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平成３１年第１回富士川町議会定例会（１日目） 
 

平成３１年 ３月 ８日  
午前１０時００分開議 
於 議 場 

１ 議事日程 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 ８号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ５ 議案第 ９号 富士川町職員定数条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ６ 議案第１０号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１１号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費 

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ９ 議案第１３号 富士川町職員の特殊勤務手当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１４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

について 

日程第１１ 議案第１５号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第１２ 議案第１６号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第１３ 議案第１７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１４ 議案第１８号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第１５ 議案第１９号 富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止す 

る条例について 

日程第１６ 議案第２０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１７ 議案第２１号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１８ 議案第２２号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

日程第１９ 議案第２３号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第
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３号） 

日程第２０ 議案第２４号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算（第２号） 

日程第２１ 議案第２５号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１

号） 

日程第２２ 議案第２６号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

日程第２３ 議案第２７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３号） 

日程第２４ 議案第２８号 平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第２９号 平成３１年度富士川町一般会計予算 

日程第２６ 議案第３０号 平成３１年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第３１号 平成３１年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２８ 議案第３２号 平成３１年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議案第３３号 平成３１年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３４号 平成３１年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第３１ 議案第３５号 平成３１年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３６号 平成３１年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３７号 平成３１年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３８号 平成３１年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算 

日程第３５ 議案第３９号 平成３１年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３６ 議案第４０号 平成３１年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護

財産区特別会計予算 

日程第３７ 議案第４１号 平成３１年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第４２号 平成３１年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算 

日程第３９ 議案第４３号 平成３１年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予 

             算 

日程第４０ 議案第４４号 平成３１年度富士川町水道事業会計予算 

日程第４１ 議案第４５号 富士川いきいきスポーツ公園体育器具購入変更契約の

締結について 

日程第４２ 議案第４６号 リニア髙下工事用道路整備工事請負変更契約の締結に

ついて 

日程第４３ 議案第４７号 峡南広域行政組合規約の変更について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 
 

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

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 
 

４番  井 上 和 男     ５番  望 月   眞 
       

 
 

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 
会 計 管 理 者 永井たかね   政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 
財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一     
税 務 課 長 遠 藤 悦 美  防 災 課 長 樋 口 一 也    
町 民 生 活 課 課 長 松 井 清 美  福 祉 保 健 課 長 佐 藤 洋 子     
子 育 て 支 援 課 長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀     
都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  土 木 整 備 課 長 内 田 一 志    
上 下 水 道 課 長 中 込 浩 司  教 育 総 務 課 長 秋 山 佳 史     
生 涯 学 習 課 長 深 澤 千 秋 

 
 
６ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

本定例会は、平成３１年最初の定例議会となります。 
開会に先立ち、富士川町民憲章の下、住民、行政、議会が一体となって、町づくりを

進めて行くことの意思統一として、この場で町民憲章の朗読を行います。ご起立願いま

す。朗読は、１番秋山仁議員が先導しますので、続いてご唱和願います。それでは、秋

山仁議員お願いします。 
（町民憲章朗読） 
ありがとうございます。それでは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） 

富士川町 告示第６号をもって招集されました、平成３１年第１回富士川町議会定例

会に、議員並びに執行部各位には、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３１年第１回富士川町議会定例会を開会します。 
これから、本日の会議を開きます。第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申

し上げます。 
今年の冬は、山梨県中西部地方においては目立った積雪もなく、雨の少ない比較的穏

やかな気候でありました。気象庁の向う３か月間の気象予報によりますと、関東甲信越

地方は、天気は数日の周期で変わり、平年に比べ晴れの日は少ないものの、気温は平年

より高い日が多いと発表されました。さくらの開花時期も平年並みと予想され、日本さ

くら名所百選である「大法師公園」は、３月下旬から４月上旬にかけて多くの花見客で

賑わう時期を迎えます。 
さて、国においては、昨年成立した働き方改革関連法のうち、時間外労働の上限規制

や年次有給休暇の年５日の取得義務化などを盛り込んだ改正法が、本年４月１日に施行

されます。これまで青天井であった時間外労働に罰則付きの上限が設けられる大きな改

正となるなど、働き方改革が本格的に始動することになります。 
山梨県においては、先の県知事選挙において、長崎幸太郎新知事が誕生し、２月１７

日から新体制での県政運営がスタートしました。リニア中央新幹線駅の周辺整備方針や、

中部横断自動車道整備に要する県負担削減、さらには人口ビジョンの見直しなど、今後

県政において論議されることになります。 
町に目を向けますと、本日、富士川町は町制施行９周年を迎え、午前には、町政の発

展にご功績のあった方々の、表彰式が執り行われました。町も１０年目を迎え、今年は、

町制施行１０周年記念事業が数多く計画されております。富士川町のまちづくりも、第

二次総合計画の２年目に入り、新しい時代に向けた諸課題への取り組みが必要であり、

議会としても、その役割を十分発揮できるよう努めていかなければならないと考えてお
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ります。 
４月には、いよいよ天皇陛下がご退位され、５月１日に新天皇が即位されますが、平

成最後となる今定例会は、条例改正や平成３０年度補正予算、平成３１年度予算などに

ついて審議をお願いすることになります。 
なお、平成３１年度予算の審議につきましては、予算特別委員会を設置し、分科会方

式で審議し、その後、全体会で討論をすることを予定しております。議員各位におかれ

ましては、健康に十分ご留意され、活発な論議をお願い申し上げ、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、４番 井上和男君及び５番 望

月眞君を指名します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 
お諮りします。本定例会の会期は、本日から２２日までの１５日間にしたいと思いま

す。これに、ご異議ありませんか。 
（「異議なし。」の声） 
異議なしと、認めます。したがって、会期は本日から２２日までの１５日間と決定い

たしました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３ 諸般の報告 
この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。議長から報告します。

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

納検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 
このほか議員各位には、各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さ

までした。本日は提案説明に留め、質疑につきましては、１３日の本会議で議事日程に

より、審議をお願いします。以上で諸般の報告を終わります。 
ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
本日ここに、平成３１年３月 富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

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

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

厚く御礼を申し上げます。 
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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、任期満了にともなう山梨県知事選挙において、２月１７日、長崎幸太郎 新

知事が誕生いたしました。長崎知事は「停滞から前進へ」を掲げ、９年後に開業予定の

リニア中央新幹線などを念頭に、政府与党とのパイプなどを生かし、補助金拡大を目指

す、「攻めの県政」で必要な資金の確保に努め、「停滞から抜け出す」としております。

新知事におかれましては、山梨県の将来を見据え、本県が持つ可能性を引き出していた

だけるよう、県政運営にご活躍いただきますことを心より御期待申し上げるところであ

ります。 
さて、本年５月には、新天皇即位に伴い、新元号が施行されますので、今定例会は平

成、最後の定例会となります。国内外の平成を振り返ってみますと、昭和６４年１月７

日、昭和天皇のご崩御に伴い、明仁皇太子が皇位継承され、１月８日から平成がはじま

りました。災害や事件においては、平成３年には、雲仙普賢岳で大火砕流が、平成７年

１月には、阪神・淡路大震災が、３月には、オウム真理教による地下鉄サリン事件が、

平成１３年９月１１日には、アメリカにて航空機が使用された、史上最大規模の同時多

発テロ事件が、平成１６年には、新潟県中越地方を中心とする震度７の地震が、平成１

７年には、通勤、通学客を乗せたＪＲ福知山線の快速電車が制限速度オーバーにより脱

線する事故が、平成２０年９月には、アメリカの住宅バブルが崩壊し、世界的な金融危

機に発展したリーマン・ショックが、平成２３年３月１１日には、東日本を中心とする

大地震が発生し、大津波による福島第１原発でのメルトダウンが、平成２６年には、御

嶽山の噴火や広島市北部での豪雨災害、平成２８年には、熊本県地震や台風、九州北部

豪雨が、昨年も西日本豪雨や台風、また、鳥取や大阪、北海道で地震が発生するなど、

テロ事件、猛暑や豪雨、豪雪などの異常気象による自然災害の多い、災害に見舞われた

時代となりました。こうした事件や事故、災害により多くの方々が犠牲となられました

が、改めて、お亡くなりになられた方々に、お悔やみを申し上げますとともに、被災者

の皆様に御見舞いを申し上げる次第であります。 
県内では、平成２６年２月の大雪の際には、「陸の孤島」となったこと、また、昨年

は、３５℃以上の猛暑日が３１日を数え、甲府市では、観測史上最高となる４０．７℃

を観測しましたが、南アルプスや富士山に囲まれ、人的被害をもたらすような大きな自

然災害はありませんでしたが、防災や減災に対する住民意識が高まるきっかけとなりま

した。 
富士川町の平成を振り返りますと、何といっても富士川町の誕生であります。平成２

２年３月８日、旧増穂町と鰍沢町が合併して、富士川町が誕生し、町民の一体感の醸成

を図る中で「暮らしと自然が輝く交流のまち」を目指し、①みんなで考え、一緒に築く

まちづくり、②豊かな人材と文化を育むまちづくり、③健やかで笑顔があふれるまちづ

くり、④安全・安心で生活の質が高いまちづくり、⑤力強い産業と魅力にあふれたまち

づくり、⑥活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり、を柱に総合計画を策定し、計
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画に沿って、まちづくりを進めて参りました。子ども医療費の無料化や青柳東部地区の

開発、地域医療の強化と介護機能を充実させるため、峡南医療センターの新設、地場産

品の販路拡大のため「道の駅」の設置、中山間地域へのヘリポートの設置、エアコンや

プールの建設など教育施設充実、リサイクルステーションを利用した焼却ごみの減量と

資源化、情報ケーブルの設置や道路、上下水道などの基盤整備を進めて参りました。他

町に先駆けた事業や、旧町で長年懸案となっていた事項の解決など、単町ではできない

事業が進んでいるものと考えております。その富士川町も満９年が経過し、本日から１

０年目を歩み始めましたが、町の目指す「暮らしと自然が輝く 交流のまち」実現に向

け、これからも、町民の皆様の声を町政に反映する協働のまちづくりを推進して参りた

いと考えております。 
それでは、今定例会に提出いたしました、主な案件と主要な事業への取り組み状況に

ついて申し上げます。 
まず、平成３１年度当初予算についてであります。予算編成にあたっては、徹底した

行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理統合による行政の効率化を図るととも

に、事業の妥当性、効率性、公平性など、事業全般にわたって精査する中で、行政の継

続性や緊急的な課題への対応など、柔軟に予算編成をしたところであります。その結果、

平成３１年度の一般会計当初予算は、８，４１０，０９２千円となり、前年度との比較

では０．６％の増額予算でありますが、昨年度当初は、町長選挙があり、骨格予算であ

りましたので、政策予算は６月補正としたところであり、６月補正後の予算額は、９，

０６５，２３９千円で、平成３１年当初と対比しますと、６５５，１４７千円減のマイ

ナス７．２％のとなりますが、当初予算の詳細につきましては、当初予算案の提案理由

で述べさせていただくこととしております。 
次に、町制施行１０周年記念事業についてであります。先ほど申し上げましたとおり、

本町は、平成２２年３月８日に誕生し、本日、満９年を迎えました。今日からは、１０

年目ということで、記念すべき１年となります。町といたしましては、合併から満１０

年を迎えるにあたり、さまざまな企画をして、町民の皆さんとともに、お祝いをして参

りたいと考えております。 
まず、記念事業として、３月２３日に、お笑いの四天王といわれるタレントのコロッ

ケさんのコンサートをますほ文化ホールにおいて行い、４月２８日に富士川いきいきス

ポーツ公園のオープニングイベント、６月２９日に落語まつり・落語鰍沢ツアーと公演、

１１月４日に山車巡行祭り、明年３月８日に町制施行１０周年記念式典の５つの事業を

計画しております。また、公開番組として、ＮＨＫ・Ｅテレの「俳句王国がゆく」を明

年２月１日に、ますほ文化ホールにおいて公開録画をする計画であります。このほか、

さくら祭りをはじめとする既存のイベントには、「町制施行１０周年記念」の冠をつけ

て、事業を展開することとしております。さらに、制定事業として、県外の自治体との

交流を促進するために、「友好交流自治体」を制定し、また、町をＰＲするためのマス

コットキャラクターの制定を企画しております。こうしたことから、今後１年間に行う、

町制施行１０周年記念事業全体を「ふじかわ １０(イチマル) スマイル・プロジェクト」
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と銘打って、町全体に笑顔があふれるお祝いムードを演出することとし、平成３１年度

当初予算に所要の経費を計上しております。 
次に、行政組織の再編及び職員定数の改正についてであります。まず、行政組織の再

編については、消防・防災や交通安全対策を所管する防災課を、防災交通課に名称変更

することとし、政策秘書課にある交通対策及び危険空き家対策を消防防災担当及び交通

対策担当に所管替えし、わかりやすい名称、部署に改めるものであります。また、財務

課にあるリニア対策室をリニア対策担当として政策秘書課へ所管替えを行い、管財課は、

所掌事務の再編を行い、財産管理担当及び契約担当を財産担当、契約管理担当とし、産

業振興課では、商工振興担当、観光振興担当を合わせ、商工観光担当とし、事務の効率

化を図ることとしたところであります。次に、職員の定数については、現在の職員数に

近づけることから、現状及び今後の採用を鑑み、職員総数を減員する改正するものであ

ります。以上、行政組織の再編及び職員定数については、行政組織を効率的で効果的な

行政運営するため、今定例会に改正条例案を提出しております。なお、組織再編による

来庁者の混乱を招くことがないよう、広報誌等を利用し、周知を図って参りたいと考え

ております。 
次に、町有住宅管理条例の改正についてであります。町有住宅については、これまで、

町有青柳町団地については、単身入居を可能とし、定住促進を図ってきたところであり

ます。一方、町有鰍沢団地については、世帯や同居を入居資格として、住宅困窮者に対

し住宅を供給して参りました。しかし、鰍沢団地についても、単身の住宅困窮者からの

入居希望もあることから、今後においては、単身者も入居可能とし、入居率の向上及び

定住促進を図ることとし、今定例会に条例改正案を提出しております。 
次に、学校給食センターについてであります。学校給食センターの建設につきまして

は、これまで、町内各校の栄養士や設計協力者等により、実施設計業務を進めてきたと

ころであります。この度、実施設計業務が完了し、平成３２年６月の完成を目指し、夏

休み明けの稼働開始を予定していることから、今定例会に、学校給食センターの施設整

備に係る建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、厨房設備機器及び敷地造成等の

継続費を予算計上したところであります。学校給食センターは、平成３２年６月の完成

を目指し、夏休み以降稼動させ、配食をすることとしておりますので、工事スケジュー

ルといたしましては、年度当初に、敷地造成に着手し、建築主体、電気設備、機械設備

工事につきましては、一般競争入札の公告を行い、５月に入札、厨房設備工事とともに、

契約は議会での議決が必要となる金額でありますので、議会で議決をいただいた後に、

本契約を締結し、工事着手して参りたいと考えております。 
次に、富士川町児童センターの完成及びますほ児童センター取り壊しについてであり

ます。富士川町児童センターの建築工事は、平成３１年２月末に完成し、３月２８日に

竣工式を行い、４月１日からの開所を予定しております。富士川町児童センターは、敷

地面積４，５５９．７９㎡、建築面積１，０９５．５９㎡で、現児童センターと比べ、

敷地面積で約２．５倍、建築面積で約２倍となっており、受入れる児童クラブの人数に

ついても９０名から１２０名となります。引きつづき、地域全体で子どもを生み育てや
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すい環境づくりを形成し、子どもや保護者のニーズに合わせた事業展開を図り充実した

施設を目指して参ります。また、ますほ児童センターについては、リニア中央新幹線の

ルート上にある公共施設のため、町民体育館同様に 平成３１年９月までに解体工事を

完了させる予定となっていることから、今定例会に解体経費を計上いたしております。 
次に、富士川いきいきスポーツ公園競技場の使用開始及びオープン記念イベントにつ

いてであります。富士川いきいきスポーツ公園につきましては、平成２８年度から工事

に着手し、今年度末には、ウレタン舗装の陸上競技場や、人工芝舗装のサッカー場のス

ポーツ施設が完成し、本年４月１日からスポーツ施設の供用を開始、一般に貸し出すこ

ととしたところであります。また、施設の事前予約を可能とするため、３月１日から予

約受付を行っているところであります。今後は、施設の利用促進に向け、ホームページ

やチラシなどで、広報活動を行い、合宿団体の利用や競技会などの誘致を図るなど、大

勢の方々に利用していただけるよう啓発に努めて参りたいと考えております。供用開始

は４月１日でありますが、４月２８日に、富士川町制施行１０周年記念事業として、「富

士川いきいきスポーツ公園オープン記念イベント」を開催することとしております。第

一部の式典につきましては、テープカットや、走り初め、蹴り初めなどを予定し、第二

部のイベントにつきましては、本町出身で、ロンドンオリンピック選手の佐野夢加さん

を招待しての陸上教室の開催、さらに、元サッカー日本代表選手としてメキシコオリン

ピックで活躍された、釜本邦茂さんをお招きし、サッカー教室の開催などを開催する経

費を計上しております。 
次に、シビックコア地区整備についてであります。シビックコア地区整備については、

鰍沢地区中心市街地の賑わいの創出及び、交流の場の創出のため、国の富士川地方合同

庁舎と町の図書館を合築整備することとし、昨年３月から、「合同庁舎と町の図書館と

いう施設特性を生かし、地域性に配慮した、誰もが利用しやすい庁舎を目指す」設計コ

ンセプトにより、国土交通省において基本設計を進めて参りました。こうした中、昨年

１１月に開催した、富士川町シビックコア地区整備推進 連絡協議会及び、１２月に開

催した富士川地方合同庁舎 事業調整会議において、合同庁舎の配置計画及び図書館の

平面計画等の基本設計が合意されたことから、現在、平成３２年度の工事着工に向けて、

国土交通省において実施設計を鋭意進めていただいているところであります。この富士

川地方合同庁舎 建設予定地における用地・物件補償については、昨年７月に土地売買

契約及び物件移転補償契約を締結し、現在、土地物件所有者において、移転の手続きを

進めていただいておりますが、所有権移転の手続きの期間が、平成３１年度末まで必要

となったことから、今定例会に繰越明許費補正予算をお願いいたしております。また、

整備する富士川地方合同庁舎及び図書館については、平面計画等における基本計画の合

意を受けた後、ホームページ等で公表して参ります。なお、図書館の管理・運営方法等

については、明年度から、多くの皆様の御意見を伺いながら、検討していくこととして

おります。 
次に、峡南広域行政組合 計算センターの名称変更についてであります。峡南広域行

政組合にある計算センターは、昭和４８年３月、峡南地域の１１町により設立され、住
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民記録管理や税務計算に関する事務など、行政事務の効率化を図るため、設立いたしま

した。その後の、昭和５８年１０月に、計算センター、消防本部、養護老人ホームの複

合化により、峡南広域行政組合に移行し現在に至っていることから、計算センターとし

ては、設立以来、４６年にわたり行政事務の効率・向上を目指して共同処理に取組んで

いるところであります。現在、峡南５町で共同処理している住民記録管理や税務計算な

ど、２８業務の基幹系業務システムは、平成３２年度に更新時期を迎えます。一方、峡

南５町を除く、県内市町村においては、基幹系業務においても、それぞれの市町村が単

独で処理しておりますが、峡南広域計算センターとともに共同処理することで、経費の

削減はもとより、効率よく処理できることを山梨県市町村総合事務組合へ提案したとこ

ろ、この度、山中湖村が加入する意思を示してくれたところであります。このため、基

幹系業務システムの更新に向けて、今後、山梨県市町村 総合事務組合と峡南広域計算

センターとの間で委託契約を締結し、峡南５町と山中湖村の６団体で共同処理すること

を決定したところであります。また、計算センターという名称は、設立当時は計算業務

を主体に行っていたことから、何ら違和感はありませんでしたが、現在は、情報データ

を主体とした処理業務を行っていることから、全国的に見ても情報の文字を用いた名称

を使用しております。こうしたことから、山中湖村を加えた共同処理を行うのを契機に、

計算センターという名称から、「情報センター」に改称することとし、今定例会に、峡

南広域行政組合の規約変更案を提出しております。 
以上、今定例会に提出いたしました主なる案件と主要な取り組みについて述べさせて

いただきました。今定例会に提出いたしました案件は、条例改正案件１１件、条例廃止

案件１件、補正予算案件９件、予算案件１６件、契約締結案件２件、組合規約変更案件

１件、合わせて４０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、よろしくご審議の上、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  議案第 ８号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第５  議案第 ９号 富士川町職員定数条例の一部を改正する条例について 
日程第６  議案第１０号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 
日程第７  議案第１１号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第８  議案第１２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第９  議案第１３号 富士川町職員の特殊勤務手当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１４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 
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 て 
日程第１１ 議案第１５号 富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
日程第１２ 議案第１６号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例

につい 
日程第１３ 議案第１７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１４ 議案第１８号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の１１議案は、条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

     町長 志村学君。 
〇町長（志村学君） 

――――― 提案理由の朗読説明――――― 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第８号から第１８号について補足説明を求めます。 
はじめに、議案第８号から第１３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、まず議案第８号富士川町行政組織条例の一部を改正する条例についての補

足説明をさせていただきます。タブレット３ページです。この改正は、課の名称変更及

び事務分掌を所管替えし、行政課題に対応すること、また、わかりやすい名称に改正す

るものであります。新旧対照表で説明いたします。タブレット４ページです。第１条で

は、防災課を防災交通課に改正し、第２条では、政策秘書課にリニア中央新幹線に関す

る事務を所管替えし、ページの下、防災交通課に事務分掌の交通安全に関すること、を

次のページのように、２号として、交通政策及び交通対策に関することに改め、併せて

議会委員会条例の中の防災課の名称を防災交通課と改めるものであります。なお、その

下、文化ホール事務局は、すでに指定管理となっていることから削除するものでありま

す。 
続きまして、議案第９号 職員の定数条例の一部を改正する条例であります。次の次

のページになります。この改正は、町職員の定数を現状の職員数及び今後の退職者や採

用数を鑑み改正するものであります。新旧対照表で説明いたします。タブレット８ペー

ジをお願いします。町長部局の１６４人を１５８人に、議会事務部局の３人を２人に、

併任職員１人を含め、計３人、教育員会部局１１人を１４人とし、教育委員会の所管す

る学校の職員は、現在おりませんので削除するものであります。この改正により、職員

定数合計は、１８９人から１７８人となります。 
続きまして、次のページの議案第１０号の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。次のページ、タブレット１０ページをご覧くだ

さい。この改正は、働き方改革を推進するため、人事院規則の一部改正に伴い改正する

ものであります。新旧対照表でご説明申し上げます。次の次のページ、タブレット１１
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ページです。第８条の３項に前項に規定するもののほか、同項に規定する正規勤務時間

以外における勤務時間に関し、必要な事項は、規則で定めるとするものであります。 
続きまして、次のページ、議案第１１号 富士川町の特別職員の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正についてであります。この改正は、本条

例を整備また、明確化させるものであります。次の次ページ、タブレット１４ページを

ご覧ください。新旧対照表でご説明します。別表第２条、３条関係の下ほどに、町立保

育所嘱託医、内科は、７０，０００円、歯科は、６０，０００円以下の範囲で、町長の

定める額とし、次のページに移りまして、環境保健委員を環境衛生委員と語句の訂正を

行い、鳥獣被害対策実施隊、１，０００円を加えるものであります。 
続きまして、議案第１２号 富士川町:職員給与の一部を改正する条例についてであり

ます。この改正は、基準職務表の職務の改正であり、職務の追加及び、の５級、６級の

中に同じ職務名があり、区別するため改正するものであり、新旧対照表でご説明申し上

げます。次の次のページ、タブレット１８ページです。別表第１、４条関係であります

が、表中の１級の欄に技師、技師補を加えるものであり、これは、本町には技師職員等

採用がありますので、明確化し、新たに設けるものであります。その下、６級の欄に「複

雑困難な業務をつかさどる」を加える改正を行いますが、５級と同じ職務名の局長、所

長、及び室長の職務の区別化を図るものであります。 
続きまして、議案第１３号 富士川町特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。タブレット１９ページであります。特殊勤務手当は、著しく危

険、不快、不健康又は、困難な勤務その他、著しく特殊な勤務で、給料上で特別な考慮

を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに

従事する職員に、その特殊性に応じて支給することとなりますが、その制度に合致しな

いなど県から見直しの指導があり改正するものであります。新旧対照表をご覧ください。

タブレット２１ページです。災害出動手当を全文削除するものであります。 
以上、議案第８号から議案第１３号までの補足説明であります。いずれも、平成３１

年４月１日から施行としております。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に議案第１４号について補足説明を求めます。 
町民生活課長 松井清美さん。 

〇町民生活課長（松井清美さん） 
それでは議案第１４号について補足説明をさせていただきます。タブレット２３ペー

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

国民健康保険税条例平成２２年富士川町条例第６３号の一部を次のように改正する。主

な内容は、平成３１年４月１日施行の国民健康保険施行令の一部改正に伴い、国民健康

保険税の課税限度額の引き上げ及び、減額の対象となる世帯を判定所得について改正す

るものです。詳細につきましては新旧対照表にてご説明をいたします。タブレットを２

４ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第２項及び、第２３条中の基礎課税額を
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５８万円を６１万円に、低所得者層の負担軽減としましては、５割軽減の対象となる世

帯の軽減判定所得の算定において、被保険税の数に乗るべき金額については、第２３条

第２号中の。タブレットを２５ページにお進みください。２７万５，０００円を２８万

円に。２割軽減の対象となる軽減判定所得の算定におきましては、被保険者の数によっ

てをずるべき金額５０万円を５１万円に引き上げることとなりました。タブレットの２

３ページに戻っていただき、附則につきましては施行期日でありますが、平成３１年４

月１日からとし、経過措置としてこの条例による改正後の富士川町国民健康保険税条例

第２条第２項及び、第２３条の規定は、平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用し、平成３０年度以前の国民健康保険税についてはなお従前の例による。で

あります。以上補足説明とさせていただきます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１５号及び第１６号について補足説明を求めます。 
福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 
それでは議案第１５号の富士川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例についての補足説明をさせていただきます。次のページをお開きください。この

条例改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律による、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正

に伴い、条例改正を行うものであります。次の２８ページ、新旧対照表をご覧ください。

第１４条に保証人を付す項目を追加しています。保証人の要否は市町村の判断によるこ

ととなったことから、現在までと同様に保証人を立てることとし、ここに明記をいたし

ました。第１５条に、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令において、年賦償還、半

年賦償還に加え、月賦償還が追加されたことにより、災害援護資金の償還に月賦払いを

追加いたしました。また、第８条の規定が削除されたことにより、第１２条が第１１条

となっております。前のページに戻っていただき、附則としまして施行期日は平成３１

年４月１日から施行し、経過措置として、施行日前に生じた災害に係る災害弔慰金の貸

し付けについては従前の例によることとしております。 
続きまして、次の２９ページをお開きください。議案第１６号富士川町保健福祉支援

センター条例の一部を改正する条例についての補足説明をさせていただきます。この改

正の概要は現在、保健福祉支援センター２階で行なっております介護予防型通所型サー

ビス事業を、本年４月から中部地区にあります高齢者ふれあいセンターにおいても週１

回開催することとしたことから、現在の保健福祉支援センター条例から削除し、富士川

町介護予防日常生活支援総合事業を実施要項内に追加することにより、今後の拡充にも

対応できるよう改正するものであります。３２ページの新旧対照表をお開きください。

第４条事業では、老人デイサービス事業を削除し、第５条、利用定員、第８条、利用の

許可及び、第 10 条利用料についても、次のページにわたっておりますが、デイサービ

ス事業に関連する文言を削除をいたしております。前のページに戻っていただき、附則

としてこの条例は、３１年４月１日から施行するとしております。以上議案第１５号及
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び第１６号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどを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１７号について補足説明を求めます。 
産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 
それでは議案第１７号の富士川町手数料条例の一部を改正する条例について、補足説

明をさせていただきます。詳細についてはタブレット３６ページの新旧対照表でご説明

いたします。 
林地台帳及び、森林の土地に関する地図の公表等に係る閲覧及び交付を行う手数料に

ついて、別表第２第７条関係の表中５４の次に５５、５６、５７を追加するものであり、

５５については、森林法の規定による林地台帳に記載された事項の公表に係る閲覧及び

交付１件につき３００円、５６については、森林法の規定による森林の土地に関する地

図の公表に係る閲覧及び交付１件につき３００円、５７については森林法の規定による

林地台帳に記載された事項の提供に係る閲覧及び交付１件につき３００円であります。

タブレット３５ページにもどっていただき附則としまして、平成３１年４月１日から施

行するとなっております。以上議案１７号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきご議決賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第１８号について補足説明を求めます。 
都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 
それでは、議案第１８号富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について補足

説明をさせていただきます。今回の改正につきましては鰍沢団地について単身者も入居

可能とし、入居率の向上及び定住促進を図るため、一部改正することとしたところでご

ざいます。それでは改正の本文、タブレットでいきますと３８ページをお願いいたしま

す。富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例。富士川町有住宅管理条例の一部を

次のように改正する。第５条第１項を第２号を次のように改める。詳細につきましては、

新旧対照表のタブレット３９ページをお願いいたします。第２号、現に同居し、又は同

居しようとするものがある場合は、当該現に同居し、又は同居しようとするものが入居

するものの親族、婚姻の届けをしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にあるもの、そ

の他婚姻の予約者を含む、以下同じであること改めます。現行の条例を見ていただきま

すと、ただし書きにあります部分につきましては、町有青柳団地を指しており、青柳団

地では単身可能としておりました。その部分を削り、青栁町団地及び、鰍沢団地の２団

地とも単身者の入居可能となるよう改めたものでございます。前のページに戻っていた

だきまして、附則としましては第１項では施行期日を規定しており、この条例は平成３

１年４月１日から施行する。第２項では経過措置を規定しており、この条例による改正

後の第５条第１項第２号の規定では、この条例の施行の日以後に入居する者に係る入居
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者の資格について適用し、同日前に入居する者に係る入居者の資格については、なお従

前の例によるとしております。以上で議案第１８号の補足説明を終わらせていただきま

す。審議いただきご議決賜りますようお願いいたします。 
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１５ 議案第１９号 富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止する条例

について 
を、議題とします。 
町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 
次に、議案第１９号について補足説明を求めます。 
財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 
それでは、富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止する条例について、補足

説明をさせていただきます。タブレット４１ページになります。 
この条例の廃止については、今年度末において、この条例の対象となる職員が退職し、

いなくなること、また、今後も採用する予定もないため、廃止するものであります。 
以上、補足説明とさせていただきます。施行日は、平成３１年４月１日からとしてお

ります。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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。 
ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２７分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時３６分 
〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 
日程第１６ 議案第２０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 
日程第１７ 議案第２１号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 
日程第１８ 議案第２２号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 
日程第１９ 議案第２３号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
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日程第２０ 議案第２４号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第２号） 
日程第２１ 議案第２５号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 
日程第２２ 議案第２６号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
日程第２３ 議案第２７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３号） 
日程第２４ 議案第２８号 平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の９議案は、補正予算案件でありますので、一括して議題とします。町長から本

案について、提案理由の説明を求めます 
町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
   ――――― 提案理由の朗読説明――――― 

〇議長（井上光三君） 
次に、議案第２０号から第２８号について、補足説明を求めます。 
はじめに、議案第２０号について補足説明を求めます 
財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 
それでは議案第２０号の補足説明をさせていただきます。 
（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
歳入歳出予算の補正は、事項別明細書により説明させていただきます。表紙の次のペ

ージ、タブレットで５３ページをお願いします。 
（以下、平成３０年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
タブレット５０ページに第２表、繰越明許費をご覧ください。 
（以下、第２表繰越明許費朗読説明） 
次のページをご覧ください。第３表地方債の補正であります。 
（以下、第３表地方債補正朗読説明） 
以上、議案第２０号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜り

ますようお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２１号及び第２２号について補足説明を求めます。 
町民生活課長 松井清美さん。 

〇町民生活課長（松井清美さん） 
タブレットは７４ページからになります。議案第２１号平成３０年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算第２号の補足説明をさせていただきます。次のページに移りま

す。 
（以下、平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算朗読） 
次のページに移ります。第１表歳入歳出予算補正の詳細につきましては事項別明細書

によりご説明をさせていただきます。タブレットは７８ページをお開きください。 
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（以下、平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書の朗読説

明） 
以上となります。続きまして議案第２２号、タブレット８３ページにお進みください。 

議案第２２号平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号の補足説

明をさせていただきます。 
（以下、平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 
 次のページに移ります。第１表歳入歳出補正予算につきましては、事項別明細書によ

りご説明をさせていただきます。タブレットの８７ページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
以上、議案第２１号及び、２２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申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２３号及び第２４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９０ページ、議案第２３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３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
第１表歳入歳出補正予算につきましては、事項別明細書にてご説明をさせていただき

ます。９５ページをお願いいたします。款、項、補正額の順に説明させていただきます。 
（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） 
続きまして９９ページをお願いいたします。議案第２４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３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算の朗読） 
第１表歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書にて説明させていただきます。

１０４ページをお開きください。 
（平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
以上議案第２３号及び第２４号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどをよ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２５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） 
それでは議案第２５号平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算第１号の補足 

説明をいたします。タブレット１０７ページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算の朗読） 
第１表歳入歳出予算補正につきましては事項別明細書にて説明させていただきます。

１１１ページをお開きください。 
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（以下、平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
以上で補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますようよろしくお願

いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

次に議案第２６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２６号の補足説明をさせていただきます。タブレット１１３ページを

お開きください。議案第２６号平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算第４

号。次のページにお進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算朗読） 

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

す。事項別明細書１ページ、タブレット１２０ページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

     前に戻っていただきまして、補正予算の３ページ、タブレット１１７ページをお開き

ください。第２表繰越明許費補正についてご説明いたします。 
     （以下、第２表繰越明許費朗読説明） 
     次のページにお進みください。第３表地方債補正についてご説明いたします。 

（以下、第３表地方債補正朗読説明） 
なお事項別明細書の４ページ、タブレット１２３ページには、地方債の現在高の見込

みに関する調書となっておりますので、ご参照ください。以上で議案第２６号の補足説

明をさせていただきます。ご審議のほど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） 

次に、議案第２７号について補足説明を求めます。 
産業振興課長 依田正紀君。 

〇産業振興課長（依田正紀君） 
それでは、議案第２７号の補足説明をさせていただきます。タブレット１２４ページをお

開きください。平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算第３号。次のページ

をお願いします。 
（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朗読） 
次のページの第１表歳入歳出予算補正については事項別明細書によりご説明させていま

す。タブレット１２８ページをお開きください。平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別

会計補正予算事項別明細書。次のページをお願いします。 
（以下、平成３０年度富士川町かじかの湯事業特別会計補正予算事項別明細書朗読説明） 
以上、議案第２７号の補足説明とさせていています。ご審議いただきご議決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第２８号について、補足説明を求めます。 
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上下水道課長 中込浩司君。 
○上下水道課長（中込浩司君） 

それでは議案第２８号の補足説明をさせていただきます。タブレットの２３１ページをご

覧ください。議案第２８号平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算第１号。次のページ

にお進みください。 
（以下、平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算朗読説明） 
詳細につきましては水道事業会計補正予算説明書により説明をさせていただきます。補正

予算書２ページ、タブレットの１３４ページをお開きください。 
（以下、平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算説明） 
なお、次の次ページ以降が予定キャッシュフロー計算書となっておりますので、ご参照く

ださい。以上で、議案第２８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 
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２５ 議案第２９号 平成３１年度富士川町一般会計予算 
日程第２６ 議案第３０号 平成３１年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第２７ 議案第３１号 平成３１年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
日程第２８ 議案第３２号 平成３１年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第２９ 議案第３３号 平成３１年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
日程第３０ 議案第３４号 平成３１年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第３１ 議案第３５号 平成３１年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第３２ 議案第３６号 平成３１年度富士川町下水道事業特別会計予算 
日程第３３ 議案第３７号 平成３１年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
日程第３４ 議案第３８号 平成３１年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
日程第３５ 議案第３９号 平成３１年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第３６ 議案第４０号 平成３１年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産

区特別会計予算  
日程第３７ 議案第４１号 平成３１年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 
日程第３８ 議案第４２号 平成３１年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
日程第３９ 議案第４３号 平成３１年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算  
日程第４０ 議案第４４号 平成３１年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３１年度の当初予算案件でありますので、一括して議題とし

ます。 
町長から、本案について提案理由の説明を求めます 
町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 
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―――――平成３１年度富士川町一般会計及び特別会計予算編成の概要説明―――――

〇議長（井上光三君） 
以上で、町長からの提案理由の説明が終わりました。ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時３９分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時４７分 
〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 
お諮りします。ただいま議題となっております、議案第２９号から第４４号までの１

６議案については、委員会条例第６条の規定により、全議員で構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託の上審議したいと思います。これにご異議ありませんか。 
    （「異議なし。」の声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第２９号から第４４号までの平成３１年度富

士川町各会計予算は、予算特別委員会を設置し、これに付託の上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。 
    （ 書記が委員名簿を配布 ） 
〇議長（井上光三君） 

お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任につきましては、

委員会条例第７条第４項の規定により、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、予算特別委員会の委員は配布しました名簿のとお

り決定しました。 
ここで暫時休憩します。予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 ３時４９分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 ３時５１分 

〇議長（井上光三君） 
休憩を解いて再開します。休憩中に予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。 
 予算特別委員会委員長に青栁光仁君、同副委員長に鮫田洋平君が、それぞれ互選され

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

しますので、ご了承願います。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第４１ 議案第４５号 富士川いきいきスポーツ公園体育器具購入変更契約の締結
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について 
日程第４２ 議案第４６号 リニア高下工事用道路整備工事請負変更契約の締結につい 
             て 

以上の２議案は契約締結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。 

   ――――― 提案理由の朗読説明――――― 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４５号及び第４６号について補足説明を求めます。 
管財課長 河原恵一君。 

○財課長（河原恵一君） 
それでは議案第４０号の補足説明をさせていただきます。本契約は平成３１年４月１６日

に行われた第１回富士川町議会臨時会においてご議決をいただきました富士川いきいきス

ポーツ公園体育器具購入について、納入期限の延長が生じたため、契約の納入期限を変更す

ることに関し議会の議決を求めるものであります。物品名につきましては、富士川いきいき

スポーツ公園体育器具であります。変更の内容でありますが、購入する物品内、受注生産員

である審判台、走り高跳用マットにつきまして、製造元からの製造が追いつかないことから、

出荷および運搬に遅れが見込まれるため、納入期限を延長するものであります。この納入期

限の延長につきましては、請負業者であります神山スポーツから納入期限を２４日間延長し

たいとの旨の納入期限延長願いが提出され、内容を審査した結果、納期延長は妥当であると

判断し、当初の木である平成３１年３月２７日を、平成３１年４月２０日とする物品売買変

更仮契約書を平成３１年２月１８日付で締結いたしました。なお契約金額である１，９７８

万５，６００円につきましては変更ございません。契約の相手方につきましては神山スポー

ツ神山智です。なお、物品売買変更仮契約書の写しを添付してございますのでご参照くださ

い。 
引き続き議案第４６号の補足説明をさせていただきます。タブレット５７９ページをお開

きください。本契約は平成３０年７月に行われた第２回富士川町議会臨時会においてご議決

をいただきましたリニア髙下工事用道路整備工事について、設計変更が生じたため、契約金

額を変更することに関し議会の議決を求めるものであります。工事名につきましてはリニア

髙下工事用道路整備工事であります。施工場所につきましては、髙下地内であります。主な

変更内容ですが、再測量の結果、現地に対応するよう擁壁工の高さ及び延長を増工したため

１，５２４万８，５２０円の増額となり、この内容による建設工事請負変更仮契約書を平成

３１年２月１９日付けで締結いたしました。なお工期につきましては平成３０年７月３１日

から、平成３１年５月３１日までて変更はございません。契約の相手方につきましては、井

上建設株式会社代表取締役井上和夫です。なお建設工事請負変更仮契約書の写しを添付して

ございますのでご参照ください。以上、議案第４５号、及び議案第４６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） 
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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４３ 議案第４７号 峡南広域行政組合規約の変更について 
     を、議題とします。 
     町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 
○町長（志村学君） 
      ――――― 提案理由の朗読説明――――― 
（ 町長 提案理由説明 ） 
〇議長（井上光三君） 

次に、議案第４７号について補足説明を求めます。 
財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 
それでは、議案第４７号、峡南広域行政組合規約の変更について、補足説明をさせていた

だきます。タブレット５８３ページの新旧対照表にて説明申し上げます。この規約の変更の

内容は、峡南広域行政組合 計算センターの名称の変更であります。長年この名称でありま

したが、現在のセンターの処理作業は、情報データを主体として処理を行っておりますので、

現在に合った名称とすることとし、この計算センターの名称を「峡南広域組合情報センター」

に改めるものであります。以上、議案第４７号の補足説明とさせていただきます。施行日は、

平成３１年４月１日からとしております。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 
〇議長（井上光三君） 

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

す。相互に礼。ご苦労さまでした。 
 

散会 午後４時００分 
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２４ 
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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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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

３１年第１回富士川町議会定例会２日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席

いただき、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、諸般の報告を行ないます。議長から報告します。本日

の議事日程 及び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。 

     なお、本日は、東日本大震災の発生から８年目にあたります。震災により犠牲となられた方々

に対し、哀悼の意を表するため、発生時刻の午後２時４６分から１分間の黙とうを捧げたいと

思います。防災行政無線のサイレンの吹鳴に合わせ、議場内において黙とうを行いますので、

ご協力をお願いします。 

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

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 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） 

本日は大きな２つのことについて一般質問をしたいと思います。まず富士川町町民交流広場

富士川いきいきスポーツ公園の整備に関わって質問を行います。 

富士川いきいきスポーツ公園は、峡南地域にとって初めての本格的な陸上競技場・サッカー

グラント・フットサルグランドとして、その活用が待たれています。一方で富士川町民交流広

場として町内外の人たちの憩いの場・交流の場としても期待されています。そこで、町民交流

広場の機能整備として何点か質問をいたします。  

まず、トイレ設置計画の具体的内容について伺います。公園にとって、トイレは も重要な

施設です。明るくきれいで機能的なトイレの設置が望まれます。洋式トイレや障害者用のトイ

レの設置も必要です。計画では公園内に１か所と、管理棟へのトイレ設置が予定されています

が、河川敷のため建造物がつくれないという制限がある中で、具体的にどのようにトイレを設

置しようとしているのかを伺います。 

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） 



２６ 
 

ただ今の望月議員のトイレの設置計画についての答弁をさせていただきます。富士川いきい

きスポーツ公園内のトイレ設置計画につきましては、甲西道路国道５２号の高架下付近の河川

保全区域内に建設します、管理棟と一体的に整備する外トイレを計画しており、内容について

は、男性用が、小便器４器、洋式トイレ２器、女性用が、洋式トイレ５器、その他に多目的ト

イレ１器の計画となっております。 

また、管理棟内にも、洋式トイレ１器と多目的トイレ１器、河川敷内の北側駐車場計画地付

近に、可搬式トイレ１基、内容ついては、男性用が、小便器１器、洋式トイレ１器、女性用が、

洋式トイレ１器を設置する計画であります。 

なお、各種イベントにおいて、多数の参加者が見込まれる場合には、主催者に、仮設トイレ

を設置していただけるようお願いし、ご協力いただきたく考えております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

管理棟トイレを中心に整備を図りたいというふうに把握しました。再質問お願いします。４月

１日からは供用開始が予定されていますが、供用開始前までにトイレの設置が完了するので

しょうか。その点伺います。 

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） 

ただ今の、トイレの設置の時期についてのご質問にお答えいたします。富士川いきいき公園

の整備につきましては、これまで国庫補助金の内示額について要望した額より大幅に下回った

ため、管理棟を一体的に整備する外トイレにつきましては、本年４月１日からその施設を一般

に貸し出すには間に合わない状況でございます。このような状況ではありますが、管理棟及び

に外トイレ、河川敷内のトイレついては平成３２年度の末の完成を目指しているところでござ

います。なお、管理棟及び外トイレが完成するまでの間につきましては、河川敷内に常設の仮

設トイレを設置し、和式２基で対応することとしております。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

３２年に完成予定ということで、それまでは、河川敷内に可動式の仮設トイレの設置をとい

うことで、理解でよろしいですか。それでは次の質問に移ります。次に夜間照明器具の設置計

画について伺います。夜間照明器具については、陸上競技場周辺に６か所設定する予定であり

ますが、可動式の照明器具の設置を予定しているのでしょうか。伺います。 

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） 

ただ今の夜間照明器具の設置計画についてのご質問にお答えいたします。富士川いきいきス

ポーツ公園は、利根川公園スポーツ広場の代替施設として整備しております。こうしたことか

ら、利根川公園スポーツ広場と同等の照度を確保するため、シミュレーションした結果、１基

当たりLED８灯とし、高さ８ｍの照明灯６基を設置する案を採用し、設置場所は、階段護岸側
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に３基、河川側に３基、設置する計画であります。 

なお、設置場所が河川敷内であるため、可倒式照明柱６基を占用することで、現在、河川管

理者と河川占用協議を進めているところであります。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

はい、わかりました。再質問お願いします。公園西側には国道５２号が通り、サンビュー富

士川・富士川病院及び住居や公営住宅がありますが、照明の角度とか、あるいは照度について

検討はなされているんでしょうか。その点について伺います。 

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） 

夜間照明の配置計画については、利根川公園スポーツ広場と同等の照度を確保するため、グ

ラウンド内の照度を 100～200lx の確保を目標として、シミュレーションした結果、国道５２号

甲西道路では、その 1/50～1/100 に値する 2lx、近隣住宅や富士川病院では 1lx 以下程度となっ

ております。こうしたことから、照度としての数値は、非常に小さいもので、近隣への影響に

ついては、問題はないと考えているところであります。 

また、夜間照明設備の施工時において、現地で照度具合を見ながら、照明器具の取付け角度

を調整することとし、その際に、堤防や国道より西側の病院や宅地への影響も考慮する中で、

調整することとしております。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     いろいろな点に配慮してですね、夜間照明器具の設置を考えていらっしゃるということで、

ちょっと胸をなでおろしています。再質問お願いします。夜間照明器具の設置完了時期はいつ

頃になるんでしょうか伺います。 

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） 

ただ今の夜間照明器具の設置完了時期についての質問にお答えいたします。富士川いきいき

スポーツ公園につきましては、利根川公園スポーツ広場の代替施設として整備しておりますが、

夜間照明施設は、リニアの機能補償の対象となっていることから、現在、JR 東海と協議をし

ているところであります。 

こうしたことから、夜間照明施設の設置につきましては、JR 東海からの補償金や、国庫補

助金の配分額の状況及び、夜間利用者の要望などを考慮し、設置時期についても検討している

ところでございますが、補助金等の関係もありますので遅くも、平成３３年度末までに、完了

したいと考えております。 

なお、引き続き、国庫補助金などの財源確保に努め、平成３２年度末までの完了を目指して

いきたいなと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

次の質問です。多目的広場等への遊具等の設置計画について伺います。まず、健康器具等の

設置構想がありますがどのようなものを設置しようと考えているのでしょうか。伺います。 

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） 

ただ今の多目的広場の遊具等の計画についてのご質問にお答えいたします。富士川いきいき

スポーツ公園については、スポーツ競技施設の周りの多目的広場に、背のばしベンチなどの健

康遊具を設置する計画ではありますが、子どもが遊べる遊具等については、現時点では、設置

の計画はございません。  

しかし、子どもが遊べる遊具等については、富士川いきいきスポーツ公園が、集客交流の場

となるよう、レクリエーション機能として、多目的な遊具の設置の必要性を感じているところ

であります。 

こうしたことから、河川敷内であるため、富士川が高水位時には、撤去可能な、取り外し式

遊具に、限定されることとなりますが、多目的広場等での設置場所を確保できることから、今

後、河川管理者と協議と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） 

再質問お願いします。現時点では、子どもの遊具等については設置する方向ではないと、随

時考えていきたいという答弁だったと思いますが、私は、近隣の公園をいくつか視察してきま

した。その中で中央市の「シルクの里公園」には、繭玉をイメージした「ふわふわドーム」と

いうのが設置されていて、通称「おっぱい公園」というような名前で大変人気を博しています。

そして特徴ある公園として市内外の人たちに親しまれています。私が、視察に行ったときにも、

金曜日の午前中でしたが、勝沼から何組かの親子連れが遊びに来ていました。富士川いきいき

スポーツ公園も特徴があり、みんなから愛されるような公園になれば良いと思います。例えば、

河川敷ですからいろいろな制約があることは私は存じておりますが、例えば観覧席付近の土手

を活用して、ダンボールそりが楽しめるような工夫ができないでしょうか。また、普段はあま

り利用されない、例えば市川三郷の花火公園もですね、観覧席がありますけど普段は本当に何

もつかわれてないような淋しい状況ですが、そういった観覧席の一部を活用して可動式の滑り

台等が設置できないでしょうか。みんなから「そり・滑り台公園」と呼ばれ楽しめるような構

想が立てられないかについて伺います。  

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。公園設置者としましては、公園利用者において、堤防

法面や階段護岸について、多目的に利用していただきたいと考えております。 

例えば、堤防法面を芝滑りに利用することは、可能であると考えます、また、階段護岸を利

用し、昇り降りするなど、ウォーミングアップすることも考えられます。 



２９ 
 

しかし、堤防法面や階段護岸については、河川管理者から占用許可を受けておりますので、

河川管理上の制約を受ける場所であります。こうしたことから、公園利用者が、堤防法面や階

段護岸について、多目的に利用していただけるよう、今後、河川管理者と協議として参りたい

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） 

ぜひご検討お願いします。次の質問に移ります。散策路の整備についてうかがいます。川べ

りを散歩したり、バードウォッチングが楽しめるように親水公園と富士川いきいきスポーツ公

園を結ぶ散策路が造れないでしょうか。親水公園のターゲットバードゴルフ場周辺から川沿い

に散策路を整備して、できるならば横川に簡易橋をかけるなどして、親水公園から富士川いき

いきスポーツ公園まで歩いて回れる散策路を作ることができたら良いと思いますがいかがで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     ただ今の、富士川いきいきスポーツ公園を結ぶ散策路のことについて、の質問にお答えいた

します。本町では、富士川右岸について、町民の健康増進、レクリエーション活動を利用して

の交流の促進及び地域づくり、地域防災拠点としての活用を図るため、富士川大橋から富士橋

までの富士川右岸の水辺空間を一体的に整備、活用する「富士川右岸まちづくり基本方針」を

平成２５年３月に策定し、この基本方針に基づき富士川いきいきスポーツ公園を整備しており

この基本方針の中では富士川いきいきスポーツ公園から親水公園に接続する園路が、基本計画

構想に位置づけられております。しかし、接続先の親水公園につきましては、中部横断自動車

道富士川橋から下流部分については未整備でございますが、まずは富士川いきいきスポーツ公

園全体の共供用始を目指してまいりたいと考えております。こうしたことから接続する橋梁の

設置については、河川管理者との協議が必要となりますので親水公園の未整備箇所と併せて協

議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） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

分かりました。ちょっと次の質問重なるところもあるかと思いますが。公園整備に関する

後の質問です。サイクルロードの復元拡張整備について伺います。もともと、富士川サイクリ

ングロードは、戸川との交差付近を南の起点としていました。「富士川いきいきスポーツ公園」

を中心に道の駅付近から富士橋付近まで富士川サイクリングロードを復元整備拡張することが

できないか伺います。 

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） 

     ただいまの富士川サイクリングロードに関する質問にお答えします。富士川サイクリング

ロードにつきましては、山梨県で整備し、町で維持管理を行って参りましたが、河川改修によ
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り、分断するなどしておりました。 

こうした中、河川管理者において、平成２９年度、富士川大橋付近の一部区間の復元及び、

富士川いきいきスポーツ公園の堤防天端道路の改修が行われたことにより、国道１４０号増穂

橋付近から戸川左岸までの間は、既存のサイクリングロードや堤防天端町道を利用することで、

通行が可能となったところであります。 

また、戸川左岸から富士橋までの間は、戸川堤防天端町道及び旭橋、さらに、既存のサイク

リングロードを利用することで、富士川大橋から富士橋の間は、サイクリングロードと堤防天

端町道などを併用して、サイクリングロードとして利用できる状況であり、さらに、富士川大

橋を渡ることにより、笛吹川サイクリングロードの方も利用することが可能であります。今後

は拡張整備ではなく、路面補修や除草などの維持管理に努め、また、サイクリングロードの利

用促進を図って参りたいと考えているところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひお願いしたいと思います。若干再質問になりますが。今の構想の中で、「富士川舟運鰍沢

河岸～青柳河岸サイクリングロード」というように名称して、三河岸の説明板や、口止め番所

後の説明板等を設置すれば、町内外の人たちが富士川舟運の歴史や繁栄をたどることができる

し、道の駅富士川に設置されている貸し自転車の一層の有効活用が図れ、町の活性化にもつな

がると思いますが如何でしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今の道の駅富士川との連携、有効活用とレンタルサイクルの質問にお答えしたいと思い

ます。 

道の駅富士川では、平成２９年９月９日から、家族で楽しめるレンタルサイクルを開始し、

ロードバイクなどレンタル自転車１６台用意し、３時間、５００円で貸し出しております。ま

た、道の駅富士川をスタートし、３０分から６０分程度で１週できるような、町内観光名所、

富士山ビューポイント、食事処、公園、トイレなど記載してあるマップを用意しており、富士

川や田園の景色、甲府盆地の風景を楽しんでいただいていると、お聞きしております。 

こうしたことから、富士川いきいきスポーツ公園やサイクリングロードなどの情報を提供す

ることにより、道の駅富士川と情報の共有を図ることができるため、レンタルサイクル事業の

有効活用を図って参りたいと考えております。また、昨日も中部横断自動車道が供用開始になっ

た部分もありますが、２０１９年度末には、中部横断自動車道双葉ジャンクションから新清水

ジャンクションまでの間が全線開通も計画されており、町内外の来訪者との交流による賑わい

を創り出すため、道の駅富士川と連携し、富士川の水辺空間の有効活用による魅力と賑わいに

溢れたまちづくりを推進して参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） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問お願いします。よくわかりました。富士川いきいきスポーツ公園は、河川敷に立地し
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ているため、いろいろ制限もありますが、国土交通省では「かわまちつくり」「ミズベリング」

構想を推進しています。国交省と連携・協力して、夢のある、魅力ある富士川いきいきスポー

ツ公園、富士川町民交流広場の推進を図ってほしいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

ただ今のスポーツ公園の整備推進についての、国土交通省と連携してという御質問にお答え

いたします。本庁では平成２５年３月に策定しました「富士川右岸まちづくり基本方針」に基

づき、町民の健康増進レクレーション活動を利用して、交流の促進及び地域づくり、地域防災

拠点として活用を図るため、富士川大橋から富士橋まで富士川右岸の水辺空間について国土交

通省から平成２８年３月にかわまちづくり計画に認定されておりますので、引き続き国と連携

して、一体的に整備、活用してまいりたいと考えております。引き続き連携していきたいと考

えてますので。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

わかりました。ご尽力をお願いします。次の大きな質問に入ります。第２次富士川町総合計

画では「健康で笑顔があふれるまちづくり」が基本目標の１つとして掲げられ「子育て支援の

充実」の中に「児童虐待防止の充実」が提示されています。「虐待のない町づくり」を推進して

第２次総合計画の具現化を図っていけたら良いと思います。そこで「虐待のない町づくり」の

取り組み推進について伺います。 

初の質問です。現在、富士川町内において認知されている児童虐待で取り組みが継続され

ている事例がありましたらば、どのような取り組みがなされているか伺います。 

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） 

     ただ今の望月議員のご質問にお答えいたします。本町では、児童虐待の相談が寄せられた際

には、富士川町児童虐待通告マニュアルにそって対応をしています。このマニュアルでは、子

育て支援課において、受付票を用いて聴き取りを行い、受理会議を開催し、４８時間以内に目

視により子どもの安否や状態を確認することとしております。 

安全確認後は、学校や児童相談所、医療機関と、その家庭に関わる関係機関と個別ケース会

議を開催しています。 

また、ケース会議では、対象ケースごとに問題点や対応策を検討した上で、関係機関ごとの

役割分担を行い、要保護家庭として、子育て支援課において訪問や見守りを行い、継続したケー

ス管理を行っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     現在も継続している事例があるということで理解しました。次の質問です。ＤＶ（ 家庭内

暴力）・高齢者や障害者等への虐待が認知され、取り組みが継続されている事例がありますか。
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もしあれば、どのような取り組みがなされているか伺います。 

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） 

     町では、高齢者、障害者、配偶者からの虐待（ＤＶ）について、富士川町虐待等防止ネット

ワーク協議会を設置し、早期発見、早期対応、未然防止対策並びに関係機関の連携強化、啓発

活動、対応方針等についての協議を行っております。この協議会においては、「連携と対応フロー

チャート」を定め、役場福祉保健課のみで判断すること無く、虐待の現状やその対応について

確認しながら、対応方針を決定し、援助の終結まで関わることとしております。また、転出等

により、当課で関わることができなくなる場合は、転出先市町村へ情報提供を行っております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

現在、富士川町内においても、児童虐待やＤＶ（家庭内暴力）等について、取り組みが継続

されているということがわかりました。児童虐待については「富士川町児童虐待通告マニュア

ル」に沿って。ＤＶ等については「富士川町虐待防止ネットワーク協議会」を設置して、関係

機関が相互に情報を交換し合い、連携して取り組んでいることが良くわかりました。取り組み

がなされているという現状を踏まえて次の質問に移ります。 

全国各地で深刻な虐待事例が相次ぎ、社会問題化しており政府も虐待防止対策  の強化を

図っていますが、富士川町においても「虐待のない町づくり」の取り組みの必要性を感じてい

ます。虐待の深刻化を防ぐために行政としてのような取り組みが行えるかを伺います。 

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。子どもの心身の発育・発達に深刻な影響を与え、時に

は生命さえ奪う事もある児童虐待から子ども達を守り、心身共に健康に成長し、社会的自立に

至るまで支援する事が、社会の課題であると考えます。こうしたことから、子どもの育児放棄

や児童虐待を未然に防ぎ、早期発見、早期対応を行うため、毎年、児童に携わる関係者向けに

研修会を開催しております。併せて、県で開催される担当職員向けの初期対応研修にも参加し

ております。 

     また、関係機関からの相談や近隣からの通報をいただくために、毎年１１月の児童虐待防止

推進月間には、広報にて、児童相談所全国共通ダイヤルいちはやく、１８９番と書いて「いち

はやく」で、掲載を行うなど、広く町民に周知しております。このようなことから、今後も、

継続的に研修や広報活動を実施し、虐待のない町づくりへ取り組んで参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     再質問お願いします。大変取り組みをなされているということで、これからも継続していく
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ことが必要だと思いますが、虐待の深刻化を防ぐためには、早期発見・早期対応が必要です。

情報把握や関係機関の適切な連携、虐待が認知された場合の連携強化やケース会議等の充実を

図ることが大切です。虐待事案案については、勤務時間外やあるいは週休日にも関わらず、

２４時間体制で対応しなければならず、どちらの課もそうだというふうに私は認識しておりま

すが、職員の負担も大きいんではないかというふうに思います。職員の負担を軽減し、さらに

きめ細やかに対応していくために、児童虐待に対応するための職員やＤＶ等の虐待に対応する

保健師等の増員は必要ないでしょうか。お伺いします。 

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） 

虐待に関わる職員については、児童虐待は、保健師 2名、職員 1名、DV は、健康増進担当、

高齢者虐待は包括支援センター、障害者虐待は障害福祉担当と峡南地区障害者虐待防止セン

ターで対応しております。現状においては、要保護児童対策地域協議会や虐待等防止ネットワー

クの関係機関と連携を図ることによって、 善を尽くし、対応しておりますので、増員は考え

ておりません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

現時点では増員は考えていないということのようですが、専門的な知識や技術を有する専門

職員の育成とか、あるいは関係部署の連携中核窓口の配置についても検討したら良いと思いま

す。次の質問に移ります。東京都では「子どもへの虐待の防止等に関する条例」が制定されよ

うとしています。家庭内での体罰や過度の叱責等を禁止する体罰禁止条項が盛り込まれ、マス

コミではクローズアップされて報道されていますが、未然防止や早期発見早期対応の方策等が

盛り込まれ、参考になります。「子どもへの虐待」の取り組みで、 も大切なのは「未然防止」

の取り組みだと考えられます。「未然防止」にむけて行政としてどのような取り組みが行えるか

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。町では、母親の育児不安や産後うつといった精神的不

安から、乳児虐待に陥ることを防ぐため、産婦健康診査を実施し、産後ケアセンターの利用を

促すなど、早期からの母親支援を行っております。また、生後 2か月に行う「すこやか教室」

では、主任児童委員と協力し、親子のスキンシップの大切さを伝えております。 

さらに、子どもの特性などにより、親が育てにくさを感じる家庭には、「集団療育教室」にお

いて、子どもへの関わり方や接し方について、グループワークを通し保護者へ働きかけている

所であります。また、「母と子の心の相談」や、臨床発達心理士による、「発達相談」、児童セン

ターで行う「ふぁみりー相談」など、子どもへの関わり方について相談できる場を提供してい

ます。このことから、町においては、早期より子どもへの関わり方について、保護者への取り

組みを行っている所であり、今後も継続実施して参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     様々な取り組みが進められているというふうに思いますが、再質問お願いします。私はそう

いった取り組みが必要だと思いますが、 も大切な取り組みとして保護者や町民全体の人権意

識を高める施策が必要だと考えています。町民一人一人の人権意識を高めることにより、虐待

やいじめを「しない」「させない」「許さない」町づくりをみんなで進めていけたらばと思いま

す。そのためには、人権意識啓発活動や「子どもの権利条約」啓発活動にもっと積極的に取り

組んで行く必要があると思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

人権意識啓発活動や「子どもの権利条約」については、ホームページや広報を通じて啓発し

て参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

もう１つ再質問お願いします。子どもへの虐待をなくしていくためには、親の育児支援や家

庭環境改善の支援の必要性も感じています。これは先ほども課長さん述べられたように、すで

に行っていることだと思いますが、私も教師経験の中で何回か親の虐待事例を経験しています。

虐待を受けている子どもの中には、必死になって親をかばってそういうようなこともありまし

た。育児不安や家庭環境あるいは仕事環境・経済的不安等によるストレスの鬱積が虐待につな

がっているケースがありました。虐待を行う側にたった改善方途の充実が必要だというふうに

思います。根本的には、家庭環境の改善・支え合う地域コミュニティーの再生・格差社会の是

正・子どもを抱える親の負担について社会的理解を深める啓発活動など、子育てしやすい社会

インフラ整備が必要です。今日の日本社会の課題として、これはみんなで考えていかなければ

ならない問題だというふうに思います。そこで質問です。行政としては、乳幼児検診における

育児指導やアドバイスの機会や継続支援充実、親が気軽に訪れることができる育児相談の充実

等にさらに取り組んでいく必要があると思いますが、今までやってないということではないと

思いますが、さらに取り組んでいく必要があると思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

乳幼児健診においては、育児不安や発達特性などの背景をさぐりながら、親の気持ちに寄り

添ったアドバイスや育児指導を継続的に行っております。育児相談においても、継続的に支援

が必要なお子さんがいる保護者へは、心の相談や発達相談へ繋げており、今後も継続して取り

組んで参ります。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） 

次の質問です。政府は、この前の虐待の現状を重く認識し、「児童虐待防止法制定」やあるい
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は「児童福祉法の改正」について閣議決定する予定です。今後、政府等からの要請で各自治体

にも「子どもへの虐待防止施策の充実」が要請されることも想定されます。富士川町では現時

点で「虐待防止条例」等の制定についてどのように考えているかを伺います。 

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。先に制定済み市町村の虐待防止関係条例を見ますと、

町の責務、町民の責務、保護者の責務、関係機関の責務について定めています。町の責務には、

広報及び啓発活動、児童虐待の予防と早期発見、子どもと家庭に係る支援体制の充実などを規

定しています。富士川町では、１１月の児童虐待防止推進月間には、広報にて啓発を行い、ま

た、児童虐待を予防し早期発見できる目を養うために、現場職員向けの研修も開催しています。

さらに、虐待のリスクを抱えている家庭に向けて、家庭訪問を行う養育支援家庭訪問事業を実

施しています。町民の責務には、虐待事案を発見した場合は、通告しなければならないと定め

ており、富士川町においては、広報において通告の周知を行っています。保護者の責務には、

虐待を行ってはならないとされ、子育て支援ガイドブックや、母子手帳の児童憲章などにより、

保護者に伝えております。関係機関の責務には、虐待の早期発見、通告等を定めており、専門

的知識及び経験を生かし、要保護児童対策地域協議会の協力を得ています。  

このようなことから、富士川町では、虐待の予防と、早期発見に取り組んでおりますので、

現時点では条例の制定については、考えておりません。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     わかりました。私も「虐待問題」に特化した条例は必要ないと思っております。これからも

連携した取り組みの継続をお願いいたします。 後の質問になります。 

甲府市では「子ども条例」の検討を始めました。「子どもの権利条約」政府約では児童の権利

に関する条約ですが、日本は１９９４年に批准をし、締約国となりました。この条約は子ども

は親や社会から庇護される存在ではなく、権利の主体者であるという子ども観の転換を提起し

ています。また、子どもにとって 善の利益になることをするように、まず親が、親ができな

ければ、地域や行政がしていきなさいということを求めています。条約では、子どもの権利に

ついて大きく分けて「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の４つの

権利、を提示しています。守られる権利では「第１９条 虐待などからの保護」「第３６条 あ

らゆる搾取からの保護」等を掲げています。「子どもへの虐待」の防止については、「子どもの

権利条約」の理念を生かした取り組みが必要であり有効的だと考えられます。「虐待防止」への

取り組みも包括して、「子どもの権利条例」、「子ども条例」等の制定に取り組むことも良いと思

いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。増加する児童虐待に対応するため、平成２８年に改正

された児童福祉法第１条に「児童には、児童の権利条約の精神にのっとり、適切な養育、生活、
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健やかな成長、発達に関し権利を有する」と謳われております。 

こうした中、町では「富士川町子ども・子育て支援事業計画」において、子どもの利益が

大限に尊重されることを基本方針に掲げ、児童虐待の防止や、育児不安、いじめなどの相談体

制を整えるなか、平成３０年２月には、町と教育委員会において「富士川町いじめ防止基本方

針」を策定し、いじめ防止の基本的な考え方を示したところであります。 

このようなことから、児童福祉法において権利条約の精神にのっとっていること、「富士川町

子ども・子育て支援事業計画」を推進し、虐待のない、いじめのない町づくりを目指している

こと、いじめ防止基本方針を策定していることから、町として、権利条例の制定をすることは

考えておりませんが、児童虐待防止月間だけに留まらず、子どもの権利条約について、広く町

民に周知して参ります。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

再質問 です。子ども・子育て支援事業計画」は国の「子ども・子育て支援法」の制定により

各自治体に義務づけられたと理解しています。「富士川町子ども・子育て支援事業計画」は富士

川町の実態や今後の課題を踏まえて、子ども・子育て支援のあり方について計画され、虐待に

ついても「児童虐待の防止 虐待のない町づくりが」提示されています。「富士川町いじめ防止

基本方針」は、「いじめ防止対策推進法」の成立に伴い作成されていると理解しています。「富

士川町子ども・子育て支援事業計画」及び「富士川町いじめ防止基本方針」に基づき取り組み

を継続することが大切です。私はしかしもう 1 歩踏み込んで、さらに「子どもの権利」啓発に

踏み込み「子どもの権利」を大切にする社会形成を図ることが大切だというふうに思ってます。

「子ども条例」等の制定は考えてないということのようですが、早急にできることとして「子

どもへの虐待防止」もかねて「子どもの権利条約」リーフレットを作成するなり、町の広報に

掲載するなどして子どもの人権や社会全体の人権意識高揚の啓発活動に取り組んだら良いと思

いますがいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

「子どもの権利条約」については、ホームページや広報を通じて啓発して参りたいと考えて

おります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

ぜひお願いしたいと思います。本日は東日本大震災8 年を経過しようとする日です。石巻市

の大川小学校では、当期在籍した１８０名の児童のうち７０名がなくなり、４名がいまだに不

明の状況です。教職員も１０名が亡くなっています。この震災で当時１２歳のお兄さんと 9歳

の妹さん、お兄さんは亡くなった。妹さんはまだ不明で、見つかってにない。そんな中で、お

父さん、お母さんがせめて骨ぐらいは抱いてやりたいということで、一生懸命探している。2

月には教育委員会に地中探索レーダーを設置することを要望したというようなことを聞いてま

す。そん中で３月１日、これは高校の卒業式ですが、健康に成長していれば、その 9歳のお子
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さんも卒業を迎えたわけです。そういう様子を見て、ご両親は涙が１日中止まらなかったと。っ

ていうことを伺っております。子供の命、人権というのは、それほど大切なものではないかと

私は思っています。こういう思いを、みんなが共有することができれば、子どもたちや大人も

人権意識についてもう少し高め合うことができれば、虐待のない、いじめのないまちづくりを

推進することができると思います。町長この辺について、いじめのないまちづくりについて町

長のお考えをもし聞けたらお願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） 

     今いじめ問題、虐待問題という全国的な社会問題になってきております。ニュースを見ると

何でこんなことが起きるのか。我が耳を疑うような状態でありますけども。これは行政だけで

はできるものんでもありません。そして家庭だけでもできる問題でもない。子どもの成長に合

わせて子どもも家庭を出て行きますんで。そういった個々の当然取り組みだけではどうにもな

りません。当然家庭が一番根幹であると思いますけども。地域も、そしてまた社会も、そうい

う同じようなですね痛みを感じながら、これから時代を担う子供たちをみんなの手で育成して

いくことが大切ではないかなと思ってます。町も一生懸命いろんな対策をやりますけども、行

政としての限度もあります。今町でもですね、地域と共同でできることというのをテーマに掲

げながら、協働のまちづくりを進めております。このいじめ虐待問題にしてもしかりだと思い

ます。これからも町もてる情報、持っている情報はですね住民の皆さんと共有する中で、その

家庭と地域と、また行政も一緒になって全員で取り組んでいただかないと、このように考えて

いるとこです。議員の皆さんのご協力もお願いをしながら、町ぐるみで、いじめのないまちを

つくっ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） 

５番 望月眞君。 

〇５番議員（望月眞君） 

     以上で私の一般質問終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告１番 ５番望月眞君の一般質問を終わります。 

続いて、通告２番 ２番樋口正訓君の一般質問を行います。 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

おはようございます。樋口正訓です。初めに、東日本大震災からきょう３月１１日で、８年

がたちました。災害に遭われた方、また不幸にもお亡くなりになられた方に改めてお見舞いと

心からのご冥福をお祈りしたいと思います。それでは質問に入ります。 

質問は３件ですが、初めにいきいきスポーツ公園の活用についてのご質問です。平成３１年

４月１日に、待ちに待った町民交流広場は富士川いきいきスポーツ公園としてオープンします。

峡南地域においては、本格的な競技場であり４００メータートラックや人工芝、またグランド

も備えております。公園も完全に整備されるとスポーツと憩いの場所としては町内外において

も人気の場所となるであろうかと思われます。スポーツ振興の町、富士川町には待望のスポー

ツ公園の誕生であります。それと同時に新年度は富士川町の町制施行１０周年記念の年を迎え、
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オープン記念イベントには多彩な催しが行われると先日、町長のほうからも伺っております。

そこで質問です。今度はこれだけの本格的なスポーツ施設をいかに幅広く活用していくかであ

ります。施設情報をメディアや SNS 等から発信をして今後の運営や維持管理費等も考慮し、

町内だけでなく、峡南地域の大会や県の各種競技大会等を積極的にして誘致して運営をしてい

くべきではないかと考えますが、町の考え方を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただいまのいきいきスポーツ公園の活用方法についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。いきいきスポーツ公園につきましては、4月 1日に供用開始されるということから、3月1

日から、貸し出し予約の受付を行っているところであります。いきいきスポーツ公園の活用に

つきましては、町の体育協会専門部やスポーツ少年団、小中学校の陸上競技の練習での貸し出、

小学生を対象とした陸上教室、町の体育祭り、それから富士川まつり等のイベント会場として

活用していきます。 

     また、各種大会や競技会会場としての貸し出し、町外の団体・企業・学校等への貸し出しを

促進するため、チラシやポスターを県内の教育委員会を通じて配布し、周知に努めているとこ

ろでございます。さらに、県外からのスポーツ合宿を誘致するため、ホームページ等でのＰＲ

を行っていきたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

    課長のお答えですといろいろ考えてくれているということで、それではここで再質問ですけど。 

町内においては現在、グランドゴルフの人口が非常に盛んであると伺っております。子どもか

らお年寄りまで幅広い層をもって、男女の制限もなく、愛好者も多く町や支部の大会が盛んに

盛り上がっています。そこで人工芝を備えたこの会場を決勝戦の舞台として活用するような多

くの愛好家の皆さんからグランドゴルフの聖地にして、ブランド化とするような活用方法もあ

るのではないかという提案をいたしますがいかがでしょうか。イベント開催時のいきいきス 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

ただ今の議員のグラウンドゴルフの聖地化ということでございますけども。グランドゴルフ

の標準コースでございますけれども、１５メートルから５０メートルの範囲で、２コースとい

うのが標準コースになっているところでございますけども。さらに標準８ホールが１コースと

いうことになっておるようでございますけども。いきいきスポーツ公園につきましては当然、

標準コースを確保できる面積を持っているところでございます。議員がおっしゃるとおり、幅

広く使っていただくためには、そうした協議会の誘致というのは当然必要なことだと考えてお

りますので体協グランドゴルフ、それから他の団体等も相談しながら、誘致に努めていきたい

と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） 

２番 樋口正訓君。 
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〇２番議員（樋口正訓君） 

活用方法についてどのようなお考えか、志村町長にお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

いきいきスポーツ公園の活用方法についてご質問にお答えいたします。今議員の方からです

ね、大会、各種大会の聖地にしたらどうかという提案もいただきました。高校野球では甲子園

が聖地になってると思います。高校ラグビーでは花園が聖地になってると思います。この花園

から聖地を取ろうとして埼玉県の熊谷市がラグビー場をすごく整備したんですが、やはり大会

がそこへ行かなかったということで、今回のラグビーのワールドカップでは使われるようです

が、聖地にはならなかった。そんなこともあります。聖地とするにはやはり全日本クラスの

高の選手権大会をやっていかなければいけないんじゃないかな。それには半月ぐらいを協議期

間としてとっていかなきゃならん。また、うちのグランドゴルフ場とかですね、そういうとこ

ろが聖地になるかどうか、これからいろんなとこと協議をしながらやってくと思いますけども。

やは、努力をして参りますけどもなかなか難しい問題かなと考えております。またターゲット

バードゴルフ場を整備している親水公園であります。ターゲットバードゴルフの競技人口とい

うのは、山梨県よりも神奈川県が非常に多い訳でありますが。神奈川にはターゲットバードゴ

ルフ場が整備されておりません。そこで、中部横断自動車道が全線開通の暁には神奈川の皆さ

んに、おらがグランドとしてこの富士川親水公園を使っていただけるよう、町としてもＰＲを

してるとこでありますんで。親水公園、いきいきスポーツ公園、ふれあい広場含めて、いろん

な議論でできますんで、先ほど来お話ありますように賑わいのまちづくり、かわまちづくりの

拠点としてですね、これからも活用していくよう考えていきたいと思っております。以上です。 

と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） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

 ありがとうございました。幅広い活用方法をよろしくお願いいたします。再質問です。すい

ません。その次の質問になります。仮にただ今のような大会、協議会が決定すれば開催期間中、

交通アクセスは、車だけに限らず、例えば町営バス、またホリデーバスなどの運行は可能でしょ

うか。そしてまた、大きな大会になればなるほど、選手や役員、応援団の移動などにも便利で

はないかと思います。例えばそこで、道の駅富士川を発着駅にすれば、中部横断道とのアクセ

スもよく、道の駅の購買力の向上も期待できるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょ

うか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまの樋口委員のいきいきスポーツ公園の公共交通の必要性に関する御質問にお答えい

たします。町では、地域公共交通として、デマンド交通、コミュニティバス、ホリデーバスの

３系統を運行しております。このうち、デマンド交通とコミュニティバスは、富士川病院を停

留所に定めておりますので、この２系統は、 寄りの富士川病院を停留所として、公園への移
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動手段に活用できるものと考えております。 

また、これまで町が主催する富士川まつりなど、多くの来場者が見込まれるイベントでは、

臨時駐車場から会場までの移動手段として、独自のシャトルバスを運行して参りましたので、

いきいきスポーツ公園を会場とする場合には、来場者の状況を見定めながら、対応して参りた

いと考えております。    

このようなことから、いきいきスポーツ公園へ、地域公共交通として新たに乗り入れること

は、考えていないところであります。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） 

     わかりました。今後の活用方法について、必要に応じての運行をまた考えていただきたいと

こんなふうに思います。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の途中ですが樋口議員、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時００分 

再開 午前１０時 ７分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     ２つ目の質問に入らさせていただきます。町の花、桜事業についてです。質問です。富士川

町の都市計画マスタープランでは、桜、あじさい、菜の花などの事業が提示され、その中でも

大法師公園の桜は全国的にも有名であります。いよいよ中部横断道も２年後には開通し、町内

においては、他県からの観光を考えると、何といっても春のシーズンは、大法師、殿原またそ

れを繋ぐ桜回廊など一連の花見観光ではないかと思います。観光名所として、わが町は桜で栄

えるようになるでありましょう。ところで町はどのようにとらえているのかを、考え方をお聞

かせ願いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     産業商工課長 依田正紀君。 

〇産業商工課長（依田正紀君） 

     ただいまの樋口議員の大法師公園、殿原公園、桜回廊を一体化した観光名所にできないかと

いう質問にお答えします。大法師公園の桜は、平成２年に「日本のさくら名所１００選」に選

定され、今や県内を代表する桜の観光名所として定着しており、さくら祭り期間中には、県内

外から多くのお客様のご来場をいただいております。また、殿原スポーツ公園においても、桜

の開花時期には、多くの花見客で賑っております。こうした中、大法師公園と殿原スポーツ公

園を桜で結ぶ桜回廊を、平成２３年度から整備してきたところであり、今後は、大法師公園、

桜回廊、殿原スポーツ公園を一体化した桜の観光名所としてＰＲ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。 
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〇２番議員（樋口正訓君） 

     より一段とＰＲの方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。桜の植樹事

業の計画はあるかどうかです。桜回廊の一部や利根川公園内のまだ植樹できるスペースの活用

をして、記念植樹を提案します。記念植樹とは具体的には誕生祝い、卒業、成人、また還暦記

念等々、その他であります。広く募集をして桜の木をさらに増やして、２つの公園をつなぎ、

今以上に花見どころの名所としませんか。いかがお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     都市整備課長 志村正史君。 

〇都市整備課長（志村正史君） 

     ただ今の町の事業として桜の記念植樹事業はという御質問にお答えいたします。桜の記念植

樹につきましては、これまで大法師公園において鰍沢中学校卒業生による卒業記念植樹や、無

尽会の還暦記念植樹、東日本大震災鎮魂の桜記念植樹など、さまざまな記念植樹が行われ、そ

の方法につきましては実行委員会や団体などが自ら桜の植樹をし、その後は町の予算で維持管

理を行なって参りました。また、昨年１１月には、まちいくふじかわプロジェクトから、大法

師公園の桜のため、「桜のオーナーを募集したい」という提案があり、内容については、クラウ

ドファンディング方式を使い、インターネットを利用して、植樹費から維持管理費まで含めた

費用の寄附を募り、寄附者自らが植樹し、プロジェクトから維持管理費相当額を町に寄附して

いただく、事業であったことから、その趣旨に賛同し、場所の提供を行ったところであります。 

     今後、町の事業として、寄附を募って桜の記念植樹事業を実施する場合には、寄附金の取り

扱いなどの課題があることから、個人または、実行委員会形式や、クラウドファンディング形

式により実施する場合には、造園業者の紹介や、植樹の場所の提供など、ご協力させていただ

き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） 

２番 樋口正訓君。 

〇２番議員（樋口正訓君） 

     わかりました。そこで、町でも富士川町制１０周年に満１０歳に当たる誕生日の誕生記念植

樹を考えておられるでしょうか。志村町長に伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     大法師公園に町政施行１０周年の記念植樹はという御質問にお答えをいたします町政記念の

式典というのは、１周年、５周年、そして今回１０周年であります。今後は１５年をやるなの

か、２０年までいくなのかよく分かりませんけども、今回の１０周年の記念事業の中には、記

念植樹というのは入ってはおりません。しかし、人件費を除く維持管理費を毎年２、３００万

程度は大法師公園の桜の維持のためにかけておりますんで、記念植樹をするんであれば、その

中で十分経費は賄えるものと思っておりますので、何ら支障があるのではないと考えておりま

す。また、町には殿原公園、県の森林公園また大法師公園といろんな公園があります。先ほど

来お話ありますように、これらの公園を活用した桜の時期だけでなくて、１年中楽しめるよう

な公園づくりをしていきたいなと考えております。殿原公園につきましては、小中学生の野球

の場としてですね、これからは一年を通して使っていただけるような計画づくりをしていただ
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いておりますし、森林公園につきましてはリニア中央新幹線が、芝生広場のちょうど真ん中入っ

てきます。それから、８メートルのトンネルもつくってですね、そん中リニアは通っていくわ

けですが、今の公園の高さよりも１２メートルくらい高くなります。そこをもう一度、芝生広

場として整備をし、これが高くなるもんですから、駐車場との高低差が非常に出てきます。先

ほど望月議員から段ボールで芝スキーみたいな話もありましたけども、そこはそんなふうな遊

びの場として、今計画を検討とともに進めているとこであります。また、大法師公園につきま

しては、桜の時期だけが今盛っていてですね、あとはスポーツの愛好者が年に数回行くぐらい

の程度でありますんで、これを一年中遊んでいただける公園にしていきたい。当然１年中とい

うことは、子どもの遊具も要りますし、バーベキューもできたり、いろんな付帯施設も造って

いかなきゃならないということで、今公園ＰＦＩという事業も検討しております。これが出来

ましたら、また多くの皆さんに公募をかけてですね、その中で一番いい提案をしていたところ

に公園を貸すような形で、公園を利用していければなと思ってます。当然、大法師は桜の名所

１００選の場でありますから。これは桜を切るようなことはせずにですね、公演を活用してい

ただいて、そして、１年中、子どもを連れて遊んでいただけるような公園になっていけばいい

かなと思ってます。桜とちょっと離れましたけども、記念植樹はやぶさかではないと考えてお

ります。また、いろんな皆さんと検討してやっていければと思ってます。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） 

     ぜひ町長、１０歳の誕生日記念の植樹を検討委員会のほうで検討していただきたいというこ

とで、よろしくお願いいたします。植樹から数年すると大法師から桜回廊、そして殿原公園の

記念樹はそれぞれの木が、それぞれの意味のある美しい世界にひとつだけの花を咲かせてくれ

ると思います。甲府盆地を見下ろしながらの花見、可能であれば夜のライトアップした２つの

公園、たとえ毎年少しずつでも植樹で、時間がかかっても実現をしてほしいいと思います。 

     後の質問になります。交流都市についての質問です。自治体同士の交流は、全国に幾つも

例があり、 近では災害時の応援協定や文化交流などの様々なメリットがあると伺っています。

質問です。富士川町も現在、東京都町田市と交流を結んでいる。その効果を伺いたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまの交流都市の効果に関する質問にお答えいたします。東京都町田市につきましては、

旧増穂町で平成 7年１１月に災害時相互援助協定を締結し、以降同市と防災面だけでなく、お

互いの市町の代表的なお祭りに関係者を招待したり、イベントでの特産品の販売や町の PR を

行うなど、観光面においても交流を行って参りました。その結果、災害時の支援だけでなく、

お互いの市町の良さを知るきっかけになっているものと考えております。 

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） 

     わかりました。交流を結ぶ条件として、２番目の質問なんですけれども。歴史的なつながり
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だとか、また同じ地名。また共通の自然環境など、様々とあるようですが、富士川町において、

この先もいろいろな条件を考慮した上で、町田市以外に交流または友好都市を増やしていく計

画があるかどうかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまの交流都市を増やしていくかどうかという計画に関してお答えいたします。交流都

市につきましては、「富士川町人口ビジョン・総合戦略」の施策のひとつとして、現在交流を行っ

ている自治体や海に面している地域を中心に、候補となる都市を模索しているところでありま

す。このようなことから、平成３１年度の町制施行１０周年記念事業の一環として、友好交流

都市の制定が出来るよう、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） 

     再質問です。これは町長に伺いたいと思います。私たちの町、町議会もタブレットの先進議

会として全国からさかんに体験視察が行われています。議会の委員会、また事務局にも忙しく

対応していただいているところです。町でも海の町との交流も模索中とのこと。先日は遠く、

沖縄県の北谷町議会も来庁し、雑談の中でお話を伺いました。そこで、遠く沖縄県とはいいま

せんが、近隣の海の町であればわが町の歴史の中で、富士川舟運の塩の道と関連した自治体を

候補にしても、交流を考えたらどうでしょうか。志村町長お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     交流都市の計画につきましては、先ほど政策秘書課長が申し上げましたとおり、今年町制

１０周年となりますんで、その一環として友好都市との交流を制定ができるよう計画をしてる

とこであります。舟運と関係のあるとこというお話でありますけども、やはり富士川町とすれ

ば海の無い県であります。そこが今度中部横断自動車道は、あと数年で南部間、完成してきま

す。駿河湾が日本１級の港になるという話もありますんで、とある国会議員国会議員の話じゃ

ありませんけども、駿河湾はもう富士川町の海だというふうな感じでですね、静岡か神奈川の

町と交流ができればなと考えております。静岡の清水市には、山梨県の土地も飛び地としてあ

ります。これは舟運の歴史を物語っていることでありますけれども。舟運にこだわらずですね、

町民の夏のバカンスの場として町民の皆さんが、行っても富士川町の皆さんだと言って迎えて

くれるような海の町との交流を検討していきたいなと思ってます。海が好き、山が好き。やっ

ぱり山が好きと、また帰ってきていただければいいんじゃないかなと思っておりますんで。そ

んな交流の模索をしていきたいなと思っております、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） 

     自治体同士の交流を通じて、観光や物流がさかんになれば、将来的には峡南地方にも徐々に

浸透して、山の産物と海の産物。開通間近の中部横断道を通じて行き交い、富士川町の経済を
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活性化して、昔富士川舟運で栄えたころのように、物流や産業の拠点となり、観光は大法師公

園と殿原公園の桜。さらにいきいきスポーツ公園も整備されて、スポーツ振興の町富士川。私

たちの住むまち富士川町。峡南地域はもとより、県内屈指の住みよい町としたいと思い質問を

いたしました。これで私の質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告２番 ２番樋口正訓君の一般質問を終わります。 

続いて、通告３番 ９番深澤公雄君の一般質問を行います。 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     それでは通告に従いまして、質問さしていただきます。初めに、事務処理の改善策と、職員

の向上について質問さしていただきます。 

     昨年８月３１日に国民健康保険の第２期の保険税が納税者の口座から二重に引き落とされる

ミスが発生しました。その後すぐに、再発防止に向けての改善策を次のように挙げられました。

１、金融機関に依頼する際のデータの送信については、税務担当者及び会計担当者の複数で確

認し確実に処理を行う。２、確認作業を徹底するため、必ず操作マニュアルとチェックシート

を担当リーダー、担当課長が確認する。３、データ作成し、保存後重複していないか再確認後、

書類にて会計課へ提出するとともに、データ保存した事を伝える。４、口座振替担当者に、毎

年システム研修を行う。という事でしたが、これらの改善策はその後、どの様に実行されてい

るのかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。国民健康保険税の口座二重引き落としの事案を契機と

しまして、再発防止のための全庁的な対応策を議会に報告したところであります。具体的な取

り組みといたしましては、９月１４日に口座振替業務に携わる全担当課による再発防止会議を

開催し、課題点やその対策を挙げました。その中で、主な対策として口座振替データ作成時は、

この度新たに作成したチェックシートを用いて、複数の担当者で件数や金額をはじめ、データ

が重複していないかなどの確認を行うよう改善し、９月末の口座振替依頼作業から実行してお

ります。 

     また、口座振替に関する業務の一連の流れの確認および業務系システムの正しい運用にあ

たって、１０月２９日にシステム研修を実施し、共通認識を図ったところであります。今後も、

細心の注意による確認作業や、システム研修実施により再発防止に努めて参りたいと考えてお

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     実行は確実にされてるということですけども、その後実際に実行してみて、新たにこんなこ

と改善したらいいんじゃないかというようなことがありましたらお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     会計管理者 永井たかねさん。 



４５ 
 

〇会計管理者（永井たかねさん） 

     はい、ただいまのご質問にお答えいたします。新たな改善点ということでございますが、今

回の事案の発生後、口座振替業務に携わるすべての担当におきまして、先ほど答弁させていた

だきました新たな改善策に取り組んでおり、業務は順調に進んでおります。今回、改めて同様

の業務を担う、全課によって共通認識を図る中で、データを作成する担当、送信する担当それ

ぞれが、これまで以上に業務の内容に注意して作業するという意識喚起を高め、業務に取り組

むことができていると考えております。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） 

     やはり職員の意識が一番重要だと思うんで、しっかりとしていただきたいと思います。２つ

目の質問に移ります。今年１月に行われました山梨県知事選挙投票所入場券の記載誤りが発生

しました。これに関しましては、選挙当日に対応についてはお聞きしました。今年もこれから

選挙が２つありますが、今後に向けて、二度とこのようなミスが起こらないように改善策を考

えてるのかお伺いいたします。 

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） 

     ただ今の入場券記載誤りに関しての具体的な改善策についてのご質問にお答えいたします。

今回の知事選の投票所入場券に投票所の記載誤りがありました。本町には投票所が 18 箇所あ

り、そのうち、選挙毎に交互に施設を使用している第 3投票所及び第 5投票所並びに、今回の

知事選挙から変更した第6投票所の3箇所が前回選挙の施設名をそのまま記載したという誤り

です。有権者の皆さまに、多大なご迷惑をおかけしたことに対しまして、深くお詫び申し上げ

ます。この記載誤りの原因は、担当による確認ミスにより発生したものであり、複数人での確

認を怠ったことであります。 

改善策については、チェックリストを作成することとし、印刷依頼前の再度の原稿確認、印

刷依頼先との変更箇所の確認、郵便局への発送前の確認など、段階的作業を複数人で行うこと

としたところであります。今後、こうした誤りのないよう、的確な事務処理に努めて参りたい

と考えております。 

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） 

     再質問ですけども、口座の二重引き落とし、そして今回の選挙の入場券記載誤りの改善策と

して、チェックリストによる複数確認や、システム研修会を行うということですが、この他に

全庁的に事務処理の改善策は行っているのかお伺いします。 

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） 

     このほかの事務処理の改善策があるかという御質問にお答えします。不適正な事務処理があ

りました、職員の意識改革を図るとともに、起こる原因を改めて確認し、今まで経験した事務
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処理におけるヒヤリハット事例などを全課で出し合い共有し、事務処理ミスを事前に防止する

ため、事務処理ミス防止対策の方針をつくり、常に意識し、事務処理を務めるとしたところで

あります。 

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） 

     町でもいろいろと対応はしている様ですが、今までも、いろいろの課でいろいろなミスがあ

りました。その都度、改善策は講じられますが、その一部分だけは、同じミスは無くなるのか

もしれませんが、又いつか、違う部署で違うミスがこのままでは、起きてしまうのではないか

と思います。今日、質問した事例以外にも、後期高齢者保険料還付金の不適正処理など、ここ

数年、毎年、事務処理のミスが発生しています。ですから、ここでしっかりと今後に向けて全

庁的にさらに、考えていく必要もあるのではないかと思います。 

そこで３つ目の質問ですけれど、質問と言うか提案になるのかもしれませんが、ＴＱＭ（トー

タル クオリティ マネージメント）というものがあります。元はＴＱＣ（トータル クオリ

ティ コントロール）から始まったもので、総合的品質管理、あるいは全社的品質管理と訳さ

れます。品質管理は企業活動に携わっている、すべての従業員の責任であり、目的を効果的に

達成するためには、各々が強い品質管理を持たなければいけないという考えに基づいて、製造

部門だけではなく、販売、サービス、さらには人事や総務といった管理部門に至るまで、企業

活動全般を通して品質管理を行うものです。いわゆる、品質管理、能力向上、組織活性化、意

識改革という課題に、みんなで取り組んで行く活動です。今はこのＴＱＣを元に更に発展させ、

さまざまな業態に適用できる様に考えられたＴＱＭ（トータル クオリティ マネージメント）

に移行している様です。こういったものが非常に民間でも活用されているんですけども、こう

いったものを全庁的に取り入れ、ミスを未然に無くすために、みんなで取り組んで行く必要も

あるのではないかと考えます。町でもこのＴＱＭを研究して導入してはと考えます。町として

の見解をお伺いします。 

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） 

     ただいまの民間品質管理についての質問にお答えします。民間品質管理は、組織全体として、

統一した品質管理目標への取り組みを経営戦略へ適用するものであり、民間で行っている取り

組みは、見習うべき点が多くあると認識しております。町では、職員に対して、毎年、意識改

革、能力向上のための研修を行っているところであり、明年度は、職員育成のための研修を、

更に強化していく計画でおります。民間の手法で、取り入れられるものがあれば、積極的に取

り入れ、職員の意識改革に繋げていきたいと考えております。 

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） 

     ぜひこういったものは参考にして、全庁的にみんなで意識改革をしていっていただければと

思います。１つ目の質問は終わりたいと思います。２つの質問に移ります。鹿島落居トンネル

についてお伺いします 
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鹿島落居トンネルは、道路事業の見直し路線に位置づけられ、トンネル工事が取り残されて

いる。このトンネルは、地域間交流、防災面、また観光客の誘導路としても重要なトンネルだ

と考えます。現在、市川三郷町と合同で、建設促進期成同盟会として活動はしていますが、新

たな進展はまだ無いものと思っております。また、ちょうど昨日、中部横断自動車道の六郷、

下部温泉早川インター間と富沢、新清水ジャンクション間が開通しました。全面開通も時間の

問題だと思います。その点からも、鹿島落居トンネルは必要だと考えます。今回、山梨県知事

が変わったという事もありますので、改めてこの鹿島落居トンネルについては、県に強く要望

していく必要があると考えますが、町のお考えをお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     土木整備課長 内田一志君。 

〇土木整備課長（内田一志君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。鹿島落居トンネルの建設促進につきましては、平成８年

１０月に旧鰍沢町と旧六郷町とで、鹿島落居トンネルの早期着工を目的に、鹿島落居トンネル

建設事業 促進期成同盟会を発足し、山梨県に、要望活動を行っていたところでありますが、

その後、事業の費用対効果分析の結果により、鹿島橋までの完成をもって、事業凍結となった

ため、平成１８年度から平成２５年度まで間、同盟会の活動を中止しておりました。    

こうした中、中部横断自動車道の増穂 IC 以南の工事着工に伴い、平成２６年１２月に富士

川町、市川三郷町で同盟会を再開し、毎年、山梨県に、早期着工の要望活動を行っているとこ

ろであります。 

平成３１年度末には、中部横断自動車道も全線開通の見込みであり、六郷 IC 周辺の道路の

交通状況の変化が見込まれ、また、両町にとって物流や地域間交流、防災面からも六郷 IC か

ら国道へのアクセス道路として、必要と考えておりますので、引き続き山梨県に、早期着工を

要望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） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     今回、中部横断道も来年度、多分開通すると思います。県知事も変わりました。一つのチャ

ンスととらえまして、県も今まで以上に強く要望していくべきと思いますけども。ぜひ町長に

も積極的に県へ出向き、県へ要望していただけたらと思いますけど、町長のお考えがありまし

たらお聞かせ願います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     鹿島落居トンネルの建設事業の促進についての質問にお答えをいたします。経過等につきま

しては先ほど土木整備課長が申し上げたとおりでありますが、費用対効果というのは、こうし

た田舎であれば、やはり１を超すことはないと思いますんで、その辺もですね、これからのこ

ういった地域の活性化を含めた点。そしてまた、中部横断自動車道が今後開通していく。富沢

六郷インター間は無料区間でありますんで、六郷インターの活用が非常に多くなるんではない

かというふうな話も県の方にはしてあります。その中で、県の土整備部の方にしても、全線開

通っていいますか、この南区間がですね開通になった暁には、交通量調査をして、市川から身
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延へ行く道路も幅員が狭い道路でありますんで、とても今のような状況に加えて、中部横断自

動車道からの車が出入りするということは混雑が見込まれますから、交通量を調査しながら検

討をしていきたいという結果をいただいておりますが、鹿島落居トンネルは先ほど言った物流

や地域間交流、また救急医療、そしてまた防災面からも必要な道路と考えておりますんで、新

知事を含め積極らを一つずつ解決していくつもりでおりますんで、また議員の皆さんの力もお

借りをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

〇９番議員（深澤公雄君） 

     積極的によろしくお願いします。以上での質問終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告３番 ９番深澤公雄君の一般質問を終わります。 

続いて、通告４番 ４番井上和男君の一般質問を行います。 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

４番 井上和男です。これより通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。これよ

り通告に基づきまして、一般質問をさせて頂きます。 

山梨県福祉保健部は２月１４日に伝染性紅斑、通称リンゴ病が峡南保健所管内で警報レベル

に入ったと報道関係へ通知されました。先週末の報道でも警報レベルが改善はされていません。

感染症でもインフルエンザはメジャーな病名である為、テレビや町のホームページでも取り上

げられるので町民への周知が十分図られていると思われます。しかし、このリンゴ病はマイナー

な病名である為、警報が発表されてもあまり関心がもたれません。このように警報レベルが発

表された感染症全般に対して町は発生状況をどの様に把握しておられるのかお伺い致します。 

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） 

ただ今の感染症の発生状況の把握方法についてのご質問にお答えいたします。感染症の発生

状況につきましては、県の感染症発生動向調査により、流行状況が週ごとに公表されているこ

とから、町では、県の感染症情報センターのホームページを確認し、把握に努めております。 

また、学校及び保育所での感染症発生状況については、全国統一の「学校等欠席者・感染症

情報システム」これを学校保育園サーベイランスシステムといいますが、これに各学校や保育

所で発生状況を入力し、関係機関で迅速に把握できるようになっております。 

さらに、町では、町内の学校や保育所等で入力した際には、同時に健康増進担当に連絡をい

ただき、健康増進担当から防災課、子育て支援課、教育委員会、社会福祉協議会へ確認の連絡

を行うことで、町内の発生状況について、関係機関がより早く把握できるよう、努めていると

ころであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

きめの細かい把握方法をとっておられるということはよくわかりました。そうしますとこの
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把握をした感染症情報を、町民への周知方法というのはどのようにされているのか伺います。 

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） 

     感染症情報の町民への周知方法についてというご質問にお答えいたします。感染症発生状況

の周知につきましては、県の「山梨県感染症予防計画」に基づき、県が感染症発生動向調査の

結果を、インターネットやメディア等を通じて、広く県民に周知することとなっております。 

この調査は、感染症の発生情報の迅速な提供により、感染症の発生及びまん延を防止するこ

とが目的となっております。こうしたことから、町におきましても、町の皆さまが、感染症の

発生、流行及び予防について情報が取得しやすいよう、町のホームページからも、県の感染症

情報ページを閲覧できるようにしたところであります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

     再質問です。リンゴ病も幾つかの分類の中に分けられるんではないかと思うんですけども、

このリンゴ病というのは分類は何類分けられることなりますか。 

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） 

     リンゴ病の分類につきましては、感染症法の対象となる感染症の中で５類に分類されており

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

     再質問です。リンゴ病が第5 類に分類ということは、危険性は余り高くないということにな

るんですか。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。感染者の危険性についてでございますが、感染症は、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によりまして、感染力、危険性

が高い順に１類から５類。また、新型インフルエンザ指定感染症、新感染症等に分類され、そ

れぞれ対応が定められております。リンゴ病はインフルエンザや手足口病、麻疹や風疹などと

同じ５類になっております。１類、２類に比べ、感染力や危険性は高くはありませんが、法の

中では国民や医療機関への情報提供が必要な疾患とされております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

     再質問です。感染症に不安を抱いている方が町に問い合わせをする場合、問い合わせ先はホー

ムページ等に掲載をされておるんでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     問い合わせ先の掲載ございますが、町のホームページでは、感染症情報についてのページに

町の問い合わせ先、子どもであれば子育て支援課、成人であれば健康増進担当という問い合わ

せ先を掲載しております。また、さらに専門性の高い問い合わせ相談の場合につきましても、

対応できますように町からも閲覧できる県の感染症情報ページにおきましては、感染症の相談、

問い合わせ先として保健所の連絡先が掲載されております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

４番 井上和男君。 

〇４番議員（井上和男君） 

     はい、ありがとうございました。以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告４番 ４番 井上和男君の一般質問を終わります。 

続いて、通告５番 １１番 堀内春美さんの一般質問を行います。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     １１番堀内春美です。 

     まず 初に質問に入る前に、 初に申し上げたいのは皆さん分かりきってたことですが、改 

めて言わせていただきます。 

私たち町民は、私たち議員は町民の代弁者であるということです。町民の意見、要望、ある

いは苦情等を真摯に受け止めて町政に伝えていくということ、また、町長、議員、町職員は町

民の尊い税金から給料をいただいているということを、常に自覚し、また、町長、議員、職員

全員がそう思っていると思いますが、富士川町を良くするために働かなければいけないという

ことであります。そして、議員のやるべきことは大きく３つ。議決、政策の提言、行政のチェッ

クにあります。今回の私の質問は、町民の代弁者であるということと、行政のチェックという

２点に重点を置き質問をいたします。 

まず、大きな１点目、職員の不適切な事務処理等についてです。職員の不適切な事務処理等 

が町民に与える影響についてを質問いたします。（１）ここ２年間で正確に言いますと、１年７か

月なのですが、職員の不適切な事務処理等が７件と相次いで起きています。割合からいいます

と、実に２か月半に１回という頻度で起きている訳です。ちょっと考えられないような起き方

だと思いますが、職員の意識はどうなっているのか、こういう事実を当局ではどのように考え

ているのかお伺いいたします。 

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、お答えいたします。 

この2年間で発生した7件の内訳は、平成29年度のかじかの湯温泉汲み上げポンプ水中ケー

ブル盗難 1 件、後期高齢者医療保険料還付手続きの不適切な事務処理 1 件、平成 30 年度の学
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校給食異物混入 3件、国民健康保険税口座二重引き落とし 1 件、山梨県知事選挙入場券投票所

記載誤り１件であります。 

町が行う各種事業や事務処理におきましては、各課において、細心の注意を払いながら適正

な処理を心がけておりますが、度重なる事態に、大変申し訳ないことと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     先ほどですね、深澤議員からの質問もありましたけれども、今、課長がおっしゃるとおり１年

７か月の間に７件なのですね。まず 初はですね、２９年８月です。２９年の８月に後期高齢

者医療保険還付金の未返還ですね。２回目が２９年９月、かじかの湯のケーブルの盗難。３回

目が３０年の２月、増小の給食のネジ混入ですね。４回目が３０年の５月、増中の給食の異物

混入。５回目が３０年６月、鰍小の給食の異物混入。６回目が３０ねん８月、国保税の二重引

き落とし。７回目が 近の３１年１月の知事選の投票所の間違いなのですね。くどいようです

が、実に１年７か月の間に７件なのです。その都度、先ほど課長がおっしゃいましたけども、

問題点をみんなで共有して、間違いを起こさないようにチェック機能をしっかりいたしますと

いう反省の言葉を聞いておりますが、あまりにも、反省が生かされていないのが実情ではない

でしょうか。人間はだれでも間違いはありますが、少しばかり酷いような気がいたします。職

員一同どんな気持ちで職務にあたっているのか、本気でやる気があるのか疑いたくなります。  

そこで、次の（２）の質問です。この不適切な事務処理等の懲罰委員会は開かれたのでしょ

うか、伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     懲罰委員会が開かれたのかの質問に対してお答えします。 

富士川町職員分限懲戒委員会要綱に基づき開催しております。 

平成２９年度は、後期高齢者医療保険料還付手続きの不適切な事務処理及び、かじかの湯温

泉汲み上げポンプ水中ケーブル盗難と、平成３０年度は、国民健康保険税の口座振替二重引き

落としの件に関して、開催したところであります。 

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） 

     再質問です。この懲罰委員会のメンバー構成を教えてください。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     この、富士川町職員分限懲戒委員会のメンバーにつきましては、教育長、課長、職員の代表

７名以内となり、事案ごとに設置されております。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） 
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     役場の職員だけで構成されているということですね。職員だけで構成されているということ

になりますと、身内意識あるいは例え方が悪いかもしれませんが、同僚愛憐れむようなことか

ら、甘い判断にならないでしょうか。そこでですね、公平さを保つために、その委員会のメン

バーに公平かつ中立な外部の有識者を入れたらいかがでしょうか。ぜひ、検討するべきだと、

そのくらいの覚悟でするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     委員会のメンバーに職員以外とのことでございますけども、先ほど申しました職員の代表と

いうのはですね、組合の代表ということになりますので、職員の代表ではなく組合の代表とい

うことになりまして、職員以外の外部の方も入っているということでございます。また、富士

川町の懲戒処分等の指針等がございまして、これに基づいて懲戒のほうの内容の判断、また、

審査を行っているということでありますので、この審査につきましては厳正に行われていると

いうことで、行われております。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） 

     いま、課長の答弁の中にですね、組合の代表っておっしゃられましたけども、組合の代表っ

ていうのも職員ですよね。そうですよね。 

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） 

     職員ではありますが、身分が違いまして、職員組合というような団体の代表ということにな 

ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     ぜひですね、公平中立な、そういう人を中に入れていただければもっと厳しくできるんでは

ないかと思います。 

     それでは、（３）の質問に移ります。この７件のですね、不適切な事務処理約２８０万円、正

確には２７４万６千９４２円の税金の無駄使いがされているのですが、この損失を当局ではど

のように考えているのでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

お答えいたします。本来の支出すべきものではない、経費が生じたことに対しましては、大

変申し訳なく、今後、このような事態が起こらないよう、さらに職員の育成に力を注ぎ、町民

の信頼回復に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 



５３ 
 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

再質問です。この損失の内容ですが、２９年８月の後期高齢者医療保険還付金の未返還が

５７４名、その時に掛った費用が９９,３８４円の損失です。続いて９月のかじかの湯のケーブ

ル盗難事件が２４０万の損失。続いて３０年８月国保税の二重引き落とし、これに掛った損失

が９２,４９６円。そして今年の１月投票所の誤りの通知代ですね、この損失が１５５，

０６２円. 

        合計２７４万６９４２円の損失ですね。これだけ税金の無駄使いがされているんです。これだ

けの税金の無駄使いをしているのに、担当者には口頭厳重注意これでよいのでしょうか。恐ら

くですね企業なんかの場合では、担当者のボーナスカットくらいにはなると思うんですが、こ

の辺はいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

処分の内容ということでございますけども、処分の内容につきましては、すでに公表という

ことと、また、注意等を受けているところであります。内容につきましては、故意にしたもの

ではなく、個人の責任ということではなく、全体のミスというようなことを考えておりまして、

今後は事務処理マニュアル等に基づきまして報告や連絡、相談、チェック体制の強化等をして

参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

この不適切な事務処理っていうのは職員が故意にやっているとは考えておりません。再質問

です。人間はだれでも間違いはあります。大事なことは間違いを起こした時にどう対処するか、

どう責任をとるかという事だと考えます。町民の税金を約２８０万円近くですね無駄にしたと

いう重大な事なのですね。町民の生活は決して楽ではありません。特に高齢者は年金から税金・

介護保険等引かれていて大変な生活をしているのです。富士川町の介護保険は６,２５０円、 

県下でも６番目に高く、一番高い山梨市は６,６７０円、４２０円の違いしかない訳なんです。

一番低いのが北杜市で４,３００円、こことの違いは１９５０円なんです。町民はこういう大 

変な生活をしている訳なのです。町民も我慢して生活しているのです。こんな事は無いと思い 

ます。こんなことは本当無いと思うんですけども、不適切な事務処理を起こしても税金で人の 

お金だからあまり感じないというような事が、あっては絶対にならないと思います。懲罰規程 

の見直しをするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     規程につきましては、方針また懲罰委員会の中で厳正にやっております。内容につきまして

も、地方公務員法に基づいて内容も盛り込まれておりますので、内容につきましては見直し等

はする予定はございません。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 



５４ 
 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     見直しをする予定が無いということは、今後またこの不適切な事務処理が起こっても、同じ

状態で行くということなんでしょうか。町独自の懲罰規程っていうものを実施してもいいん

じゃないですか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     内容につきましては、事件ごとに事案ごとに内容を精査して行っております。また、町の指

針等もございますので、それに則って行うということになります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇議長（井上光三君） 

     今後、二度とこういうことの無いようにですね、しっかりとやっていただきたいと思います。

もう１回再質問です。ここに責任の取り方について例があるんですけれども、今回の７つの 

    不適切な事務処理不祥事で２８０万円の損害ですが、 高責任者である町長がとった責任

２９年９月ケーブル線の盗難２４０万円の損失の時に、給料１か月の１０％、６８,５００円

カットしました。ちょうどその時にですね、北杜市で源泉徴収した所得税を期限までに国に納

付していなかったということがありまして、不納付加算税と延滞税計１４万４,３００円の損

失っていうのがありました。その時に北杜市の市長は、掛かった損失金額全額１４万４,

３００円を自分の給料から補填をしている訳ですね。富士川町では２７４万６,９４２円の損失

に対して、町長がとったのは６８,５００円、損失金額に対してわずか２、５％です。北杜市で

は１４万４,３００円の損失に対して１４万４,３００円、１００％の全額補填なんですね。 

     この責任の取り方の違い、町長どういうふうにお考えでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     この２年間で７件の、住民の皆さんにご迷惑をおかけしたことは大変申し訳なく思っており

ます。ただ、意図的にといいますか、ちゃっかりは、これは絶対許されないことでありますけ

れど、人間のやることでありますんで、うっかりというのは、あるはずであります。ただ、役

場組織全体として、そのうっかりをできるだけゼロに近づけていくのが今後の取り組みという

ことでありますが、私が給与を減額したのは、後期高齢者医療保険料の還付手続きの不適切な

事務処理の時に減額をさしていただきました。かじかの湯の汲み上げポンプのケーブルにつき

ましては、これは盗難事件でありますんで鰍沢警察署の方に事件として届けてあります。犯人

が捕まって弁済していただければこれは還ってくるもんだと思っておりますんで、これは盗難

事件でありますんで、私は給与の減額はしませんでした。後期高齢者の場合はですね、皆さん

にお還しすべきお金が還っていなかったということで減額をさしていただきましたところであ

りますが、あと、国民健康保険税の二重引き落とし、これもあってはならないことであります

けども、これは事務的な確認ミスというふうなことから、マニュアルどおりやっていなかった

ということで、二重の引き落としが発覚したしましたんで、早速、住民の皆さん、二重引き落

としをした皆さんには、お還しをしているところであります。他の自治体で首長がその部分を
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国にお還しすべき金と加算金も含めてお還しをしたというのは、私は適切なやり方ではないと

思っております。これは、公職選挙法に抵触する恐れがあるんじゃないか。そこの町に寄付を

したということになりますんで、これは適切な方法ではないと。富士川町の場合は、懲罰等委

員会がありまして、そこで町の懲罰の方針が出ておりますから、それに則って適切な処分をし

ていただいていると思っております。私も、旧増穂町から含めると３回給与の減額をいたしま

した。これは、住民の皆さんに身を引き締める心の現れを見ていただくためにやっております

んで、補填分を給与で出すというふうな意味の、趣旨のではありませんので、今おっしゃられ

たとおり、余計なお金と給与の減額額が合ってないかもしれませんけども、これは身を律する

思いでやったことでありますんで、そういった加算額っていいますか、余計に掛かったお金に

見合うものとして、給与減額をしたものではありません。今後も、そういうことが無いように、

組織を挙げてやってく訳でありますけども、それぞれが一生懸命やっているのは確かでありま

す。特に、異物混入は意図的にしたというは全然考えられません。たまたま、器具が古くてで

すね、ネジが落ちてしまったとか、入ってはいけないビニールの破片が入ってしまった。重なっ

たと思っております。これらについても、教育委員会を中心に、混入防止マニュアルを作りま

して、その後、職員挙げてですね、そういったことが無いように努めているところであります

んで、今後も組織を挙げて住民の皆さんにご迷惑の掛からないような事務処理、あるいは業務

処理をやっていきたい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。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     再質問です。先ほど申し上げました責任の取り方なんですが、 高責任者であります任命権・ 

人事権がある町長が責任をとるのは勿論なんですが、町長一人に責任を取るように言っている 

のではありません、当該課の課長他課員皆で責任を負う位の覚悟でならなければならないと思 

います。町民に損害を与えているのは紛れもない事実です。 

     この事に対して町民は非常に怒っております。怒っても無理ないと思います。２７４万６, 

９４２円と言いますと、人一人の１年間の給料に値する金額なんです。懲罰規程を再考すると

か、何らかの改善策を出さないと町民は納得しないと思います。以上で１番の質問は終わりま

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１２分 

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

再開 午前１１時１８分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     次の質問に移ります。大きな質問の２、総額３０億円の新庁舎建設についてを伺います。 

(１) 富士川町の未来を考える会から、庁舎建設について規模及び建設費・建設場所等の見直 

しについての要望書が提出されましたが、この事について町はどのようにお考えになっている 



５６ 
 

のでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの、堀内議員のご質問にお答えします。 

「富士川町の未来を考える会」の要望書につきましては、本年１月２５日に町へ提出されま

した。内容については、新庁舎の建設費が高額になることへの危惧が述べられており、総額

３０億円の新庁舎建設について、規模及び建設費を再考して欲しい旨の内容でありました。 

新庁舎の規模及び建設費につきましては、今後進めていく「新庁舎建設 基本設計」におい

て、設計者と協議を行う中で、町が必要とする庁舎の建設規模及び建設費を算定することとし

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） 

     再質問です。先ず建設規模ですが、６,５００㎡で１㎡４０万、２６億円これが算定基礎となっ

たのは、平成２８年４月の人口１５,８１２人で計算されているのですが、３１年３月１日今年

ですね、人口が１５,２３９人、２年１１カ月で５７３人も減少しているのです。３月末になり

ますと学生が県外に出ていくこともありますので、更に減少することが予想されます。年間

２００人以上の人口が減少しているのです。この庁舎の完成予定が２０２４年ですから、この

減少計算でいくと完成する頃には１３,５００人位になると予想されます。だとしたら、完成す

る時の人口で算定しなければいけないのではないのですか。早く言えばこんな大きな建物でな

くても良いのではないのですか。町の人口が少なくなれば役場の職員もおのずから少なくなる

はずです、こんなに大きいものは必要ないと考えます。こんな大きな建物でなければ建設費も

減額できるはずです。南アルプス市では、１０億円で増改築、庁舎ですね。市川三郷町では、

今、体育館・町民会館・図書館を建設していますが、それぞれ１０億円ずつで建設しています。 

早川町は、庁舎建設が町の木をふんだんに使い８億円で建設です。なぜ富士川町だけが総額

約総額３０億円なんてかけるのでしょうか。この中には庁舎解体費・設計費・外構工事費が含

まれていないので 終的には３５億位になるのではないかと予想されます。人口減少のこの時

代に、なぜこんなに高額な建物が必要なのかを伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

   ただいまの質問に答えいたします。富士川町新庁舎の建設につきましては、平成２８年の

１２月に基本構想を、平成２９年の１２月に基本計画を策定しております。先ほどのご質問の

中にございました６,５００㎡、２６億円という部分につきましては、基本計画の中でお示しし

た数字となります。現在、基本設計のプロポーザルを実施しておりますが、その募集の要綱に

よりますと、これを５,９００と面積を変更して、 大で５,９００と面積を変更してございま

す。先ほど人口が少なくなる、大きな役場は必要ないというようなご質問がございましたけれ

ども、この部分につきましては、今後の職員数の変動等もございますが、富士川町役場として

必要な行政機能を備えた新庁舎を建設するということで、今後、設計者とですね、よく協議し、
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効率的な庁舎の規模を定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） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

   ぜひですね、人口減少に伴っての庁舎の設計をしていただきたいと思います。再質問です。 

建設場所は現在地というだけで具体的にどの場所という提示が全くされていません。１２月 

の議会でも質問しましたが、答弁ははっきりなされませんでした。富士川町の未来を考える会 

の勉強会でも、担当課長は答えていませんでした。聞くところによりますと、もう設計図もとっ 

くに出ているということのようですが、何故その質問に答えていただけないのでしょうか。何

回も質問しても答えてくださらないということは、私、馬鹿にされているのでしょうか。私を

馬鹿にしているということであれば、私個人の問題ではなくて、議会を馬鹿にしているという

ことと同じではないかと思います。建設場所はどこでしょうか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの質問にお答えさしていただきます。質問の中にもございましたけれども、現在、

町が定めております基本計画、基本構想、基本計画以外の設計図というものはございません。

１２月議会でもお答えをいたしましたけれども、ここの町有地の中にですね、自由に、自由な

発想によって設計者が富士川町の新庁舎として、提案をしていただくという形で配置の方は決

まっていくと思います。すいません、配置の方はですね、その基本設計の時にですね、設計者

のプランもございますでしょうし、町の意見もございますでしょうし、その中の協議の中で具

体的な形を定めていくという形でございまして、担当課長が答えないというよりは、実際にで

すね、何の絵もございませんのでお答えできないというところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     今の答え、おかしいんじゃないでしょうか。なんにも決まっていな、そこでどうして５, 

９００㎡、金額そういったものが出てくるんでしょうか。結構です。つづいて質問をいたしま 

す。（２）の質問です。高額な新庁舎建設に町民からは反対の意見が多く寄せられていますが、

町民に対して新庁舎建設事業の説明会を開くべきではないのですか。町民の声をもっと聞くべ

きではないのか伺います。 

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ついてお答えいたします。新庁舎整備事業につきましては、今後設計者

が決まり次第、基本設計を行って参ります。この基本設計を進めていく過程におきまして、富

士川町が必要とする新庁舎の規模や構造などが、より具体的な形となって参ります。町といた

しましては、新庁舎の概要が目に見える形となった時点で、事業説明会を開催して参りたいと

考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

   えーとですね、この町のやり方は、なんでもそうなんですけれども全部決まってからでない 

と、いざ工事が始まる時点でないと町民には知らせないっていうのがこの町のやり方なんです 

ね。ですから町民は怒ってるんですよ。再質問です。町長の公約の中に町民に寄り添う町政を 

というのを唱っています。まさにこの新庁舎建設にその説明会を開き、町民に詳細に説明をし 

て、町民の意見をしっかりと聞くべきではないのですか。決まってから説明会開いたんでは町 

民は何も言うことができないんです。決まっちゃってからでは、その前に町民の意見をしっか 

りと聞くべきではないのでしょうか。この総額３０億円以上の町民の税金を使って行う事業な 

のです、そしてこの借金も町民が返していくのです。町民が返していく、この町に住む町民が 

返していくんです。その町民に説明する義務があると思いますが、もう１度お伺いいたしま 

す。いかがですか。その前にですよ。決まってからではないんです。決まってからでは遅いん 

です。その前に町民の意見をしっかり聞いていくべきだと思いますが、もう１度お答えくださ 

い。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。この説明会につきましては、先ほどの答弁で申しま

したとおり、きっちりとしたプランではございますけれども、建物の配置とか構造とか面積と

かいうものを町と設計者の中で協議した中で、目に見える形をとったものを町民の方々にお見

せして議論をしていただきたいと考えておるところです。いま現在、説明会を開きましても先

ほど堀内議員が答えになってないというようなお話もございましたとおり、町としては、今後

決めていくとかいうようなお話しとか、町民の方々にできません。ですので、先ほどの答弁の

とおり、まだプランという段階で町民の方々に町はこういう庁舎を考えているというような目

に見える形での説明をさせていただき、それに対するご意見をいただきたいと思っております。

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） 

それでは、次の質問に入りますけれども、庁舎建設のためにですね、２軒を撤去させて、そ

してなおかつですね、７０年以上も使っている町道を一部廃止する、町民の生活道路である町

道を一部廃止するっていうことが町民の利益になるのでしょうか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。町では、本庁舎東側駐車場に隣接した民有地の地権

者の方に、用地提供のご協力をお願いし、用地交渉を行っております。 

この隣接地につきましては、新庁舎の敷地として、「一体的に活用できる土地」「敷地の不整

形是正に必要な土地」などの理由により、町にとって必要な土地と考えております。 

また、町道の廃止につきましては、「新庁舎整備 基本計画」の中で、「一体的に活用するた
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めに町道の廃止が必要な場合は、町民の利便性を低下させないよう、既存町道の拡幅や道路の

付替えを計画します。」となっており、今後町道の廃止が必要となった場合は、町民に不利益の

無い対応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） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

   今の課長のお答えの中にですね、決まってないのに用地交渉をする、不整形だから、不整形 

でなくてもいいじゃないですか。なぜそこの２軒を撤去させなければいけないんですか。そこ 

の部分が無くたっていくらでも庁舎は造れるんじゃないですか。再質問です。私たち議員はで 

すね、また町長と職員は町民が幸せな日々を毎日送れるようにするのが私たちの仕事なのです。 

その為に町民の税金の中から給料をいただいているのです。そして、いろいろな事業は町民 

が大変な生活の中から納めてくれた税金で事業を行うのです。そして、その事業を行う時の借

入金、借金は町民が皆背負うことになるのです。町民が幸せに暮らして行けるように、その環

境整備をするのが、私たち町長、議員、職員の仕事なのです。何億円も町民の税金を使って、

２軒を立ち退かせ更に、町道を廃止するなんて事をする権利がですね、町長それから新庁舎建

設検討委員会の人達の中にそんな権利があるのでしょうか。あまりにも横暴なやり方ではない

のですか、その民家は立ち退きたく無いと言っているのです。むりに立ち退かせるならば、そ

の民家は一家が崩壊、離散になるかもしれないのですよ。不整形だからそこを買収する、不整

形だっていいじゃないですか。そこの民家は、二世帯住宅で今迄幸せに暮らしている一家を崩

壊に追い込むような事を行政がして良いのですか。不整形だっていいじゃないですか。不整形

の中で考えればいいじゃないですか。何億もの町民の税金を使って２軒を撤去させ、町道を廃

止するなんて言うことをしていいのでしょうか。 

町長は町民が幸せに暮らせるように政治を行うのが、町長のする事ではないのですか、 

一家を崩壊させて又皆が使っている生活道路を廃止するなんて、そんな権利が町長に庁舎建設

検討委員会にあるのですか、今は民主主義の世の中なのではないのですか、改めて聞きます。   

町道はなんの為に廃止するのか、そして町長にそんな権限があるのかの２点を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまの町道の廃止は必要なのか、またその権限があるのかというご質問にお答えいたし

ます。この現在、町有地を二分しております町道に関しましては、新庁舎建設について必要な

場合は廃止を含めた検討をして参りたいと考えておるところです。この町道につきまして廃止

ということになりますと、道路管理者は富士川町長ですので、その手続きを行い道路の廃止、

付け替え、若しくは拡幅というような形で周辺の整備を行ない、先ほど答弁の中でも申しまし

たとおり、近隣の方々のご不便、利便性を損なわない計画を提示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） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     やはりですね、説明会を一刻も早く開いてですね、町民の声を聞く、特にですね、この道路
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を廃止する近所の人達には一刻も早く説明をするべきだと思います。今ですね、この町道を廃

止するということは、今この町道ものすごく人が、通行量が多いんですよ。サンマルシェが出

たっていうこともありまして、１日の交通量がすごいんです。そしたら、どっからどこを廃止

するんですか。私の予想では、そこの駐車場のそこから昭和通りまでを封鎖するのではないか

なと思いますね。そうではないんですか、どこを廃止するんですか。どの場所ですか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。現在、基本設計の方を進めて、基本設計を進めるた

めのプロポーザルを実施し今年度中には契約を行い、新年度からは直接基本設計に入って参り

ます。その中で、設計者と協議の上、先ほども申しましたとおり建物の配置とかですね、この

町有地をどう利用するかという部分について決定をしていきたいと考えております。ですので、

現在どこからどこまでの町道を廃止する、また、どこからどこまでの町道を拡幅するというよ

うな具体的な計画は今から策定していくという形になりますので、現時点ではまだ分からない

というような答弁になります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     すごく卑怯な答弁だと思いますよ。設計者は、当局である町が提案したのを設計していくん

ではないですか。設計者が全部考えるんですか。お伺いします。 

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） 

     ただまのご質問にお答えいたします。決してこの新庁舎の設計につきましては、設計者丸投

げというようなことはございません。設計者は、あくまでも技術を持った方々です。そういっ

た方々の意見を参考にですね、町が必要とする機能を備えた新庁舎こういった部分につきまし

ては、こういった庁舎が必要だという要望を設計者に伝え、設計者はそれを形として町に提案

してく、その提案がどういった形になるかというのは今からの協議で決定していくということ

でございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     時間がありませんので、先へ進みますけれども非常にずるい答弁だと思います。（４）の質問

に入ります。人口減少の著しい現況下で町の財政に見合う庁舎建設にするべきではないでしょ

うか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては、「新庁舎基本構想・基本

計画」の段階から財政状況を十分考慮し、建設及び維持管理などに関するコストの縮減は、重
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要な課題の一つと考えております。こうしたことから、現在実施しています「新庁舎建設基本

設計業務プロポーザル」におきましても、建物のライフサイクルコスト縮減に向けた考え方を、

技術提案のテーマの一つとさせていただいたところであります。 

今後、設計者が決定し、基本設計を進めていく過程におきまして、新庁舎に必要とされる機

能の機能性、効率性及び安全性など細部に渡り協議を行うことにより、町の規模に見合う、適

正な建物として参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     町の財政に見合う規模が２６億円なんでしょうか。再質問です。 

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。前の答弁でも申しましたとおり２６億円という金額に

つきましては、基本計画の中でお示しした金額となってございます。ただし、その２６億円に

つきましても、あくまでも概算ということで、今から設計をして参りますと。この２６億円が

どの程度になるのかということで、今から設計を行う訳です。この設計の中で先ほどの答弁で

も申しましたとおり、建物のライフルコスト縮減とか建設規模の縮減等が図られれば必然的に

また事業費の方も変わって参ると思います。ですので、設計を基本設計を実施することにより、

また新たな事業費等、規模等また目に見えるような形でお知らせできると考えております。以

上です。 

〇議長（井上光三君） 

     １１番 堀内春美さん。 

〇１１番議員（堀内春美さん） 

     なんか答弁を繰り返しても、同じような答えしか戻ってこなくて非常に卑怯な答弁だと私は

思います。再質問です。建設場所をですね、現在の役場のすぐ南側に隣接して建設すれば、耐

震化してあるこの議場が使えます。新庁舎は３階建てのようですが、３階が全部議場関係のよ

うですが、今の議場を使えば２階建てで済み、建設費も大幅に削減できます。使える物は使う

べきだと思います。バリアフリーになっていないという人もいるかもしれませんが、６月から

議会はテレビで放映もされます。そうしますと町民は議場まで来なくても議会の様子はわかり

ますし、また１階の会議室に大きなテレビを置き中継放送をするという事もできるわけです。

市川三郷町では大きなテレビを１階のロビーに置いて町民サービスを行っております。また、

議場も何十年か使用して建て直しする時には町の人口も減少しています。そうすれば議員も数

も減ります。減るはずです。その時に、町の民有林である平林から木を切ってきて町独自の議

場を建設すればよいのではないでしょうか。そうすれば平林の木も地産地推の面からも、よろ

しいですし、また、民家を億単位で買い取る事もしなくても済みますし、町道も廃止しなくて

よいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 
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     ただいまのご質問にお答えします。先ほどの提案にございました本庁舎の位置、また、議場

の使用というようなご意見もございますが、一貫して町といたしましては新しい庁舎を自由な

発想のもとに、この敷地を使い機能性のある新庁舎を設計して参りたいと考えております。先

ほど町が決めたとおりというようなお話もございましたけれども、町といたしましては配置に

つきましても構造につきましても、特にそういったことを設計者に求めているというようなプ

ロポーザルではございません。あくまでも、設計者が提案をしていただける、これから提案を

していただける配置等につきまして町が協議し適正な新庁舎建設を進めて参りたいというふう

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） 

     再質問です。さっきから同じ答弁ばっかり答えてくださっていますけれども、先ずですね、

町民に対して、説明会を開くべきです。町民の意見を聞くべきです。なぜならば、町民の税金

を使って行う事業なんです。そして、この借金は町民が全部背負うことになるんです。今のま

までは、町民不在で町民の意思はどうなっているのか、町民の声に耳を傾けて正しい判断をし

なければならない時だと思います。新庁舎建設検討委員会は、町民の声を反映していません。

新庁舎建設検討委員会の答申が決定ではないと思いますが、決定だとしたらあまりにも町民を

置き去りにし無視した進め方です。言い方が悪ければ、町長のやりたい放題という感じがしま

す。こんなことが許されるのでしょうか。町民不在ここをどんなふうにお考えになりますか。、 

〇議長（井上光三君） 

管財課長 河原恵一君。 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。町といたしましては、決して町民不在というような

形でこの事業を進めて参っている訳ではございません。基本計画、基本構想におきましても具

体的な建物の配置とかですね、建物の階層とかいうようなものはなく、あくまでも計画という

中で、その中でプロポーザルで比較検討して参りたいというような計画になってございます。

先ほど、答弁の中でも申しました説明会というお話がございましたけれども、先ほどの答弁で

申しましたとおり、今現在、説明会を開きましても町といたしまして先ほどから答弁をしたよ

うな内容しかお答えするようなことができません。そのようなことで、町民の方々のご意見を

伺いましても、なかなか、そういった意見の方はまとまらないというふうに考えております。

ですので、設計者が決まり設計者の技術提案による富士川町が考える庁舎の形が具体的、まあ

具体的といいますか、まだ基本設計の段階ですのでまだまだ設計には時間がかかりますので、

できるだけ早い段階でそういった形の、形になった新庁舎を町民の皆様方に提案し、ご意見を

いただ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） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     まだまだ決まってない所が多いもんですから、議員さんの危惧する所に明確にお答えできな 

い所は重々承知しております。私もどういう形になるかよくわかりません。というのは、基本 

構想で６,５００㎡というのを一旦出しまして庁舎は現庁舎の位置に建設すべきだという答申 
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をいただいておりますんで、それを基に基本構想を策定いたしました。場所はこの現庁舎の所 

ということで決めていただきました。それを基に、基本計画を作った訳でありますがこの基本 

構想、基本計画を作る時も、一般的に庁舎を利用する皆さん、当然、身体障がい者の皆さんと 

か建設業者の皆さん、あるいは役場を常にですね業の拠点としているような皆さんを含め、一 

般公募もする中で、委員会を立ち上げまして基本構想、基本計画を作って参りました。これは 

あくまでも、まだ、基本的な構想、計画であります。場所を作ったりですね、全体で、先ほど 

庁舎の解体とかそういうのは、またこれから掛るんだろうという話がありましたけども、そう 

いうのも含めて概ね３０億位掛かるんじゃないかという、あくまでも概算の事業費であります。 

これらを基にこの基本構想、基本計画を基に先般プロポーザルを行いました。３社のＪＶから 

応募がありまして、これも選定委員の皆さんに今ご協議をいただいているところであります。 

近々、答申をいただけると思いますんで、今年度中には業者を１つに決定しながらそこと協議 

を進めながら詳細を詰めていく訳でありますが、役場とすれば、役場の希望とすれば希望って 

言いますか主張すべきこととすれば、職員が何人程度、これは将来的なことも役場が完成する 

時を目指しながら行きますけども、職員の定員管理計画に基づいた職員数、そして、こういう 

時代でありますんで若いお母さん達が来ても子ども達をちょっと置いておけるようなキッズ 

コーナーが必要だとかそういった、そしてまた執務室と会議室の利便性、あるいは議場と委員 

会室の利便性等々もですね言いながら、業者がどういう形にすれば効率的な庁舎になっていく、 

そうった中で庁舎の規模も決まってくると思います。基本構想では 6、５００㎡、また基本計 

画では５,９００㎡、プロポーザルに出すとき 大限で５,９００㎡と段々下がってきておりま 

すけども、この専門家の業者がまた効率性とかを考えていけばもっと小さくもなることも可能 

ではないかなと、この協議を進めるのは基本設計でありますけども、基本設計を作ったからと 

いって庁舎が建設出来る訳ではありません。その後には、実施設計を作らなければ建築業者が 

工事出来ませんので、この基本設計がある程度になってきた時に再度説明会等を開催しながら、 

住民の皆さんのご意見もそれにまた反映出来る、まだ過程の時にですね、やっていきながら実 

施設計に挑んでいきたい、こんなふうに思っております。長い期間を要する事業になりますけ 

ども、当然、町の財政も将来の維持管理のコストも考慮しながら町の規模に見合う適正な建物 

として参りたいと考えているところであります。本当にまだまだ私もどういう向きになるのか、 

どこに造るなのか、何階になるなのかそれもわかりません。ですから、議員の皆さんにもまだ 

そこんとこは詳細のところは言えないというのが現状であることを、ご理解をいただければと 

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） 

     えーとですね、おかしな回答だと思います。議員の中でですね、話し合ったのは総額３０億

ということは全然出てはいません。ただ、議員の中で町から依頼されて話し合ったのは、３階

が全部議場だという話ですね、そしてその議場をどういうふうにするのか、椅子をどういうふ

うに出し入れするのか、あるいは更衣室とか、委員会室をいくつ作るかとか、事務局を作るの

か、議長室を作るのか、それからそんなふうな話し合いしか議員の中ではされていません。そ

この辺のところを良く確認しておいてください。それからですね、くどいようですけれども基

本設計の計画の段階で町民の意見を聞くべきだと思います。基本設計が決まってからでは町民
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は口を出しても聞かないんですよ。先ほどから申し上げているように、この町のやり方は汚い

やり方をするんです。決まってからでないと町民に説明しないんです。その時はもう意見は言っ

ても遅いんです。今までそういうことが何回もありました。よろしいですか。何回もくどいこ

とを言いますが、町長も議員も職員も町民の税金から給料をいただいていることを忘れてはい

けないんです。町のみんなが幸せに暮らせるように働くのが我々町長、議員の仕事であるので

す。次の時代を担う子ども達や孫達に、この庁舎を使うかといってそんなに巨額な大きな箱物

は今の時代に人口減少のこの時代に建設するべきではないと思っています。私達の任期の間に

責任が負えることをするべきではないでしょうか。もう時間がありませんから 後です。ここ

はですね、 

〇議長（井上光三君） 

     堀内議員、時間ですので質問は何ですか。 後、質問ですか。時間ですのでこれで終わって

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） 

     質問時間は終わっておりますけども、答弁時間はあん中に入ってませんから、住民に全然知

らせてないというお話ですけども、そんなことはありません。基本構想も冊子にしたり、概要

版も作ってお配りをしておりますし、基本計画も作ってあります。まだ、これがこういう形に

なるという先ほどらい言ってますけども、私も３階建てになるのか、４階建てになるかよくわ

かりません。２階でいくなのか、平屋でいくなのかもわかりません。それは、これからですね、

町の必要とする規模を、機能をですね、業者と協議しながらこういう形にすれば効率的に出来

るじゃないですか、むこうは専門家ですからそういのは話を聞きながら、効率的な、効果的な

庁舎をこれから造り上げていく。それが、大まかな形が基本設計であります。基本設計でいく

ら掛かるっていうのはまだはっきりしないと思います。実施設計を組まなければ庁舎の部分が

いくら、外構部分がいくら、植栽の部分がいくらっていうのは、実施設計が出て初めて金額が

出るもんであります。冒頭言ってあります３０億は、相当前に出してありますけども、このく

らい、ここにそういう物を建てるんであれば土地代は除いても、３０億位は役場とすれば考え

ておかなければならないかなっていうのが、概算の３０億でありますんで、そういうのも含め

て住民の皆さんには参画もしていただいてますし、役場で決めたことはお話をしてあります。

そしてまた、住民の皆さんに説明する前に議会の方には説明をさしていただいているのがこれ

までの経緯であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     以上で、通告５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。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） 

     休憩を解いて再開します。 

続いて、通告６番 ６番秋山稔君の一般質問を行います。 

６番 秋山稔君。 
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〇６番議員（秋山稔君） 

     ６番 秋山稔です。 

     リニア関連の工事に関する一般質問を行いたいと思います。 

はじめに、東京・名古屋間２０２７年開通予定のリニア新幹線ですが、東京・名古屋間を１１,

７９０円で乗車できるようであります。利用者にとって非常に便利になる事は間違いありませ

ん。また、山梨県にとってもこれからどう変化してくのか想像できませんが、約二十数年前NHK

の記者をしていた、磯村 修氏がリニアに関する講演の中で品川から山梨まで、約１５分から

２０分で来ることが出来る、中央線でたとえるなら、東京駅から乗車して四谷駅の所に山梨が

存在することになる。そうなると、私達を取り巻く環境が変化することは間違い無い。駅周辺

の住環境や、山梨の自然環境が大きく変わる。その大きく変わることになると。 

    数年前に、便利さや環境の変化についての講演を行っていました。しかし、便利さの裏には、

なにかしらの犠牲が伴う上に成り立つものである、とも言っていました。 

     そこで、富士川町に関わるリニア関連工事のことについて伺います。 １番目ですけれども、

工事が始まった場合、トラックやダンプカーを含めて大型車両など、工事に関係する、土砂・

機材等運搬時に車両台数はどのように予測しているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     リニア工事に伴う車両台数の予測についてとの質問にお答えいたします。 

     本町におけるリニア中央新幹線の工事については、リニア本線及びトンネル工事、そして変

電施設、保守基地の整備が予定されております。工事車両につきましては、ＪＲ東海が作成し

た環境影響評価書の中で、建設する構造物の規模や施工手順、建設機械１台当たりの施工能力、

配置可能な建設機械の台数等を考慮し、１月当たりの各作業数量を算定し、車両台数を算出し

ております。 

本町の運行ルートの予測車両台数は、県道４２号旧国道５２号は、一部南アルプス市も含み

ますが、７年間で１２１，７９６台、月 大９，４９５台、県道４１３号平林青柳線は、８年

間で７０，６１８台、月 大６，５９３台、県道４２０号髙下鰍沢線は、８年間で１３０，１５９台、

月 大５，００４台となっております。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。今伺いましたけれど、工事車両につきましては相当数町内に入って来ることに

なりますけど、その車両をですね、県道あるいは国道をかなり痛めてしまうということも予想

されますけれど、それはそれで仕方がないかと思いますけれど、今ちょっとですね、色々頭の

中で考えているんですけど、後でまた整理して伺います。 

     それでは、２番目の質問ですけれど、曜日あるいは時間に関係なくですね、その工事車両いっ 

ぱい来る中で、関係なくその工事を実施した場合にはですね、町民にとってはかなり大迷惑な

ことではないかと思います。そこで、工事をする場合の曜日、時間帯はどのようになっている

のか伺います 

〇議長（井上光三君） 
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財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     曜日、時間帯を把握しているかの質問にお答えいたします。 

     ＪＲ東海では、地上部の工事は、主として平日の日中、トンネル工事は、平日の日中及び夜

間に施工し、夜間作業につきましては、地上に影響が出ない工事を実施することとしておりま

す。なお、詳細な曜日・時間帯につきましては、施工業者が決定した後に検討し、具体的に示

されるものと考えております。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） 

     そうすると、業者が言わない限りは今のとこわからないということですね。で、いいですか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     基本的には、平日の日中、トンネル工事につきましては日中及び夜間と、地上に影響がない

ものとことでございますが、詳細な時間帯等、業者が決まり次第ＪＲと協議し決定してくるも

のということになっております。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） 

     はい、わかりました。それではですね、３番目なんですけれど、町内に関係した工事ですけ

れど、工事期間ですね、工事期間はＪＲと協議を行ってるとは思いますけれど、把握している

中でですね、富士川町内の工事に関する期間ていうのは大体どのくらいか、わかっていたらと

いうことですが伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     工事期間のご質問ですけども、ＪＲ東海では、環境影響評価書の中で、高架橋工事は、基礎 

工から電気機械設備工まで７年から８年程度、トンネル工事は、掘削から電気機械設備工まで

７年程度の工事期間としております。なお、工事着手時期につきましては、用地取得状況等を

勘案のうえ、今後決定していくこととなります。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） 

     それではですね、４番目なんですけれど、工事車両がですね、先ほどの台数ですと１か月あ

たり相当数入ってますよね、それで町内はいままで通りの交通量ではですね、ないと思うんで

す。その場合、町内に入ってきた場合ですね、通勤する時間帯とかですね、かなり混雑するか

と思いますけど、その時間帯でですね、渋滞はどのように町内を予測してるかわかりましたら

その辺を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 
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財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     町内の道路渋滞予測というご質問ですけれども、リニア工事の期間中は、工事車両による道

路渋滞も予想されますが、ＪＲ東海では、工事用車両の運行について、道路の状況や交通量等

を調査のうえ、適切な運行計画を策定することとしております。しかし、町としましては、多

くの車両が町内を運行することから、ＪＲ東海に対して住民の生活に支障をきたさないよう、

要請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） 

     ＪＲに要請するというのは、いいかと思うんですけども、ＪＲに要請して渋滞の解消にはな

るんですかね、やはり、町としても対策とかっていうことは別に考えてないですか。その辺は

いかがですか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     町の対策ですけども、ＪＲの方から交通量等調査して適切な運行計画をたてるということで

すのでそれを確実に順守していただくというようなことを要請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） 

     工事にですね、例えば騒音とかですね、それから、どっかちょっとぶっつけられたとかとい

うような時にですね、苦情があった場合はですね、町民はどこへ連絡すればいいのかわからな

いということが考えられます。その苦情等の連絡方法とか、あるいはそういうことをですね、

周知することを伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     工事に関する苦情等の連絡方法とのご質問ですけども、ＪＲ東海のリニア工事に関する苦情

等につきましては、直接、事業主体であるＪＲ東海の中央新幹線山梨工事事務所に連絡して頂

く方法のほか、役場リニア対策担当がリニアに関する相談窓口となっておりますので、役場に

おいても対応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） 

     それはですね、例えば富士川の広報とかそういうことに掲載はしますか、それとも何にもな

ければ何にもわからないですよね、町民としてはどこにあるかっていうことは。だから、その

辺の周知方法もやっぱり考えていただきたいというふうに思います。 

   それでは、２番目の次の質問ですけれど、ルート上の地区の皆さんはこれから補償交渉にな
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るわけですが、住民の皆さん全員が補償について、何でも理解して補償交渉に望む方は少ない

と思います。ＪＲとの交渉にあたって、個人としてどのような交渉をしていいのか、不安や悩

んでいる方々は、大勢いるんではないかと思います。事前に何処かに相談する所が無いか。ま

た、高齢者２人なら、なおさらと思います。そんな方々の為にですね、役場の１階に「リニア

何でも相談窓口」という窓口を開設していただくとかですね、あるいは気軽に相談できる所を

造っていただける職員が常駐していなくても「相談窓口」に来た方をですね、担当者に案内す

るなどで対応できないか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     リニア何でも相談窓口の開設ができないかのご質問にお答えします。 

     現在、リニアに関する様々な相談につきましては、役場リニア対策担当で対応しております 

ので、２階にはなりますが、引き続き住民の皆さまの相談窓口として対応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） 

     １階のところに例えばなんか小さいっていうか看板とかですね、書いていただければわかり

やすいんですよね。そういうのをなくて、ただ窓口に来てリニアのことっていってもわからな

いですよね住民の方。役場の人はわかっているかもしれないけど、そういうリニア何でも相談

室はこちらへ来てくださいとか、そういうやさしいっていうか、わかりやすいっていうか、高

齢者が来ても、あー、そこへ行けばいいんだなーって思うことを、やっぱり考えていただけれ

ばと思いますけど、その辺をお願いいたします。どうですか。 

〇議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     １階にですね、そのような周知方法ということだと思いますけども、１階の方にも掲示しま

して皆様が相談しやすいような窓口にしたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     やはり、窓口に来た方はですね、どこに、そういうものが無ければ、どこに行ってどう

言おうかなーなんて、高齢者の方なんかは思うんですよね。職員の皆さんも今ものすごくい

い応対をされて、窓口のところに若い人たちいっぱいいまよね、そういう人たちにも全員に

共通してこう来たよって言ったら誰でもそこに案内できるような体制をとっていただけれ

ばというふうに思います。これから工事が開始となりますと、用意周到に準備していてもそ

の都度色々実情が出てくると思います。大小に関わらず真摯に耳を傾けていただいて、町民

の安全と安心のためにＪＲと協議を対策を行っていただきたいというふうに思います。次の

質問です。すでにですね、体育館の解体工事が始まっていますけれど、今後児童センターも

解体を予定ということになりますけども、第１保育園の北側道路には多くの工事関係車両が
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往来します。保育園児の送迎を体育館の駐車場を利用している親御さんがいました。 

そして、駐車場を利用できなくなると、朝忙しい親御さんは北側道路に駐車して送迎をす

る事が予想されます。送迎時間帯に限り、保安員を増員することができないか、先日、工事

車両が出入りする所の箇所にですね保安員を１名配置すると言う説明がありましたが、出入

口はかなり西側です、送迎時間帯には工事関係の車両は通行しないとも言っておりましたが、

その保安員をその送迎時間帯だけでも、東側の方に少しですね移動していただいて交通誘導

が出来ないかというふうに思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。リニア関連工事に伴い第 1保育所の送迎時の安全対 

策についてお答えします。１月２８日より町民体育館の解体工事が始まっております。着工前 

は、町民体育館南側の駐車場を、送迎時に使用していましたが、着工後については、ますほ児 

童センター西側駐車場、及び利根川公園ゲートボール場東側駐車場で対応しております。安全 

対策については、必要な箇所に交通誘導員を配置することや、仮囲いの設置、送迎の時間帯の、 

工事車両の搬入、搬出を原則禁止にするなど、園児、保護者の安全対策に配慮するよう、受注 

業者に要請しております。また、ますほ児童センターの解体工事も、今後予定されております 

ので、保護者に対しまして、解体工事の周知や注意を促し、保護者や園児が、安心して保育所 

へ通えるように努めて参りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     解体工事に関しましてですね、先だって問題がある場合には工事関係のたて看板にそこに記

載されているということを、ちょっと待ってください。記載されているということで、２月

１５日の体育館の対象区の説明会では、そこに書いてあるからそこに連絡してくれと、いうこ

とを説明会で言ってましたけれど、いちいちその看板を見てなんか起きた時にですね、看板を

見にいってそしてそこへ電話するって方はおられないと思いますので、ぜひその体育館の近く

の人にはですね、ここに何かあった時には連絡してくださいといったふうなものを周知してい

ただければなというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。 

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非常時、緊急時の連絡先の方法についてでございますけども、当然の

ことなれど、１、２箇所では役に立ちませんので、何箇所か設置するよう業者には要請してい

きたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     ぜひ、お願いいたします。それでは、３番目の質問にですけれど、リニア工事の期間中、小 

中校生の安全確保は絶対です。特に小学生の低学年は重い慣れないランドセルを背負って通学
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をします。子ども達の安全対策は、今までとは違い、先の大型車両や関係車両で、町内の車両

台数は大幅に増加します。しかも、𣇃米区・小林区等の児童はルートの工事区間を横切って通

学することになると、さらに危険性が増します。事故が起こってからでは遅いと思いますので

「登下校時の安全確保はJRと協議します。」と、言う回答でなくてですね、町独自での安全対

策はどのように考えているか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     秋山議員のリニア工事に伴う児童の安全対策についてのご質問にお答えをいたします。リニ

ア中央新幹線建設工事に伴う児童の安全対策につきましては、工事車両の出入口など、必要な

箇所に交通誘導員を配置することや仮設の歩道を設置するなど、児童生徒の安全対策に配慮す

るよう、JR東海に対して要請しているところであります。今後、施工業者が決まれば工事着手

前に施工業者と具体的な工事協議とともに、工事車両の運行、児童生徒の通学路の安全確保な

ど、万全な対策を講じて参ります。また、工事中におきましても、必要に応じ安全対策につい

て協議、改善要請を行って参りたいと考えております。 

     こうした施工業者の対策に加え、町のスクールガードリーダーなどの巡回により児童の安全

対策に努めて参りたいと考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     ６番 秋山稔君。 

〇６番議員（秋山稔君） 

     ぜひ、事が起きてからでは遅いので今言ったようなことをぜひお願いしたいと思います。 

２０１８年は本当に災害の多い年でありました。本年は災害の無い年であることを祈るばか 

りです。そこで集中豪雨が発生し、利根川・戸川の上流から土石流の中に流木等があった場合、 

非常に危険と思われる「西之入橋」についてです。 

「西之入橋」は、橋までの高さが、南側橋脚部分で も浅い所約２．１ｍくらいです。  

中央の土砂体積部分でも２．３ｍ、北側の橋脚部分で２．４５ｍくらいです。 

他の橋の中央部の川底までの高さですが「西之入橋」の一つ上流の「しんめい橋」で約４ｍ、 

その上の「ひらの橋」ですと約８ｍ、「はっちょう橋」で約７ｍ、また、下流の殿原のゴルフ 

場入り口の橋で約５ｍくらい、その下の「こむろみちの橋」ですがそこで約５ｍあります。 

河底まで２ｍ若の橋は「西之入橋」しかなく、ここに土石流と一緒に流木が詰り氾濫した 

場合、北側の 勝寺方面に流れる事が予想されます。川の上流ですが戸川には、まだ、たく 

さんの流木はあまり見受けられませんけど、利根川の𣇃米から平林に向かうと流木や倒木が 

あり、これらが土石流と一緒に流れ出すと、なにかしらの災害が発生する事は用意に想像で 

きます。なお、調べた川底の調査は２月の１日の時点の調べです。 

近、「西之入橋」の下の土砂取り除き工事を行っていましたけど、水の流れを良くする為の 

工事であり、流れを含む土砂災害のとは別というふうに工事関係は言っていました。 

水が流れる事が予想される個所に早めの対策が必要でもありますし、真剣に考えていただき

たいと思いますが、町の見解を伺います。 

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） 

     ただいまの質問にお答えいたします。 

     西之入橋付近の河川整備につきましては、平成２３年頃に、低水護岸の一部を下げる工事を

行い、安全な通水断面を確保しております。しかし、先般の西日本豪雨において、流木等によ

り河川断面が阻害され、河川の氾濫に至るケースが見られておりますので、今後は、山梨県に

上流側の流木対策についての検討と、戸川・利根川の安全性向上について、要望を行ってまい

りたいと考えております。 

     なお、利根川上流の河川内に自生しています立木の一部につきまして、山梨県で来年度、伐

採を実施する予定であります。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） 

はい、わかりました。災害を少しでも防ぎたいのは、行政も町民も同じです、早めの対策を 

ぜひ行っていただく事で、安心・安全が担保されるのではないかと思います。 

以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告６番 ６番 秋山稔君の一般質問を終わります。 

続いて、通告７番 １０番 青栁光仁君の一般質問を行います。 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     今日の質問は長寿命化について、いくつか伺います。まずはじめに、通告しましたように小 

中学校の長寿命化計画について伺います。鰍沢小学校や増穂中学校が建築後５０年程度経過し 

ています。耐震化が済んでいるので、何年程度長寿命化されたのか質問した時は、「耐震化と長 

寿命化とは別で、今後長寿命化計画を立てる」と、答弁がありました。 

そこで通告の１番目として（１）現状の町立の小中学校ですね、長寿命化計画の進捗状況を 

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） 

     青栁議員の小中学校の長寿命化計画の進捗状況についてのご質問にお答えをいたします。 

     小中学校の長寿命化計画につきましては、明年度中の策定を目指していることから、本定例

会に所要の経費を計上しているところでございます。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

これから着手するということで、予算化したという答弁です。議員の中にも鰍沢中と増穂中 

学校を統合して増穂商業高校の跡地へ新設中学校を創ったらというような前に議場でのお話し 

もありました。長寿命化の検討は教育総務課で行うのか、それとも教育委員会とか、小・中学 

校関係者を交えて開催するのか、その予定を再質問として伺います。 

〇議長（井上光三君） 
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     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をいたします。この、定例会に予算計上さしていただいておりま

す、これによる３１年度中に専門業者によります現況調査、校舎の老朽化等の調査をする中で、

それぞれの施設において、どのような改修が必要なのかというようなことを検討を進めて参り

ます。これにつきましては、教育委員会教育総務課が主管となりまして進めて参りたいと考え

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） 

     そうすると次の（２）番の通告ですけども、長寿命化計画により、建て替えは何年程度先延 

ばしできるのか伺いたいと通告してありますけども、専門業者に依頼するということだと、ご 

答弁いただけないかもしれないけど念のため通告どおり伺います。 

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） 

     ただいまの長寿命化計画による建て替えの先延ばしのことでございますが、町内の小中学校 

の校舎につきましては、建築から約４０年～５０年が経過しております。 

こうした中、文部科学省では、学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮

減と予算の平準化を図りつつ、機能や性能を確保していくことを目的として、各自治体に「学

校施設の長寿命化計画」を策定することを求めております。 

また、長寿命化計画に基づき、計画的に改修を行っていくことにより、学校施設の建て替え

の時期を建築後８０年程度に先延ばしすることも可能であるとしております。 

こうしたことから、本町では明年度、長寿命化計画を策定し、計画的に改修を実施していく

ことにより、建て替えの時期を 大で概ね３０年～４０年先に延ばすことができるものと想定

をしております。 

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） 

     本当に３、４０年延ばすということであれば、可能なのかなと、もうすでに５０年経って

るのがですね、まだ更にまーあの、８０年程度先延ばしは工法によっては可能だという見解

も出ているようでから。再質問としてですね、学校によって建て方、建てた年数も違うとい

うことは承知していますけども、長寿命化のためにはどのくらいお金が掛るのか、億円単位

でもいいですから、今そのトータルコストも検討しなさいという支持が来ているようですか

ら、メンテナンスやその長寿命化に要する費用ってのは、よく町長が言われる概算でですね

まだ描いてる段階でどのくらいかかるか、お答えできるようだったら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） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。そうした今後の維持、方針、コストにつきましても、 
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この長寿命化改革の策定の中で、専門家による診断等を進める中で、概算の費用も出てくるも 

のと考えております。 

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） 

     学校関係については、再質問としてもう１こ、この長寿命化計画、今回の予算が通ればです

けども業者に発注して、いつぐらいに計画の提案、完成を何月ぐらいということで見てらっしゃ

るか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君。 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

この長寿命化改革の策定にあたりましては、専門家を交えるということで３１年度下半期に 

なります。概ね年度末と考えて進めて参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） 

     それでは、次にですね長寿命化の関連で、橋の長寿命化についてお伺いいたします。た 

またま、３月６日の山日新聞に、山梨県でも財源不足から橋の補修が長寿命化点検対 

象の14.9％に止まっていると記事がありました。先に２９年度ですかね、決算議会で対象、 

富士川町は１５９橋の内３４橋、約２１％が補修されたと伺いました。その時に５年間で 

全橋の点検を完了する計画と伺いました。そこで、通告の１番として対象橋の今後の長寿 

命化予算計画を伺いたいと思います。 

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） 

      ただいまのご質問にお答えいたします。橋梁長寿命化修繕計画につきましては、平成２５年

度に計画策定をしまして、平成２６年度より修繕工事の為の設計や、修繕工事を中心に取り

組んでおります。予算計画につきましては、計画上、計画策定から初期の１０年間は予算上

限を年５，０００万円程度に設定し維持修繕を中心に行うこととしております。以上でござ

います。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     再質問ですけども、前回伺った時は約２１％、もちろん穴が空いて埋める橋もあるでしょう

し、欄干を塗り替えれば済む橋もあるでしょうけども、その私が質問してから約１年ですね、

３０年度は何橋くらいやったか再質問として伺います。 

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） 

     ただいまの議員さんからの３４橋についてですけど、３４橋につきましては昨年度の決算議
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会の委員会の時にですね、点検、２９年度の点検数はということで３４橋と答えさしていただ

いてます。修繕につきましては、２７年度から工事をしていましてただいま今年度末で２４橋

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） 

     私の聞き違いもあったようで、そうすると２９年度から５年間かけて全橋点検して現在

２４橋と、だいたい県と同じような終了度だと思います。通告の２番目の質問です。 

長寿命化事業の実績として、年間の費用内訳、予算としてはいま年間５,０００万円くらいと

ことで伺ったんですけど、その５,０００万をベースにしてもいいですけど、その内の国、県の

交付金、補助金と、私、普段自己資金と言葉を使いますけども町の財政の一般財政ですね一般

財源とその交付金、補助金あるいはその起債もあるかと思うんですけども、その割合っていう

のがおよそわかったら教えてください。 

〇議長（井上光三君） 

     土木整備課長 内田一志君。 

〇土木整備課長（内田一志君） 

      ただいまのご質問にお答えします。橋梁長寿命化修繕計画の実施事業費につきましては、

平成２６年度から平成３０年度の５年間で約１億３千７百万円であります。内訳としましては、

約８千百万円を国からの交付金として受けており、約５千６百万円が起債と一般財源でありま

す。起債については、充当率が９０％、その内約２２％、金額で約 1千百万円が交付税措置さ

れますので自己資金としては、約４千５百万円となります。よって、概ねの比率は、自己資金

は約３３％、交付金及び交付税は約６７％となります。以上でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     まーあの、いろいろ長寿命化のことを伺っていきますけども、国から２５、６年にそういう

方針が出ていろんな所を点検しなきゃならないということで、次は上下水道についててすね、

長寿命化を伺っていきます。通告の１番として、上水道、簡易水道の年間布設替え予算の概算

を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

     ただいまの年間布設替え予算の概算についての質問に対してお答えいたします。 

     老朽化した水道管の布設替え経費として、平成２８年度以降でみると、概算で上水道事業で

は１,８００万円から２,５００万円、簡易水道事業では２,０００万円から５,０００万円を支出

しております。また、平成３１年度予算における概算の布設替え経費として、上水道事業では

２,８００万円、簡易水道事業では２,２００万円を計上しております。上水道事業では、水道

使用料収入を財源に、今後も概ね３,０００万円ほどを布設替え予算として計上できると考えて

おり、簡易水道事業では、財源が水道使用料収入および企業債と一般会計繰入金であることか

ら、布設替えに必要な箇所について、計画的に予算を計上していく予定であります。以上にな
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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） 

     いま、２８年度以降、上水道、簡易水道についてお答えいただいたんですけども、２７年、

まー２８年でもいいですけども、布設替えの実績としてですね、その距離ってものはどのくら

いになるのか、できれば金額と距離を教えていただければと思うんですけど。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問に対してお答えさしていただきます。平成２７年度から現時点までの実績数

値ですが、およそ上水道事業では８,４００万円で布設替え距離は３,２００ｍ、簡易水道事業

では１億７,８００万円で２,５００ｍを布設替えしました。なお、簡易水道事業では旧本町簡

易水道統合整備により、当時の国道５２号に布設延長約１,０００ｍ、舗装の本復旧費用と合わ

せて８,７００万円程の費用が掛かっております。以上になります。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     再質問ですけども、簡易水道の統合は特別８,７００万くらい、約１㎞で掛かっていたという

ことですけど、そういうことを除いてですね今後も年間先ほど３,０００万くらいっていうお話

でしたけども、その計画で行かれる訳ですか。もう１度お答えいただきたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問につきましてお答えします。先ほど答弁しました内容ですが、上水道事業で

は概ね３,０００万円程度の予算で、布設替え距離はだいたい１,０００ｍほど見込んでおりま

すが、簡易水道事業につきましては布設替えの必要な箇所について計画的に予算を計上してい

く予定であります。以上になります。 

〇議長（井上光三君） 

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     ２番目の質問としてですね、水道管にはいろいろ種類があることもお聞きしていますけども、

一般的には耐用年数４０年ということをいつかテレビで観て４０年と言われているそうです。

町内では帳簿上昭和３３年頃に布設されたものがあるそうです。そこで、 も古い水道管から

素人的にはですね、古い順に布設替えを進めたらと思うんですけども当局の考え方としてはい

かがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。 
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     現在、上水道事業の資産台帳にある も古い水道管は、昭和３３年度の布設と記録されてお

ります。また、簡易水道では、水道管布設記録による も古い水道管は、平林簡易水道と中部

簡易水道において、昭和５２年度に布設されております。 

     水道管の布設替えは法定耐用年数の４０年を経過した古い管から実施していくものですが、

４０年を経過したからといって、直ちに耐久性が落ちるということではありません。 

     こうしたことから、上水道事業では過去に複数回漏水が確認された水道管や、耐久性の劣る

接続方法で施工された水道管、そして、下水道工事と併せて布設替えをする場合、舗装復旧費

用が抑えられることから、こうした箇所を優先的に布設替えをしております。 

     また、簡易水道事業では、漏水が確認された水道管につきまして、布設替えを進めていると

ころであります。以上になります。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     丁寧にありがとうございました。３番目の質問に移りますけれども、今後ですね、上水道料

金、まー下水道も含めてですね、上下水道料金の見直しについて、定期的に行っていくのか伺

いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩司君。 

〇上下水道課長（中込浩司君） 

     ただいまの質問についてお答えさしていただきます。 

町では、平成２８年３月に制定しました水道料金等審議会条例により、 初に開催された審

議会で、段階的に水道料金改定を審議することが望ましいとの答申を受けました。こうした中、

その答申の第２段階として、平成３１年４月から簡易水道料金の改定を実施し、上水道及び下

水道料金の改定については、平成３１年度中に審議会を開催し検討して参ります。 

     その後、平成３２年度に簡易水道料金を上水道料金に合わせる、水道料金の統一を目指した

諮問内容についての審議会を開催する予定でおります。今後につきましては、社会情勢の変化

や物価の変動を勘案し、事業の会計が維持できるよう見直しを行う考えでおります。以上にな

ります。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     わかりやすいご説明ありがとうございました。 

     では、次の大きい質問のほうへ移りたいと思います。実は、旧増穂西小学校の利活用につい

てですけれども、平成２９年の１１月３０日臨時議会で、旧増穂西小学校の校舎と土地の一部

を譲渡するための補正予算、関連するですね電気の切り回しとか、そういった関連に対する補

正予算が可決されました。その時は譲渡先も不明だし、事業計画も不明そういうこともありま

したんで、私は予算の減額修正案を提出しました。町長は、「８月に事業予定者と平林地区とが

合意していると。買受先は３０年４月から耐震化工事にかかり、８月には宿泊体験等の事業を

開始予定だと、地域活性化が期待できる」という答弁でした。会社も未登記。地元とどんな合

意があったのか資料もない中で可決されました。しかし西小学校は平成２９年その当時のまん
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まです。そこで通告カッコ１番として、平成３０年８月には、宿泊体験事業等開始計画と聞い

ていましたけれども、譲渡先の耐震化や事業計画は担当は確認しているのか伺いたいと思いま

す。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     青栁議員の旧増穂西小学校の譲渡先の耐震化事業計画の確認状況に関するご質問にお答えい

たします。旧増穂西小学校を活用した宿泊体験施設は、事業者である株式会社氷室の里へ売却

したグラウンドの一部や校舎の利用に関して、平成３０年５月に、地元平林区から町が仲介し

ての３者協定の締結を依頼されたところであります。 

これを受けまして、株式会社氷室の里へ平林区の意向を伝えたところ、地元との良好な関係

のもとに、事業着手したいとの回答がありました。 

このようなことから、平林区が行う催しでのグラウンドの円滑な利用や車両の乗り入れ、校

舎の利用などの項目に関して、平林区と株式会社氷室の里、両者の意見調整を進め、10 月 19

日に「旧増穂西小学校の利用に関する協定」を締結したところであります。現在の進捗状況は、

株式会社氷室の里において、部屋ごとの使用プラン、間取りなどを勘案して、耐震化を含めた

設計を行っているところであり、4月以降に設計内容を町へ報告したのちに、年内には着工し、

明年、町の 10 周年と併せて、完成させたいという計画を確認してい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） 

     だいぶ１１月３０日の１年半前の町の答弁とはかけ離れて、なんにもしないまんま１年半が

経ってしまったことが非常に残念です。名前も知らないその業者に対して、私は感謝している

と、地域活性化になるから感謝してると、ただ名前も出てこない人と契約をするために議会に

対して認めてくれと、いうのは非常に残念だった記憶があります。そこで、あのー２９年８月

の地域に対する業者説明会資料ですね、８月２４日に地域と業者が概ね了解したという話です

けど、今の課長の話だとその後その売り払ってから３０年５月に３者協議協定を結びたいと、

中へ入ってくれというような話があって、３０年の１０月ですか協定が結ばれたということで

すので後日で結構ですから、町とその売買契約ですね、それからその地域との協定その写しを

議長に提出してほしいと思いますけどいかがですか。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） 

     ただいまの契約書等の提出に関するご質問にお答えいたします。 

     町が保有している公文書に関しましては、提出することは可能でございます。提出方法につ

きましては、議会の中でご協議いただきまして所管の常任委員会の所管調査とするのか議会の

事務事業の検査事項とするのかご判断いただければ提出するものと考えております。以上でご

ざいます。 

〇議長（井上光三君）      
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１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     わかりました。今回予算の特別委員会も開催する予定になっておりますんで、その中で予算

が関連するようであれば特別委員会の方からお願いすることになると思うし、そうでなれば改

めて議長を通じて議会として資料提出していただくようにまたお話ししたいと思います。それ

では、（２）の質問ですけれども、今後ですね、これだけ１年半も聞いてたことからそのまんま

になって荒れ放題になってますけど、これから業者に対してどんな指導をするのか伺いたいと

思います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまの業者に対する指導の内容につきましてご説明いたします。 

旧増穂西小学校の利活用に関しましては、株式会社氷室の里が、地域のシンボルである校舎

を利用して、地域の人々の拠り所としながら、平林への観光客を誘導させて、地域の発展に資

することを目的として、宿泊体験施設を計画しているものであります。町としましては、進捗

状況を注視しながら、目的に沿った事業を執行して、平林区の活性化につながるよう、指導し

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） 

     まーあのー、民間へ手放した、売ってしまったからあとは知らないよじゃなくて、ぜひ地

域活性化のために関わっていっていただきたいと思います。そこで再質問になりますけども、

昨年の８月以降、事業者や地域との西小に関する会議など、先ほどお話しいただきました

３０年５月とか、１０月１９日の協定ですか、それ以外に業者との打ち合わせ会議なんかは、

役場が入って開かれているんでしょうか。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） 

     業者との会議等の状況についてご説明いたします。この平林区と株式会社氷室の里との利用

者協定のことに関しましては、平林区との連絡が８回、社長への連絡が１１回、区長が来庁し

ていただいたのが７回、社長が来庁していただいたのが４回というようなことで、電話、ある

いは社長が来庁いただくというようなことで１５回は話を進めてき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） 

     ちょっと、すぐにでも始めたいという勢いから、今現在は放置されている状況なんでぜひ関

わってお願いをしたいと思います。それで私が一番心配しているのは、学校がそのまんま民間

へ売りましたんでね、外国人等に転売されないかと、それを危惧している訳です。それを防止

するために３番目の質問として、譲渡契約書に買い戻し特約等付いてるかどうか伺いたいと思
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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） 

     ただいまの青栁議員のご質問にお答えいたします。 

旧増穂西小学校につきましては、町と「株式会社 氷室の里」において、平成 30 年 3月 30

日付けで、校舎など建物を、無償で譲り渡す「町有財産譲与契約書」を締結し、土地につきま

しては、「町有財産売買契約書」を締結しております。この契約書には、一般的な買戻し特約の

条項はございませんが、町は「株式会社 氷室の里」が契約で定めた義務を履行しないときに

は、契約を解除できる旨を定めており、この解除権を行使したときには、売買代金を返還し、

土地・建物ともに町の所有に戻す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） 

     その、町との契約の中で履行されない時には買い戻すと、いうことでその場合の期間ていい

ますかね、期限と、この１年半経つ中で買い戻し交渉なんかあったんでしょうかね。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。 

     町有財産譲与契約書におきましては、用途指定ということで地域活性化施設の用途に供する

という形で明記されてございます。また、その指定用途に供すべき時期ということで譲与物件

を平成３２年４月１日までに用途指定に供しなければならないと定めております。また、次の

質問の確認したかというような形ですけども、町では契約から今までの間、確認をしたことは

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） 

     契約部署は、ともかくとして、政策秘書課のほうでかなり関わっていただいているようなん

で、ぜひ引き続きお願いして、地域の活性化になるように進めてっていただきたいと思います。

それでは、大きい次の質問に移りたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     青栁議員、質問の途中ですがここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時 １分 

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

再開 午後 ２時 ９分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。 

〇議長（井上光三君）      
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１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

大きい質問の５番目になりますけども、予算のシーリングについて伺いたいと思います。

３１年度予算は、各課一律対前年10％のマイナスシーリングで対応していると伺っています。

マイナスシーリングとするそれが必要だとする根拠を伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     マイナスシーリングを必要とする根拠の質問に対し、答弁さしていただきます。 

     町では、当初予算編成時において、歳入の増加が見込まれない中、社会保障制度などの義務

的経費の増加に対し、必要な財源の確保が難しいことから、事務事業全般に対し、事業の必要

性、優先度を勘案して、事業のスクラップ＆ビルドを念頭に、人件費、扶助費及び政策的経費

以外の経費について、予算要求基準いわゆるシーリングを設定しております。予算要求にあたっ

ては、将来に安定した財政運営を維持していくためにも、職員一人一人が財政状況を認識する

中で、事務事業を見直し、徹底したムダを排除し、効率・効果的な予算編成をすることから、

シーリングを行っているものであります。 

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） 

     今はお答えが事務事業の中でと、事務についてマイナスシーリングをやってるんだというよ

うなご答弁でしたけども、再質問をしたいと思います。合併特例債交付金が終了しましたり、

税収も今お答えにあったように税収も伸び悩んでると、人口減少も歯止めがかからない中で、

その 初から質問しているようにインフラ事業とか町有のいろんな施設のメンテナンス、これ

は費用が増加するそういうことが予想されるばかりです。事業費や諸経費について、３２年度

以降も対前年に対し、マイナスシーリングの方向で財政上いくのかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     ３２年度以降のシーリングというご質問でございますけども、３０年度の決算状況または、 

補正、３１年度の補正予算の状況など見ながらシーリング等を検討して参りたいと考えており 

ます。以上です。 

〇議長（井上光三君）      

１０番 青栁光仁君。 

〇１０番議員（青栁光仁君） 

     もう１件再質問ですけども、答弁いただいたように益々財政状況は厳しい局面を迎えていま

す。町長の議案説明の中でも国の臨時財政対策債が対前年18.3％の減、町民税も2.1％減を見

込む厳しい財政状況だということのお話がありました。また将来負担率が増加することも目に

見えています。将来負担比率とシーリングいわゆる天井ですね、天井を押し上げる要因の町長

の７大事業について、計画縮小ということはお考えになっていないのかどうか、町長に伺いた

いと思います。 
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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） 

     シーリングの設定をなぜするのかという質問の再質問でありますけども、社会保障制度、ま

た事業も増えておりますんで、それに伴う義務的経費なんかが非常に増大をしてきております。   

こんなことによりまして、人件費、扶助費以外のものに政策的経費を除きますけども、それ

以外のものにはスクラップ＆ビルドを中心にですね、そういった経費をできるだけムダのない

ように効率的、効果的に予算編成できるように、予算要求段階のこれはシーリングであります。

予算をそれに合わせてカットするというもんではなくて、これは国でも他自治体でも予算要求

のシーリング、限度額を決めながらですね、できれば少しずつでもカットできるような事務の

努力をしていただきたいということで、３％にするか、５％にするか、１０％にするか、２０％

にするか、それはその年々によって変わると思いますが、シーリングについてはこれからもで

すね、町の財政の状況を全職員に認識をしてもらいながらムタを排除しながら効率的、効果的

な予算編成ができるように予算要求段階から知恵を絞ってほしいという意味でのシーリングで

あります。シーリングはかけたからこれから安泰というこでもありませんし、やはり歳入を確

保して歳出をどう切り詰めていくかということでありますが、７大事業そのうちの中で、７大

事業、今１つはもう完成をしてきます。残りの５つにも手を付けてます。全然手を付けていな

いのが体育館のみであります。これらについては、ここ数年来ですね、そういった物に手を付

けていなかったからここに溜まってきている部分と、そしていろんな外から衛生上何とかせよ

と、いう指摘を受けている問題、あるいはリニア中央新幹線というものがここの町を通過する

ことによって、移転を余儀なくされている施設、これも町民の皆さんがいらないということで

あれば、造る必要もない訳でありますけども、それに代わる施設は必要、いままでも必要 小

限の施設でやっておりますんで、そういうものはムダを省きながらでも、やっていかなければ

ならない。当然、実質交際比率も将来負担比率も上がっては来ます。ただ、これもですね、全

国的に一定の条件を付けてありますんで、そこに到達しないような形での財政運営をこれから

もやってかなければいけないんじゃないかな。当然、財務を担当する部署だけではどうにもな

りませんので、全職員に町の財政の状況を認識していただく中でですね、できるだけムダをは

除してそして予算を効率的、効果的に使用して住民サービスが落ちないように、できれば上が

るような形でできればいいかと思っているとこであります。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） 

     予算要求に対するシーリングというお答えでしたけれども、私がお伺いしたかったのは後半

と言いますか、そういう財政状況の中で、町長がお考えになってる７大事業関連について、す

でに着手されております。ただリニア関連で移転を余儀なくされたものを造り替えるとか、新

設するとかって別に反対している訳でなくて、計画の縮小ですね、観客席１,０００人とか２,

０００人とか体育館で言えばまだ計画にも上っていませんけども、そういう話が聞こえてきて

いますし、庁舎についても非常に大きい規模になりそうな感じが受けております。そういう中

で、財政状況の厳しい中、町長は当初お考えになった構想を縮小する考えはないかと、その点

をもう１度お伺いさしてください。 
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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） 

     その前に、議員さんから合併特例債が終わったという話がありましたけども、特例債はうち

は合併推進債ですが、まだ３６年まで現時点では残っております。無くなったのは、交付税の

算定替えがなくなったということであります。そういうのも含めて、厳しい財政状況はまだ続

いてる訳でありますけども、先ほども庁舎の関係でお答えをさしていただきましたが、これか

ら適正な必要とする機能について、効率的な庁舎を設計していただくということでありますん

で、４階になるなのか、３階になるなのかその辺もまだ分かりません。そういう中で、この町

の規模に合った適正な建物を造って参りたいと考えております。体育館につきましても、観客

席が２,０００席とか、ブリ―チャーが付いてるとか言っておりますけど、そういうのもまだ全

然決まってはおりません。当然、検討委員会の中では、１,５００とか１,０００とかの観客席

はほしいという要望はありますけども、それを具体化してくまだ基本計画も作っておりません

ので、体育館にしても今後ですね、建設場所から建物の大きさについても基本計画の中からね

すね、を作り、そしてまた基本設計を作り実施設計となっていきますんで、そういうもんだけ

が一人歩きをしているだけであって、町で言ってる庁舎は３０億ぐらい掛かるんじゃないかな、

体育館は３５億ぐらい掛かるんじゃないかな、これらについてもですね、土地を有効活用とか

いろんなことを含めて事業費は縮小はできるものと思っておりますんで、今掲げております

７大事業については、これは適正な規模を確保しながら進めていきたい。当然、天変地異みた

いなことがありまして、財源が続かないということであれば、その時はその時でまた考えなけ

ればならないとは思いますけども、現時点では住民の皆さんとのお約束でありますし、皆さん

期待している施設でありますんで適正な規模で建設をして参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） 

     今お答えいただきましたように、ぜひ町の財政規模に合った適正な規模で検討を進めていた

だきますように希望して、私の答弁を、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７番 １０番青栁光仁君の一般質問を終わります。 

続いて、通告８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） 

     ８番成田守です。よろしくお願いします。今日は２つの案件について質問をいたします。ま

ず１つはですね峡南医療センターのいわゆる融資に関する問題についてと、そこに対する本町

の支援について質問をいたします。現在、町が峡南医療センターに支援しているいわゆる貸付

金、これの返済はいつ終わるのでしょうか。このことをまずお答えください。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。現在、町では峡南医療センター企業団に対し、当年度
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の運転資金として、短期貸付金を、資金不足比率を解消するための貸付を長期貸付金として支

援しております。短期貸付金につきましては、短期でありますので、当該年度内に回収が終わ

ります。長期貸付金につきましては、平成２７年度に貸し付けました１億５千万円は、平成

５７年３月３１日に、平成３０年度に貸し付けました１億２千５百万円は、平成６０年３月

３１日に回収が終了します。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それではですね、昨年１２月に１億２，０００万の貸付金を行なった結果としてですね、今

後、これは返済が終わるまで、新たないわゆる貸付金の発生は無いというふうに理解してよろ

しいんでしょうか。これは町長に聞いたほうが早いと思う。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターへの貸付金についてご質問にお答えをいたします。峡南医療センターにつ

きましては、平成２６年度に設立以来ですね、資金状況が好ましくないもんでありますから、

運転資金を貸し付けて参りました。現在も、昨年の決算でいきますと１１億１，０００万余の、

まだ累積赤字がありますんで、これらを返しながら、病院経営を続けていくには、やはり短期

の貸付金はまだ当面必要ではないかと考えております。一方、長期の貸付金にいたしましては、

資金不足比率の解消ということであります。平成２７年に１億５，０００万両町で貸付けを行

いました。この時も資金不足率が１０％超えてしまいましたんで、両町で貸付することによっ

て、病院の企業債の借り入れが可能となる、医療機器が整備できるということであります。

２９年度の末でもですね、資金不足率が１０%を超える状況になりましたんで、改めて１億２，

５００万ずつ長期貸付けをし、８．４%まで落したということでありますんで、それによって

医療機器の購入もできます。資金不足比率を解消するための長期貸付につきましては、決算を

うってみなければわからないと思いますけども、今現在でも峡南医療センターの累積赤字が

１１億１，０００万余あるということでありますんで、これは短期に解消できる金額ではない

と思っておりますんで、明年度も本年度よりも低い貸付金でありますが、当初予算に計上さし

ていただいているところであります。なお、病院も年々好転をしてきまして、いずれは、１日

も早くですね、こういった貸付金がなくても、独自運営ができるように支援をしながら、また

サービスの向上。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） 

     関連質問でですね、なぜこのような質問するかといいますと１２月の貸付のときにおいても

ですね、いわゆる詳細な資料があって貸し付けをしたわけでなくて、口頭でこれこれこれだけ

の理由でこれだけのものを貸し付けしてほしいというところでね、私のほうから、じゃあこれ

はいつ、どのような形で返済をするんだと言ったたら、口頭で５年据え置きの３０年払いって、

驚異的なご発言で、この貸し付けがおきる。なぜ議会に、これを求めたかっていますと、この

貸付金について議会もいわゆる町の管理者も一体となって返済する義務を負うんだという基本
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的な考え方があるんだろうと思います。そうなってきますと３０年という、やはり期間をどの

ような形で保証できるんでしょうか。私はかつて金貸しをやってまあしたから、このような、

いわゆる貸し付けというものはやったこともありません。もしも、このような形で運転資金、

その他のものであればですね、やはり短い期間の中でね、その都度その都度検討をしながら計

画を立てて返済をしていくというやり方でなければ、この次にくる議員や町の職員達がこの責

任をずうっとおってかなきゃならない。いうことなもんですから１２月のときには、私はこの

こともひっくるめて議会で町と一緒になって、基本的なとっから変えようじゃないかという提

案を出そうと思いましたら、やはり議事日程にも採用されず、否決されました。町の金を使っ

てるんですよ。しかも、その借り入れの話に来てるのは担当課長ですよ。だから僕は一切、峡

南医療センターの問題については話してないんですけども。なぜかというと町長の発言の中で、

あれは別の団体であるという説明がありますので、この町としてこれをどうするっていう。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の要旨を。 

〇７番議員（成田守君） 

町長、これってどのように考えますか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回のですね１億２，５００万円の長期貸付については、５年据え置き３０年の返済という

ことで、説明はさしていただいていると思っております。そしてこの５年据え置き３０年の期

限をつくったかていますところ、これは期間は政府資金の期間を使っております。利息は県の

振興資金の考え方をとり入れながらやっておると思います。町でもいろんな借金をしておりま

すが、この借金が何年もんの借金か、利息はいくらか説明はしておりません。そん中でまあ利

息も少なく、有利な借金ということで説明しておりますが、ひとつずつ全部違いますんで、そ

れを言ってもどうかなと思います。これ今後言えということであれば、それも公債費の補正予

算と同じようにですね、ただあれも変動は常にありますんで、高いところを以内で借りるとい

うふうにしております。実際今０．０１ぐらいの借り受け利率でやっておりますけども、振興

資金につきましても今県議会開かれておりますけれども、当初は１０年であります。市町村振

興資金はですね。今後、私どもが今回利用する振興資金を充当する建物は、これから相当長く

使うもんでありますんで、一時的な市町村振興資金でなく、国の制度にしてもそういった長期

的な視野に立ったものは、２５年、３０年というのがありますから、今回、県の今開かれてお

ります議会の中で市町村振興資金、特にリニアの関係の貸付金は、今までの１０年から２０年

の条例改正出ていると思いますけども。こういうものも含めてですね、病院の例えば、これを

短期、５年で貸し付けた場合、また同じ状態が起きるんですね。その辺も勘案しながら、やは

り長期的にみてやらなければ、これは返済も無理だし、資金不足比率も、短ければ資金不足比

率が解消できませんので、もっと多くのお金を出さなきゃならんということもあります。５年

据え置きの２５年返済にすることにより、両町が１億２，５００万ずつで、資金不足比率を１桁

に抑えるということが可能になったことから、そういった措置をとったわけでありますが。こ

れは平成２７年に貸し付けをした時も同様な措置であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     平成２７年の時の貸し付けの時もですね、付帯決議ついて確かこの議案を通したと思うんで

すけども、その後ですね、具体的にどのような解決策をとられてきたかってことについては。

あのいわゆる資料を見ても、なかなか発見できないというのが１つですね。あともう１つは、

今までの議論の中で、いわゆる町の財政が逼迫しているという中でですね、なぜ峡南医療セン

ターのこの貸付はこれだけ緩やかでというふうな疑問は誰でも持つと思うんです。今町長の話

でなるほど、こういうところはこうか、というような話はわかるんですけれども、我々の次の

世代にまでね、要はこの借金を残していくということについての考え方はどうしても私として

は取れない。そういうことであれば、何とか努力をして、この峡南医療センターを続けていく

ためにね、どうしたらいいかっていう抜本的な解決方法が必要なんじゃないでしょうか。いう

ことをお伺いしたいわけですよ。今、次々いろんな問題が出てくるんですけれどもね、その課

題を１つずつ解決していかないと、なかなかこの問題解決できないと思うんですけども。町長

いかがお考えですか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターはまさに、単体の峡南医療センター企業団でありますから、富士川町がど

うこうするということにって。ただそうは言いましても、設立をした責任もありますし、そし

てその責任から運転資金を化したり資金不足比率を解消できるように、市川三郷と頑張ってる

わけであります。町の財政も非常に厳しいわけでありますが、これは単年度を見てる訳じゃな

くて、長期にわたったシミュレーションの中で苦しいということでありますんで、峡南医療セ

ンターで今１億５，０００万。１億２，５００万の貸付をしたからって、町が今すぐ苦しくな

ることはありません。これは、地域医療を守るために医療センターしっかり運営していってい

ただかなきゃいけないということで、両町で支援をしてるとこでありますけども。これは私の

ほうが借金をしているんではなくて貸付をしてる方ですから医療センターはつぶれない限りは

返ってくるもんなんですね。そこは医療センターをしっかり守っていこうという意味合いと同

時に、これからもですね医療センターをみんなで支えていかなきゃならんなと思っております。

今後も医療センターに対しては短期貸付はしていかなければいとならないとは考えております。

ただ額は年々小さくなっていっていただければありがたいなと思っております。短期貸付は預

託金みたいなもので年度内には返ってくるようになってます。こういった行為を、私は自転車

操業と言ってるわけでありますから、通常の経営が苦しくて、どっからもお金がなくて困って

る。そのためにどっからかお金を借りて運営している自転車操業とはちょっと違いますけども。

お金を借りてそしてまた返済をして、運転をしてというのを自転車操業と言ってるだけであり

ますんで。一般でいう、にっちもさっちもいかない自転車操業とはまた内容が違うと思います

が。いろんな意味でですね地域の医療を守るために、医療センターは当然、医療センターで改

革を進めて今やっております。これは両町から議員さんも行っておりますし、私ども設置者会

議ということで、ああせよ、こうせよということは言っております。両町議会が手を抜いてい

るわけでもありませんし、両町議会からも議員さんが出ていただきながら、これでいいのか悪

いのか。そこでまず審議をしていただいて、額が決まります。その額を両町が、補てんをして
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るっつとこでありますが、本来であれば、本来的っていってはおかしいかもしれませんけども、

そういった部分におけば、債務保証制度というのも一般的にあります。ただ、相手が企業団で

ありますから、債務保証というのができないと。医療センターから市中銀行から借り入れたそ

の債務を、両町が保障するのが債務保証でありますけども。そういうのは相手が企業団であり

ますんで、会計法上それはできないというところから短期貸付、あるいは長期貸付という制度

をとっているわけでありますが。これはぜひ議員の皆さんにもご理解をいただきながら、病院

をしっかり運転できるようさしとくための潤滑油でありますんで、返ってこないお金ではあり

ません。病院ある限りは、これは約束でありますから、ちゃんと返ってきますんでぜひご理解

を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） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

関連でですね、私が言いたいのはね、そういう資金不足利率のうちの何というのはわかるん

ですけれども、実際ね去年の１２月段階、もしくはことしの１月段階で、峡南医療センターか

らのいわゆる損益計算書。これが８月まで止まってるという。毎月毎月決算をやらなければな

らないような企業でありながら、それが滞っている。そこになぜ融資をしなければならないの

か。これは町でやってるからだという理由ではですね、どうしても私は理解できない。という

ことであれば、きちんと財務計画から何からですね、町に示して、それは何とかプランという

こと出てるじゃないかっていますけれども。そういうものを示した上でね、やはり今後こうい

うふうにしてくれという要望でなければ、僕は町の皆さんに何とも言い訳ができない。そのよ

うに思います。町長どう思いますか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     中長期的な計画につきましては改革プランの中で示されております。これがまた大幅に変わ

るようですと、プランの見直しをしながらまた議会へご説明をして、そして新しいプランに基

づいて、また運営をしいくようになると思いますが。私どもがいただいてるのは、明年度の予

算書を議会で議決をしていただいた。借入総額がまず決まって、それ以上に貸すつもりもあり

ませんし、企業団の議会の中で、明年度の借り入れ総額はいくら以内というのは決まりますん

で、そこまでは先ほどいった債務保証ではありますけども、債務保証の形になりますけども、

市川三郷と富士川町で、その限度額の範囲で短期貸し付け金を計上しているわけであります。

この町の議会からも議員さんが出ておりますし、全然向こうから言われるままにやってるとか

いうもんではなくですね、やってるわけであります。この件につきましてはまあいろんな公営

企業団体、広域行政とか、一部事務組合がいろいろあります。大きな金額を峡南医療センター

へも払っておりますけども。それも、じゃ何でこらけ払わなきゃならん、負担金が払わなきゃ

ならんと。そこにはうちの町から議員さんが行って、峡南広域行政組合、そこで議会で議論を

している。その負担金が町にきますんで、そのとおり納めているというところでありますんで。

ぜひそういった同じ身分といいますか、行政を進めている中の仲間内の中でやっている部分で

ありますんで、それぞれで審議をしていただいておりますから、これを１議会ですべてを審議

するつのは無理だと思いますんで、そこは分担をしながら、いろんな事務組合へも議会議員と
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して出ていっておりますんで、そこでやっていただければと思っております。また、私も機会

あるごとに状況というものは説明をする予定でいます。中巨摩広域事務組合の中では、北杜か

ら南部まで含めた新しい組合をつくりながらですね、ごみ処理を１つにしていく。このごみ処

理の総額は２、３０億になるんですね。そこは何がいくらってのは出ておりませんけども、類

似施設を建設した場合に、そのくらいかかるんではないかという想定の中でやっておりますが、

これも組合が出て、いろいろ毎年毎年の、予算が成立っつうか、出された段階には、当然この

議会から出ております議員さんにまだ予算案の段階で示され、そこで全員で議論をしていただ

いて、やはり予算を決定していくもんだと思っておりますんで。ぜひ、峡南医療センター議会

がなくてですね、執行部だけでやってるのかっていうと、これはおしかりを受けると思います

けども、両長からも議員さんを出していただいてしっかりご審議をいただいている中で、その

限度額を決めていただき、その範囲内で両町が予算要求をしているところですんで、ご理解を

いただければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それではですね、次に峡南医療センターのことについて。今後の支援はどのように本町とし

てね、やっていくか、その計画があれば、教えてもらいたいと思います。 

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） 

     峡南医療センターの今後の支援計画についてお答えいたします。峡南医療センター企業団は、

公立病院として、平成２６年４月に２病院、２老健施設が経営統合し開設しました。それ以来、

構成町であります市川三郷町と富士川町の両町が、財政的な面を中心に支援を行っておるとこ

ろであります。 

現在、両町が行っている財政支援の主な内容は、負担金と貸付金であります。            

まず、負担金につきましては、町が企業団に繰り出すことができる総務省繰出基準額分と、

統合前の企業債償還金分のほか、政策医療に関わるものであります。貸付金につきましては、

企業団における当年度の運転資金として、短期貸付金を、資金不足比率を解消するための貸付

を長期貸付金として支援しております。今後の支援計画としましては、これまでと同様に企業

団の経営状況を精査、判断する中で、地域医療を守るため、財政支援を行ってまいりたいと考

えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     峡南医療センターの問題については、ここで質問を、次のほうに移したいと思います。とい

うのはですね、あの町の財政見通しについて次に聞きたいと思うんですと思ってるんですけれ

ども。いわゆるの峡南医療センターの中でですね、繰越欠損金のこの処理はどのように考えて

いるのか。 

〇議長（井上光三君） 

     今の再質問ですか。 
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〇７番議員（成田守君） 

再質問です、はい。これは財政と、こう重なってくるというか町の財政とちょっと。 

〇議長（井上光三君） 

     財政に関することですか。峡南医療センターの財政に関する。 

〇７番議員（成田守君） 

     峡南医療センターの繰越金欠損金というのが本町の財政上にどのように影響するか、いうこ

とを聞きたいってことです。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターの繰越欠損金つきましては、先ほど申し上げましたように１１億１，

２００万余、昨年の決算上では出ております。これに基づいて今年度の収支状況を見ながら、

３１年度の多分峡南医療センターの今度また、３１年度ですね、出てくると思いますけども。

３０年度につきましては、今回議決をいただいております短期貸付を、貸付金として支援をし

ていきたいなと思っております。先ほど課長が答弁したように、資金支援の中には交付税、あ

るいは地方交付税で算定される自治体がそういった企業団に出す繰出基準というのがあります

から、それはそれで算出した額を出しているのと。それと企業団が企業団になる前に、市川町

立病院がありましたんで、鰍沢病院は借金ありませんでしたが、市川町立病院にありました借

金を峡南医療センターが、しょっているという関係から、こういった大きな繰越し欠損金が出

ているわけでありますんで。その部分は市川三郷町と富士川町で話し合いの結果、病院に持た

すのはかわいそうだろうと。病院の責任ではないと。以前のあれですから。今回の医療センター

を設立するには、両町が半々ずつ出しましょうということから、そのかつて借り入れ立た借金

については町長で半分ずつ年度ごとに出していこうという話なりましたからその部分。 

〇議長（井上光三君） 

     答弁の途中ですけれども、間もなく東日本大震災の発生した時刻になりますので、ここで暫

時休憩をします。サイレンの吹鳴に合わせて１分間の黙祷をお願いしますので、ご起立くださ

い。サイレンの吹鳴までしばらくお待ちください。３０秒ほどあります。 

（黙とう） 

おなおりください。ご着席ください。引き続き、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時５４分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターへの今後の貸付見通しにつきましては、先ほど福祉保健課長が申し上げま

すがとおりでありますが。この内の、くどいようですが負担金につきましては、交付税、普通

交付税、特別地方交付税の算定基準によりまして、地元自治体がその企業団たる病院に出すべ

きお金として算定をされますんで、それを出しているのと、旧市川三郷町立病院が借り受けま

した借金の部分を峡南医療センターは２町が半分ずつ負担しましょうということでありますか

ら、その借金を病院に負わせるんではなくて、２町で返済していこうということで、その年度
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割の分。それと政策的経費というのは産科のセミオープンシステムとか、保育園児童の病後児

の保育を依頼をしている。そんな経費をですね政策的経費として、合わせて負担金として出し

ております。また長期貸付につきましては先ほど申し上げましたとおり、資金不足比率の解消

のためということ３０年度、本年度貸し付けましたが、明年度あるかどうか、またわかりませ

んが、多分無いものと思っております。短期貸付の部分につきましては３０年度の収支見込み、

まず２９年度決算では１１億１千余万累積赤字がありましたんで、これは単なる病院の収支の

累積赤字であります。病院の財産というのはまだまだ土地から建物から医療機器からあります

んで。数十億という試算は持ってるわけでありますけども。運営の中では短期の現金の部分を

示しておりますんで。そういったことをやってく。３１年度の予算は提出しておりますけども、

これは３０年度の収支見込みを立てながら、そして３１年度の今度また、３０年は決算見込み

ですね。決算見込みを立てる中で３１年度の峡南医療センターの収支見込みを立てながら、昨

年よりも少ない額で、年間運営できるということで昨年よりも低い額で今回、短期貸し付けで

計上させていただいたところであります。議員の質問の、これまでの累積欠損金１１億１千余

万円ですね。これにつきましては、これは我々がどうすることもできないお金でありまして、

病院がある収支をしっかりやっていくということであると思います。私ども、これが改善をし

なければまた短期貸付が増えてきたりいたしますんで、ぜひ病院のほうではですね、丁寧な診

療等をしていただきながら、富士川病院あるいは市川三郷病院はいい病院だというまた印象を

与えていただきながら、大勢の患者さんがあそこへ駆けつけてくれるような病院動になってい

ただけるよう頑張っていければと思っております。なお３０年度の決算見込みにつきましては、

いまだまだ細かい数字が出ておりませんけど、多分黒字化のことでいけると思います。黒字の

幅もですね１００万、２００万という額でなくではなくて、うん千万の黒字が多分見込まれる

んではないかなと、こんなふうに思っております。病院でもそんなことを考えていることから

３１年度の両町の短期貸付けの額が減ってるということであります。くどいようですが、累積

赤字につきましては、これは病院が病院の責任として返済をしていただくことになりますんで。

この部分が両町へ飛び火することはないと考えております。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） 

それでは次の質問に移らしていただきます。町長が推進している７大事業。これが実施され

た場合ですね、これによって財政にどのような影響が出るのか。そのことをお聞きしたいと思

います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     それではお答えいたします。7 大事業における事業費につきましては、毎年度作成しており

ます財政シミュレーションにおいて、想定計画額を計上しております。大規模事業を実施する

ために、スクラップ＆ビルドの精神に基づく事業実施を基本として、国・県の補助や有利な地

方債の借入を行うことで、予算の平準化及び世代間の公平性を図り、事業を推進するものであ

ります。また、職員の創意工夫により、事務事業を見直し、徹底したムダの排除により、財源

確保につなげ、効率・効果的な財政運営を行い、大規模事業を実施して参りますので、影響幅
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を 小限に留めることができ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） 

今の事業をですね、実施して行った場合に起こり得るような、想定されるような大きな問題

はあるんでしょうか。というのはですね、やっぱり長期にわたる、あの事業になると思います

ので、そうなってきますと当然、管理費だとかそういう余計なもんて言ったらおかしいんです

けど。新たに発生する費用もありでると思います。そうゆうことをこれからは１０年、２０年。

この町が生き残っていくために、どのように変化するのか。それがお教え願えれば幸いと思い

ます。よろしくお願いします。町長お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

将来を見通しながら財政運営は行なっているわけでありますけども、社会情勢の変化等、今

は、グローバルの世界に社会になっておりますんで、アメリカと中国はどうなるのか、イギリ

スとEU がどうなるのか。いろんなところが影響してくるわけでありますけども。そうはいい

ましても、地方の自治体は国の作る地方財政計画に基づきながら予算編成をし、予算を運営を

やってるとこでありますが。これも毎年毎年動いております。そういったことから事務事業の

見直しを行い、徹底した無駄の排除ということをやってく訳でありますが。うちの場合はリニ

ア中央新幹線の影響等もありまして、大型事業は山積をしております。これの中で今、７つの

うちの１つが完成をして、５つ手をつけていると言いました。この５つの内のリニアの側道整

備ついてはリニアが完成したのちになりますから、今すぐではありません。ただ用地買収とい

うのはリニアといっしょにですね、購入していかなければなりませんので、今、測量をさせて

いただいてる。そして測量が決まればた用地買収に入ってくということでありますが。ああし

た地域であります。そして幅も２．５メートル程度の幅を買っていくもんでありますから。面

積とすれば大きくなると思いますけども、農地も非常に多いもんですから、そんなに大きな事

業はないなと思っております。そしてリニアの側道は１３億円程度を見込んで発表しておりま

すけれども。リニア中央新幹線の工事と共にですね周りの工事を進めることによって工事費は

もっともっと縮減ができるんじゃないかなと思っております。そしてまた体育館もまだ建設場

所を決めてないのは、すべてが一気に手をつけるというわけにはいきませんので。これは財政

状況を見ながらやっていかなきゃならないと思います。これまでの町が発表しているのは平成

３６年までといっておりますが、これは平成３６年までに合併推進債が期限を迎えるというこ

とから３６年を 終年度にしておりますが。先般話をさせていただいたように、私もこれから

また国の方へも日参しまして、この合併推進債をあと５年、１０年延ばしていただくような要

望もこれから、同じ境遇にある自治体が全国には何か所かあると思いますんで、そういった自

治体と連携をしまして、総務省のほうにですね、その期限延長をお願いをしていきたいなと考

えております。これは合併特例債が、やはり１０年間の期限でありましたけども、諸般の事情

からさらに延ばしたという事例がありますんで、不可能なことではないと思っております。そ

ういったいろんな事をすることによって、町の財政があまりにも窮屈にならないように。余り

にもというのは、基準がみんなですべてあります。実質公債比率も１８を超えるとイエローカー
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ドになる。そして、将来負担率も３５０％超えるとイエローカードになると。いうふうなやつ

がありますんで、そういうところもしっかり視野にいれながら、そこには到達しない範囲でで

すね、やっていくと。当然、楽なことはありませんけれども、将来の子どもたちのために、今

我々が汗を流して、つくっておいてやらなければ、子どもたち学校もつくれないし、保育所も

建てかえられない。そういう状況になってはいけないと思いますんで、適時できるものをやっ

ていく。これは一生抹消苦しい時代が続くかもしれません。我々も、この庁舎もですね先代が

つくってくれたやつを今、ただで使ってるんですね。もう借金は終わってますから。今、学校

へ通っている子どもたちも先代がつくってくれた学校へ通ってるんです。我々もこれからの子

どものために、できる限りのことをしておいてやりたいなと、そんな思いでおりますんで、町

の財政も決して楽な財政状況ではありませんけれども、しっかりですね財源を確保する中で将

来の子供たちのために、できる限りのことをしておいてやりたいな、こんな思いでいっぱいで

あります。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） 

後にですね、なぜ私がこのような質問したかといいますと、町の皆さんが考えていること

は、この町でね、これだけのいわゆる建物、箱モノ。そういったものは事業としてやって、大

丈夫なのか。この町がなくならないのか。そういう心配の声があちらこちらで聞かれるわけで

すよ。そういうことでその町の人たちにもを知らせるために、これからのね、やっぱり１０年

後、２０年後の富士川町の財政がこうなるんだと、これだから安心なんだというようなことを

ね、お示し願いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

人口が減少する中で、１０年後、２０年後にこういう町になってるっちゅうは今はちょっと

語れないと思いますけども、そういった１０年後、２０年後に皆さんがなんだこんな町だと言

われない町にするために、我々は日夜頑張っていくつもりであります。青栁議員の時にもお話

ありました。いろんな財政状況を見ながらですね、体育館はまだ場所も決めてありません。た

だ３５億程度で、３６年までにはつくりたいという計画はしておりますけれども。財政状況を

見ながらそういうのもやっております。一気ですね、７大事業に手をつけますと、当然町の財

政は一気に破綻をします。そこを財政の平準化を図りながら、継続費というのも組ましていた

だいておりますけれども、単年度でするんではなくて、これを２年、３年に分割しながら発注

もしていくと。そういった財政工夫をこれからもしながらですね、町がいろんな事業は、今と

同じように継続できるようなことも含めて、町の財政運営を行なっていきたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

どうもありがとうございました。これで私の。 

〇議長（井上光三君） 
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成田議員、カッコ２、カッコ３がまだ質問してませんけど。 

〇７番議員（成田守君） 

今、町長の発言の中でそういうことが示されたんで、ここは省略していいと。 

〇議長（井上光三君） 

省略ですか。 

〇７番議員（成田守君） 

それでは終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告８番  ７番成田守君の一般質問を終わります。 

続いて、通告９番 ３番笹本壽彦君の一般質問を行います。 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     通告に従いまして、質問事項１、質問要旨１より質問させていただきます。富士川町ホーム

ページに記載のある「平成２８年の富士川町新庁舎整備基本構想」から平成２９年の富士川町

新庁舎整備基本計画」の要項を一所懸命に読み込んだつもりですが、未だに充分な理解と納得

ができません。一般町民の方々であれば、ホームページを詳しく読む方が多いとはとても思え

ません。実際の所「すべての人にやさしい庁舎」とか、「町民サービス・行政効率の向上を目指

した機能的な庁舎」。そのような形式的な文言と、ありきたりな方向性の文言が多く、まったく

煙に巻かれたような感覚を覚えました。つまるところ、基本計画においての想定面積は５，

９００㎡、新庁舎建設費用の単価は平米４０万円とあったが、今後の増減変更を考えているの

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） 

     ただ今の笹本議員のご質問にお答えいたします。新庁舎の延床面積につきましては、平成

２８年度策定の「新庁舎整備基本構想」において「６,０００㎡から６,５００㎡」と想定し、

平成２９年度策定の「新庁舎整備基本計画」においては、「 大６,３００㎡程度」と想定いた

しました。 

そして、本年度に策定いたしました「新庁舎執務環境整備基本計画」の成果により、延床面

積を「 大５,９００㎡」に変更したところであります。今後は設計者が決定し、基本設計を進

めていく過程において、町が必要とする新庁舎について設計者と協議し、適正な延床面積を算

出して参りたいと考えております。 

また、建設費の単価につきましては、「新庁舎整備基本構想」において、「１平方メートルあ

たり４０万円」と想定いたしました。今後は基本設計を行っていく過程において、新たに概算

事業費を算出して参りたいと考えております。 

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） 

     再質問です。新庁舎建設費用総額は２６億円という記載が所々に出て参りますが、５，

９００㎡かける ４０万円ですと、２３億６，０００万円となりますが、この数字どこにも記
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載されておりません。新庁舎設計費、現庁舎と旧町民会館の解体費用、その他の外構工事を含

めれば、３０億円を大きく上回るのではないかと思いますが、町長の想定金額を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     新庁舎の建設の想定金額というご質問にお答えいたします。想定金額はまだ想定されており

ません。といいますのは、これからプロポーザルの業者が決まり、その業者と、先ほどいいま

した効率的、効果的な町が必要とする機能、規模について、合理的な配置をしていただくこと

によって総体面積がまだ動くもんだと思っております。そして、単価につきましても先ほど申

し上げましたとおり、基本構想の中で１平方メートル４０万という数字が出ております。これ

も部材によっては、大きく前後するものと思っておりますんで、どんな構造でつくるなのかも

まだ業者の方から提案もありませんので、これから動いてくもんだと思っております。想定の

金額は分かりませんけども、どこでもそうだと思いますけども、１件の家をつくるのに２，

０００万ぐらいかな、４，０００万ぐらいかなと、こういう想定はしております。それは広報

に出してあります３０億円程度は必要になるんじゃないか。これは町民会館の解体は入ってお

りません。新庁舎の建設に伴う費用として３０億円ぐらいは必要になるのかなということで、

アップさせていただいておる数字であります。実際いくらかかるかは、これから詳細設計をし

た後に部材も決まっていますんで、しっかりした金額がお示しできるもんと考えております。

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） 

     続きまして質問要旨２に移ります。昨年末に新庁舎に関するプロポーザル公告がありました。

初の項目の「目的」に『富士川町新庁舎基本構想及び富士川町新庁舎整備基本計画等に基づ

き「新庁舎建設基本設計業務を実施することを目的とする」』と記載されております。これは仕

方ないのかも知れませんが、いかにもお役所的な表現で、目的としてなるほどと感心できるよ

うなものとは思えませんでした。そしてプロポーザルが公告され、そのスケジュールを見て私

は大きな違和感を持ちました。プロポーザル公告が、昨年１２月２１日。第 1回現地視察受け

入れが１２月２７日。１週間しかないですね。暮れとお正月の休みを挟んで、質問書の受け付

け期限が今年の1月8日です。参加表明書等の受付期限が１月２１日。第一次審査は１月２８日。

それから一週間ですね。それから選定・非選定通知書送付１月３０日。技術提案書等の受付期

間 1月 30 日から２月２１日まで。第２回現地視察受け入れが２月６日。第２次審査３月 1日。

特定、非特定の通知、決まるという日ですね。これが３月１８日。今日はもう３月１１日です

から、３月１日には第２次審査が終わっているんですよね。にもかかわらず、いまだにその金

額とかが、想定できていないというのは、どうにもこうにも、普通の経済人としては、とても

考えられない状況です。二十数億円の新庁舎、現庁舎解体、旧町民会館の解体等含めた大工事

のプロポーザル公告としては、あまりに拙速すぎるスケジュールだと私は強く思いました。こ

のような条件で、すばらしい提案がされるのだろうかと大きな不安と心配を覚えました。それ

とこれは邪推かも知れませんが、もう大体、業者が決まっていたのかなとすら、邪推するよう

なスケジュールだと思います。この基本設計業務を実施するにあたり、想定面積などは、今後
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の町民人口の減少、それに伴う職員数の減少を正しく厳しく計算しているのか、不信感を持ち

ました。人口減、職員数をどのように精査したのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。平成２９年１２月に策定された「新庁舎整備基本計画」

では、「富士川町定員管理適正化計画」の平成３２年度の目標職員数を基に必要面積の算定を

行っております。今後は、基本設計を行っていく過程におきまして、将来の職員数の変動や人

事異動にも対応できる執務環境を設計する中で、適正な面積を算定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） 

     再質問です。こういう時にですね、その答弁に現実味が出てこないというのは、数字とかが

全然出てこないんですよね。本当にあやふやな答弁なんです。平成３６年度の完成時の、平成

３６年の新庁舎完成目標ですよね。平成３６年度の完成時の職員数を、平成３２年度の職員数

を基本として人員数を想定しているとあるんですよ。多額に投資した新庁舎が完成すれば、職

員の仕事の効率は上がるはずですし、従って職員数はさらに減少できるはずではないですか。

そのように厳しく計算しないのはなぜなのでしょう。伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。新庁舎完成を予定している平成３６年度において、新庁

舎で執務する職員の想定は、非常に難しいことだと思われます。新庁舎における富士川町定員

適正化計画の平成３２年度職員数は、特別職を除き１７０人となっております。この基本構想

を策定する時点におきまして、改めて計算した想定しました本庁舎に勤務する職員及び臨時嘱

託職員ですね。を計算しますと約１７３人という計算のもと、基本構想の方は作成をいたしま

した。今後、基本設計を行うときにですね、職員がどのくらいの人数のスペースを確保できる

かというところは設計者と町の中で協議をしていくべきことだと思うんですけれども。あまり

にも職員数を減らして、床面積の縮小等を図りますと３６年完成時に席がないというようなこ

とも起こりえると思われます。その部分につきましては、やはり今後の協議の中で、正確な

３６年度において職員が執務できる環境を整えるような設計をしていきたいと考えております。

以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     世間ではよくわかりませんけど、ＡＩ、ＡＩといって非常に仕事が効率的になっていたり、

ものごとがすごいスピードで作業効率が上がったりしている状況です、今から例えば５年後と

いえば、そういう面で含めても、仕事の効率はかなり変わってくると思います。変わってくる

はずです。そういうことも鑑みて、人員の、人員数は考えてみたらいかがでしょうか。 
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〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。先ほど申しましたとおり、５年後の職員数の想定という

のは非常にピタリといくような形の中で非常に難しいことだと考えております。笹本議員の御

指摘の、いろいろな、何といいますか執務状況の変動、システム導入によります職員の減とい

うことも考えられます。ただ、設計時において、それがどこまで、ちゃんとした数字ができる

のかというのは、ここで今お答えできませんけれども。設計時において、いろんな資料をもと

に、適正な人員が入る本庁舎を設計していきたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     終わりがないようですので、質問要旨３に移ります。新庁舎の建設費用の㎡単価を４０万円

と設定しておりますが、その金額の積算根拠を伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     管財課長 河原恵一君 

〇管財課長（河原恵一君） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。平成２８年１１月に策定した「新庁舎整備 基本構想」

では、新庁舎の建設費について、建築単価の高騰が予想されるため想定困難としながらも、設

計費、解体費及び外構整備費を除いた建設費の単価を１㎡当たり４０万円と想定したところで

あります。 

積算根拠につきましては、県内市町村の基本構想 策定時における単価を参考とするととも

に、国土交通省 大臣官房 官庁営繕部監修の平成２８年度 新営予算単価を用い、建物仕様

等を想定して試算した新庁舎建設費約２６億３千万円を、基本構想当時の想定面積６,５００㎡

で除した場合の単価が、４０万５千円程度となることから、想定段階での単価を４０万円とし

たものであります。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） 

     その国土交通省云々や総務省指針及び予算単価ということは承知しております。しかしそれ

は、あくまでも 大単価であり、要するに「使えるだけ使って造る」というふうな考えではな

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。この総定面積単価の４０万円につきましては、先ほど

申しましたとおり、国土交通省との単価を用いて想定して単価でございますが、細かく計算し

ているわけではございません。ですので、今後基本設計を行なっていく中でですね、具体的に

例えば、壁紙は市販の安いものでいいじゃないかとか、いうような提案を受けて資材を、単価

を積み上げていくことにより、より正確な平米単価の方は算出できていくと考えております。
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しかしながら、本庁舎として必要な機能を有する調査の建設を目指しておりますので、一概に

安い部材を使えばいいというものでもないと考えておりますので、そういったものに関しまし

ては、いろいろな設計の中で積み上げたものを計算し、金額をつかみまた、そこの金額につき

ましては示していきたいというふうに考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     再質問です。２０１８年６月２６日付けの「基金の明細」では『公共施設整備等事業基金』

が約１１億６，０００万円とあります。この基金を合併推進債と共に活用して新庁舎建設等に

あてるという記載がございますが、この公共施設整備等事業基金が今回の事業ですっからかん

になってしまうのでないかという心配があるのです。この基金からいかほど新庁舎に建設に流

用するつもりなのか町長に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） 

     基金の方の話になりました。公共施設整備等基金については１６億余万円計上してあります。

またそれ以外に、いつでも取り崩せるようになってるのは財政調整基金、あるいは減債基金と

いうのです。この３基金は目的別基金でありませんので。公共施設は一応、公共施設でありま

す。庁舎だけでなくて、いろんな事業もこれは活用していく公共施設整備基金ですので。当然、

決算を打って財政が余ればが、ここへも継ぎまわしもしていきますし、常に動いている基金で

あります。一気に取り崩すか、またこれは継続費を組ましていただきますんで、多分３、４年

かけての事業になると思いますんで。年度ごとに取り崩していくということになりますが。こ

の３基金が一番運用のできる基金でありますので、そういった中で、バランスをとりながらやっ

てく。これはですね財政調整基金があまりにも多いところは、金が裕福にあるんじゃないかと

いうことで、交付税を減らす算定も総務省の方で行なっております。そういうのにも引っかか

らないように、我々もこの基金の残高も調整をしながらやっておりますんで、すべてがこの公

共施設整備基金のみを使うというもんではないと考えております。      

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） 

     どことは申しませんが、まるで高級ホテルのような外観と、玄関を入ったところがすばらし

い庁舎が県内もございます。私としては、そういう庁舎にはしてほしくないと強く思います。

よろしくお願いいたします。 

それでは質問事項２の上水道水源地についてです。伺います。質問要旨１から伺います。農

林水産省の調べによれば、２０１６年の 1 年間に外国人により買収された国内の森林は

２０２ヘクタールにも及んでいて、そのほとんどが北海道だが、買い手の多くが中国や東南ア

ジアの華僑だそうです。日本の不動産所有権は極めて強固なので、いったん取得されてしまえ

ば、その取り扱いは限りなく難しく取得者の自由になってしまいます。我が富士川町の水源地

周辺の管理状況として、諸外国企業、外国人などの買収・登記の確認を行っているのか伺いま

す。 
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〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩二君 

〇上下水道課長（中込浩二君） 

     ただ今の笹本議員の質問につきまして答弁させていただきます。安全な飲料水を安定的に供

給するためにも、水源の管理は極めて重要であります。そのため、各水源については定期的に

点検を行い、管理をしているところであります。水源地域での土地の売買や開発を行う場合に

ついては「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」が適用されますので、その場合は

土地の所有権の移転等の契約締結や開発時期の３０日前までに山梨県への届出が必要となりま

す。その届出の内容については該当市町村に通知されることとなっており、これまで県からの

通知の中には、水源地域内において、諸外国企業などが買収した事実は確認されておりません。 

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） 

     少し安心しました。続きまして質問要旨２、水源地周辺で、水質に悪影響を及ぼす恐れのあ

る産廃施設などの調査、管理を行っているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩二君 

〇上下水道課長（中込浩二君） 

     水質に悪影響を及ぼすおそれのある産廃施設などの調査、管理を行なっているのかの質問に

対してお答いたします。町内の水源地周辺では、水質に悪影響を及ぼす恐れのある産業廃棄物

処理施設はありませんが、町では、すべての水源について、徹底した水質管理を行うため、定

期的に水質検査を実施することで、安全で安心な飲料水を提供しております。以上になります。 

 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） 

     差し障りの無い再質問をさしていただきます。富士川町の水道水品質ついて私は十分満足し

ております。山梨県地下水及び水源地の保全に関する条例によると、富士川町の場合、小室、

十谷、高下、平林、柳川が水源地と指定されておりますが、私を含め多くの町民の方々がなに

げに安心して日常利用している水道水は、どのあたりからどのように集まってきて、私たちの

ところに来るのか、ざっとでよろしいので教えていただけますでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩二君 

〇上下水道課長（中込浩二君） 

     ただ今の質問に対しお答えさせていただきます。笹本議員さんが今おっしゃりました５つの

地区につきましては、いわゆる簡易水道の湧水及び伏流水の地域が存在している地区になって

ございます。全体として富士川町の水源は、今言われた５地区以外では１３か所が、深井戸の

井戸水を採取しております。その深さにつきましては３８メーターくらいから７７メーター、

約８０メーターぐらいの地下、深くから水をくみ上げております。その結果ミネラル成分等含

む、どちらかというと硬水に近い形の飲み水になっております。町全体で考えますと、まちの

西側に位置する山間部に降った雨や雪などが長い年月をかけて、浸透し、地表にあらわれた分
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が湧水やまた河川の水と流れてきます。しかし深く浸透した水は、それぞれの水源、そういっ

た水がどこからくるのかというと、今いいました西側の山全体に降った水がどの水脈、またど

ういった流れで、先ほど言いましたとおり、深さ約４０メートルから８０メートルの深いとこ

ろまでくるのか、ということにつきましては残念ながら詳しくはわかっておりません。さらに

こういった調査を詳しくすることもありますが、なかなかそれでも長期間、お金と時間を使い

ながら、調べてもはっきりわからないということは聞いてございます。したがいまして、今富

士川町内で飲んでる水は、大ざっぱに言いまして西側の山々。そういったとこに降ったものが

恐らく、１０年、２０年ではなく、もうちょっと長い間をかけて染み込んだ水というところま

での答弁となります。以上で答弁終わりにいたします。 

〇議長（井上光三君） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     要するに湧水ということ。くみあげてる水を私たちは飲んでいるという理解でよろしいで

しょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     上下水道課長 中込浩二君 

〇上下水道課長（中込浩二君） 

     いわゆる上水道で飲んでいる水は、すべてが深井戸、汲み上げている水になっております。 

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） 

     それでは、質問事項３の給食センターへの食材納入について伺います。質問要旨１として、 

昨年９月議会において教育委員会当局の答弁で「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なかで、給食費の減額に努めて参りたいと考えております」との、

答弁がございました。給食センターが稼働すれば現在より多量の同一食材が必要となると安易

に予想できますが、地元業者優先で仕入れする予定なのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまの笹本議員の給食センターへの食材納入についてのご質問にお答えをいたします。

現在の食材納入につきましては、学校給食用物資の供給に関し、教育委員会と給食用物資納入

業者との間で、納入物資の条件や物資の納入及び検収、衛生管理の徹底などの誓約を目的とし

た書面を取り交しているところであります。給食センターが新設された後には、多量の同一食

材が必要になることから、より安全で安心できる食材納入や、衛生管理の更なる徹底を図る中

で、地元業者を始め、信頼できる業者から納入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） 

３番 笹本壽彦君。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

     富士川町は以前と比べれば商店や事業所が少なくなっておりますが、食材納入業者は富士川
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町にざっと約何軒、何社ほどあるのかわかる範囲で結構ですのでお教えください。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     平成３０年度の２月末現在ですと、現在の納入業者すべてで２３社ございます。そのうちに

町内から１４社の納入業者にご協力をいただいて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。私は地元優先という甘い方針で購入金額が割高になっても仕方がないなどとは

考えておりません。現実として、地元業者数は多くないし、零細事業所が多いのも事実でし、

多量の一括仕入れ大手業者との価格競争で地元業者が勝るのは容易ではないと考えております。

地元業者からの仕入れに対し、どのような便宜というか、対策を考えているのか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     特に新たな便宜ということは考えておりませんが、これまでと同様に安全安心な食材の提供

をしていただけるように周知してまいりたいと考えております。 

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） 

     再質問です。過日、増穂小学校で給食をいただきました。その日の献立は揚げパン、人気の

あるワンタンスープ、それからこのくらいのシイラの、魚ですね、シイラのフライ、リンゴ４分

の１個と、ちょとしたサラダと牛乳などでした。とても美味しかったです。これらの食材は、

どこから仕入れているのだろうと考えもしましたが、このくらいのシイラのフライなどだと数

量を考えれば地元業者ではとても困難だろうなあなどと思ったりもいたしました。しかし、予

定食材の数量と予算を例えば地元業者に早めに伝えるなどの施策をとれば、地元業者でも価格

において大手に対抗できる時間と可能性があるのかなあとも考えました。そのようなことも含

め、諸々の策を考え、価格的にも予算に合って、地元業者にも良いというふうな策を考えてい

ただけるか伺います。 

〇議長（井上光三君） 

     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。私も地元の業者は大事にしたいと基本的に考えてお

ります。しかし、先ほど議員が給食を食べていただいた給食週間中におきますメニューのこと

だったと思いますけど、メニューにおきましては、町内の地元業者から納入が難しい場合も、

年間１９０日からある中には生じてまいります。ですので町内からは現在野菜や肉などをメイ

ン導入していただいておりますが、栄養教諭の作る献立に応じまして地元の業者さん、またそ

れ以外の業者さんをうまく合わせる中で、給食に努めてまいりたいと考えています。 

〇議長（井上光三君） 
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     教育総務課長 秋山佳史君 

〇教育総務課長（秋山佳史君） 

     学校給食用の食材の納入につきましては、今後も衛生管理の徹底や納入条件などにあったも

のを、購入して参りたいと考えております。給食費の減額につきましては、納入量が増えるこ

とにより、食材によっては、安価に購入できるものと思われますので、発注先や発注方法など

を研究し、保護者の負担軽減に努めて参りたいと考えております。 

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） 

     私もあの友人の大根畑を手伝って、農協へ納めて農協から給食へ行くとか。ジャガイモを農

協から給食へとかいう経験がございます。そんなことも含め、安全でおいしい給食を提供して

いただいているようにお願いを申し上げます。ありがとうございました。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

カッコ２がまだ。再質問ではある程度いいました。カッコ２としては質問がまだされてない。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

２、２。 

〇議長（井上光三君） 

よろしいですか。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

以上で終わらせてください。 

〇議長（井上光三君） 

承知しました。 

〇３番議員（笹本壽彦君） 

よろしいでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

はい。 

以上で、通告９番  ３番 笹本壽彦君の一般質問を終わります。 

続いて、通告１０番 １番 秋山仁君の一般質問を行います。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     それでは質問さしていただきます。大きく分けて４つありまして、１番目としまして、商工

業の振興の企業誘致は推進はどのようにするかということの中で、町の考えを伺います。県内

において、働く場所の確保、就労支援が近年、課題になっておりますが、町全体の土地有効利

用考えると、企業誘致は雇用の確保の場として必要性があります。こうした中、第２次総合計

画においても、「中部横断道全線、またリニア中央新幹線８年後開通を踏まえ新たな企業誘致の

ための基盤整備を進める」とあります。商工業振興の観点から、町では企業誘致の推進をどう

考えるかお伺いします。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 
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     それでは秋山議員の、企業誘致の推進をどのように考えるかという質問にお答えします。町

ではこれまでに、フォレストモール富士川、ヤマト運輸山梨富士川センター、空き店舗を活用

したスーパーマーケット等の誘致を行なって参りました。また、支援制度につきましては、立

地事業を行なう事業者に対して、投資経費等の一部を助成する産業立地事業費助成金、事業所

を新設し、又は拡充する企業に対して、増加する固定資産税相当額を奨励金として５年間交付

する、産業立地事業奨励金を始め、工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則の緩和など、

工場誘致や事業拡大を容易にするためのさまざまな支援策を整備しております。 

本年度においては、東京２３区からの本社機能移転を行なう移転型事業には固定資産税の課

税免除、東京２３区以外の移転及び県内事業者の拡充型事業については不均一課税を行なう固

定資産税の特別措置、更に、中小企業･小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上

を図るための「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たところであります。こうした中、

これらの制度を周知し、企業誘致を行なうため、ホームページの掲載、首都圏で行なわれる工

業見本市のテクニカルショウへ参加し、本町の情報を発信し、更なる企業誘致に努めておりま

す。このように、商工業の振興及び、企業誘致の推進のために、今後も充実を図っていきたい

と考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     何社っていいますか、企業誘致をしていると思われますけども、やはりあの人口増加に向け

た企業誘致は、なかなか進んでいないのかなと思われます。再質問ですが、いいですか。先ほ

どの答弁の中に、前にホームページをちょっと見ましたら、導入促進基本計画において先端設

備等導入計画の認定数は５件てありましたけども、これ今実績の件数は何件あるですか。 

〇議長（井上光三君） 

     産業振興課長 依田正紀君 

〇産業振興課長（依田正紀君） 

     ただいまのご質問にお答えします。議員さんの質問とおり、導入促進基本計画は昨年の６月

に策定し、７月に国の同意を得たところでありますので、現時点での認定事業者はございませ

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） 

     ホームページ見ますと、７月の３日に同意を受けたっていうこと、いうに理解してます。町

において認定書を発行して、墨付きを付け、そして税制の支援を行うっていうに理解しました。

例えばこの制度の場合、保証協会なんかを金融支援として使った場合ですね、やっぱり企業が

限度額いっぱいの時には、別な枠というふうなことはないのかなと私は思うですけども。ある

程度ソフト面では、うちの面でも、ある程度充実はしているのかなというに思われます。やは

りあの農業振興地域の法律の網っていうですかね、その見直を中期、長期に積極的に考えるこ

とも必要かなっていうふうに思われます。 

続きまして、２問目に入らしていただきます。福祉サービスの充実について質問します。社

会福祉協議会の事業として生活支援事業を行っていますが、地域の中の支え合う活動の一環に
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おいて「ちょっとした困りごと」「送迎サービス」の事業を実施しておりますが、先日も山間地

のおばあちゃんですけども、免許証を返納しために買い物にいけないというふうに言っており

まして、デマンドバスを利用すればいいんですけども、そこまで行くのにも、やはり時間がか

かって、２回程ころんで、３か月、４か月とまあ入院したとも聞きました。タクシーで利用し

てるようなんですけども、往復５千円程かかると言っておりました。年金生活の方が５千円て

いうお金は非常に大事でして、非常に大変だなというふうに思いました。そして、そうサービ

スの中で、庭の草取り、障子の張り替えなどちょっとした困りごともよく聞きます。この先で

すね、高齢者人口が増、困り事が目に見えて考えられます。そのためにはボランティア運転手

などの増員、今行っている生活支援事業のサービスの回数を増やすなどの考えがないか伺いま

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。社会福祉協議会の生活支援サポーター事業では、地域

の中での支え合いの活動として、「日常のちょっとした困りごと」の支援や、買い物、通院時に

おける「送迎サービス」等を行っており、対象者は、一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯など

であります。また、この事業においては、地域の皆さまにボランティア講座の一つであります

「生活支援サポーター養成講座」を受講いただいた上で、登録いただき運営しております。現

在、高齢化、核家族化により一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯が増加しており、今後もさら

にニーズの増加が見込まれているところであることから、ボランティアの育成は、必須の課題

であります。 

今後は生活支援サポーターを含め、ボランティア養成講座の回数を増やし、定期的に開催す

ることで、サポーターを増やしていくとともに、地域で支える意識や人材の育成を進めてまい

りたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     再質問ですが、行政にもある程度限度があると思いますが、何とか検討してもらう中で、ボ

ランティア講座。「生活支援サポーター養成講座」ですね。この講座が年、ほとんど回数がない

というふうに、以前の話ですけども聞いたことがあるんですよね。やはり、あの答弁の中で行っ

ているといっても、回数がどうなのかわかりませんけども、いずれにしましてもあまりにも少

ないというふな認識を私はもっております。そういうふうなボランティアの運転手をですね。

養成講座、これは毎月ぐらいにですねしないと、もう高齢者がまあどんどん増えてる中で、や

はりともかく増やすということですけどもその辺、もし具体的にわかりましたら答弁お願いし

ます。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     ただ今の秋山議員のご質問にお答えします。秋山議員のおっしゃるとおり、今、社会福祉協

議会ボランティア講座が年２回ということで、大変少ないという状況でございます。定例の社
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会福祉協議会と町との話合いにおいても、町からもボランティアの普及や養成に力をいるよう

要請してまいりました。来年度から具体的には答弁でも申し上げましたとおり、月１回、定期

的に講習を開催し、生活支援サポーターを含み、災害ボランティア等もございますので、さま

ざまのボランティアの研修や、養成を行なっていく計画でございます。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） 

     ぜひ迅速にですね対応してください。②の質問に入りたいと思います。先ほどの地域の。 

〇議長（井上光三君） 

秋山議員、質問の途中ですが、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時００分 

再開 午後 ４時 ８分 

 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     続きまして、まる２の質問に入りたいと思います。先ほどの地域での支え合う活動の各種事

業の内容をいろいろな機会を通じて周知してるとは思いますが、町民はほとんど知りません。

今後、町民に各種事業の内容を知らせるにはどのような方策を考えているかお聞きしたいと思

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） 

     ただ今の町民に周知を図る方法ということの質問にお答えしたいと思います。社会福祉協議

会の進める地域支え合い活動事業とともに、生活支援サポーター事業につきましては、さらに

需要が高まると認識しており、今後も様々なニーズに対応できるよう拡充していく必要がある

と考えております。 

こうしたことから、事業のＰＲにつきましては、民生委員児童委員や福祉推進員を通じての

周知や、町と社会福祉協議会で進めている介護予防教室、また、「広報ふじかわ」「福祉だより」

「ホームページ」等を利用し、さらに周知を図ってまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     再質問ですけども、ちょっと私が考えるに町内のですね、医療機関とか、まあ可能かどうか

わかりませんけども、スーパーとかコンビニ当、こういうところにはパンフレット置いてもら

うようなことはお考えですか。 

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） 
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     ただ今のご質問にお答えします。おっしゃるとおり多くの方が利用されるところに置いてい

ただくのは、とても有効であると考えます。早急に医師会や店舗など、御協力いただけるとこ

ろについては、社会福祉協議会とともに、お願い行きまして、チラシを置いていただくなどし

て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） 

     ぜひそういうことで、迅速にお願いします。これちょっと提案になるかもしれませんけども。

もし、ご意見お伺いできたらと思ってますけども、町内の業者にですね、補助金をですね交付

して移動スーパーの販売をしてもらう事もいいかなと思うですけど。特に山間地の買い物の方

は非常に、買い物困っております。移動スーパーすることによってですね、非常に助かるし、

ご本人の安否の確認もでるかなと思われるですけども。結構、全国ではこういうふうな形で若

い人達が移動スーパーなんかで、地域を守るとか、そういうことを考えていますけども、もし、

お聞かせ願えたら。 

〇議長（井上光三君） 

     再質問ですね。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     はい。すいません、再質問です。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     確かに買い物難民、高齢者の買い物に行けなくて困るという声は、包括支援センターなどの

訪問でも聞いているところでございます。これは福祉保健課だけではなく、いろいろな部署が

連携することが必要であり、より効果的に事業が行えるためには、より連携して事業の展開を

していくことが必要であると思いますので、今のご意見を参考にまた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） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     ぜひあの検討してください。３問目の質問に入りたいと思います。新児童センターについて

は４月より新児童センターが開所しますが、子ども達も待ちに待った施設であり、センターで

の生活が非常に充実すると思われます。第２次総合計画でも児童センターの充実は 上位に位

置付けられています。斬新な建物で機能的でこれからの子ども達の健全な育成の拠点施設にな

ると考えられます。そこで施設の目指す姿として、基本計画では「ニーズに合わせた事業展開

を図り小中高生のですね健全育成また 地域の方々団体などと連携を図り適切な施設作り」を

という基本理念ですが、具体的にはどのような運用を考えるか伺います 

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。新児童センターは、放課後や土曜日の子ども達の居
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場所として、子ども同士が、同年齢や異年齢の集団として交流する中で、様々な活動に自発的

に取り組めるよう運営して参ります。その児童センターでの様々な活動を通して、心身の健康

を増進し、社会的適応能力を高め、情緒豊かに成長するよう育成に努めて参ります。その代表

的な事業としましては、自主性を重んじた児童センターまつり、子ども達の発想を生かした工

作教室等の催し物を行います。また、地域密着型児童センターを目指し、中高生のボランティ

アを積極的に受け入れ、地域の方々の協力を得ながら健全育成の拠点として運営をして参りま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     再質問ですが、先ほどの自主性を重んじたお祭りの開催、また工作教室、地域の人にはボラ

ンティアをということですけれども。児童センターは１８歳未満までの子どもたちが利用でき

る施設であり、中高生も利用できますが、現実的には放課後児童クラブの子どもの利用度が高

いのかなて思われます。基本計画には、中高生の利用促進を特に強調していますが、小学生が

利用すると、定員からして非常に厳しいかなというに思いますが。そしてまた、職員の増員や

配置はどう考えているか。町民にセンターの完成したことへの説明やにパンフレットを配布す

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） 

     今のご質問にお答えいたします。児童センターはやはり小さい子どもの利用が多いのですが、

大きい子ども達には、先ほど申し上げましたように、ボランティア等で、自分たちが積極的に

関わって小さい子と遊んでもらったりとか、ていうところをしていきたいと考えています。ま

た遊戯室の方にも全面に鏡があったりしますので、ダンス等を、中高生が来て踊ってもらう場

としても使っていただけるんではないかと思っています。また、パンフレットですが、３月

２８日の竣工式の日に、午後から内覧会を行いますので、その場ではまた見に来ていらした方

には、パンフレット等もお配りしたいと思っています。また４月の広報におきまして、児童セ

ンターのＰＲもさせていただいております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     再質問ですけども、先ほども言いましたけども基本計画にはですね、中高生の利用促進をと

いうことで、特に強調してます。先ほど聞いた中の職員の増員や配置はどうお考えですか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     職員にの数につきましては、児童クラブの方は、児童クラブの人数に合った職員を配置いた

します。また児童センターの方も、きちんと児童センターが運営されるように、人員を確保し

ております。それから中高生の方ですが、遊戯室の方にはバスケットのスリーオンスリーもで

きるゴール等も備えてありますので、中高生にも大いに宣伝をしてＰＲをして、利用を促進し
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ていきたいと思っています。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     そうしますと中高生は、ある程度遊ぶ、遊ぶって言い方ちょっとおかしいですけれども、冒

頭の話で自主性をですねある程度重んじてとかということ言っていましたよね。そう考えると、

そしてもう一つは、小さい子どもと中学生、高校生っつうも大人ですよね。その辺はどういう

ふうすみわけとも言いませんけども、その辺をどういうふうに運営といいますか、考えますか

ね。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     小学生と中高生っていうとやはり年齢差がありますけども、児童センター祭り等では、中高

生がボランティアとして来て、小さい子の世話をしてくれたりとか、あとは今までの中では、

中学生が土曜日とか遊びに来ていて小学生と一緒にゲームをしたり、遊んだりする姿も見られ

ていますので、中心は小学生になると思いますけども、高校生の学習室もありますし、そのあ

たりも使っていただきながら、うまく使い分けをしていただいて、利用していただきたいと思

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） 

     再質問ですけれども、先ほどの中高生の学習室をということをお答えになってですけども、

新しく図書館も出るわけですけども、一部図書館を入れたりということはお考えですか。ちょっ

と児童センターと違うかもしれませんけど。 

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） 

     学習室と児童センターの方では図書室を兼ねて、１つの部屋を学習室とそれから図書室とし

て利用するようになっております。新しい図書館の方を聞いていらっしゃるんでしょうか。私

の質問しちゃいけないか。新しい児童センターの中の図書室は、図書館というほどの広さでは

なく、もう少し規模の小さい図書室という形になっております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     やはりあの多額な資金を投入してますから本当に運用とかですね、運用を充実してもらいた

く思います。 

次に４問目の質問に入りたいと思います。丸１として、新しい町立図書館について本年３月

には実施設計が完了し、３４年９月には完成であると理解しておりますが、改めて進捗状況を

伺います。 

〇議長（井上光三君） 
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     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただいまの秋山議員の進捗状況のご質問にお答えさせていただきます。富士川町立図書館に

つきましては、基本構想をもとに、図書館整備・管理運営検討委員会において、これまで図書

館の機能や配置などの検討をしていただいたところであります。設計の進捗につきましては、

国において、入居官署との調整を進め、昨年１２月末に基本設計を完了させ、その後、実施設

計に着手し、現在、実施設計の 終段階まで進捗しているところと聞いております。 

しかしながら、当初、平成３０年度末までに実施設計を完了させる予定としておりましたが、

敷地面積等の確定や行政手続き等の協議に時間を要しており、次年度も引き続き業務を進める

予定と聞いているところであります。町としましても、設計の進捗が図れるよう国と協力して

対応してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     再質問ですが、基本構想が２７年の１０月に発表されていまだに面積が決まっていない。こ

れはあの用地買収か何かそういうようなことかなと思われますけども、面積決まってないんで

すよね。先ほど答弁で。 

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。敷地面積につきましては、今の合同庁舎の建設予定地と

民地 2 軒の場所で確定しております。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） 

     図書館は町民が長年待ちに待った施設であり非常に期待しております。利用度の高さにして

もですね。この図書館のテーマによる特長、また機能による特徴などがあり順調に、早めにっ

て言ったらいいんでしょうか、国との折衝は常に密にしないとっていうふうに思われるですけ

ども、順調かどうかっていうのはちょっとこうどうなのかなっていうことは、順調じゃないっ

ていったほうが答かなと思いますんで。そういうことでお願いします。 

２番目の質問としまして、基本構想時の試算としまして、蔵書目標が１０万冊、７割開架、

３割が閉架で、蔵書の８割を開架する事が望ましいとしていますが、効率的かつ有効的に確保

することが大事であると思いますが方法を伺います 

〇議長（井上光三君） 

     生涯学習課長 深澤千秋君。 

〇生涯学習課長（深澤千秋君） 

     ただ今の蔵書目標冊数の効率的かつ有効に確保する方法についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。富士川町立図書館の蔵書数につきましては、図書館整備・管理運営検討委員会に

おいて、約１０万冊は確保していくこととしており、その方法として、開架書架部については、

書架を詰め込まず、できるだけスペースを広く取り、閉架書架を 大限に利用するよう検討し
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ていただいたところでございます。オープン時までには、ある程度の書籍を揃え、その後は目

標冊数に向け、年次計画により買い揃えていくこととしております。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） 

     そうしますと基本構想時の約１０万冊、これは可能だっていうふうに理解してよろしいんで

すよね。 

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） 

     約１０万冊ということで、１０万冊かける部分もございますけども、おおむねその冊数を目

標として揃える予定でございます。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     わかりました。丸３の質問としまして図書館のですね特長として町民に愛される図書館にす

るといっておりますが、富士川舟運はじめ全国の舟運資料を収集するというのが現実の収集状

況はいかがですか。 

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） 

     ただいまの日本全国の舟運関係資料の収集の進捗状況でございますけども富士川舟運を初め

とする関係資料につきましては、基本構想の中では町立図書館のテーマによる特色の１つに掲

げてございますが、具体的には今後、図書館整備管理運営検討委員会において検討していただ

くこととしております。富士川舟運の資料につきましては、調査した結果、現在町所有では写

真、絵画等などの約２００点、町内外の個人が所有されている資料は約７０点が存在すること

を確認していたところでございます。また、日本全国の舟運関係資料については、それぞれの

各地域において資料館等で展示や保管が行われていることから、。収集は困難であると考えてい

るところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     そうすると、まあ全国の収集は無理ですよということで理解をしましたけども。まあこの町

は富士川舟運４００年前のですねえ、そういったところをもっとなんとかしなきゃいけないか

なというに私は思いますけども。多くの町民はこれやっぱり思ってますよ。ええ。単純に無理

だじゃなくて。少なくとも努力しますよということぐらいは、教育長どうですか。 

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） 

     ただいまの舟運関係資料の収集という部分でございますけれども、先ほど議員さんがおっ
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しゃるとおり、この町は富士川舟運によって栄えてきたという大きな歴史がございますので、

舟運に関する書物等については、今後も収集等をしていきながら、図書に関する資料というよ

うな形では、収集していきたいなというふうには思っております。全国の舟運に関する資料と

いう位置づけについては、先ほど課長も言いましたとおり基本構想の中で、特色ある図書館の

テーマの１つというようなことで掲げてはいただいておるわけでございますけれども、全国に

は相当の舟運がございますから、それらを全部一堂にというような考え方ではなく、富士川舟

運について研究もしていきたいというふ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） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     構想は構想ということでかななんて思われますけれども。そんなに集められなくても、やは

り教育長も今言ったように舟運によってこの町ができ上がったと言ってると思われますもので

ね、やはり何とかやるにこしたことはないかなと。収集するにこしたことはないかな、思われ

ます。再質問ですが。その構想中ですね、日本各地の民話そして世界の民話をそろえ、民話は

山梨県の富士川町立図書館と言われるようにすると言ってますが、その民話の関係はいかがで

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） 

     民話の関係でございますけども、富士川舟運に関する民話、それもあろうかと思いますし、

旧増穂、旧鰍沢にそれぞれ民話等残ってるわけでございます。また、山梨県内にも当然、本町

ゆかりの民話等もあろうかと思います。そこんとこはまだこれから、収集作業に着手するとい

うことを考えてございますけども、今の時点では、何もできないというか、収集農作業の方に

は着手できないというところでございます。 

〇議長（井上光三君） 

１番 秋山仁君。 

〇１番議員（秋山仁君） 

     先ほど言ったように、構想が２７年１０月に出て、今年の１０月で４年ですよね。まだでき

ていない、できてない。できてないでなくてもっと努力すべきでないんですか。立派な建物建

てるですからもっと真剣にしないと。どうなんですかね。教育長どうですか。 

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） 

     現在、基本設計の部分が仕上がったというようなところで、これに至るまで、先ほども課長

も言いましたように、図書館整備管理運営委員会のいろいろなご意見をいただきながら、基本

設計を仕上げてきたというような経過でございます。検討委員会はこれでおしまいになってい

るわけでなく、こっから先、表題にありますように管理運営検討委員会というようなこともあ

りますし、これからこの図書館についての書籍等をどのように特徴付けて行くかというような

部分について、検討委員会の中では検討していっていただきたいというふうに考えております

ので、当然真剣にそういった部分は今後やっていきたいなというふうに思っております。以上
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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） 

     尊いやはり税金を使うですから、ぜひ今言ったことを約束してください。いろいろ進捗状況

はあの町民にですね、あの逐次やっぱり報告してもらいたく思います。これをもちまして、質

問終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告１０番 １番 秋山仁君の一般質問を終わります。 

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。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     ８番 公明党の小林有紀子でございます。まず初めに、まず始めに東日本大震災から本日で

８年、亡くなられた方々の御冥福と被災された方々に心からお見舞いを申し上げ、さらに復興

を心よりお祈り申し上げます。 

これより大きく３点にわたり質問をさせて頂きます。まず初めに風疹とインフルエンザ予防

対策についてお伺い致します。 

１番目の質問ですが、昨年から、ウイルス性の感染症である風疹の患者が、首都圏を中心に

急増し、国立感染症研究所によると、２０１７年は９３人だったのに対し、昨年は２９１７人

に急増。今年の２月には、すでに５２８人となり、県内でも発症し、全国的な拡大となってお

ります。風疹は患者のせきやくしゃみを通じて拡がります。今回の流行は、ワクチンの定期接

種が十分に行われず、免疫を持たない３０代から５０代の男性に患者が多く、これが感染拡大

の要因とされております。昨年１１月、公明党として、政府に風疹の感染拡大を防止するため

の対策強化を強く要請致しました。厚生労働省は、今年４月から、定期予防接種の機会がなかっ

た男性、免疫力が低い３９歳から５６歳の男性を対象に、抗体検査と予防接種を原則無料で実

施する対策を発表しました。そこで本町の風疹の感染拡大防止対策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） 

     本町の風しんの感染拡大防止対策について御質問にお答えいたします。国内の風疹患者は、

昨年、首都圏を中心に発生急増し、現在も流行が続いている状況であります。また、風疹は妊

娠初期の女性がかかると、赤ちゃんが先天性風疹症候群にかかり、目や耳、心臓などに障害が

残る恐れがあります。こうしたことから、国では、更なる感染拡大を防ぐため、風疹の追加的

対策として、幼少期に公的な接種の機会がなく、抗体保有率が８０％を切る、昭和３７年 4月

2 日から昭和５４年４月１日生まれの男性に対し、２０２１年度末までの３年間をかけて、抗

体検査を実施した上で、抗体価の低い方へ予防接種をすることとした政令改正を行い、本年４月

から段階的に実施することとなっております。 

町におきましても、国の方針に従い、平成３１年度については、段階的措置の対象者であり

ます昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性に対し、無料で抗体検査

及び予防接種が受けられるクーポン券の発行等について、今議会に平成３１年度当初予算案と
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して計上させていただいております。今後も、国及び県の動向を踏まえ、啓発活動を行うとと

もに、この追加的対策が円滑に実施できるよう、努めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     早速、今回の当初予算に計上して頂きましたが、それでは、今後、実施をするための、２番

目の質問なりますが、対象年齢の方の抗体検査やワクチン接種への勧奨方法をどのようにされ

るのかをお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     抗体検査、ワクチン接種の勧奨方法についてご質問にお答えいたします。今般の風疹の追加

的対策の実施につきましては、「実施に向けた手引き」として、国から示されております。この

手引きにおいては、「３か年計画で段階的に行うこと」「平成３１年度は、昭和４７年４月２日

から昭和５４年４月１日生まれの男性に対して、クーポン券を交付すること」「平成 31 年度に

は、クーポン券を送付しない昭和３７年４月２日から昭和４７年４月１日生まれの男性につい

ても、希望する方にはクーポン券を発行できること」また、「特定健診、事業所健診の機会に抗

体検査が受けられるようにすること」等となっております。こうしたなか、町としましては、

クーポン券を個人通知する際に、接種勧奨の案内を同封するほか、広報、ホームページ、CATV

等を利用して周知を図り、２０２１年度末までに、国では対象世代男性の抗体保有率９０％を

目標としておりますが、町においては抗体保有率１００％を目指し、継続的に接種勧奨を行っ

てまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     町では１００％ということで、とても心強い思いになりました。再質問ですが、対象年齢の

３０代から５０代の方は働き盛りの世代であります。平日の日中に抗体検査や予防接種をする

ために、仕事を休むなどの都合をつけるのは、難しいと思われますので、職場の理解も必要で

すし、特定健診ということで今お話もありましたけど、夜間とか休日の土日に医療機関で受診

ができるよう、町内の医療機関などに要請が出来ればと思うんですが、特に峡南医療センター

富士川病院などに夜間・休日の対応を、町として要請して頂ければ、一刻も早く風疹の流行を

未然に防ぎ、町民に寄り添った対策となるのではないでしょうか。富士川病院も地域医療を目

指した病院としての役目を担い、町民の健康に貢献できるものと考えますが、町としての要請

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） 

     ただいま議員のおっしゃるとおり、休日、夜間につきましては、国でも体制がとれたところ

から積極的に行うよう指示があるところでございます。まず抗体検査につきましては、特定健
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診や事業所健診の機会を利用し、実施することとなっておりますので、町でも休日検診におい

ても行えるよう計画をしております。また医療機関における抗体検査や予防接種につきまして

は、国の日本医師会に要請しているということでございますので、町においても、休日、夜間

につきましても、医師会や病院への要望として挙げ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（小林有紀子さん） 

     ぜひ富士川病院への要請、男性の対象者への周知の徹底や受診しない方への継続した勧奨も

ぜひよろしくお願いいたします。 

３番目の質問ですが、国立感染症研究所の発表によると、全国の患者の９割が成人で、男性

が女性の約３倍多く、特に３０から４０代の男性が男性全体の６割。そして女性の患者は、特

に妊娠出産年齢である２０から３０代が女性全体の６割との報告です。風疹ワクチンを接種す

ることによって、９５％以上の人が免疫を獲得することが出来ると言われていますが、妊婦健

診で抗体価の割合が低いと指摘されたのは、２０代から４０代で約２０から３０％存在するこ

とから、接種後年数の経過と共に、免疫が低下してきた人に対しては、追加のワクチンを受け

ることが望ましいとの事です。接種制度はあっても受けていない可能性もあります。特に妊娠

２０週頃までの妊婦の風疹ウイルス感染には注意が必要です。胎児にも風疹ウイルスが感染し

て、難聴、白内障、心臓病などの先ほど課長が言われたように先天性風疹症候群にかかり、深

刻な障がいが残って、死亡するケースもあります。妊娠中は、ワクチン接種を受けられず、受

けた後は２か月間妊娠を避ける必要があります。女性は妊娠前に２回のワクチンを受けておく

ことと、妊婦の周囲の家族に対するワクチン接種も重要です。そこで妊娠を希望する女性に対

して、感染リスクの低減を図るため、予防接種への助成を実施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） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。国では、昭和３７年４月２日以降生まれの女性は、幼

少期に公的な接種機会が１回ないし２回あったことから、風疹抗体保有率が９３％～９７％あ

ると示しております。このような中、平成２６年から保健所では、特定感染症検査事業として、

妊娠を希望する女性に風疹抗体検査を実施しております。また、妊婦健診においては、妊娠初

期に風疹の抗体検査を行い、主治医が抗体の低い妊婦に注意を促し、次の妊娠に備え出産後の

予防接種の実施指導を行っております。こうしたことから、風疹の感染リスクを低減し、安心

して妊娠・出産に臨めるよう、風疹の抗体が低く妊娠を希望する女性に対し、風疹予防接種費

用の助成を検討して参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     はい。ありがとうございます。風疹患者が１万７０００人近くに上った２０１２から１３年

には、４５人が先天性風疹症候群と診断され、そのうち１１人が１歳半までに亡くなっており

ます。風疹はワクチンによって予防可能な疾患です。すでに、甲州市では女性への補助制度を
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実施していますし、甲斐市でも、新年度から始めるそうです。本町で誕生する赤ちゃんが、一

人でも生まれながらに障がいを持つことがないよう、万全の支援体制を行って頂きたい、更に

安心して子育て出来る町づくりを優先して頂きたいので、ぜひ実施して頂きますよう、重ねて

宜しくお願い致します。 

では４番目の質問ですが、毎年、インフルエンザが流行しています。昨年末から県内の中で

峡南保健所管内が一番多く流行し注意報レベルとなりました。昨年９月から２月までの県内の

保育所、幼稚園、小中学校、高等学校において学級閉鎖１１４、学年閉鎖４５、休校１、１９８６名

の子どもたちがインフルエンザに罹患し、町内でも増穂小中学校で学級閉鎖となりました。集

団感染や発症による重症化を防ぐため、インフルエンザの予防接種が有効です。しかし、任意

接種のため、高齢者を除き全額自己負担となっております。２回の接種で１万円近くかかりま

す。すでに、県内では１１市町村で各年齢に応じ予防接種費用助成を実施しています。子育て

世代の経済的負担軽減として、乳幼児から高校生までのインフルエンザ予防接種費用の助成を

すべきと考えます。見解をお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。インフルエンザウイルスは毎年のように変異しながら

流行を繰り返すので、流行を予測し考えられるウイルスを用いてワクチンが製造されます。加

えて、ワクチンの発症予防効果は接種後 2週間から 5か月程度と言われ、予防接種は毎年必要

になります。現在、インフルエンザの予防接種については、その病態の特性上、現行ワクチン

による流行阻止は困難であり、予防接種を受けた本人の発症ないし重症化防止に重点が置かれ

ております。また、他のワクチンに比べ発病阻止効果は低く、助成を行っている市町村でも、

その効果の検証は、なされておりません。こうしたことから、インフルエンザの予防接種費用

の助成については、まだ研究を要する段階と考え、先行市町村の状況を注視して参りたいと考

えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     後遺症で障がいを背負わせてしまったと、一生、保護者が後悔することの無いように、でき

るすべての支援体制を整えていただきたいと思っております。大学受験に関しても、インフル

エンザに高校生の子がかかって、希望する大学を受けられなかったということも、実際におり

ます。子育て世代の経済的負担軽減は、少子化対策の基本です。子どもが大勢いる家族、家庭

や、受験生を抱えた家庭などを家族全員の予防接種費用は、大きな経済的負担です。家族が次々

と感染すれば、医療費もかさみ重症化すれば、生涯にわたり経済的精神的にも大きなダメージ

となります。町としても将来にわたる、医療費や国保、介護保険の軽減につながるものと考え

ます。ぜひ少額でも助成の実施に向けて、再検討していただければと切にお願いをするところ

であります。次に大きな２つ目の質問としまして、マイナンバーカードを活用した政策につい

て質問をいたします。１番目の質問ですが、国では、今年１０月の消費税率１０％への引き上

げに伴う反動減対策として、２０１９年度には公明党が強く要望してきた低所得者・子育て世

帯向けプレミアム付き商品券の発行や、キャッシュレス手段による買い物に対するポイント還
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元が実施されます。さらに２０２０年度にはマイナンバーカードを活用した消費活性化策を実

施します。特にプレミアム付き商品券は軽減税率の対象外の生活必需品購入にあてることがで

きるなど、消費税引き上げ後の痛税感の緩和が期待されます。本町の準備状況をお伺いしたい

と思います。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

     小林議員の、消費税引き上げに伴う反動減対策の準備状況に関する御質問にお答えいたしま

す。国では、１０月実施予定の消費税・地方消費税率の引き上げによる低所得者・子育て世帯

の消費に与える影響を緩和するため、プレミアム付き商品券事業を進めております。 

     この事業は、非課税世帯及び 3歳未満の児童がいる対象世帯に２５，０００円のプレミアム

付き商品券を２０，０００円で販売し、５，０００円のプレミアム分を助成するもので、今年

の１０月から翌年３月末にかけて、町が指定する対象商店で利用可能となります。現時点では、

２月１５日に県による１回目の説明会が開催され、概要の説明がありましたが、詳細な要綱は

近日中に示されることとなっております。 このようなことから、本町では、今後関係する課

で調整を進め、６月定例会へ補正予算を上程する予定であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

質問の途中ですが、議長から申し上げます。富士川町議会会議規則第９条第２項の規定によ

り、この会議は時間を延長します。ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時５６分 

再開 午後 ５時 ３分 

〇議長（井上光三君） 

休憩を解いて再開します。 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     商品券が活用できる店舗の拡大と周知の方法、高齢者や子育て連れのお母さん方などが購入

しやすい場所などの配慮も、ぜひ商工会としっかりと協議して頂き、取り組んで頂きたいと思

います。スムーズに対象の方が活用できますよう、よろしくお願いいたします。 

２番目の質問ですが、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、マイナンバーカー

ドの本人確認機能を基に設定する「マイキーI D」を活用し、行政サービスの効率化や地域活性

化を図る「マイキープラットホーム構想」として、すでに２０１７年度からスタートし、県下

で唯一、市川三郷町が実施している「めいぶつチョイス」事業があります。本町での、今後の

実施について、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） 

     めいぶつチョイス事業の実施状況の確認についての質問にお答えいたします。「めいぶつチョ

イス」事業は、国がマイナンバーカードの普及と地域経済の活性化を目的に、自治体ポイント

を活用し地域の特産品と交換できるシステムで、参加する自治体を任意で募っております。こ
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れは、マイナンバーカード内に、自治体で実施するボランティア活動やイベント参加者にポイ

ントを付与したり、協力事業者のポイントをマイナンバーカードで変換することにより、ポイ

ントを貯めることができ、貯めたポイントを活用して「めいぶつチョイス」で特産品を購入す

るときにポイント分が割引となるものです。 

しかしながら、ポイント付与で生じた割引分の費用は、自治体の負担となることから、費用

対効果を考えると、本町では、「めいぶつチョイス」事業を実施する考えはありません。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、先日、市川三郷町の担当課にお話を伺ってきましたが、今、費用対効果が、

と言われましたけれども、実際、町の負担は一切ないと伺っています。私が調べた限りでも、

そのような自治体の負担はありません。先ほどの特産品を購入する時のポイント分の割引を負

担するということでできないっていう、費用対効果がっていうおはなしでいたけれども、その

ような説明は一切ありませんでしたので、ぜひ市川三郷町の担当課に費用について確認してい

ただきたいと思いますが、「めいぶつチョイス」は今いわれたようにマイナンバーカードの IC

チップに自治体ポイントを貯めて、「めいぶつチョイス」という通販サイトで買い物が出来る事

業です。自治体ポイントの協力企業のクレジットカード会社や航空マイレージなどのポイント

を、自治体ポイントに交換すると、地方の名産品を販売する通販サイト「めいぶつチョイス」

で全国の特産品の購入や自治体ポイントの利用できる商店で利用ができます。全国でクレジッ

トカードやマイルなどのポイントは、年間約４０００億円相当も発行されているそうですが、

そのうち３割から５割のポイントが使われていません。その失効するはずのポイントが地方の

名産品購入などに使われれば、地方自治体が潤うというのが「自治体ポイント」の目的です。

通販サイトで使えるため、自治体ポイントの使い道として利用価値が非常に高く、運営も「ふ

るさとチョイス」とおなじ運営会社ですので、同じ I D で使えます。自治体ポイントの管理ク

ラウドは国のシステムなので、無料で参加が可能です。一般の方が商品を購入するときには、

一切、手数料はかかりませんし、もしかし事業者の手数料のことでしたら商品に上乗せすれば、

町の負担はありません。費用対効果と言われましたが、この町の費用はありませんので、ふる

さと納税の商品以外の全国にまだ知られていない、かくれた特産品の販路拡大のチャンスとと

らえ、町の事業者を応援し、地域活性化に繋げることが出来るメリットがあります。 

再質問ですが、平成２９年度以降、総務省から事業参加の呼びかけがあったと思いますが、

どのように町としては対応されたのでしょうか。 

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） 

     ただいまの質問にお答えいたします。まず１つ、整理しとかなきゃいけない部分は、この「め

いぶつチョイス」事業でございますけれども、基本的にはマイナンバーカードの普及という部

分と、地域経済の活性化効果、その２つであると感じております。その中で「めいぶつチョイ

ス」の中には、やはりそのポイントだけではなくて、自治体のポイントも付与しながら、その

マイナンバーカード増やしていきましょうという、国の取り組みでございますので、その自治

体ポイントを付与することに関しては町が負担しなければならないので、その費用対効果を考
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えるとできないという答弁をさせていただきました。そうはいいましても、「めいぶつチョイス」

だけを登録したのであれば、確かにその町が新たな負担金というものを発生しないわけでござ

いますけれども、こういった事業取り組むということは、我々職員が動くということでござい

ますから、全く費用対効果もかからないということではございません。ということと、もう１つ、

市川三郷町では取り組んでいる事例も確認をさしていただきましたけれども、やはりそのマイ

ナンバーカードの普及には至っていないというところが現実のようでございます。実際に国内

で取り組んでる実態を調べさしていただきましたが、わずか５８自治体です。１７２１ある自

治体の中でも５８自治体。わずか３．３%しか取り組んでいないという実態が分かってきまし

た。こういうことも考えますと当町においては、その議員おっしゃったように、ふるさとチョ

イスと同じ事業者がやってるものでございますので、ご承知のようにふるさと納税は平成

２９年度に比べて、平成３０年度は倍近くの伸びでございます。したがいましてこの「めいぶ

つチョイス」に登録するのではないかというように考えているところでございます。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     今課長がおっしゃられたように、市川三郷町でも、やはりマイナンバーカードの普及率のほ

うにはなかなか反映がされていないというのは聞いております。て、やはり市川では、他の自

治体として、町としていろんなポイント事業を行なってはいないので、その自治体ポイントに

充てられるような事業を行っていないということがやっぱりマイナンバーカードを持つ必要性

があまり町民の皆さんが感じていないのではないかというふうに私は理解をしてはいるんです

けれども。そうは言っても、マイナンバーカード制度が発足して３年。やはり、国としてはマ

イナンバーカードの普及をしていくっていうことを今、特に進めておりますし、先日、健康保

険証としても、健康保険法の改正が決定をして、マイナンバーカードを活用するという方向で

国も動いたわけですし、本格的な活用に取り組む時期に来ていると思っております。市川三郷

町も実証事業としてやり始めたわけですから、まだまだわからないことや、推進もまだまだと

は思いますけれどもうちも協議体には入っているとは思うんですが、なかなかその実施をしな

いという部分では、その費用対効果とかっていうことを考えられたのかなとは思うんですが。

そのマイナンバーカードの普及がいまだに低いっていう部分も、１つの要因だとは思うんです

が。そのマイナンバーカード普及するために、国がこの「めいぶつチョイス」を考え、マイナ

ンバーカードの普及につなげていきたいという方向性で、訴えているわけですので、ぜひ、そ

ういう部分ではうちの町としても、ふるさと納税の推進はもちろんですけれども、この使える

ものはできるだけ、今おっしゃったように職員の大変な作業というか、そういうものがあると

言われてしまえば、それはそうかもしれませんけれども、ぜひという部分で、先進的に取り組

んでいただきたいと思っております。総務省が今回、地方自治体や民間企業と連携してマイナ

ンバーカードのさらなる活用を目指したマイキープラットホーム構想、これが本当に図書館

カードとか、健康ポイント、そして介護支援、ボランティア事業、いろんな行なっているとこ

ろはいろんなポイント事業も行いながら、それを自治体ポイントにして、そして住民の生活向

上、そして地域の活性化、そういうものをしながらカードも普及をしているという状況をつくっ

ていくわけですから、うちの町としても、まずは予算がかからない「めいぶつチョイス」にま

ずは加入をしていただけたらという思いで、今回、質問さしていていただきました。まずは、
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その「めいぶつチョイス」と思いましたけれども、それをまた研究もぜひしていただいて、ぜ

ひそういうところも、市川に聞いたということですけれども、全国で行っているところにしっ

かりまた今後研修なり、実施を聞いていただいて、そういうところにぜひうちの町でも取り組

める方向で、ぜひ、研修を重ねていただければと切にお願いをさしていただきます。 

あとは、３番目の質問につながるわけですけれども、マイキープラットホームを活用した図

書館のカード化ですね、これを本庁でも利活用するべきとを考えておりますけれども。新しい

新図書館も検討をしているわけですので、これを、このマイキープラットホームを活用した図

書館カードを行っていただきたい。そして、それとともにこの健康ポイントとか、介護ボラン

ティアポイントなども、実際、システム構築無しでできるわけですので、まちのそのポイント

分の還元の負担はありますけれどもぜひ、そういう部分で自治体ポイントが活用できるような

システムを構築していただきたいと思うんですが、その考えはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     政策秘書課長 齋藤靖君。 

〇政策秘書課長（齋藤靖君） 

マイキープラットホームを活用しての、今後のマイナンバーカードの活用方策というところ

でご質問にお答えいたします。マイキープラットホームに関しましては、マイナンバーカード

の利用促進のために国が進めている事業で、公共の各種サービスをマイナンバーカードに集約

するもので、先ほどの「めいぶつチョイス」事業など、自治体ポイントでの利用がメニューと

して検討されております。自治体ポイントにつきましては、先の答弁でお答えしましたとおり、

実施する考えはございませんけれども、町ではマイナンバーカードの普及を促進するため、新

図書館の建設に合わせ、図書館利用カードとしてマイナンバーカードの利用が可能かどうか検

討してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     ぜひ図書館カードのほうは導入していただきたいと思います。その他介護ボランティアポイ

ント制度なども何度も私も一般質問させていただいておりますけれども。南アルプス市では、

一人１日２ポイント、年間５０ポイントを限定として行っております。登録をしている方は

９３人だそうですけれども、本町では社協の高齢者の方への生活支援事業のボランティアに

１０人程の方が登録されておりますけれども、こういう方達が本当にもっと増えていただきた

いと先ほどの質問にもありましたけれども、もっと生活に密着したボランティア活動ができる

ように、こういうポイント事業を推進していくっていうことも私は大事な７大事業を抱え、厳

しい財政状況はわかります。けれども町民の、いつまでも住み慣れた地域で、元気に楽しく暮

らすための、認知症予防やフレイル予防にもつながります。町としても将来の介護保険や国保

負担の削減につながる事業だと思います。税金も町民のより良い生活の向上のために使うので

あれば、価値ある使い方だと思います。再開ですけれども、富士川町として、「生涯、快適に暮

らせるまちを目指して」のスローガンのもと、ぜひこの自治体ポイントを活用したマイキープ

ラット構想を実施して頂きたいと思っておりますので、この質問の 後に町長のお考えをお伺

いしたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 
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     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     自治体ポイントについてのご質問でありますが、先ほど課長が答弁したとおり、現時点では

実施する考えありません。しかし、もっと大きな目的でありますマイナンバーカードの普及、

これはですねこれからまだまだ進んでいくと思います。先ほど課長が言いましたように、図書

館建設は進めてきておりますんで、図書館利用カードとしてできるかどうか、図書館ネットワー

クもまた県内にもありますから、そちらの方とも連携をとりながらですね、できるもんであれ

ばマイナンバーカードで、図書館の利用ができるように。何にしてもマイナンバーカードを皆

さんに持っていただかなければこれどうにもなりませんので、私も職員は家族ともどもマイナ

ンバーカードということ言っておりますんで。議会の議員の皆さんにも家族ともどもマイナン

バードの手続きをお願いできればと思ってます。マイナンバーが普及していろんな利便性が出

れば、これはやっていかなければならない時代も到来すると思いますんで、ぜひマイナンバー

カードの普及をお願いをしたいと思います。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     わかりました。それでは３つ目の子育て支援についてお伺いいたします。1 番目の質問です

が、妊娠・出産から育児までの悩みに対応し、親子を切れ目なく支援する子育て世代包括支援

センターを今後、新しくオープンする富士川町児童センターに設置し、子どもや母親などが、

いつでも気軽に相談出来る相談窓口の拠点にできないかをお伺いいたします。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。子育て世代包括支援センターで行う相談事業には、保

健師や助産師の専門性を生かし母子保健を中心とした相談支援を行う「母子保健型」と、子育

て支援員専門研修を修了した保育士等を専任職員とする「基本型」があります。本町では、平

成 29 年度から子育て支援課の組織体制を生かし、「母子保健型」の相談事業を実施して参りま

した。また、第二次富士川町総合計画においては、「子育て世代包括支援センター機能の拡充」

を目標に掲げ、平成 30 年度は 3 名の保育士が子育て支援員専門研修の基本型専門研修を修了

し、「基本型」相談事業の実施に向け準備を進めて参りました。このことから、4 月から富士川

町児童センターにおいても利用者支援事業の基本型を主にした子育て世代包括支援センターを

設置し、相談窓口を開設して参ります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     なぜ、児童センターに相談窓口を、との質問をするかといいますと、１番 初に登壇した望

月議員の児童虐待についての質問と重なります。悲惨な児童虐待死事件が後を絶たない。本当

に痛ましい事件が 近本当に多く聞かれます。なんとしても本町から、１人も、そのような子

どもを出さないために、何をするべきか。虐待防止に向け、子どもの命を 優先する対策が必

要だと思います。子どもやお母さんが心を開いて、何でも話が出来るよう、ひとり一人に寄り
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添って話を聞いてあげられる居場所が必要だと思います。必ず、子どもの虐待の前には、母親

への暴力や暴言があるはずです。精神的、肉体的苦痛を感じている中、役場の窓口に行って相

談するのは大変な勇気がいります。問題が深刻であればなおさらです。周囲に知られることの

抵抗感もあると思います。町の児童センターなら、相談に来たなどと思われずに、誰でも気軽

に立ち寄れます。何か困ったことがあったら、町の児童センターに行けばいいという、相談窓

口の拠点となる場所が必要ではないでしょうか。中央市でも、新たに子育て支援の拠点が整備

されますが、富士川町においては、現在の本庁舎の構造上、プライバシー保護の観点からも、

ぜひ立派な素晴らしい富士川町児童センターの完成と共に、今まで以上の、より包括的な支援

が出来るよう、有効に活用して頂きたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。 

２番目の質問ですが、「富士川町子ども・子育て支援事業計画」は平成２７年から３１年度の

計画期間なので、今年が 終年度になります。今後、どのように取り組む考えかお伺いいたし

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） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。富士川町子ども子育て支援事業計画は、平成２７年度

を始期とした 5カ年計画であり、平成３１年度が 終年度となる計画であります。現在の計画

では、毎年、子ども・子育て会議委員に進捗状況を評価いただきながら、事業を推進している

ところであります。 終年度においても、計画の基本方針であります、子どもの育ちを大切に

する、子育て家庭を支援する、地域社会全体で子どもを育むことを念頭に、５カ年の計画の評

価をして参ります。また、本年度は、平成３２年度を初年度とする「第二期子ども・子育て支

援事業計画」の策定に向け、アンケートを実施したところであり、明年度は、評価とアンケー

ト結果等で出た新たな課題を踏まえ、計画を策定し、子育て支援施策を実施して参りたいと考

えております。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     再質問ですが、今までのこの計画の中に児童虐待の状況として通告件数などが年度で報告さ

れております。自動虐待防止の基本計画もでております。 近、全国の児童虐待が増加する中、

本町のこれまで通告があった子ども達に対し、継続して関わっていると聞いていますが、再度、

詳しく状況調査を実施していく事を見直すべきではないでしょうか。毎年、同じくらい通告件

数があるわけですから大変深刻な問題であり、一人ひとりの貴い命がかかっております。妊娠

から出産・育児まで切れ目のない支援をしていく事は勿論ですけれども、児童虐待やネグレク

トなどは一日でも早く断ち切れるよう、親が継続しないための対策を、ぜひ検討し計画に取り

入れて頂きたいと思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     ただいまの質問にお答えいたします。子育て支援課では、今までの虐待の通告等がありまし

たものに関しましては継続して訪問をしております。しかし本当は訪問をしなくても、これで
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いいんだっていうふうになるのが一番でありますので、やはりどうしても継続していかなけれ

ば、なかなか１度そのいうことになった家庭の方は、立ち直りというか、難しいところもあり

ます。今まで以上にお母さん、お父さんそれから子どもに寄り添って、支援をしていきたいと

考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     ぜひ根絶するんだという思いで、取り組んでいただければと思っております。それとともに

発達障害児への支援の充実として、計画の中では各学校での特別支援教育の充実というふうに

明記されてありますが、その前にできる支援として、発達障害にさせない、個性を伸ばすため

の幼児期教育として途切れの無い発達支援システムを構築していただけるよう研修などの充実

と発達障害に対する地域一体となった子育て支援の計画を策定していただきたいと考えますが、

その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（井上光三君） 

     子育て支援課長 大堀ゆかりさん。 

〇子育て支援課長（大堀ゆかりさん） 

     私も今のこの小林議員の意見に本当に賛成であります。保育所でも、支援を加配等でやって

おりますが、個性として見られるように本当に職員もその子に寄り添って、いいところを褒め

て伸ばすようにやっているところであります。小林議員が言われたことに沿ってできますよう

に、検討してまいりたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

８番 小林有紀子さん。 

〇８番（小林有紀子さん） 

     本当に教育、保育、量と質の確保、幼児期教育充実。地域一体となった子ども子育て支援を

推進するため、どこまでもチャイルドファーストで計画を策定していただけますよう、よろし

くお願いいたします。以上で私の質問は終わります。 

〇議長（井上光三君） 

     以上で通告１１番 ８番小林有紀子さんの一般質問を終わります。以上で一般質問を終わり

ます。本日の日程はすべて終了しました。本日はこれにて散会とします。起立願います。相互

に礼。 

 

散会 午後 ５時２９分 
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開会 午前１０時００分   

○議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。おはようござ

います。着席願います。 

平成３１年第１回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しい

ところご出席いただき、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。 

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

○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が、議案第２０号から第２８号までの補正予算

案９件については、質疑終了後、討論、採決を行いますのでよろしくお願いします。 

また、議案第２９号から第４４号までの当初予算案１６件については、予算特別委員

会へ付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 

質疑の回数は、富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営に、ご協力く

ださいますようお願いします 

ここで堀内春美議員から、１１日の一般質問で一部取り消したい発言があるとの申し出が

ありましたので、これを許します。１１番堀内春美さん。 

○１１番議員（堀内春美議員） 

     一般質問におきまして、私の発言で誤った内容を申し上げてしまいましたので、その部分

について発言の取り消しお願いいたします。その誤った発言とは、給食センターの隣の家に

は杭打ちが始まるまで事業の説明がなかったと申し上げた部分です。２月２２日に開催され

ました議会全員協議会の中で、教育総務課から平成２９年１２月の２０日に小林地区の公民

館において、学校給食センター事業説明会を開催したとの説明を受けておりましたので、お

詫びを申し上げますとともに、発言の取り消し後お願いいたします。以上です。よろしくお

願いいたします。 

○議長（井上光三君） 

     ただいま、堀内春美議員から、発言の取り消しについて申し出がありました。お諮りしま

す。この発言部分について、取り消しを行う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。よってこの発言は取り消されました。堀内議員、自席にお戻りくだ

さい。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第 ２ 議案第 ８号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例について 
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日程第 ３ 議案第 ９号 富士川町職員定数条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第１０号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第 ５ 議案第１１号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第１２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１３号 富士川町職員の特殊勤務手当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１４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

 て 

日程第 ９ 議案第１５号 富士川町災害弔慰金の支給等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１６号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例

について 

日程第１１ 議案第１７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第１８号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の１１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８号から第１８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。 

○５番議員（望月眞君） 

     議案第１６号富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例について質問し

ます。タブレットといえば２９ページから３３ページになると思いますが。この条例改正は

あくまでも保健福祉センターの事業の改訂、これは今までの介護サービス事業を、地域の支

援事業の総合事業に移行していくということで、今まで多分社会福祉協議会へ委託していた

ものを今度は社会福祉協議会が事業を引き継いでいくと、こういう理解でよろしいでしょう

か。 

○議長（井上光三君） 

    福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

ただいまの保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例についてのご質問にお答え

いたします。ただ今、社会福祉協議会に委託しております２階で行なっております通称 A 型

介護予防事業のデイサービスでございますが、これについては社会福祉協議会に委託は変わ

りません。ただこの保健福祉支援センター条例に入っておりますと、ここでしか開催できな

い形になりますので、富士川町介護予防日常生活支援総合事業の実施要綱の中に改めて組み

入れました。これによることで、今後、高齢者ふれあいセンターとか、他でまたやりたいと

いう地域にも社協が委託先ではございますが、そちらで展開することができるようになりま

すので、そのように改正いたしました。以上です。 
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○議長（井上光三君） 

     ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

     再質問お願いします。そういうことであれば、センターで行っている通所介護サービスの

デイサービスですが、サービス内容、それからそのための手続、利用料金等は変更ないとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

    福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     そのとおりでございます。変更ございません。 

○議長（井上光三君） 

     ５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     議案第１８号町有住宅管理条例の一部を改正する条例の変更ですけれども、iPad のペー

ジ数でいきますと３７ページから始まる議案第１８号です。単身住宅困窮者に対し、住宅を

供給することからということで所要の改正が行われる予定ですけれども、後ろの方へ行って

３９ページですかね。議案でいくと、その条例の２ページ目。新旧対照表で見ても同じです

けれども。単身の住宅困窮者に住宅を供給するために改正するということがある中で、新旧

対照表を比較しても、結局家族とをして、親族として同居しなければだめだみたいに読み取

れるんですけれども、私の解釈違いなのか伺いたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

    都市整備課長 志村正志史君。 

○都市整備課長（志村正志史君） 

ただ今のご質問にお答えします。新旧対照表で説明させていただきます。現行では、第２

号の「現に同居し、又は同居しようとする親族」ということで謳われてるんですが、新の方

では「現に同居し、又は同居しようとする者がある場合」ということで、「ある場合」は、「現

に同居し、又は同居しようとする者が、入居する者の親族であること。」ということであり

ますので、である場合ということで、同居人がいない場合は入れますよということで、ここ

では、「ある場合」と、「しようとする場合」、最後の方に、現行の方ではただし書きで「居

室の数」が入る時は「この限りではない」というのが単身のことを表している改正の内容と

なってますので、ある場合ということで、その辺で同居ではなく単身をここでは謳っており

ます。以上です。 
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○議長（井上光三君） 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     日本語なかなか難しいですけれども、現に同居しまたは同居しようとする者がある場合と

いうことであっても、後ろへ続く文章が、そのカッコを除いてですねこういう、婚姻の届け

出をしない、していないが事実上婚姻関係にあるというようなカッコ内にありますけれども、

いずれにしても、親族であることというまとめになってますよね。現に同居しまたは同居し

ようと、同居しようという場合は、単身者なんですけども、その人も事実上の婚姻関係ある

いは婚姻しようとする予定だと。要は２人以上でないと最終的には入居できないよというふ

うに読み取れるんですけれどもいかがでしょう。 

○議長（井上光三君） 

    都市整備課長 志村正志史君。 

○都市整備課長（志村正志史君） 

ただ今のご質問にお答えします。現に同居し、または同居しようとする者がある場合は、

場合はです。場合は、同居し、または同居しようとする者が入居する者の親族であることと。

入居しようとする者の中で、同居しようとする者がいる場合はということです。いない場合

はそのまま入れますよという。条例の中で、この言い回しがなかなかわかりづらいんですが、

ある場合はという形で、その辺の方の単身者が入れるような文言の言い回しにさせていただ

いたところです。なお、先ほどの困窮者の話になるわけなんですが、町有住宅管理条例の第

５条第３項には現住宅に困窮していることが明らかな者であることということは、第３号の

方で明記しております。以上でございます。 

○議長（井上光三君） 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     再確認です。単純に単身者でも入れるというふうに読みかえてもよろしいでしょうか。 

○議長（井上光三君） 

    都市整備課長 志村正志史君。 

○都市整備課長（志村正志史君） 

     今、議員さんおっしゃったとおりでございます。以上です。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     はい、終わります。 

○議長（井上光三君） 

ほかに質疑ありませんか。 

９番 深沢公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

議案第１２号の富士川町職員給与条例についてですけども、タブレットでいくと新旧対照

表の１８ページ。６級のところの複雑困難な業務をつかさどる局長、所長及び室長の職務と
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ありますけども、複雑困難というのはどういったことを指しているのか、ちょっとお聞きし

たいですけども。 

○議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山正君。 

○財務課長（秋山正君） 

     議案第１２号の職員給与の一部改正する条例についての基準職務表の中に、複雑困難な業

務をつかさどるという言葉を追加さしていただいたということなんですけども、この内容に

つきましては、仕事内容が複雑かつ困難ということで、この言葉どおりの内容でございます。 

○議長（井上光三君） 

９番 深沢公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

     一応それで理解したことにさせていただきます。もう１点違う所でところでよろしいです

か。議案第１１号かな。 

○議長（井上光三君） 

     議案番号とタブレットのページを言っていただければ。 

○９番議員（深澤公雄君） 

議案第１１号のなかで、ページ数でいくと、特別職の職員の非常勤の者の報酬についてで

すけども、ここで鳥獣害対策実施隊というのがあるんですけど、これ年額１，０００円、非

常に微妙な値段なんですけども。どういった内容の活動をしているのか教えてください。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○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。実施隊つきましては、有害鳥獣、イノシシ、猿、鹿等の

駆除に対する手当でございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

駆除の場合は、鹿、イノシシ、猿で、１頭いくらっていく報酬がでますよね。それ以外っ

ていうことなのか、１，０００円というものがちょっとよく分からないんですけども。 

○議長（井上光三君） 

産業振興課長 依田正紀君。 

○産業振興課長（依田正紀君） 

     実際の駆除の報償としましては１頭分で出るんですが、駆除隊に対する消防団とかってい

うふうな感じの駆除隊に対する年間報酬というようなことで１，０００円支給させていただ

くものです。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ９番 深澤公雄君。 
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○９番議員（深澤公雄君） 

要は基本の報酬っていうことですね。それに対して、今度は、１頭いくらの出来合いの報

酬が出るという理解でよろしいですか。わかりました。ありがとうございました。以上でお

わります。 

○議長（井上光三君） 

よろしいですか。 

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８号から第１８号について質疑を終わり

ます。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第１３ 議案第１９号 富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止する条例

について 

を、議題とします。 

これから、議案第１９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１９号について質疑を終わります。 

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

○議長（井上光三君）  

日程第１４ 議案第２０号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１５ 議案第２１号 平成３０年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１６ 議案第２２号 平成３０年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１７ 議案第２３号 平成３０年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１８ 議案第２４号 平成３０年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１９ 議案第２５号 平成３０年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第２６号 平成３０年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２１ 議案第２７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３号） 

日程第２２ 議案第２８号 平成３０年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の９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２０号から第２８号について質疑を行います。質疑は、ありません

か。 

     １２番 鮫田洋平君。 

○１２番議員（鮫田洋平君） 
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     １点だけお願いします。議案第２０号一般会計補正予算第８号のタブレットページでいく

と６１ページ。歳入ですかね、これ。歳出かな。総務費の中の賃金の地域おこし協力隊とい

うのがマイナス補正になってるんですけども、この理由を教えてください。 

○議長（井上光三君） 

政策秘書課長 齋藤靖君。 

○政策秘書課長（齋藤靖君） 

     ただいまの歳出の地域おこし協力隊の賃金の減額についてのご質問にお答えいたします。

６月補正で計上させていただきました。で７月から募集をかけたところ、応募がなかったと

いうことで、８か月分計上さしていただきましたが、２月の時点でしたので、最後１か月分

だけ残させていただいて、７か月分を今回減額補正というようなことでさしていただいたと

ころであります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

１２番 鮫田洋平君。 

○１２番議員（鮫田洋平君） 

     はい、わかりました。 

○議長（井上光三君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

１３番 長澤健君。 

○１３番議員（長澤健君） 

     簡単そうなのお願いします。提案理由の方で今回、中山間地域総合整備費交付金の方に、

国の補正予算がついて事業がおこったということで非常にありがたいなと思って内容見さ

せてもらったんですが、タブレットでいくと５４ページか、５４ページの方には道整備交付

金には、１千万円、国庫補助金があります。それで町の方から町債を使って１千万、で２千

万の伊奈ケ湖線の工事をすると。ただ中山間地域総合整備事業のほうには、国からの補助金

がないんですが、それの行方っていうのはどうなってるですかね。提案理由にあるんですが。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 

○土木整備課長（内田一志君） 

     中山間地域の補助金につきましては、町とすれば県営事業でして、県に補助金がつて、

町は負担金を支払うという格好になりますんで、予算自体は町に補助金がつくというも

のではありません。 

○議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

○１３番議員（長澤健君） 

     わかりました。もう１点、議案の２６号、下水道事業特別会計、タブレットでは１２

１ページ、事業費で２，３６１万６千円の減ということで、説明の時にですね、工事に

おいて不測の日数を要したもので繰越明許費にしたっていう説明も受けたんですが、工
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事で不測の日数っていうと、契約した工事になるはずなんですが、それを繰越明許費す

るという意味が分からないんで、その辺どういう意味合いなのか教えてください。 

○議長（井上光三君） 

上下水道課長 中込浩二君。 

○上下水道課長（中込浩二君） 

     ただいまの質疑についてご説明させていただきます。繰越明許費の補正のところです

が、こちらの３０年度の工事の内１か所、具体的には最勝寺地内になるんですが、下水

道の水深工法、いわゆる深い工法をすることで、当初設計でも詳細調査を行いながら、

工事の実施を進めたんですが、かなり大きい石が出てきたと。それは土出対策という言

い方で私は説明したんですが、こちらの石を砕きながら推進をするのに、現状の当初の

設計工法では機械が止まる可能性もあり、ちょっと危ないという判断から、もう一度、

設計業者の方と相談しながら、その十分に大きな石を砕くことのできる工法に変える。

そういったその機械が、いわゆるリースというか、台数が少ない関係で、工期内にちょ

っと調達できる見込みがなかったので、繰越明許という形でこちらに上げさせていただ

いた内容になります。以上であります。 

○議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

○１３番議員（長澤健君） 

工事をしているときに確かに出たかもしれないんでけど、それをわざわざ減額をして

繰越にするには、その金額をそのままスライドしていって、その最終的に工事に補正を

つけるという工事が増えたんで。多分この工事はかなり増額になりますね、増工に。な

のでこれわざわざ減額にしなくて、そのままの仕事の契約にしておいて、最後に増工の

契約するというのが普通じゃないのかなと思うんですけど。そういうやり方ではないで

すかね。 

○議長（井上光三君） 

上下水道課長 中込浩二君。 

○上下水道課長（中込浩二君） 

    工事としましては年度内工期で契約をしておったんですが、先ほどの説明のとおり、機

械が遅れるという形で、明許の方ではあげさせていただいております。工事の事業の内

容の補正につきましては、他の下水道工事の事業等の補助対象を、なんていうんですか

ね振りかえる形もあることから、そういった形で補正の方は計上させていただいており

ます。 

○議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

○１３番議員（長澤健君） 

     請け負った業者は、契約書、例えば減額されて、これ３回目だから丁寧にいかんと、

減額されて来年度の繰越の予算になるんだけども、この業者に対しては何の問題もなく、
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ただ増工になるという契約だけでいいのかなと。ちょっとわかるかな、意味が。３回目

なんですけどお願いします。 

○議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     公共下水道事業の質問についてお答えいたします。公共事業でありますんで、国から

のどこという配分ではなくて、富士川町の平成３０年度の公共下水道事業の総額として

配分がされています。それに補対率という率がありますんで、足りない分を町ゆうある

いは起債を乗せながら、事業をやってくんですが、事業総体の数字は変わりません。そ

して箇所間流用はできますんで、いただいている補助事業は補助金はすべて消化できる

ような形で他の方を増やしたり、いろんな調整をしながら、内示額に合う額でやってお

ります。今回の現場とすれば増えると思いますが、他の方を減らしておりますから、総

額では１円も変わりはないと、財源更正だけという今回の予算でありあます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     １３番 長澤健君。 

○１３番議員（長澤健君） 

財源更正はわかります。業者は特に増工になるだけという考え方ということで理解し

ました。はい以上です。 

○議長（井上光三君） 

     他に質疑ありませんか。 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 

     議案第２０号の一般補正予算の中の総務費、山梨県会議員選挙費、タブレットでいき

ますと６１ページの委託料で、ポスター掲示設置業務が３９万円の減額になってるんで

すけども、これから県議会議員選挙２９日に告示になるんですけども、これはどうして

減額になったのか教えていただきたいと思います。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

     ポスター掲示上の業務委託ということで、設置また撤去計を計上をさせていただきま

したが、３月中には設置という業務だけを委託しまして、４月７日に選挙終わった以降

に、撤去するということで、新たに当初予算の方に盛らせていただいております。撤去

の方の予算を盛らさせていただいております。撤去の方を削除したと、減額補正をさせ

ていただいたということです。 

○議長（井上光三君） 

９番 深澤公雄君。 

○９番議員（深澤公雄君） 
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告示日と投票日が年度をまたいでいるということで、別々の契約になったということ

で。ありがとうございました。 

○議長（井上光三君） 

     他に質疑ありませんか。 

３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     ３番笹本壽彦です。いろんなもろもろの事業の中で、調査の間に各種事業で出てくる

数字ですが、地方債の利率は５%以内というふうにほとんど記載されております。現在

の低金利の時代、富士川町の借入利率がおおよそ何%くらいで借り入れしているのであ

りましょうか。 

○議長（井上光三君） 

笹本議員、今、補正予算のところをやってますので、その補正予算の部分で議案とペ

ージを言ってください。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     はい、例えばタブレット５１ページ。借り入れ利率は５%以内と記載されております

が、５%以内というのは実際にはこの低金利の時代、いかほどで借り入れているのか。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

     利率につきましては、現在手元には平均率等用意をしてございませんので、後刻お渡

ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（井上光三君） 

     ３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     平均でなくてもいろんな借り入れいた年月の差もありましょうから、最も低いのは

何%くらいで、高いのは何%ぐらいかくらいは分かりませんか。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

     最低はですね、政府資金ということで、０．０１という利率でございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     地方債として銀行から借り入れている場合は、低いのは何%で高いのは何%くらいな

んでしょう。 

○議長（井上光三君） 

財務課長 秋山忠君。 
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○財務課長（秋山忠君） 

     その都度ですね、照会をして利率の方を確定してきますので、その都度の利率という

ことになります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     ３番 笹本壽彦君。 

○３番議員（笹本壽彦君） 

     何だかよくわかりません。しかし３回ですのでおしまいにします。 

○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。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     再度すいません。今度まとめて質問したいと思います。まずは議案２０号一般会計補

正予算、タブレットでいきますと６４ページ。第４款衛生費ですね。その中に右側の備

考欄を見ると、説明欄を見ると、峡南医療センターへの負担金、補助金というふうに書

いてあります。１，０４２万１千円です。よろしいでしょうか。負担金というと、例え

ば三郡衛生組合とか、中巨摩広域とか負担金があるわけですけれども、これを３月ぎり

ぎりに負担金を補正で盛るということをはどういうことかなと。説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（井上光三君） 

福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

○福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     はい、ただ今の峡南医療センター企業団への負担金についてのご質問にお答えいたし

ます。例年この３月補正で補正させていただいていますが、交付税の算定要領が、各年

度、国から示されております。普通交付税、特別交付税、それぞれ８月、１２月と示さ

れているところでございますので、その算定見直しによる増でございます。繰出基準の

該当項目が１２項目ありまして、また１２項目の内、経費が収入を上回り、一般会計か

ら繰り出すべき項目が、今年度は７項目ございました。このことによりまして、今回１，

０４２万１千円という補正を計上させていただいております。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

交付税の算定見直しということで、よく理解できました。それでは続いて、次の６６

ページの農地費ですね、６款の農林水産業費の農地費。やはりこれも説明欄に県営ため

池等整備事業、カッコ富士川大橋とありますけれども、負担の市町村どういうところが

負担するのか。県営のため池事業に対する負担金ちゅうことですね。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 
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○土木整備課長（内田一志君） 

     ただ今の質問にお答えいたします。これは県営のため池事業ということで、カッコで

富士大橋ということなんですけど、事業名がため池等事業といって、富士川大橋の耐震

の公共工事をしています。ですから、今回ですね国の二次補正で補正が付きましたので、

その分の町の負担金ということでございます。富士川大橋につきましては、富士川町と

市川三郷町と両方で負担しながら耐震補強していくという事業でございます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     あの、ため池に引っぱられましたんで、よく理解できました。それでは、もう１点。

次のページの６７ページ。８款土木費の３目道路整備交付金事業、やはり一番右の説明

ですね。平林伊奈ヶ湖道路改良工事２，０２０万。これはやはり国の補助金待ちで、こ

こへ来たということでしょうか。伺います。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 

○土木整備課長（内田一志君） 

     平林伊奈ヶ湖線につきましても、国の二次補正分で補助金が付いたということで計上

をさせていただいてます。以上です。 

○議長（井上光三君） 

     １０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 

     ありがとうございました。終わります。 

○議長（井上光三君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

５番望月眞です。お願いいたします。議案第２５号富士川町奨学金特別会計補正予算

にかかわって１，５００万円の補正がなされているんですが、１１０ページか１２０ペ

ージですかね。すいません私はちょっとメモしていたんですけど、わからなくなって。

１１０ページですよね。１５０万。この金額は当初より多かった、利用者が多くなった

というふうにして理解してよろしいですか。 

○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） 

ただいまのご質問にお答えをいたします。その１５０万といいますのは、今年度、返

済をされた原資からですね一般会計へ、もともと貸付金の原資は一般会計のものですの

で、その今年度、返還された償還金のうちの１５０万を一般会計に戻すという部分であ
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りまして。そういう意味合いの１５０万であります。 

○議長（井上光三君） 

５番 望月眞君。 

○５番議員（望月眞君） 

     了解しました。私の勘違いだということですいません。 

○議長（井上光三君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

６番 秋山稔君。 

○６番議員（秋山稔君） 

     ６番の秋山です。議案の２０号ですね。タブレットですと６７ページの土木費の中の

ですね、３番目にありました電柱の移転補償費。これは何なんでしょう。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 

○土木整備課長（内田一志君） 

     補償費と計上しております電柱移転の関係なんですけど、大椚大久保線の道路改良事

業の中で移転が必要になった部分の電柱移転ということですけど。今回の２本を移転す

る予定でしたけど、その内の１本については、８メーター西側の交差点の部分にも１本

ありまして、その部分の１本と一緒にしたほうがいいということで、東電と協議しなが

ら進めているわけなんですけど。そんなことで、２本の内１本を減額したということで

ございます。 

○議長（井上光三君） 

     ６番 秋山稔君。 

○６番議員（秋山稔君） 

     この電柱の移転というのは、東電柱の移転であれば東電さんが負担することにではな

いかなと。町でもやっぱり負担するんですか。 

○議長（井上光三君） 

土木整備課長 内田一志君。 

○土木整備課長（内田一志君） 

     東電柱の移転につきましては、道路工事とかの場の場合は、すべて町が移転費を支払

うということでございます。 

○６番議員（秋山稔君） 

     わかりました。 

○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。 

ここで、財務課長秋山忠君から、先ほどの答弁保留の質問について答弁したい旨の申

し出がありましたので、これを許可します。 
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財務課長 秋山忠君。 

○財務課長（秋山忠君） 

     先ほどの笹本議員にからのご質問が答弁保留でありましたので、ここで答弁させてい

ただきます。財政融資資金、政府資金等の利率につきましては、０．０１ということで

ございます。振興資金につきましても、０．０１ということでございまして。市中銀行

からの借入れということにつきましては、実績なりますが、最低で０．２ということに、

０．２%ということになります。以上です。 

○議長（井上光三君） 

以上をもって、議案第２０号から第２８号について質疑を終わります。 

これから、議案第２０号から第２８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２０号から第２８号について討論を終わ

ります。 

これから、日程第１４議案第２０号から日程第２２議案第２８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２０号から第２８号については原案のとおり可決されました。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第２３ 議案第２９号 平成３１年度富士川町一般会計予算 

日程第２４ 議案第３０号 平成３１年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第３１号 平成３１年度富士川町 期高齢者医療特別会計予算 

日程第２６ 議案第３２号 平成３１年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第２７ 議案第３３号 平成３１年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第３４号 平成３１年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２９ 議案第３５号 平成３１年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第３０ 議案第３６号 平成３１年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第３７号 平成３１年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第３２ 議案第３８号 平成３１年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３９号 平成３１年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第３４ 議案第４０号 平成３１年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産

区特別会計予算  

日程第３５ 議案第４１号 平成３１年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第４２号 平成３１年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 

日程第３７ 議案第４３号 平成３１年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
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日程第３８ 議案第４４号 平成３１年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３１年度の当初予算案件でありますので、一括して議題とし

ます。なお、本案は予算特別委員会に付託しましたので質疑は、大綱のみに留めてくだ

さい。 

これから、議案第２９号から第４４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２９号から第４４号について質疑を

終わります。 

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

○議長（井上光三君） 

日程第３９ 議案第４５号 富士川いきいきスポーツ公園体育器具購入変更契約の締結

について 

日程第４０ 議案第４６号 リニア高下工事用道路整備工事請負変更契約の締結につい

て 

以上の２議案は、契約締結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４５号及び第４６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４５号及び第４６号について、質疑を終

わります。 

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

○議長（井上光三君） 

   日程第４１ 議案第４７号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を、議題とします。 

これから、議案第４７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４７号について質疑を終わります。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。本日はこれにて散会とします。起立願いま

す。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５４分 
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平成３１年第１回富士川町議会定例会（４日目） 
 

平成３１年３月２２日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

１ 議事日程 
日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 ８号 富士川町行政組織条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ３ 議案第 ９号 富士川町職員定数条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ４ 議案第１０号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第１１号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び 

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 ６ 議案第１２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例に  

ついて 

日程第 ７ 議案第１３号 富士川町職員の特殊勤務手当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１４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について 

日程第 ９ 議案第１５号 富士川町災害弔慰金の支給等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１６号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正 

する条例について 

日程第１１ 議案第１７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１２ 議案第１８号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第１３ 議案第１９号 富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止 

する条例について 

日程第１４ 議案第２９号 平成３１年度富士川町一般会計予算 

日程第１５ 議案第３０号 平成３１年度富士川町国民健康保険特別会計予算 

日程第１６ 議案第３１号 平成３１年度富士川町後期高齢者医療特別会計予 

   算 

日程第１７ 議案第３２号 平成３１年度富士川町介護保険特別会計予算 

日程第１８ 議案第３３号 平成３１年度富士川町介護サービス事業特別会計 
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予算 

日程第１９ 議案第３４号 平成３１年度富士川町奨学金特別会計予算 

日程第２０ 議案第３５号 平成３１年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第３６号 平成３１年度富士川町下水道事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第３７号 平成３１年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計 

予算 

日程第２３ 議案第３８号 平成３１年度富士川町箱原農業集落排水事業特別 

会計予算 

日程第２４ 議案第３９号 平成３１年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 

日程第２５ 議案第４０号 平成３１年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林 

保護財産区特別会計予算 

日程第２６ 議案第４１号 平成３１年度富士川町かじかの湯事業特別会計予 

              算 

日程第２７ 議案第４２号 平成３１年度峡南地区ことばの教室共同設置特別 

会計予算 

日程第２８ 議案第４３号 平成３１年度峡南地区充指導主事共同設置特別会 

計予算 

日程第２９ 議案第４４号 平成３１年度富士川町水道事業会計予算 

日程第３０ 議案第４５号 富士川いきいきスポーツ公園体育器具購入変更契 

約の締結について 

日程第３１ 議案第４６号 リニア髙下工事用道路整備工事請負変更契約の締 

結について 

日程第３２ 議案第４７号 峡南広域行政組合規約の変更について 

日程第３３ 富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第３４ 同意第 １号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につ 

き議会の同意を求めることについて 

日程第３５ 同意第 ２号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につ 

き議会の同意を求めることについて 

日程第３６ 同意第 ３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につ 

き議会の同意を求めることについて 

日程第３７ 同意第 ４号 富士川町副町長の選任につき議会の同意を求める 

ことについて 

日程第３８ 発委第 １号 富士川町議会傍聴規則の一部を改正する規則につ 

いて 

日程第３９ 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４０ 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４１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 
 

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

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 

 
 
５ 職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 
議会事務局長 早 川 竜 一 
書     記 秋 山  綾 
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〇議長（井上光三君） 
開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼。着席願います。 
平成３１年第１回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しい

ところご出席いただき、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、

慎重にご審議いただきました第１回定例会も、本日が最終日となりますが、引き続きご

審議の程よろしくお願いいたします。 
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１０ 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、選挙

管理委員会委員及び補充員の選挙について、ほか人事案件４件、発委案件１件、閉会中

の継続調査申出書３件が提案されています。ご審議をよろしくお願いします。 
〇議長（井上光三君） 

日程第 ２ 議案第 ８号 富士川町 行政組織条例の一部を改正する条例について 
日程第 ３ 議案第 ９号 富士川町職員定数条例の一部を改正する条例について 
日程第 ４ 議案第１０号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 
日程第 ５ 議案第１１号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第 ６ 議案第１２号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第１３号 富士川町職員の特殊勤務手当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１４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 
             て 
日程第 ９ 議案第１５号 富士川町災害弔慰金の支給等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１６号 富士川町保健福祉支援センター条例の一部を改正する条例

について 
日程第１１ 議案第１７号 富士川町手数料条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１８号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 

以上の１１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８号から第１８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８号から第１８号について討論を終わり

ます。 
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これから、日程第２議案第８号から日程第１２議案第１８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８号から第１８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１９号 富士川町単純労務職員の給与に関する条例を廃止する条例

について 
を、議題とします。 
これから、議案第１９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１９号について討論を終わります。 
これから、日程第１３議案第１９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１９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１４ 議案第２９号 平成３１年度富士川町一般会計予算 
日程第１５ 議案第３０号 平成３１年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第１６ 議案第３１号 平成３１年度富士川町 後期高齢者医療特別会計予算 
日程第１７ 議案第３２号 平成３１年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第１８ 議案第３３号 平成３１年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 

   日程第１９ 議案第３４号 平成３１年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第２０ 議案第３５号 平成３１年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第２１ 議案第３６号 平成３１年度富士川町下水道事業特別会計予算 

  日程第２２ 議案第３７号 平成３１年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
日程第２３ 議案第３８号 平成３１年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
日程第２４ 議案第３９号 平成３１年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第２５ 議案第４０号 平成３１年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産

区特別会計予算 
日程第２６ 議案第４１号 平成３１年度富士川町かじかの湯事業特別会計予算 
日程第２７ 議案第４２号 平成３１年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
日程第２８ 議案第４３号 平成３１年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
日程第２９ 議案第４４号 平成３１年度富士川町水道事業会計予算 

以上の１６議案は、平成３１年度の予算案件でありますので、一括して議題とします。 
     なお、本予算案につきましては、去る３月８日の本会議において、予算特別委員会に
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付託しましたので委員長に審査の報告を求めます。 
１０番 青栁光仁君。 

○１０番議員（青栁光仁君） 
     それでは、２９日に開かれました予算特別員会の審査報告を、朗読をもって報告させてい

ただきたいと思います。 
――――― 委員会審査報告書朗読 ――――― 

〇議長（井上光三君） 
以上で、委員長からの報告が終わりました。青栁委員長、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） 

質疑なしと認めます。したがって、議案第２９号から第４４号について委員長の報告

に対する質疑を終わります。青栁委員長、自席へお戻りください。 
これから、議案第２９号から第４４号について一括して討論を行います。討論ありま

せんか。 
（ な  し ） 
討論なしと、認めます。 
以上をもって、議案第２９号から第４４号について討論を終わります。 
（「異議なし。」の声) 
異議なしと認めます。 
したがって、議案第２９号から第４４号については質疑と討論を省略します。青栁委

員長、自席にお戻りください。  
これから、日程第１４議案第２９号から日程第２９議案第４４号について一括して採

決します。 
本案に対する委員長の報告は可決とするものです。お諮りします。本案は、委員長の

報告のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 
（「異議なし。」の声） 
異議なしと認めます。したがって、議案第２９号から第４４号については委員長報告

のとおり、可決されました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３０ 議案第４５号 富士川いきいきスポーツ公園体育器具購入変更契約の締結

について 
日程第３１ 議案第４６号 リニア高下工事用道路整備工事請負変更契約の締結につい 
             て 

以上の２議案は、契約締結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４５号及び第４６号について討論を行います。討論はありませんか。 
（ な  し ） 
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討論なしと認めます。  
以上をもって、議案第４５号及び第４６号について討論を終わります。 
これから、日程第３０議案第４５号及び日程第３１議案第４６号を採決します。 

     お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、 
ご異議ありませんか。 
（「異議なし。」の声） 
異議なしと認めます。 
したがって、議案第４５号及び第４６号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（井上光三君） 
日程第３２ 議案第４７号 峡南広域行政組合規約の変更について 

を、議題とします。 
これから、議案第４７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４７号について討論を終わります。 
これから、日程第３２議案第４７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４７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３３  富士川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
を議題とします。 
富士川町選挙管理委員会委員長 秋山義宏君から、富士川町選挙管理委員会委員及び

補充員の選挙を行うべき事由が発生し、地方自治法第１８２条第８項の規定により、通

知がありましたので、同法第１８２条第１項及び第２項の規定により、これより富士川

町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推薦により行いたいと思います。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、選挙の方法は指名推薦によって行うことに決定し

ました。お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

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、議長が指名することに決定しました。推薦者名簿

配布のため、暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時１８分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時１９分 
休憩を解いて、再開します。 

     選挙管理委員会委員に齋藤光江さん、選挙管理委員会補充員に第４順位、山下政巳君。 
     以上のとおり指名します。お諮りします。ただいま指名した方を、選挙管理委員会委

員及び補充員の当選人と定め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、ただいま指名した方が、選挙管理委員会委員及び 

補充員に当選されました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３４ 同意第１号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき 議会の

同意を求めることについて 
   日程第３５ 同意第２号 富士川町固定資産評価審査委員会 委員の選任につき議会の

同意を求めることについて 
日程第３６ 同意第３号 富士川町固定資産評価審査委員会委員の選任につき 議会の

同意を求めることについて 
以上の３議案は、固定資産評価審査委員会委員の選任の同意案件でありますので、一

括して議題とします。町長から本案について、提案理由の説明を求めます 
〇議長（井上光三君） 

町長 志村学君。 
○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） 

以上で、町長の提案理由説明が終わりました。この議案については、質疑と討論を省

略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
   （「異議なし。」の声） 

異議なしと認めます。したがって、同意第１号から第３号については、質疑と討論を

省略します。 
     これから、日程第３４同意第１号から日程第３６同意第３号について採決します。お

諮りします。本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 
    （「異議なし。」の声 ） 

異議なしと認めます。したがって、同意第１号から第３号については、原案のとおり

同意することに決定しました。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

〇議長（井上光三君） 
日程第３７ 同意第４号 富士川町副町長の選任につき議会の同意を求めることについ 
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            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 

〇議長（井上光三君） 
町長 志村学君。 

○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） 
以上で、町長からの提案理由説明が終わりました。 

     この議案については、質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
   （「異議なし。」の声） 
     異議なしと認めます。したがって、同意第４号については質疑と討論を省略します。

これから日程第３７同意第４号について採決します。お諮りします。本案は原案のと

おり同意することに、ご異議ありませんか。 
       （「異議なし。」の声 ） 

異議なしと認めます。したがって、同意第４号は原案のとおり同意することに決定し

ました。 
     ただいま同意のありました、齋藤靖君が議場におられますので、あいさつを演壇でお

願いします。 
○政策秘書課長（齋藤靖君） 

ただ今、議員の皆様の同意をいただき、また、あいさつをいただく機会を設けていただき

まして感謝申し上げます。このたびの要職は身に余る光栄と存じますとともに、その職責の

重さを身をもって感じているところでございます。これまで、諸先輩方のご指導のもと、様々

な経験をさせていただきました。今後これらの経験を生かし、志村町長を補佐し、諸課題に

取り組み、富士川町のまちづくり、ひいては地方自治の根幹であります住民福祉の向上にま

い進して参りたいと感じております。誠心誠意取り組むつもりでおります。議員の皆様方、

これまで同様のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、あいさつとさしていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 
〇議長（井上光三君） 

日程第３８ 発委第１号 富士川町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 
を議題とします。 
提出者 長澤健君から本案について、提案の趣旨説明を求めます。 

  １３番 長澤健君。 
○１３番議員（長澤健君） 

―――――提案趣旨説明朗読――――― 
詳細については新旧対照表により説明しますので、次の次のページをごらんください。よ

ろしいですか。第４条中、傍聴人受付簿を、傍聴人受付票に改めるものです。これは、全国

の各町村議会の参考として示されております標準町村議会傍聴規則の一部改正に伴い、本議

会においても同様の改正を行うものです。現行の傍聴手続きにおいては、住所、氏名等を受
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付簿に記入しますが、次に来た傍聴人が受付簿に記入する際、既に傍聴手続を行った方の住

所、氏名等が特定されてしまいます。こうしたことから、現行の受付簿を受付票に改め、傍

聴人は受付票に記入後、受付票投票箱に入れることで、個人情報の保護が図れるため、所要

の改正を行うものです。以上です。 
〇議長（井上光三君） 

以上で、提出者からの提案の趣旨説明が終わりました。長澤委員長、その場でしばら

くお待ちください。この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
 （「異議なし。」の声） 

 異議なしと認めます。したがって、発委第１号については質疑と討論を省略します。

長澤委員長ご苦労様でした。自席にお戻りください。 
     これから、日程第３８発委第１号について採決します。お諮りします。本案は、原案

のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 
  （「異議なし。」の声 ） 
     異議なしと認めます。したがって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（井上光三君） 

日程第３９ 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４０ 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４１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
以上の３議案は閉会中の継続調査案件でありますので、一括して議題とします。 
各常任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配布しました申出書のと

おり、閉会中の継続調査の申し出があります。お諮りします。各委員長から申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
（「異議なし。」の声） 
異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに決定しました。 
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３１年度予算、条例改正案件などの重要案件をご審議いただき、ここに無事閉会

出来ますことを厚くお礼申し上げます。また、町長をはじめ、町の執行部の皆様におい

ては、議案説明、答弁等にご協力をいただきありがとうございました。 
間もなく、日本さくら名所１００選であります大法師公園の桜も開花し、多くの花見

客で町内が賑わう時期を迎えます。皆様におかれましては、今後も何かとご多忙のこと

と存じますが、健康には十分ご留意され、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３１年第１回富士川町議会定例会を閉会します。起立願います。

相互に礼。ご苦労さまでした。 
 

閉会 午前１０時３１分 
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