中心に、ますほ文化ホールでの記念事業や１０周年記念式典、さらにテレ 

ビ等の公開放送を申請するとともに、交流都市やマスコットキャラクターの募集など各種事業

を予定しております。また、既存の祭りや行事においても１０周年記念事業の一環として冠を

つけ計画しているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     いずれも、私たちの町、富士川町ならではのイベントだと思います。そこで、次の質問です。

記念事業として、道の駅富士川をメイン会場とした富士川舟運のイベントの事業化が実施でき

ないかを伺います。私たちの町は、ご周知のとおり江戸時代から３００年余り続いた甲斐の国

の経済、文化の拠点、富士川舟運の歴史の町です。この歴史と文化と伝統を私たちの町のもう

一つのシンボル太鼓堂のある、道の駅富士川を拠点に展開できないだろうかと考え、以下いく

つかの案をまとめてみました。 

     １・期間中、道の駅富士川の２階に当時の隆盛が忍ばれる物流品や、写真、資料の展示コー

ナーの開設。品物については、鰍沢の、ある商店に多くの遺物があり貸し出してくれることも

確認しております。合わせて、駐車場には集客の目玉となる山車の展示などができないだろう

か。 

     ２・塩の道を再現し、県内外の関連市町村の物産品の展示即売及び、交流会の開催。 

     ３・私たちの町のゆずなどの特産品、加工品の展示販売会。 

     ４・１０周年を記念し、土産や新しい商品の開発と販売の企画。 

     ５・道の駅レストランで、郷土料理と特産品を使用した新創作メニューの提供。 

     ６・町内の遺跡、グルメめぐり食べ歩きなど。 

以上をイベントの柱として提案いたします。どうぞ、ご検討の程、よろしくお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 
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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） 

     ただいまの道の駅富士川を中心とした富士川舟運のイベントの事業化に関するご質問にお答

えいたします。 

道の駅富士川は、年間を通して各種イベントを開催し、多くの人で賑わっており、町制施行

１０周年記念事業に活用することは、対外的にも大きな PR になると考えております。現在、

町が主催の事業案としては挙げておりませんが、富士川舟運は、町の歴史資産のひとつであり

ます。 

今後、道の駅富士川において事業化をすることも考えられますので、株式会社富士川、ある

いは特産品等は活性化組合へ情報提供して参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     終わりに、この事業をメディア等にも広く呼びかけ、町内はもちろん、県内外にも発信して、

より多くの人の参加を願い舟運の町富士川の記念すべき町制１０周年を盛大に盛り上げ、忘れ

ることのできない思い出の祭典を実現しようではありませんか。また、このイベントの開催に

より記念事業、また観光や産業の経済効果も大いに期待できるのではないかとも思われます。

ぜひ、ご理解を賜り開催に向けてご検討の程、よろしくお願いいたします。以上、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１０番  ２番 樋口正訓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１１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。 

 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

８番、公明党の小林有紀子でございます。大きく２つの支援について、質問致します。１つ

目は、介護予防支援の取り組みについてお伺いいたします。 

１番目の質問ですが、本年３月、新たに「第３次富士川町高齢者福祉計画」及び「第７期富

士川町介護保険事業計画」として「健康長寿ふじかわプラン」が策定されました。策定にあた

り、６５歳以上の方を対象にした、アンケート調査を実施されたわけですが、その結果を通し

ての、第７期事業計画の考えと取り組みについて、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの、アンケート調査の結果を通しての健康長寿富士川プランの考えと取り組みにつ
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いてお答えいたします。健康長寿ふじかわプランを策定するにあたり、平成２９年２月に実施

したアンケート調査の中では、特に「介護をしたい場所、受けたい場所」ともに「自宅で介護

してほしい、あるいはしたい。」との回答が６６パーセントを超えており、介護保険制度や福祉

サービスを使いながら、可能な限り自宅での生活を継続していきたい、という声が多くあげら

れておりました。 

また、そのための重要な施策として、約半数の方が、寝たきりや認知症にならないための予

防対策や、周囲の介護への協力などをあげていることから、「やさしさと思いやりに包まれ、自

分らしく暮らせるまち、ふじかわ」をこの計画の基本理念とし、「いつまでも健康に暮らせるま

ちづくり」、「生きがいをもって暮らせるまちづくり」、「だれもが住みやすいまちづくり」を基

本目標に、主として健康づくりや介護予防対策、日常生活支援やボランティア活動支援、また、

地域包括ケアシステムについて、さらに深化させるよう、取り組みを進めております。 

さらに、住み慣れた地域で、できるだけ長く自立した生活が送れるよう、介護予防事業につ

きましても、社会福祉協議会、民間事業者及びボランティアとの協働による取り組みを支援す

る体制を整えてまいります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

私も現在、介護をするようになり、介護保険制度や福祉サービスを利用して、できるだけ自

宅での生活をさせてあげたいと思っておりますが、実際には介護度が進むと、家族に大変な負

担がかかることを実感しています。 

私たち公明党議員が４月から３か月間にわたって全国で「１００万人訪問・調査」運動を実

施しました。私も、多くの方から直接お話を伺う事が出来ました。全国の調査結果では、介護

に直面している人の困りごとを尋ねたところ、全体の約６割の方が、「家族の負担が大きい」と

答え、約３割がいざという時の相談先に悩んでいるとの声が寄せられました。介護についての

悩みは、富士川町も全国とほぼ共通である事がわかりました。 

再質問ですが、先ほど言われた住み慣れた地域で、いつまでも自立した生活を送れるように

介護予防の充実を、という事ですが、だれもが思う切実な思いだと思います。そのために自立

支援の通所サービスとして、社協が保健福祉支援センターの２階で今「若返り道場」を今年度

からですか、始めていますよね。その若返り道場の利用状況、今後の計画などがありましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの若返り道場についての状況と今後の計画についてお答えをいたします。社会福祉

協議会へ委託している、若返り道場ですが、これは自立支援型の通所サービスであります。４月

から始めましたが、４月の利用者は延べ、月１００名余りでしたが、７月は、延べ１４０名と

大変好評でございます。この事業につきましては、職員のノウハウも蓄積されてきたことから、

今後、地域バランスを考慮しまして他地区におきましても介護予防の場として、定期的に開催

できるよう検討しているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

前に認知症カフェとかコミュニティカフェなどの居場所づくりとして、各地区への設置を私

も訴えさせて頂いたことがありますけれども、是非、介護予防に気軽に楽しく集える場ってい

うのは本当に必要だと思いますので、是非進めて、今後各地域などに進めて頂ければなと思っ

ております。 

富士川町の現状をみますと６５歳以上の高齢化率、これは県や全国よりも高い水準にありま

す。更に高齢者の世帯が３０年前に比べると、一人暮らしの世帯が５６８世帯増加、夫婦のみ

の世帯も５２０世帯増加しています。反対に同居世帯は６０世帯減少しています。その中、在

宅寝たきり高齢者が２００人、全高齢者の４パーセント。更に認知症高齢者は６５１人、全高

齢者の１３パーセントに値しています。そして将来推計としまして、第７期計画期間中に高齢

化率が３３パーセント台となり、３人に１人が高齢者という状況を迎えると推計されておりま

す。「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら自宅で介護したい」、また「なるべ

く家族のみで、自宅で介護したい」というようなそういう考えている方を合わせますと、本町

では約７割を超えている状況だということです。介護予防事業の更なる充実が、本町の将来を

大きく左右することは間違いありません。 

そこで２番目の質問ですが、「地域ケア会議」の開催や社会福祉協議会では「住民座談会」を

開催いたしましたが、各地区の皆さまからどのような声があったのか、各地域の高齢者を取り

巻く現状と課題についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの高齢者を取り巻く現状と課題についてお答えいたします。地域ケア会議は、多職

種協働により地域課題の把握を行ない、地域づくり・資源開発、施策形成につなげていくこと

を目的に開催しております。平成２９年度はモデル地区を２地区選定し、地域の実情と課題に

ついて、高齢者及び高齢者を支える世代の方、それぞれの集まりの機会に参加させていただき、

ご意見を伺いました。 

そのなかでは、共通した課題として、買い物や受診などの外出支援の必要性や、地域の中で

気軽に集える場が必要であることがあげられておりました。 

さらに、若い方からは、自分たちが高齢になった時には、支援をしてくれる世代が少なくな

り、住み慣れたこの地域で生活していけるのか不安があるという声が多く聞かれました。 

また、社会福祉協議会の座談会においては、高齢者の課題として独居や高齢者世帯の増加、

買い物や受診などの外出支援、地域のつながりやコミュニケーションの重要性などが出されて

おります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問です。「地域ケア会議」ですけれども、２地区でモデル地区として開催したということ

ですけど、今後の開催計画などがありましたらお伺いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 
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     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

地域ケア会議の今後の開催計画でございますが、昨年度は試行的な地域ケア会議ということ

で開催させていただきました。地域ケア会議につきましては、今年度から国の示す体制と同じ

く社会福祉協議会に委託した地区の協議会と、町の地域ケア会議を連携して開催しているとこ

ろでございます。今年度、社会福祉協議会では座談会を地区協議会として行なっておりまして、

出されたその地区の課題を、まちの地域ケア会議、これは多職種の専門多職種で構成されてい

る会議ですが、ここで方向性を検討しているところでございます。また、今年度は県のモデル

事業を受けまして、他町村に先駆けて高齢者の自立を中心とした個別地域ケア会議を行なって

おります。これは、自立支援のあり方を検討する会議でございます。この体制を今後さらにしっ

かりと構築させ、進めてまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

県のモデル事業ということで、自立支援に向けてとても素晴らしい取り組みだと思います。

高齢者の方の自立支援として専門職の方が、おひとりお一人に自立に向けて協議して、支援に

繋げるという事は本当に、「地域包括ケアシステム」の構築を進める上で、 も重要なことだと

思いますので、本当に素晴らしい取り組みだと思います。 

自立支援のための取り組みとしまして、再質問ですけれども、先ほど共通した課題としまし

て、買い物や受診の外出支援、集える場、地域のつながりなどという事が不安だというここと

でしたけど、そのような課題の中で、生活支援に関しましては、社協で「生活支援サポーター

事業」を行っているわけですが、このような課題があるということは、実際に支援に繋がって

いないのではないでしょうか。その点に関しまして、どのように認識されていますでしょうか、

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） 

昨年度の地域ケア会議の課題としましては、昨年度多く出されていました。買い物の支援に

ついて、代行のみであった支援内容を、自分で商店に行き、自分の目で見て買い物をしたいと

いうニーズを検討しまして、生活支援サポーターの事業内容を一部変更して、付き添いができ

るようにいたしました。また、利用対象者の条件を、一部緩和するなどいたしまして、現在の

実情に合わせた支援内容としたことがございます。これによりまして、今年度からこれスター

トさせたのですが、その結果、今年度８月までの実績は、昨年度１年間の派遣回数を上回って

いるところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。始めたばかりということで、いろいろな支援の方法もそれぞれの皆

様の寄り添った支援をいただきたいと思います。家族と同居をしている方でも、家族は仕事も

ありますし、２４時間付き添っていられません。私も病院の付き添いの都合をつけるのに大変
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苦慮したことが度々ありました。家族と同居でも、支援をうけたい方々の状況はお一人お一人

違う訳ですから、皆さまに寄り添った支援をぜひ今後もよろしくお願い致します。 

次に３番目の質問ですが、昨年の９月議会で「介護予防・日常生活支援総合事業」に対して

の質問に、担い手不足が課題であるとの答弁がありました。「健康長寿ふじかわプラン」の中で

ボランティア等の人材を育成する、と明記されております。この「介護予防・日常生活支援総

合事業」がスタートしてから、この課題に対してどのような人材育成をされているのか、状況

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、ボランティア等の人材育成の状況についてお答えいたします。介護予防に関す

るボランティア等の育成につきましては、以前お答えしましたことに加え、町では、年々深刻

化する介護の担い手不足対策として、今年度から介護職員初任者研修を、社会福祉協議会へ委

託し実施しております。この講座を修了することにより、資格の取得もできることから、就労

支援と介護現場で働く人材の確保につながる事業と考えております。 

ボランティアの育成としましては、町のいきいき筋力教室や１００歳体操へ協力いただく介

護予防サポートリーダーを、「かんたん・運動応援隊」として養成し、介護予防事業の開催地区

及び機会の拡充を図っております。また、平成２０年度から開催しております認知症サポーター

養成講座も、講師資格を持つボランティアの協力によりまして、現在約２，０００名の方が受

講されており、認知症に対する知識の普及につながっているところであります。さらに昨年度

から始めているゆずカフェも、多くのボランティアの協力により定例で開催でき、参加者も増

えており、今後、身近にこうした場を増やしていけるよう、ボランティアの意見をお聞きしな

がらともに取り組んでまいりたいと考えております。また、社会福祉協議会におきましては、

地域での支え合い活動の実践者として生活支援サポーターの登録及び発掘を行なっており、今

後は増加する重要に対応するため、現行のボランティアスクールの内容を改善し、生活支援サ

ポーター養成も含めた講座として、定例で開催するなど人材育成を行なっていく計画とのこと

でありますので、町としても協力してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

いろいろと取り組んで頂いているのが、大変わかりました。「介護職員初任者研修」というこ

とを町で取り組み始めたのは、本当に素晴らしいと思います。ぜひ、継続していただき、介護

現場の人材確保に繋げて頂きたいと思います。それから「認知症サポーター養成講座」の受講

者が２，０００名という事で、多くの方が受講されていらっしゃる事は、大変に素晴らしい事

でありますし、ありがたいなと思います。認知症への知識の普及に大いにつながっていること

と思います。毎月の今おっしゃってくださったように、「ゆずカフェ」に行きますと、多くのボ

ランティアの方が参加して下さっておりますし、その他でも、地域の高齢者の居場所として、

コミュニティカフェを開催されている方もいらっしゃいます。そういうボランティアをしてく

ださっている方もいる一方、実際には、これだけ多くのサポーターを受講されていらっしゃる

わけですが、社協で取り組んでいる日常の生活支援のサポーターさんは２０人しかいないと聞
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いております。養成講座を受講しても、大半の方は気軽にボランティアをする場がない、活躍

する場がないと思っている方が多いのが現状であり、それが課題ではないでしょうか。先日、

９月３日付けの山日新聞の１面にも掲載されていましたが、県内の「認知症サポーター」は、

今年３月末で延べ８万９８１１人、前年期から１万人余り増加し、１０年間で１８倍に拡大し

たそうです。実際の認知症高齢者の数よりも、サポーターさんが多いのに、地域で活躍できて

いない現状に、県としても「認知症サポーターが地域包括ケアを支える一員として、気負わず

に取り組むことができる環境を整えていきたい」との方針です。 

そこで４番目の質問ですが、厚生労働省は認知症の人と家族に優しい地域づくりへ、公明党

の提案を踏まえ、来年度から、認知症の人と地域で支援に取り組む「認知症サポーター」をマッ

チングする「オレンジリング」事業を始める方針です。全国でも、やはり認知症サポーターの

養成は進んでいるものの、実際は活動できていない人が多く、厚労省はサポーターが活躍でき

る場を増やし支援活動を活発化したい考えです。本町においても、町全体で支える環境づくり

として、平成２７年９月議会と２９年９月議会でも質問させていただきましたが、認知症サポー

ターが地域で活躍できる機会を設け、これまでの知識や経験を発揮して頂くことで、高齢者の

社会参加を促し、自身のフレイル予防に、そして地域コミュニティの強化に繋がり、更には健

康寿命の延伸に効果が発揮できるものとして、「介護予防ボランティアポイント制度」を導入す

るべきと考えますが見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

介護予防ボランティアポイント制度についてお答えいたします。「介護予防ボランティアポイ

ント制度」でありますが、介護支援に関わるボランティア活動を行った高齢者に対し、実績に

応じて換金等可能なポイントを付与する制度であります。 

介護保険法の地域支援事業に位置付けられている「介護支援ボランティア制度」にあたるも

ので、現在、県下でも約１０市がこの事業を実施しており、ポイントについては、それぞれ違っ

た内容となっております。町におきましては、ボランティアをしたい人が学べる場と、高齢者

がボランティアできる活動の場づくりの充実を掲げ、社会福祉協議会とともに進めてまいりま

した。 

こうしたことにより、従来からのデイサービスやおもちゃ図書館の他、昨年度から開催して

いる「ゆずカフェ」、高齢者の自立訓練と交流を目的とした「若返り道場」、介護予防サポーター

による各介護予防教室ボランティア、地域の方が自主的に開催しているつどいの場などの活動

の場も増えてきたことから、今後はシニア世代の活躍とフレイル、虚弱化予防のためにも、町

にみあったインセンティブのあり方を含め、介護支援ボランティア制度の導入も検討していく

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） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、実施に向けて検討していただきたいと思います。再質問ですけれども、このポイント

制度を実施する場合、この制度のポイントの還元についてですが、ぜひ商店街で利用できる商

品券なども、商工会と連携して取り組んではどうでしょうか。都留市では１日あたり１スタン
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プ、４５０スタンプで５００円の買い物が可能というような施策を行っています。そういうこ

とも参考にしながら高齢者の生きがいづくり、地域のつながりを深め、更に地元の商店の活性

化に繋がればと考えますが、この点についても検討していただけないでしょうか。 

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） 

まさしくおっしゃるとおりかと思います。この事業の仕組みが、いろいろな形で地域のつな

がりになる内容であれば、さらに効果的であると考えます。まず、いろいろな市町村等を研究

させていただき、取り組みの折には地域の循環になるような連携を持ってまいりたいと思いま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ、一日も早く導入して頂き、今後ボランティアをしたいと考えているシニアの方の活躍

の場をひろげて頂きたい。フレイル予防に、健康寿命の延伸にとつながるものと考えます。宜

しくお願い致します。 

更に、再質問ですが、先日８月３０日に、笛吹市で行われた「フレイル予防講演会」に参加

し、フレイル予防の第一人者である東京大学の飯島勝矢教授の講演を伺って参りました。県内

初として、笛吹市がフレイルサポーター養成講座や、フレイルチェックを取り入れた介護予防

事業を行うそうです。年を取って心身の活力、筋力、認知機能、社会とのつながりなどが低下

した状態を「フレイル」といいます。今後、「介護予防ボランティアポイント制度」を実施した

場合など、フレイルの兆候を早期に発見しフレイル予防を行うために、「フレイルチェック」が

実施出来れば、より介護予防事業が充実し、効果が期待できるのではないかと考えますが、そ

の点についてはいかがお考えでしょうか。 

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） 

フレイルチェックについてでございますが、現在でも町におきましても、各教室などで筋力

を中心とした、フレイルチェックの１つであります厚労省の基本チェックリストをさせていた

だきまして、それぞれに当てはまる教室等を紹介させていただいております。今、お話のあり

ましたように、今後は参加者だけでなく、ボランティアさんも含め総合的な心身、それから社

会的な、総合的なフレイルチェックを行なって町の介護予防事業に反映させていければと思っ

ております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですが、今後このフレイル予防を進めるためには、笛吹市のようなフレイル予防の講

演会やサポーターの養成講座の実施が必要ではないかと考えます。そのような取り組みについ

ても今後進めていく考えはありますでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 
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     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） 

フレイルサポーターの養成でございますが、非常に今後、地区にフレイル予防を進めるに当

たっては重要な力となるサポーターさんだと思っております。現在、町ではやはり運動を主と

した介護予防サポーター養成講座、簡単応援隊ですけれども、それを行なっておりますが、今

後、総合的なフレイル予防サポーター講座として開催できるか、やはり検討してまいりたいと

考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ぜひ今後検討し、実施していただければと思います。 

次に大きな２つ目の質問で、子育て支援策としてワクチン接種の公費助成についてお伺いい

たします。まず１番目の質問ですが、２９年度、子育て支援課に「子育て世代包括支援センター」

が設置されました。今後の本町の未来を託す大事な事業であると考えますが、設置後のメリッ

トと課題がありましたら、お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの小林議員のご質問にお答えします。本町の子育て世代包括支援センターは、子育

て支援課に、母子保健担当が設置されている特徴を生かし、子ども・子育て交付金の利用者支

援事業である「母子保健型」を実施しております。この交付金の利用により、今年度は非常勤

助産師を採用し、人材確保が図れたことは、妊娠から出産・育児までの切れ目ない相談支援を

提供する上でのメリットとなりました。 

課題といたしましては、今後は、就園・就学を迎える子どもとその保護者が、保育・教育施

設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、コーディネートする「子育て支援員」

の配置を目指しております。このため、保育士が「子育て支援員」の資格を取得するための研

修を受講できるよう、計画的な調整を図っているところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

再質問ですけれども。子育て支援員、資格を取得できるように研修を図っているということ

でしたけれども、これ研修を受けて資格を取得することによって、今後考えられるますのは、

今、子育て支援課に「子育て世代包括支援センター」が設置されておりますけど、今後、今、

児童センターが建設されておりますけど、今後そのようなところにも「子育て世代包括支援セ

ンター」がまた設置できるというような考えでよろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えします。今後、富士川町児童センター内にも、子育て世代包括支

援センターを設置していきたいと考えております。 



９９ 
 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ありがとうございます。充実した子育て支援をしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。少子高齢化の本町にとって、子育て支援の充実が、若者定住促進のカギと

なっております。今までと同じではなく、看板を変えただけではなく、子育て世代の応援が町

の看板として、若い人たちにシェアされ拡散されていくのです。子どもファーストの更なる子

育て支援の拡充を期待しております。その１つとしまして、国立感染症研究所が先週、風しん

患者数が１週間で２倍になり、今年は昨年１年間の３倍を上回っているとの発表がありました。

風疹患者の多くは、過去にワクチンを受けていない、風疹ウイルスに感染したことがない人た

ちだそうです。妊娠初期の妊婦が感染すると赤ちゃんに障がいが出る恐れがあり、５年前の大

流行の時には４５人の赤ちゃんに障がいが出て、内１１人が亡くなったそうです。風疹はワク

チンによって予防可能な疾患です。 

そこで、２番目の質問ですが、大切な子どもの命を守るために、欠かせないのが予防接種で

す。乳幼児の感染症の予防接種として、定期接種と任意接種の２種類の予防接種がありますが、

ロタウイルスとおたふくかぜは任意接種となっております。この任意の予防接種の接種状況を

お伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えします。乳幼児の胃腸炎の原因となるロタウイルスや、おたふく

かぜの予防接種は、現在予防接種法で定める定期予防接種ではなく、任意の予防接種でありま

すので、正確な接種状況を把握することは困難であります。 

      しかしながら、乳幼児健診などで予防接種の相談を行う中で、０歳から２歳までの乳幼児

のうち、ロタウイルスは約 6割、おたふくかぜについては約２割程度が接種している状況であ

ると推測しております。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

感染症にはワクチンが有るものと無いものがあります。ワクチンがある感染症は予防接種で

防ぐのが基本です。ワクチンは感染症を予防するための医薬品で、免疫が得られます。病原体

の細菌やウイルスを弱毒化した「生ワクチン」と、感染能力を失わせた病原体を原料とする「不

活化ワクチン」の２種類です。いずれも、ワクチン接種によって病気を発症することはありま

せん。 

日本小児科学会のホームページには「定期接種のワクチンと任意接種のワクチンは原則、差

はありません。２つの差はあくまで制度上のもので、共に重要なワクチンです。任意接種のワ

クチンは、その効果と安全性が十分に確認されているワクチンです。その重要性は定期接種の

ワクチンと全く同じです。お子さんのこれからの長い人生を考えて、ワクチンで予防できる病

気にはかからない。かかっても軽く済ませるためにも任意接種のワクチンを接種して予防する

ことが重要です。」と明記されております。 
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再質問ですが、ロタウイルスとおたふくかぜの予防接種の効果に対して、どのような認識を

もっていらっしゃるのかお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまの質問にお答えいたします。ロタウイルスワクチンについては接種後の腸重積発症

のリスク等が課題とされていたり、またおたふく風ワクチンについては、より高い安全性が期

待できるワクチンの承認などを、今国の方でも検討しているというところを確認しております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

ロタウイルスは乳幼児の急性重症胃腸炎の主な原因のウイルスです。ほぼ５歳児までの全て

の子どもがロタウイルスに感染しているといっても過言ではありません。５歳児未満の乳幼児

にとって、よくニュースになるノロウイルスよりもロタウイルスにかかることが多いといわれ

ています。ロタウイルスに感染すると、３日前後の潜伏期間後、下痢と嘔吐を繰り返し、重い

脱水症状、発熱、腹部の不快感、そして合併症として、痙攣、肝機能異常、急性腎不全、脳症、

心筋炎などがおこることもあり、死に至るケースもあります。意識の低下や痙攣などがみられ

たら、直ちに医療機関に急行しなければなりません。乳幼児にとって、重大な命に関わる感染

症であることを知らなければなりません。世界保健機構ＷＨＯも、世界中の全ての地域の乳児

に、ロタウイルスワクチンを接種するよう推奨しております。 

おたふくかぜは、「流行性耳下腺炎」といい、発熱、耳下腺のはれ、風邪に似た症状です。合

併症が恐ろしく、ウイルスが脳に入ると発熱や嘔吐、激しい頭痛を伴う無菌性髄膜炎や意識障

害などの後遺症を引き起こす脳炎。そしておたふくかぜを発症した１０００人に１人が重度の

難聴を発症しているとされています。思春期以降に男性が発症すると、不妊症の原因といわれ

る精巣炎、女性は卵巣炎、また、すい臓に炎症が起こるすい炎などが主な合併症です。こうし

た事態を防ぐために、ワクチン接種が有効なのであります。 

３番目の質問ですが、重症化の減少と保護者の精神的・経済的負担、集団発生を防ぐことが、

子育て世代への支援に繋がるものと考えます。ロタウイルスとおたふくかぜの任意予防接種を

公費助成にすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。ロタウイルスとおたふくかぜの予防接種については、

現在、国の厚生科学審議会で設置された「予防接種・ワクチン分科会」においてワクチンの安

全性の評価や、定期予防接種化に向けた審議が進められているところであります。ロタウイル

スワクチンについては、接種後の腸重積発症のリスク等が課題とされ、おたふくかぜワクチン

については、より高い安全性が期待できるワクチンの承認や麻しん風しんワクチンと混合した

MMR ワクチンの開発も検討が進められております。 

     このようなことから任意接種の助成ではなく、接種後の健康被害について確かな救済制度の
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ある定期予防接種での実施を考え、必要な準備をすすめて参ります。 

〇議長（井上光三君） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

今後、任意接種のワクチンが定期接種のワクチンになる可能性はあります。ただし、その時

期を待っている間にそのワクチンで予防できる病気にかかってしまう可能性があります。接種

できる時期がきたら確実に接種しておくことが予防接種には重要だということは、課長も本当

にわかっていらっしゃることと思います。何年か先でいいなどというものではありませんので、

ぜひ任意接種に対しての助成をお願いしたいと思っているところです。既に富士吉田市ではロ

タウイルスに７０００円、おたふくかぜに３０００円を助成しています。笛吹市はロタウイル

スに５０００円、おたふくかぜに３０００円を助成しています。接種を受けるかどうかは、任

意接種で保護者が決める事なので、中には費用が自己負担で高額となることから、経済的理由

で接種出来ない家庭もあります。接種をしていなかったために感染し、病気の重症化や合併症

をおこし死亡例も報告されています。ロタウイルスの国内で使用されているワクチンは２種類

あり、ロタリックスは１万５０００円程度で２回接種。ロタテックは９０００円程度で３回接

種です。おたふくかぜは５０００円～９０００円。家計の負担がかなり大きいですが、親とし

ては子どもを病気にさせたくない、万が一のことを考えて予防接種を受けさせたい。と誰もが

思う事と思います。ロタウイルスは感染力が非常に強く、保育園や幼稚園での集団感染になり

やすく、病状の回復まで約１週間程度かかるため看護に費やす保護者の精神的、経済的負担と

なります。子どもの健やかな成長のために、子どもの健康を守ることが第一です。子どもは未

来の宝です。しかし、大切な子どもの命を守るために必要なワクチン接種に関して、生まれた

地域で行政サービスに差が出てきているのが現状です。更に、新婚世帯、若者世帯の定住促進

には、子育て支援の充実を求めているのが現状であり要望です。ぜひ公費助成の実現に向けた

判断を宜しくお願いしたいと思っております。その点について、町長はいかがお考えでしょう

か。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

任意の予防接種への助成についてのご質問にお答えいたします。まさにこういった、医療の

関係のやつですんで、私とすれば子育て支援という面からいくと、それは必要性は十分感じま

す。しかし接種をしたことによって、もし、何か出た場合のことも考えなければであります。

子宮頸がんワクチンなんかもやった時がありますけども、その時にいろんな障害が出て、国の

方でストップをしたというのもあります。今はまた再開をされているようでありますけども、

しっかりしたですね、そういった救済措置を求めながらやっていかなければ、それがかえって

後遺症を残す結果になってもいけませんので。しっかりですね、医師の意見、あるいは保健師

の意見等も参考にしながら、検討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） 

     ８番 小林有紀子さん。 

〇８番議員（小林有紀子さん） 

     そのネックになるのが副反応というようなことが言われるわけですけど、先ほど質問させて
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いただいたように、定期接種も任意接種も本当にワクチンとしてそれ自体を受けて病気になる

ことはないんだということで、協会のほうでも訴えさせていてだいておりますけど。ロタウイ

ルスとおたふくかぜの予防接種で大体４万円近くかかります。日本の赤ちゃんが０歳で接種す

るワクチンは種類も多くて、接種回数は１５回以上になります。子どもの体調などがあり、接

種出来る時に接種しないと、時期を逃してしまうのが現状です。少しでも助成をして、経済的

負担を軽くして、だれもが接種できるようにしてあげたい。本当に第一に子どもの健康を守る

ことが、家族の幸福につながり、社会の安定に繋がる。そのために行政が子育てを支援するの

ではないかと私は思っております。副反応が怖くてっていうことではなくて、任意接種も同じ

なんだという協会のことで国が定めている予防接種ですから、そこはそれぞれの体の体調、不

調、それぞれその時その時違うわけですから、いろんな副反応が出ときも稀にあるかもしれま

せん。でもその予防接種を受けることによって病気になることはありません。そういうことを

ぜひご検討いただいて、実施していただけることを期待し、以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告１１番  ８番 小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、一般質問を終ります。本日の日程は、全て終了しました。本日はこれにて散会とし

ます。 

起立願います。「相互に礼」 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時００分 
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平成３０年第３回富士川町議会定例会（３日目） 

 

平成３０年９月１１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 ６号 平成２９年度決算に基づく富士川町財政健全化判 

断比率及び資金不足比率 の報告について 

日程第 ３ 報告第 ７号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検

及び評価報告書の提出について 

日程第 ４ 議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ５ 議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第 ６ 議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の 

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ７ 議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の 

一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 ９ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１１ 議案第６１号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１２ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１３ 議案第６３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２号） 

日程第１４ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１６ 認定第 ２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算認定について 

日程第１７ 認定第 ３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定につ 

いて 
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日程第１８ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 

日程第１９ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 
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開会 午前１０時００分   

〇議長（井上光三君） 

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

平成３０年 第３回 富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙

しいところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

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

本日の会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

本日は、質疑の日程になっております。質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせの

とおりとします。議会運営に、ご協力いただきますようお願いします 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 報告第６号 平成２９年度決算に基づく 富士川町財政健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について                     

を、議題とします。 

これから、報告第６号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なし） 

質疑なしと、認めます。 

以上をもって、報告第６号について質疑を終わります 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３ 報告第７号 富士川町教育委員会の事務の管理・執行状況の点検び評価報告書

の提出について 

を、議題とします。 

これから、報告第７号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔） 

     報告第７号のタブレットでいいますと、１３ページのまん中にですね。青少年育成区民会

議についてという項目もありますけれど、この中で、区民会議のあり方について検討してい

く必要があるというふうにあります。この区民会議の、今後の検討についてというのはどう

検討していくのかですね、３年ほど携わったことがありますけど、先生方が夏休みの課題、

それから、いろいろな課題を出してきます。その中で１年間こうしましょう、ああしましょ

うというふうに取り組みますけれど、実際はそれを１年間実行するということは、なかなか
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難しいことでありまして、話し合ってる内容が、空になってるような感じがします。だから

検討するということは非常にいいことだと思いますけど、中身全部を検討するのかというこ

とです。その辺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） 

ただいまの秋山議員の、町民会議の内容の意見等についてのご質問にお答えをさせて

いただきます。ご承知のとおり７月は、青少年の非行被害防止全国協調月間ということ

になってございます。この背景には、青少年の問題の関心が高まってきた昭和４１年ご

ろだったと思いますけども、そのころ 初に、滋賀県で県民会議が設立されたところで

ございます。それに足並みをそろえる形で、全国の都道府県で県民会議が設置され、そ

れに習う形で市町村が設置されたということでございまして。現在は神奈川県を除く都

道府県で県民会議が、それから１２０９団体の市町村の県民会議が存在するということ

でございます。この背景につきましては、成長過程における青少年が、子どもたちを取

り巻く社会環境が、非常に大きく変化してるということの中で、子どもを見守っていく

のは行政、それから学校だけではなく、地域も見守っていただかなければ守り切れない

ということの基本理念の中、設けられてるものでございます。秋山委員のご承知のとお

り、合併以前より旧増穂町では、このような形をとってきたわけでございますけども。

その間、今日までいろいろご意見を頂戴したところでございまして、県内の市町村の中

では、区民会議というブロック割みたいなことをせずに、町がまとまった形で会議をや

っているところもあれば、やってないところもあるということの中で、内容を含めた検

討につきましては、当然青少年育成町民会議の正副会長さんもおいでになりますし、学

校の関係者、それから区長会もご協力をいただく中で、内容を含めた全体的なやり方に

ついて検討していくということで、今のところ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） 

６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔） 

区民会議の中でですね、住民が取り組んで子どもたちを育成しましょうということは

わかるんですけれども、出席する子どもも少ないし、地区によっては大勢来るとこもあ

るし、少ないとこもあるんですね。非常にアンバランス。それで話し合いを１時間とか

1 時間半しますけど、それを活かして１年間どうしましょうっていったときに、住民は

子どもたちを、おはようとか、おかえりとかってあいさつしましょうというのが、大分

毎年出ることですよね。それをじゃあ実行していくかっていうことになると、おはよう、

おかえりって言う人は、果たして何人かな。そして、その各区で行なった成果を、こう

いう成果ありました、こういう成果ありましたということで、各地区にフィードバック

していきますけど。子どもたちは、先生たちは、あいさつあんまりするとか声をかけら

れてもしないよとか教えられてるから、かける方は別に返事は、おはようって返ってこ
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なくていいんですよね。だけど、どういうふうに青少年、特に小さい子どもたち、中学

生、高校生になるともうだめなんですと思いますけど。小中学生をどういうふうに育成

していくかっていうことは、例えば子どもたちをたくさん呼んでもらって、その中で話

し合いをするとかですね。であればいいんですけれども、毎回来るのは組長、それから

そういう人たちが多くてですね、メンバーも大体決まってると。いう状況で本当に私は

中身についてどういうふうに検討していくのかっていうのをですね、真剣に考えていた

だきたいというふうに思ってます。それが本当に実行されれば、やはりいい子どもたち

が育成できると思うんですが。今の現状のままですと、私は疑問符をつけます。その辺

をよく検討いていただいて、いい内容にしていただければと思っていますのでお願いい

たします。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、報告第７号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）  

日程第４ 議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例につ

いて                

日程第６ 議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第８ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

   日程第９ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

以上の、６議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５４号から第５９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） 

５番議員の望月眞です。議案第５５号富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正

する条例についてを伺います。このタイミングでですね、この条例改正案を出してきた。

町長の説明お聞きしたところ、議員報酬もアップする。町長報酬も条例でアップした。

そういう中で、副町長の給与等も条例改正をはかりたいという考えだったんですけども。

なんていうのかな、場合によっては、副町長を置くのか、あるいは町長の給与も上げる

腹もあるのかというような憶測が飛び交う危険性も私は考えていて、あくまでもこれは、
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手続き上の条例改正ということで捉えて良いかど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） 

特別職の報酬の改定についてのご質問にお答えいたします。今質問の中で、町長の給

料も改正をされたというんですが、町長しておりません。定例会の冒頭に言いましたよ

うに、平成２７年の１２月にですね。それ以前に町村議会議長会で、県内の特別職、そ

して議員の報酬も、全国と比較してみようという調査をいたします。やはり全国的ビリ

なんですね。これは下げ競争をしちゃったんです。三位一体改革が、一番盛んだった平

成１７年のころに、当時の増穂の町長も７２万１，０００円あったんですが、減らして

しまったという中で、全部が低い。それと同時にですね、議員の報酬が余りにも低いも

んですから、どこの町村も無投票の状態であったですね。立候補者がいなかった。これ

を何とかしようという町村議会議長会の意向もありまして、町村会と議長会が調査を行

いました。やはり全国民に比べて低いということから、どこに基準おけばいいなのかと、

これ非常に難しいところですが。全国の類似団体や財政規模とか、人口とか、そういう

もの比較して。それの平均ぐらいは引き上げてもいいんじゃないか。別に高くするわけ

もないし、今一番安いところですから。それを平均にしていこうと申し合わせを行いま

した。それをもちまして町の方でも、１万から１万５，０００、１万５，０００から２

万人。１万から２万の平均というのを出しまして、議会の方へも報告いたしました。議

会の方でもそれを議会改革特別委員会で検討していただきながら、数回にわたる住民説

明会を行なって、議員の報酬は３月に上げました。３月の議会の時に特別報酬等審議会

から２意見も出ております。もっと行政改革をやれとか、職員定数を減らせとか、そう

いうあれがありましたから、３月の議会で私の給料は上げませんということは表明して

おります。３月ですから町長の選挙も控えていましたんで、新町長さんに委ねます。と

いうことにした訳でありますけども。私も選挙の期間中、上げませんということを言っ

てますから、今回も私の報酬の引き上げは出しておりません。副町長の報酬ですが、こ

の町の副町長もですね、富士川町になった時点に副町長をおける条例をつくってありま

す。そのときも議会からは、反対者もおりました。おけない条例をつくった町村が多か

ったもんですから、置かなくていいと言うあれでしたが。その後はまた副町長を早く置

け、早く置けという声のも、また議会からもいただきました。副町長を置く、置かない

にかかわらずですね、議員の報酬は３月議会で上がりました。町の特別職、町長を除く

特別職ということになりますが、それについてはかつて５９万８，０００円。旧増穂で

は払っておりました。それが今は５３万４，２００円。失礼しました。５８万５００円

という、条例上の給与額になっております。全国平均を見ますと、５８万ありますんで、

そのレベルに引き上げておきたいということであります。町長の給料については、まあ

政治的判断もあると思いますんで、これは上げませんけども、今しませんけども。副町

長については、やはりしっかり給料表をつくっておいたほうがいいということで、今定

例会に提案をさせていただいたところであります。以上です。 
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〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

私の発言に一部誤りがあったことを訂正いたします。よくわかりました。それでです

ね、関係して質問したいと思いますが。私はですね、今７大事業の推進あるいは第２次

総合計画の推進、あるいは町制１０周年と、大きな事業や催しが控えている中で、町長

職って大変きついんだろうなというふうに思っていて、副町長を置いてもいいんじゃな

いかといいうような考えをもっているんですが、町長今の時点で副町長職をおくことに

ついてはどのようなお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

副町長を設置ですが、先ほど言いましたように、町では副町長おける条例、１名を置

ける条例をつくっています。峡南地域をみてもですね、早川町が置けない条例をつくっ

て、いざ置くときにまた条例改正をして、今置ける条例をつくっております。隣の市川

三郷はやはり置けない条例をつくっております。副町長を置けないもんですから、総括

課長という新しい名称をつくって副町長と同等の職をさしているやに聞いております。

うちの方は置ける条例がありますんで、役場の業務の状況等々を勘案しながら、必要で

あればまた議会のほうに提出していきたい。こんなふうに考えております。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） 

分かりました。以上で質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑はありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     ３番笹本寿彦です。議案第６０号補正予算案、ああすいません。議案第５５号副町長

の給料を改定する件について質問いたします。もう一度はっきりお答えしていただきた

いのですが、どうしてもですね、世間の声として、現存しない副町長の給料を改定する、

上げるということが、失礼な言い方ですけど公務員の常識、一般人の非常識みたいなこ

と、そんな感じを町民は思っているんです。真っ正直にずばりお尋ねいたしますけれど

も、どうしてもそういう現存しない副町長の給料を上げるということは、町長の給料を

いずれ上げるための下準備ではないかという声は多いのです。それをはっきりお答えし

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） 
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今回の副町長の給与の月額の改定ですが、町では副町長を置ける条例がつくってあり

ます。副町長がそこで決まっています。今回、議員の報酬を上げた時もですね、全国の

平均に比べて低いから全国類似団体の平均に持っていこうというのが、根幹であります。

議員さんのは上がりましたんで、いるかいないか、それは別として、条例に副町長を置

けることになっておりまして給料表もあります。これもやはり全国の類似団体の平均に

引き上げとくべきという判断のもとであります。これをしたからといって町長の給料を

上げることはありません。また、もし万が一、上げるような時にはですね、同じ条例を

議会へ提出しなければなりませんので、そのときに約束が違うということで否決をして

いただくことも十分できますんで、これをもって町長の給料云々をいうのはちょっと先

走りの話ではないかと感じます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

町長の連日の激務というか、大変だなあと、つくづく本当に思います。敬意と尊敬を

持っております。ただですね、先ほども申し上げましたけども、民間でもしこのような

状況が起きたとしたらですね、役員、社長なり、専務なりが仕事が大変だと。それにつ

いて、例えばもう一人専務を増やそうかと。じゃそれについては、あいつが適任だな、

あいつを専務にするとしたら、給料はこのくらいに出さなきゃならんだろうなという順

序になると思うのです。それが民間では、それが普通です。ところが誰というようなこ

とも決まっていないのにですね。どうしてもそれは、私みたいな民間で動いてきた人間

としては、不自然で理解しがたいところがございます。ですから、町長はじめ他の職員

の方々も異口同音にそれが普通と思っていらっしゃるのであれば、んーと疑問を感じざ

るを得ません。ですから、例えば町長の激務だということは理解しております。だから

副町長を置こう。例えば、こういう人間がというふうなことです。あの人なら十分だな

というふうなことも皆が思うのならば、それで自然になっていくと思うのです。ですか

ら、もし腹案としてですよ、こういう人間がいるのだと。優秀な人間がいるよというよ

うな腹案はお持ちでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

民間と公務員、違うところは確かあります。うちのほうもですね、先ほど言いました

ように、議会のほうでも議会の報酬については審議をしていただいて、そしてその後、

特別職報酬等審議会、これ民間の方に議していただく審議会でありますけども、そこで、

私どもが提案した、全国類似団体の平均給与の額は適当だという答申をいただいており

まして、それに基づいて、それでできるわけではありません。やはり、住民の代表であ

る議会に諮って、これは決まって行くもんでありますから。その手続を今回していると

いうことでご理解いただければと思います。民間では社長さん一言でできるかもしれま

せん。こういった公務員はですね、地方行政は、副町長を置けるかどうかの条例がなけ
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ればできないというのが一つあります。勝手に副町長になってくれというわけにもいき

ません。そして、当然だれかを副町長にするときには、人事案件として議会に提案し、

議会の議決をいただいて、初めて副町長になれるものでありますから、役員会で決まる

もんでもありませんし、やはり役場は議会が 終決定機関でありますんで、そこに置く

場合には、お諮りをしなければならないということでありますが、先ほども望月眞議員

にも言ったように、うちには置ける条例をつくってありますんで、その置ける条例の中

に給料表も出ておりますから、その給表料を全国類似団体と同じ平均に持っていってお

きたいということであります。一般公務員につきましても給料表は決まってます。決ま

っていって、何年経つととどのへんにいくというのがわかります。ただ、その中で人事

評価をしておりますんで、人事評価である程度の点数、評価を受けなければ給料は順調

に上がらない者もいます。ただ、公務員は試験を受けて入っておりますんで、みんな同

じ能力を持っております。ただ、住民に寄り添ってやるか、やる気のあるか、そういう

ところ評価をしていくわけでありますんで、公務員も一律に給料表に同じよう上がって

いくものではなくって、その人の成績に応じて何段階上がっていくかと。それを客観性

を持ってしていかなければ、役員の胸三寸ですね、こいつは上げよう、これは抑えよう

と、そういうことはできない仕組みになっております。今回の副町長の給料もですね、

この人になったから、これだけあげようとか、この人はこのくらいでいいとか。そうい

うものではなくって、ちゃんと表に出ている給料表を正しいっていいますか、今この町

で定めているのが、全国類似団体の平均ということでやっておりますんで、この副町長

の給料表も直しておきたいということであります。私の給料につきましては、先ほど言

ったように、政治的判断もあります。私は給料は上げないということを表明しておりま

すんで、私の任期中は上げないと思っていただいて結構であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

以上で終わります。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５４号から第５９号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君）  

日程第１０ 議案第６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算第３号 

   日程第１１ 議案第６１号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

   日程第１２ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第６３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２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。 

これから、議案第６０号から第６３号について質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

一般会計補正予算の中で町民体育館解体工事について伺います。JR 東海から弁済さ

れる金額は約９億円と承っております。この解体工事予算上限額、約１億７８０万円と

いうのは、この弁済される予定の９億円の中に含まれているのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     当初、ＪＲ東海から９億７，０００万円ほどの保証金ということで、町の方へ提示を

受けておりますが、これはあくまでもその既存建物の補償費であります。そこには土地

代も入っておりません。今回の解体費も入っておりませんから、今回は解体に伴う負担

金、補償金でなくて負担金だと思っていただければいいと思います。９億７，０００万

には入っていない。新たな負担金ということであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

ということは、この解体費用の約１億円前後を使っても、ＪＲ東海からの９億円の分

は減らないとこういうふうに理解します。ありがとうございます。 

それとですね、先日、国見町に研修に参りました。その庁舎は設計がプロポーザルで

JR 東日本だったそうなんです。当然ＪＲ東海とかも、これだけ大きな会社ですから、

当然、その設計だとかそういう厳しいものを持っていると思うのですが。工事費の中で

ですね、石綿除去工事約２８００万円というのが、結構高額なものであります。これ計

算すると㎡単価ですと１６，０００円以上になるわけです。このアスベスト除去という

ことですけれども、これは飛散性のアスベストなのか、非飛散性のアスベストなのか。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまのアスベスト飛散性の有無についてというご質問でございますけどお答え

します。工事費、予算上程額１億７８１万７，０００円の内、石綿除去の工事について

は２，８１８万８，０００円ということで、おおむね３割程度でございます。体育館の

設計に、解体の設定に当たり、業者と調整、また打ち合わせしたところ、石綿アスベス

トにつきましては、外壁全部に、アスベストの部材が使われてると。それから体育館の

中のトイレ、男子女子トイレの天井部材にアスベストが使われてるということの中で、

外壁につきましては、外ですので、飛散性ということになります。ということで、３割

程度の除去工事の費用ということになります。以上でございます。 
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〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

飛散性のアスベストが使われていたことが確認されたということですか。体育館で飛

散性のアスベストが使われていた。体育館で飛散性のアスベストが使われていたんです

か。それが今までわからなかったんですか。 

〇議長（井上光三君） 

     質問でよろしいですね。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     はい。いいですか。体育館ですよ。体育館で飛散性のアスベストが使われていたのが

わかった。今まで害がないのが不思議なくらいじゃないですか、それでは。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

体育館のアスベストの問題についてであります。体育館に限らずですね、いろんな建

物にアスベストは当時の建物は使われております。そしてすべては飛散性であります。

ただ、飛散するかしないかは、平成１７年に文部科学省、また、国土交通省とで調査を

いたしました。飛散性のおそれがあるものは全部封じ込めをしてあります。今回は塗装

の中にですね入ってる。解体をする時には飛散をしますが、通常は固まっておりますの

で飛散はいたしませんので、そこは健康上問題ありません。もっと言えば水道管にもア

スベストがたくさん使ってある。あれは常に湿っておりますんで飛散は通常はいたしま

せん。そして、人間が飲む時にも肺は入らなくて胃へ入ってきますから、何ら健康上の

支障は無いんですが。アスベスト管を交換するときには、地上にあげますんで、今度飛

散性が出てきます。その飛散防止をするための、今回アスベスト除去工事ということで

ありますが、このアスベストにも種類がいろいろありまして、簡単にできるところは解

体業者でもできると思います。今回のは、塗装の中に入っているアスベストですんで、

塗装業者でないとできない。レベルワンというアスベストの種類になってくると思いま

す。これは、どこの工事でも、そういったアスベストが含有されてる部分については別

業者発注。解体はただ機械でがらがらしていけばいいというわけでなくて、まわりに近

隣の皆さんに支障が出ないように、飛散防止の工事をして、その中でアスベスト除去や

ってくという工事になるわけであります。体育館の方もいろんな部署を見ますと１１、

１２か所にアスベストが使用されてるということでありますが、その内コンクリートの

吹きつけの部分は非常に除去工事の難しいレベルワンという工程になると思います。そ

の部分を今回は別出ししてあるということであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

はい、よくわかりました。実は私のところもですね、大きな倉庫がありまして、そこ
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を解体するにあたって非飛散性アスベスト、飛散性アスベストというふうな協議があっ

たりしてそこで、私もいろいろ教えていただいたり、調べたりして得た知識ございます。

それですので、体育館にそのようなことはないだろうなと。そんなに難しい除去工事で

はないだろうなと思ったので質問させていただきました。以上で終わります。 

続きまして、補正予算の内で児童センターや、机、いす等備品購入費。 

〇議長（井上光三君） 

     タブレットの８２ページです。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     すいません。失礼しました。７９３万円と、高額なのか普通なのかわかりませんが、

見積もり金額となっております。これらの詳細な選定は、例えば設計事務所からの指定

とかあるのか、それとも担当職員がカタログなどから選定しているのか伺います。 

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） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。備品購入費として、予定しているのは７４１

万円であります。それで、今使えるものは、現在使っているので使えるものは使います

よ。それから、体育館の方で、備品で使えるものもまわしてもらって使いましょうとい

うことで。そして机や椅子については業者からは特には言われておりません。こちらで

センターの職員と、またこちらの職員で相談をしまして、こういうものがいいんじゃな

いかってことで挙げております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     あの児童センター、建築中の児童センターですけども、その仕上がりのパースとかを

見て、現在の工事状況を見たりしても、建物のデザインも柔らかですし、仕上がりも多

分暖かな感じに仕上がるだろうと想像できます。それに見合ったデザインで、例えば、

しかも丈夫で安心安全な製品を選んでいただけると信じておりますが、私の感覚では、

他のいろんなところを見たときでも、何でこんなの選んだんだというふうなことを思う

場合も、それは個人の問題かもしれませんが、ございます。だから選定に対してですね、

自分で申すのもなんですけど、私は家具全般に対し詳しい知識があると自負しておりま

すが、どなたかにですねアドバイスを依頼されるようなことは考えていらっしゃらない

でしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

特に、どなたかにお願いするということは考えておりません。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 
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〇３番議員（笹本壽彦君） 

     新しく導入する椅子、机とありますけれども、種類や大きさも様々だとは思いますけ

れども、 も数量のそろう椅子何十脚とか、机何脚とか、その辺の雑ぱくな、椅子１脚

あたりの、机１脚あたりの金額というか予算単価はいかほどかわかりますか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

ただ今手元に詳しい資料がございませんので、また後ほどお答えしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     日本製だから品質が良くて、外国製だからだめということは言うつもりはありません

けれども、日本の有名メーカーのカタログから選定してもですね、いざ届いたら、メイ

ドインチャイナだったり、ベトナムだったというふうなこともございます。十分気をつ

けていただきたいと思います。以上で終わります。 

〇議長（井上光三君） 

他に質疑はありませんか。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

１番、秋山仁です。お願いします。議案第６０号、７４ページになるんですけども。

この中には地方債補正という欄がありまして、ここには起債の目的ということで、いわ

ゆる借入金てことだと思われますけれども。上の２億５，６００万、これ以外の下の金

額はのは何百万単位なんですけれども。こういったものはやっぱり、いわゆる一般の財

源の中で賄うというのか、そういうことがしないのかなってちょっと思うんですけれど

も。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

地方債の補正の質問であります。役場でですね予算を組むときには、やはり財源を確

保していきます。当然国庫補助金、国庫支出金を主体にですね県支出金も含め、足りな

いところ、すべて役場にお金があれば一般財源でやればいいわけでありますけども、そ

の中には有利な借金があります。例えば、この中でですね、道路整備事業、道路整備の

中にもいろんな借金がありますが、その限度額をここに示しているわけでありますけど

も。道路についても交付税措置をされる借金であります。端的に言うと、消防施設の整

備事業に、６５０万限度にしてありますが、これは、災害対策債というよう借金をする

予定でいます。１００%を借金をして７０%が交付税で措置されます。そうすると町の

いずれ返済は３割いいわけですね。現金を全部使うよりも、これを使った方がずっと有

利になるです。で、一番下の過疎債も同じことになります。過疎地域自立促進事業債も
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１００パーセント充当できて、３０パーセント町は負担をして、その返済の７割元利償

還を含めてですね、７割は国が見てくれると。いうことですから、役場の借金は歳入に

入ってます。企業の借金は負債に入ります。そこが一般企業と、こういった役所の経理

と違うところだと思ってます。単独事業債というのは、国から１円も見てくれませんの

で、利息を付けて町が全額返していかなきゃなりません。そういった借金はなるべくし

ないように有利な借金を財源として、いろんな事業を進めております。そんなことで、

ご理解いただければと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     それとですね、もうひとつ記載の方法の中で証書貸付、いわゆる証書貸付の借り入れ

になってますけれども、途中で補正後というこういうふうなケースが出てくる場合は返

済方法を、いわゆる手形貸付とか、そういうふうな方法ではしないんでしょうかね。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

単独事業債、町が独自に借りるですね借金につきましては、いろんな借り方があると

思います。期間も自由です。こういった政府資金を使う場合にはも、借り方も利率もす

べて決められておりますんで、国もそのお金を運用して、いろいろ事業といいますか、

予算づくりをやっておりますから、減債基金もうちも積んでありますけども、早目の償

還もできないという借金があります。そこは証書貸し付けですべてきておりますんで、

今回も起債の方法は証書貸付ということだと。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

そしてもう一つ、利率が５％以内となって、これも決まってるのかなということで理

解してよろしいんですよね。はいわかりました。以上で終わります。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

二つほど、三つか質問したいと思います。ページでいくと、タブレットで７２ページ、

補正予算書の５枚目ですかね、５ページ目か。タブレットで７２ページですね。町道大

法師線道路改良工事の関係ですけれども。そこに、第２表で債務負担行為とありますけ

れども、民間で考えると、いわゆる保証人ていいますかね、いうことになりますけれど

も。これは誰に対して保証をするのか教え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。 
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〇町長（志村学君） 

債務負担行為についてのご質問にお答えいたします。町の予算は、４月１日に始まっ

て翌年３月３１日に終わる、単年度会計になっております。この工事はですね、その今

年度だけなくて来年度まで工事がかかります。この債務負担行為をしておかなければ、

この改良工事の工期も３月の末で切らなきゃなりません。予算をもですね、一気に発注

するもんですから、来年度の債務を業者に保証すると言ってはあれですけれども、来年

度、予算はまだしてありませんけども、この予算を来年度、役場はしっかり予算付けし

ますよという行為が翌年、債務負担行為ということになりますんで、それでご理解いた

だければと思います。 

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） 

わかりました。次の質問の方へ移ります。事項別明細書でタブレットで８４ページに

なるんですけれども。今の大法師公園公募設置等指針策定支援事業費ということで５０

０万盛ってありますけども。土木費の公園費ですね。公募設置等指針策定支援事業の内

容を教えていただきたいと思います。 

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） 

ただいまのご質問にお答えいたします。平成２９年度に都市公園法が改正されまして、

都市公園の中に飲食店、売店等の公園利用者の利便性の向上に資する、公園施設の設置

とその当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、改修と一体

的に行う者を公募することが法改正により可能となりました。こうしたことから、これ

は公募設置管理制度と申しまして、いわゆるパークＰＦＩなんですが。この制度を活用

したく大法師公園を選定し、民間の優良な投資を誘導し、公園管理者、町なんですが財

政負担を軽減して公園利用者利便性を図ることが期待できることから、今回この公募設

置管理制度の指針を策定するために、支援業務を委託したいということでございます。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

そうすると大法師公園という名称がうってあるんで、すべての公園ということでなく

て大法師公園へ一般業者に貸し出す場合の申請書マニュアルみたいなものをつくって

もらう委託料だということらしいということわかりましたけど。５００万円かけて申請

マニュアルをつくっていただいて、だれかに通年貸すんですか。さくらまつりぐらいし

か人は余り上らないんで。誰かに通年貸して公募して貸して、貸し賃をとって、行政の

公園管理やなんかに役立てようっていう案だと思うんですけど。大法師山の場合は本当

に１０日間ほどしか売店ていいますかね、できないと思うんでその想定される考え方っ
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ていいますか、それを教えてもらいたい。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     だいまのご質問にお答えいたします。これまでもおっしゃるとおり公園の許可制度で

ございましたが、それではなく、新たに民間事業所が、自分の費用を使って例えば公園

施設内に、宿泊施設、飲食店等を建設、維持管理まで含めることができる新たな制度で

ございまして、 長２０年間貸し付けるといいますか、パークＰＦＩの制度がございま

すので、それ提案していただけるような事業内容を今後、整備をしていただくと。まず、

例えばそこの 低の収益はどのくらいがこの公園では必要なのか。 終的には協定書を

交わすんですが、この協定内容等の作成の支援をお願いしようと考えてるとこでござい

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

３つ目ですけれども。そうするとですね、極端なこと言うと、公園を株式会社青栁っ

てところへ、その宿泊施設建設も含めてすべて貸し出すと。そうすると大法師さくら祭

りみたいなものは開けなくなるっていう可能性もありますよね。そういう解釈でいいで

すか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。そういった今の大法師公園の今の活用は、３月下

旬から４月のさくら祭り。そういったことも含めてですね、事業の展開。自分たちがど

れだけ収益施設を建設して、維持管理して、大法師公園の桜を生かした公園となるよう、

今、自分たちで民間企業のノウハウを使いながら提案をしていただくと。まずはプロポ

ーザル等の方式により、提案をかけるための課題を整理したものを作成していただき、

それを公募へ出し、この中で事業者が何社か上がった段階で選定をし、１社を決めてそ

の方に事業を展開していただくということでございますので、富士川町大法師公園の現

在のあり方とか、いろいろなものをまだ整理をしておりませんので、それを整備してか

ら公表をすると。整備するという段階におきまして、支援をしていただく策定の業務の

計画をしたところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

３つ質問したんで、ちょっとお答えが違って私、桜まつりを開けなくなる可能性があ

るかどうかという質問したんですけども。３つ聞きましたから後でまた教えていただき

に上がります。別の質問になりますけれども、同じページの３２号線これはなんだと。
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土木費の道路改良舗装費の８４ページの３２号線ですけれども。補償、補填及び賠償金。

これが。３，７００万円減額しております。これは提案の時に、国庫補助がつかなかっ

たかなということでお伺いしましたけれども、これを減額して物件補償とか、その上の

ほうにも土地購入費１３０万減額とかありますけれども。国庫補助がつかなかったこと

によってこの事業計画はどのくらいずれる見込みになりますか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。青柳３２号線、リニア側道大法師線すべて同

じメニューでございまして。その内示率２７．３%でございました。ですから、そうし

たことから当初予定していた用地取得物件補償の相手方を変更したことにより、このよ

うな科目更正をさしてもらいました。全体的には事業年度につきましては変更ないもの

と考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

この３２号線に関連して２つ目ですけど。道路改良舗装費、８４ページの一番上にあ

る工事請負費だけプラス補正で２００万円となっています。他のものを減額、補助金が

つかないって減額しておいて、改良舗装工事だけは増額して行うわけですか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。先ほどの答弁さしてもらいましたが、内示率

が２７．３%ということで、具体的にはインター入り口の物件を１件、補償の調査等を

計画をしておりましたので、それを振り替えまして、違う相手方に変更した。もう１つ、

工事請負費については、昨年度購入した部分の道路改良を、道路側溝含等めまして約４

０ｍふせる内容なんですが。それで、その工事とその他の公有財産と補償で今年度の補

助対象事業を消化しようというような計画で科目更正させていただきました。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     質問終わります。 

〇議長（井上光三君） 

     他に質疑ありませんか。 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

大きく分けて３点質問させていただきます。先ほど笹本議員からも質問がありました

けども、児童センターの机と椅子、７４１万円。これ先ほど単価はわからなということ
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ですけども、数はどれぐらい想定しているんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。新しい児童センターにおきまして、貸し館も

いたしますので、そこで会議等ができますように会議用の机等も購入する予定になって

おります。数につきましては、資料ちょっと持っておりませんので、きちんとした数は

今ここで申し上げられませんけれども。すいません。あとでお答えしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

かじかざわ児童センターにしても、現児童センターにしても、そんなに机と数がある

ようには私には見受けられないんで、ちょっとこの金額が多いのではないかという疑問

から質問させていただきましたので、ぜひまた詳細教えて頂ければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長 （大堀ゆかりさん） 

ここには机、椅子等とだけありますので机、椅子だけのようですが、もっといろいろ

な備品も入っておりますので。詳細はまたお知らせしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

続きまして、事項別明細書の９ページになりますけども。土木費のまちづくり事業費。

合同庁舎西側擁壁詳細設計業務。こちらの内容を教えていただけますか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただいまのご質問にお答えします。この詳細設計の内容につきましては、特に旧鰍沢

病院の跡地の中で、西側に１段高くなってる町有地がございます。伝染病棟跡地なんで

すが、その部分につきましては、不整形で現状の地盤より２．８メートル高いことから、

富士川の合同庁舎の建設エリアに含めないという計画になりました。合同庁舎の西側で、

蓮華寺さんのちょっと１段下のとこが高い部分になるんですが。その部分が擁壁が老朽

化をしているということで、町有地の保全を国交省のほうから求められました。この改

修設計を進めていく間に概略の進めておったわけなんですが、高さ２メートルを超える

ということで、擁壁の高さがですね。合同庁舎の敷地地盤から２メートルを超えること

から建築基準法の確認申請が必要な擁壁工事となりましたので、その必要な現地測量や

詳細設計をさせていただきたく、補正予算とさせていただきました。 

〇議長（井上光三君） 
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９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     わかりました。次の質問に移らせていただきます。上下水道事業の雨水対策事業費。

事項別明細書２ページになるんですけども。下水道計画変更業務とあるんですけど、こ

れの内容をお聞かせいただきたいと思います。 

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） 

     ご質問にお答えいたします。浸水対策事業につきましては、これまで青柳、大椚の東

部地区の浸水対策及び東川の付け替え拡幅工事を主に進めてまいりました。今後、 勝

寺、天神中条地内の浸水対策を進める必要があることから、浸水対策の事業認可の区域

の拡大を考えております。こうしたことから、計画の変更に必要な委託料を補正させて

いただきました。具体的には、増穂小学校、増穂中学校、文化ホール周辺など、これま

でも側溝から水があふれてるようなとこを事業認可の拡大を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） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     以上で終わります。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時 ８分 

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

再開 午前１１時１４分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。引き続き議案第６０号から第６３号について、質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

議案第６０号一般会計補正予算の事項別明細書、タブレットページ７７ページですね。

この中の財産収入財産売払収入の土地売払代金と立木売払代金の場所はどこなのか教

えてください。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。土地売払代金につきましては、場所につきま

して鰍沢字起し６０の７番地とですね青柳町字古宿４４６の１番地。具体的にはですね

鰍沢の起しの土地につきましては、鰍沢のデイリーストアがございますが、あそこの西
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側の住宅の一角の町有地であります。青柳町の古宿につきましては、青柳１０号線の入

口のところにありますので、第４保育園の東側の土地になります。 勝寺上殿原２００

４の４１番地につきましては、西の入町営住宅の跡地の一部の町有地、この３か所につ

きまして、土地を売り払った代金ということになります。もう一つの立木売払代金につ

きましては、昭和３５年に小室の八丁山５８８９の１番地先の県有財産に植栽されまし

た木に対しまして町の持ち分と申しますか、部分林に設定されておりまして、その立木

を、そこ県有財産なんですけれども、木自体は町有財産という形の中で分収林の扱いと

なっております。その中でですね、その分収率、持ち分になりますけれども、山梨県４

０％、町が６０％という協定が結ばれております。平成２９年度に山梨県におきまして、

その分収林をですね伐採売却を行いました。その売却に伴いまして、その売却益の６

０％が協定通り町の収入となったものが立木売り払代金となります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

いっぺんに聞けばよかったんですけども、土地売払の場所の面積をお願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     売り払いを行いました土地の面積になります。鰍沢の起しの土地につきまして面積が

３６０．５６平米となります。青柳の４４６番地につきましては、売り払い面積が３９

５．６４平米。 勝寺上殿原の２００４の４１番地につきましては売り払い面積９１．

３２平米となってございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

ありがとうございます。続きまして、指定寄附、ふるさと納税５００万の補正ですけ

れども、今現在、何件あっていくらあるのかと、前年度の今の時期とどのくらい差があ

るのか教えてください。 

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） 

     ただいまのふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。現在集計しているのは

７月末までになりますけれども、件数にしまして１４５０件。寄附金にいたしまして１，

６１３万４，０００円でございます。参考までに、昨年の同期と比べますと昨年は１４

５５件。金額にすると１，３６６万３，０００円ということですので、今年度はプラス

の２４７万１，０００円で、１．１８％の伸びとなっているところでございます。以上

です。 

〇議長（井上光三君） 
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１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     １．１８％の増加になってるってことですけども、担当課職員一人。やってますよね。

とても頑張っているなと思います。県外のイベントなんかもよく行ったりとか、富士川

町をアピールしてくれているなって思いますんで、それぞれ頑張ってる職員たくさんい

ると思うんですけれども、そういう職員に対して先ほどの給料の話にもありましたけれ

ども、勤勉手当とかそういう部分での評価というのは何かあるんでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。町では人事評価制度というのを取り入れてご

ざいます。この中では現在のところですと、定期昇給の枠ですね。４つ上がるところを

６つにしたりとかというような形で整備をしております。今後はその期末勤勉手当にも

反映させていくというようなことでございますから、人事評価を公正に評価をしながら、

そういった部分でも、職員がやる気が出せるような恰好に持っていっていけたらとよう

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） 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     ありがとうございます。そういう部分でも、職員のやる気がしっかり出せればと思い

ますんで、しっかり評価をしてあげてやってください。よろしくお願いします。次にで

すね、何か所か、歳入でも歳出でもあるんですけど、タブレットページの８３ページ。

土木費の道路橋梁費の道路改良舗装費の中の青柳９号線測量設計業務の部分で、場所と

どんな事業をするのかお願いいたします 

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） 

     青柳９号線の質問にお答えいたします。計画場所につきましては、青柳の旧巾外科の

東の通りでございまして、青柳３丁目のふれあいの家へ通じる細い道路になります。事

業につきましてですね、道路の拡幅工事を予定しております。全体的には青柳１０号線、

第四保育園から下ってきた通り、オギノまでを青柳１０号線といいますんで、青柳１０

号線から南へ約１００ｍ、昌福寺の方からくる水路までを今回計画しているところでご

ざいます。道路の詳細設計と用地の測量ということでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     以上で質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 
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ほかに、質疑ありませんか。 

     １３番 長澤健君。 

〇１３番（長澤健君） 

     議案第６０号一般会計補正予算第３号ですね。タブレットで８６ページ。１０款教育

費の町民体育館解体工事ですけれど。先ほど、笹本議員のほうからアスベストの質問が

出ました。その中でちょっと町長の答弁の中で、鉄骨の塗装にもアスベストが含まれて

るという答弁もらったんですけれども、これ多分アスベストでなくって、ＰＣＢってい

って今一番問題になっているポリ塩化ビフェニルっていって、今いろんな塗装の中に鉛

とかそれが入っていて、それはもう特別管理産業廃棄物になってると思うんですよね。

今ちょうど僕はたまたま、橋梁のリニューアル工事をちょっとやってるんですけれど、

そこでもやはりＰＣＢが塗装から出てきてしまって、非常に廃棄するのにですねお金が

かかって、設計の金額がかなり増工になってしまった。今問題になってしまってるんで

すよね。このＰＣＢっていうのが、室蘭市しか引き取ってとってもらえないんですよ。

しかもこのＰＣＢっていうのはちょっと調べたんですけれど、この電気のコンデンサと

キュービクルっていって、変圧器っていうですか、そういう中にも入ってるらしくてで

すね。これはもうこれから解体するに当たっては必ず、あるのか、それがあるのかない

のかを調査しなければいけないっていうことになってるんですが。今回の解体設計業務

でも１億７百何がしって金額が出ましたけど、その中に含まれての金額なのか、そうい

ったＰＣＢが含まれているという報告があったのか、ちょっと教えください。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの長澤議員のＰＣＢの件についてございますけども解体業務を発注する際

に、アスベスト、ＰＣＢ等の調査もお願いしたところでございまして、当然、今回の見

積もりの額の中にはＰＣＢの調査等も入っております。 

〇議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

〇１３番（長澤健君） 

     この中に入ってるということは、これ以上金額は増えないという考えだと思うけど。

ただこのＰＣＢを運べる業者というのが、山梨にいるのか。とにかくそういうＰＣＢ自

体は扱える、この解体する業者で持っている業者って余りいないと思うんですよ。なの

で、昔はこういう電気もどんどん解体業者が壊しちゃって油みたいの下にだらだらたら

しちゃって、どんどん捨てたんですけど、それが今問題になってて、そういうＰＣＢを

運ぶ業者がちゃんとつくられたんですけど。ぜひその辺で、運搬業者がちゃんと決まっ

てるならいいんですけど、これからその業者を探すに当たってですね。もしこの金額で

間に合わなかった場合、ＪＲ東海から、さらに追加のお金ってもらえるんですか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君） 

     ＰＣＢにつきましてはこの町内でも学校にあったり、体育館の奥にしまってあったり

ということで、処理できるのが北海道しかないということですから、その順番待ちがあ

ります。今度は山梨県の番だよって声をかけてもらわないと、この県から運び出せない

というのはあります。今回の体育館の解体工事につきましても、設計業者の方で、どこ

にどういったアスベスト、あるいはＰＣＢが使われているか調査していただいて、設計

組んでいただいてます。そん中で今度の解体工事をやってます。また、実際に解体をし

ていくとですね、測量ではできなかった部分も出てくるかもしれません。そのときには

増工ということになりますけれども。これは体育館解体の負担金として JR 東海から、

その財源はいただくことになっておりますんで、工事費が増えれば JR 東海の方にその

分は請求をしていくと、こういう形になると思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

〇１３番（長澤健君） 

     この解体に関して富士川町負担がないということで安心しました。以上で質問の方、

終わります。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに、質疑ありませんか。 

     ３番 笹本寿彦君。 

〇３番（笹本寿彦君） 

     先ほどの鮫田議員の他になりますが、タブレット８３ページ。青柳町９号線測量設計

業務。これについて伺います。実はこの道はですね、私にしょっちゅう歩く道なんです。

これを拡幅するための測量設計業務は６２０万円という。その簡単に言えば、拡幅する

ための調査のための費用が６２０万円ということで理解してよろしいでしょうか。 

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） 

     ９号線の測量設計業務につきましては６２０万計上させていただいています。内容と

しましては、道路の詳細の設計業務と、あと用地測量の 2 件の業務になります。 

〇議長（井上光三君） 

     ３番 笹本寿彦君。 

〇３番（笹本寿彦君） 

再度わかりやすく議員の方にも、第４保育所からオギノのほうに行く道がありまして、

左側に今は辞めましたけども、クリーニングやさんがあったんですね。そこから南へ入

っていく細い道です。ぎりぎり軽自動車が出入りできる状況です。それを何メートルに

広げる予定なのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 
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〇土木整備課長（内田一志君） 

今からの設計をしていくわけですけど、今、現在が約２メーター、１メーター８０か

ら３メーター５０ぐらいだと思いますけど、それを４メーターから４メーター５０ぐら

いで計画をしていく考えでおります。 

〇議長（井上光三君） 

     ３番 笹本寿彦君。 

〇３番（笹本寿彦君） 

     南へ入っていくところは両方が畑というか、これは比較的いいと思うんですよね。少

しいくと、正視堂さんの小河内さんの屋敷が、あれを解体することは無理だと思うんで

すけれども。そうすると、あの道って、曲がっていくようなことになりますか。 

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） 

     西側のですね、旧巾外科さんのところの擁壁は高いもんですから、それから東のほう

に４メーターなり、４メーター５０を拡幅するという計画でおります。 

〇議長（井上光三君） 

     ３番 笹本寿彦君。 

〇３番（笹本寿彦君） 

     これ何回目ですか。 

〇議長（井上光三君） 

     ３回目です。 

〇３番（笹本寿彦君） 

     もうだめですか。 

〇議長（井上光三君） 

     同じ議題については。 

〇３番（笹本寿彦君） 

     はい、わかりました。 

〇議長（井上光三君） 

ほかに、質疑ありませんか。 

      （な し） 

    質疑なしと認めます。 

以上をもって、議案第６０号から第６３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６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。 

これから議案第６４号について質疑を行います 

質疑は、ありませんか。 
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     （な し） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、議案第６４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６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

     を、議題とします。 

これから、議案第６５号について質疑を行います 

質疑は、ありませんか。 

     （な し） 

質疑なしと認めます。  

以上をもって、議案第６５号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１６ 認定第２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１７ 認定第３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定について 

以上の２議案は、決算認定案件でありますので、一括して議題とします。 

なお、本案は決算特別委員会に付託しましたので、質疑は、大綱のみに留めて下さい。 

これから、認定第２号及び第３号について質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

     （な し） 

     質疑なしと、認めます。 

     以上をもって、認定第２号及び第３号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１８ 認定第４号 富士川町道路線の認定について 

日程第１９ 認定第５号 富士川町道路線の認定について 

以上の２議案は、道路認定案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、認定第４号及び第５号について質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

     （な し） 

質疑なしと、認めます。 

以上をもって、認定第４号及び第５号について質疑を終わります。 

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

〇議長（井上光三君） 

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。 
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起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

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

散会 午後１１時３７分 
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平成３０年第３回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成３０年９月２１日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１ 議事日程 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２ 請願第 １号 子どもたちにきめ細かな教育を実現するための、少

人数学級推進及び教育予算拡充に関する請願につ

いて 

日程第 ３ 議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ４ 議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正す

る条例について 

日程第 ５ 議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ６ 議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

について 

日程第 ８ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第６１号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１１ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

日程第１２ 議案第６３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２号） 

日程第１３ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

日程第１５ 認定第 ２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳 

入歳出決算認定について 

日程第１６ 認定第 ３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定につ 

いて 

日程第１７ 認定第 ４号 富士川町道路線の認定について 
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日程第１８ 認定第 ５号 富士川町道路線の認定について 

日程第１９ 意見書案第２号 子どもたちにきめ細かな教育を実現するための、

少人数学級推進及び教育予算拡充に関する意見書

提出について 

日程第２０ 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２１ 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２２ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３ 欠席議員 

 

な   し 

 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 

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

財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     

税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    

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

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

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

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

生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 
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〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。 

起立願います。相互に礼。着席願います。 

〇議長（井上光三君） 

平成３０年第３回富士川町議会定例会４日目の本会議に議員各位には大変お忙しい

ところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

また、本会議、及び委員会において慎重にご審議をいただきました第３回定例会も本

日が最終日となります。引き続きご審議の程よろしくお願いします。 

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

日の会議を開きます。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１ 諸般の報告  

この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程はお手元に配布したとおりです。 

なお、本日追加案件として意見書案１件、閉会中の継続調査申出書３件が提案されて

います。 

ご審議をよろしくお願いします。 

     ここで、１１日の本会議において笹本壽彦君及び深澤公雄君からの質疑について、答

弁が保留となっておりましたので、子育て支援課長からの答弁を求めます。 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     先日の質疑において、笹本壽彦議員、深澤公雄議員からの児童センターの机と椅子の

数と金額についての御質問に答弁保留となっておりましたのでお答えいたします。遊戯

室で会議等で使う机は、１台８万４，９６０円を、１４台で１１８万９，４４０円にな

ります。椅子は１脚２４，６４０円を４２脚で１０３万４，８８０円になります。 

また、児童クラブ室で使う平机は１台２７，３６０円を３０台で８２万８００円にな

ります。他にも図書室、創作活動室でも机や椅子を、また事務室では椅子を購入予定で

す。合わせて机５台で３２５，９２０円、椅子２８脚で５４２，０８０円になり、全体

で机４９台、２，３３６，１６０円、椅子７０脚１，５７６，９６０円になります。以

上です。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 請願第１号 子どもたちにきめ細かな教育を実現するための少人数学級推進

及び教育予算拡充に関する請願について 

去る、９月７日に教育厚生常任委員会へ付託しました請願第１号について、委員長の

報告を求めます。 

８番 小林有紀子さん。 
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〇８番（小林有紀子さん） 

――――――――請願審査報告書の朗読―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。小林委員長、その場でしばらく

お待ちください。 

これから、請願第１号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

     （な し） 

質疑なしと、認めます。 

以上をもって、請願第１号の委員会審査報告について質疑を終わります。小林委員長、

ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、請願第１号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

（な し） 

討論なしとめます。 

以上をもって、請願第１号について討論を終わります。 

これから、日程第２ 請願第１号について採決します。 

請願第１号に対する 委員長報告は、「採択」とするものです。委員長の報告のとお

り決定することに、ご異議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

異議なしと、認めます。したがって、請願第１号は委員長報告のとおり採択とするこ

とに決定しました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第３ 議案第５４号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第４ 議案第５５号 富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第５ 議案第５６号 富士川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例の一部を改正する条例について 

   日程第６ 議案第５７号 富士川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例について 

   日程第７ 議案第５８号 富士川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第５９号 富士川町家庭的保育事業の設備及び運営の基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

     以上の６議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 

これから、議案第５４号から第５９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。 

〇議長（井上光三君） 

まず、原案に反対者の発言を許します。 
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３番議員 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     議案第５５号富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について、今回

のこの条例改正に反対をいたします。まず改正とは、文字どおり正しく改めることであ

ります。私は新人議員です。数か月前までは一般町民でしたので、行政や議会のしきた

り、慣例は十分に理解できておりません。したがって、どうしても一般町民の目線で志

向してしまっているのも事実でございます。しかし、その一般町民目線というのは、そ

れはそれで重要なことだと深慮した上で、反対意見を述べます。現在、富士川町では副

町長を置くことができること、そして月額報酬は、５６万８，０００円であることと確

かに条例で決められております。条例がある限り、それは守らなければいけないことは

承知しております。そして正しい理由がなければ、変更することも許されないことも当

然です。しかし現存しない副町長の給与を現時点で上げることが改正とは考えられませ

ん。町民にとって何の利益があるのか。公共の福祉にとって何の利益があるのか。今、

上げることによる利益がまったく思い浮かびません。合併時の懸案だった職員数の減少

による経費節減が全く進んでいない状況です。富士川の国民健康保険税は他の町村に比

べ高い位置にあり、その保険事業もようやく改善の芽が生えた程度で、まだまだ安心で

きる状況にはないのです。小中学校の給食費補助も隣町よりも低い。その他経費節減は

もとより、優先順位の高い施策や条例改正が多数あると思われます。例えば現在の副町

長報酬金額でも期末手当、付随する経費、退職引当金などを計算してみれば、年間で１，

０００万円以上の支出になります。私は長年にわたり、給料を支払う立場におりました。

例えば、年収１，０００万円の営業職一人には、ざっと１億円の売り上げを求めます。

その粗利益から、もろもろの経費や他の事務職員などの給与、退職引当金なども捻出し

なければならないからです。売り上げをつくることはもちろん簡単ではありません。そ

して報酬を潤沢に出すことも非常に厳しいのです。私は町会議員になって給料をいただ

ける立場になりました。手取りで月々約１８万５，０００円です。しかし期末手当や、

議会にかかわる費用等を計算すれば、町民から雇われた議員として、私は１年間に５，

０００万以上のプラスになる仕事をしなければならないと真剣に思っております。国民

保険や税金を取られれば、生活費を切り詰めても孫に小遣いもやれないなどと、それに

類似した町民の声が多数聞こえてまいります。特別職報酬等審議会の委員が、どなたな

のかは存じませんが、町民の切ない声が聞こえているのでしょうか。聞こえているにも

かかわらず、優先順位を真剣に考慮して、この答申をしたのか甚だ疑問すら覚えます。

副町長人事は町長の専決事項なので、議会は質疑も討論もできません。まして現存しな

い副町長の人格、能力、その他が何も判断できない状況で、副町長の報酬を上げるとの

条例改正案件を出されても、賛成できる条件が何も見当たりません。現状況においてこ

の条例改正についてのプラスの効果、メリットを町長や町会議員は町民に悲しく正確に

知らせることができるでしょうか。以上、真剣に考察、熟慮した上で議案第５５号の富

士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について反対をいたします。以上

です。 
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〇議長（井上光三君） 

     ただいま、議案第５５号の原案に対する反対者の発言がありましたので、議事の都合

上、はじめに議案第５５号について討論を行います。 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

    １２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     議案第５５号富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例について、賛成

の立場から討論します。 

町村長の給料月額及び町村議会議員の報酬については、平成２６年度から平成２７年

度にかけて、町村議会議長会と県町村会において、それぞれが行った調査研究により、

全国における水準に比べて極めて低いという結果を受けて、検討を始めたものであり、

町では、町長、副町長等の特別職の給料月額及び議会議員の報酬について、人口１万人

から１万５千人、１万５千人から２万人の規模における類似団体の調査を行い、町議会

では、４回にわたる住民懇談会を経て、平成２９年１０月２７日付で、議員報酬の見直

しについての要望書を提出し、町が昨年１２月に特別職報酬等審議会へ、町長、副町長

等の特別職給料、議会議員の報酬及び政務活動費の額について諮問をし、答申を得たと

いう経過があり、これにより、議員報酬および政務活動費を、３月定例会において、議

員発議により提案し、全国の類似団体の平均報酬の水準となったとういう経緯がありま

す。 

また、町長等の特別職の給料においても、特別職報酬等審議会において、２回にわた

る慎重な審議の結果、答申をいただき、議員報酬と特別職の給料は、全国類似団体の平

均水準で良いということになりました。 

また、地方自治法では副町長を置くと規定されており、富士川町においても副町長の

定数は１名という条例があります。 

よって、本町には、副町長を置ける条例があることから、副町長がいる、いないにか

かわらず低い水準にある副町長の給料を全国類似団体の平均水準に引き上げておくべ

きと考えます。以上のことから、原案に賛成をいたします。 

〇議長（井上光三君）  

     ほかに、原案に反対者の討論はありませんか。 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ただいまの議案第５５号富士川町長等の給与及び旅費条例の一部を改正する条例に

ついて、反対を表明いたします。なぜかといいますと、私の表明は簡単でございまして、

まだ決まっていないものに対する報酬をどうして決めなければならないのか。これが第

１点の疑問です。前回、町長のご説明ではまだ決めてもいない、置くとことも決めても

いない。そのようなあいまいな状況の中で、尊い税金から払われる報酬を決めるという

ことはいかがなものかと思います。単純にそれだけの理由です。もう一つはですね、委

員報酬とか特別職の報酬について、隣がどうだとか向こう側がどうだとかいう議論は、
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役所独特の考え方ではないでしょうか。まずはその人の人物とか、そういうものを見き

わめた上で、報酬というものを決めるのは常識的な考え方だと思います。以上で終わり

ます。 

〇議長（井上光三君） 

     ほかに、原案に賛成者の討論はありませんか。 

       （な し） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５５号について討論を終わります。 

     ここで、議事の都合上、はじめに討論がありました日程第４議案第５５号について採

決します。討論がありましたので起立によって採決します。 

     本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

     （起立 ９名） 

起立多数です。したがって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

そのほか、議案第５４号及び議案第５６号から第５９号について討論ありませんか。 

       （な し） 

討論なしと、認めます。 

以上をもって、議案第５４号及び議案第５６号から第５９号について、討論を終わり

ます。 

これから、日程第３議案第５４号及び日程第５議案第５６号から日程第８議案第５９

号について一括して採決します。 

     お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５４号及び議案第５６号から第５９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６０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第６１号 平成３０年度 富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第６２号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第６３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

２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。 

これから、議案第６０号から第６３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６０号から第６３号について討論を終わります。 
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これから、日程第９議案第６０号から日程第１２議案第６３号について一括して採決

します。 

     お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第６０号から第６３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１３ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題とします。 

これから、議案第６４号について討論を行います 

      討論は、ありませんか。 

（な し) 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６４号について討論を終わります。 

これから、日程第１３議案第６４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６４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１４ 議案第６５号 町民交流広場整備工事請負契約の締結について 

を議題とします。 

これから、議案第６５号について討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６５号について討論を終わります。 

これから、日程第１４議案第６５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６５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１５ 認定第２号 平成２９年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について 

   日程第１６ 認定第３号 平成２９年度富士川町水道事業会計決算認定について 
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以上の平成２９年度決算認定につきましては、去る９月７日の本会議で決算特別委員

会に付託しましたので、委員長に審査の報告を求めます。 

１２番 鮫田洋平君。 

〇１２番議員（鮫田洋平君） 

     それでは朗読をもって報告させていただきます。 

――――――――委員会審査報告書の朗読―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

以上で委員長の報告が終わりました。鮫田委員長、その場でしばらくお待ちください。 

この議題については、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） 

したがって認定第２号及び第３号については質疑と討論を省略します。鮫田委員長、

自席にお戻りください。 

これから、日程第１５認定第２号について採決します。お諮りします。この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告のとおり認定とすることにご異

議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

異議なしと認めます。したがって、認定第２号については原案のとおり認定すること

に決定しました。 

次に、日程第１６認定第３号について採決します。お諮りします。この決算に対する

委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告のとおり認定とすることに、ご異議

ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

異議なしと認めます。したがって、認定第３号については原案のとおり認定すること

に決定しました。 

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

〇議長（井上光三君）   

日程第１７ 認定第４号 富士川町道路線の認定について 

日程第１８ 認定第５号 富士川町道路線の認定について 

以上の２議案は、道路認定案でありますので一括して議題とします。 

これから認定第４号及び第５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、認定第４号及び第５号について討論を終わります。 

これから、日程第１７認定第４号及び日程第１８認定第５号について一括して採決し

ます。 

     お諮りします。本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 
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異議なしと認めます。したがって、認定第４号及び第５号については原案のとおり認

定されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第１９ 意見書案第２号 子どもたちにきめ細かな教育を実現するための少人数学

級推進及び教育予算拡充に関する意見書提出について 

を議題とします。 

意見書案第２号の提出者に、趣旨説明を求めます。 

８番 小林有紀子さん 

――――――――意見書案の提案理由朗読説明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。小林委員長、その場でしばらくお待ちく

ださい。これから、意見書案第２号について質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

     （な し） 

質疑なしと、認めます。 

     以上をもって、意見書案第２号について質疑を終わります。 

小林委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 

これから、日程第１９意見書案第２号について討論を行います。討論はありませんか。 

     （な し） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、意見書案第２号について討論を終わります。 

これから、日程第１９ 意見書案第２号について採決します。お諮りします。本案は、

原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

異議なしと認めます。したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 

日程第２０ 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２１ 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２２ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

以上の３議案は、閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。各常

任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配布しました申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

     （異議なし。の声） 

異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査
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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。平成２９年度の決算認

定案など重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会出来ますことを厚くお礼申

し上げます。 

     また、町長をはじめ、町の執行部の皆様においては、議案説明、質疑、答弁、決算特

別委員会、各常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 

これから秋に向け、各種行事が催される時期となります。何かとご多忙のことと存じ

ますが、健康には十分留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますよう

お願い申し上げ、平成３０年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 

起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時３９分 
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