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年4回発行のためにのために笑笑顔顔
え が お

Ｒ 富士宮市さくやちゃん

根原区 どんど焼き根原区 どんど焼き

根原区は甲斐国と駿河国の境に位置し、
根原関所を支え栄えた集落。 
小正月に浅間神社の繁栄と天下泰平の
願いを込めて日の丸の扇子とデク（つるし
雛）や書き初めをてっぺんに飾り、割竹に
色紙を巻きつけたヤナギを立てる。
山梨県の上九一色村と芝山区も同様に
ヤナギを立て小正月を祝う。
どんど焼きで正月飾りと門口に立てたヒト
ガタ（御幣）を燃やす。
終了後にヤナギで全戸分の「輪っか」を
作り各戸の屋根に投げ上げ無病息災を
祈願する。

文化の交差点 ：根原のどんど焼き
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常任委員会

各常任委員会では、所管事務調査で専門的な調査を実施しました。
また、総務文教委員会及び環境厚生委員会では付託された議案
をそれぞれ審査しました。

総務文教委員会
議案の審査

所管事務調査

●議第 69号、議第 70号、議第 71号（詳細は P3を参照）
　結果　全会一致で原案可決

●世界遺産のまちづくりについて【政策課題】

【稲葉晃司委員長のコメント】
総務文教委員会では、委員会付託された議第 69号から

議第 71号の「公の施設の指定管理者の指定について（富
士宮市民文化会館、富士宮市富士宮駅前交流センター、富
士宮市民テニスコート等）」の議案の審査及び所管事務調査
を行いました。
議案の審査では、各委員から、指定管理者で働く従業員

の賃金についてや利用する市民の声をどのように反映させ
ているのかといった活発な質疑や意見が出されました。結
果、3議案とも可決すべきものと決定しました。▲議案を審査する総務文教委員会

環境厚生委員会
議案の審査

所管事務調査

【齋藤和文委員長のコメント】
環境厚生委員会では、「公の施設の指定管理者の指定につ

いて（富士宮市立長生園、都市公園、富士宮市総合福祉会館、
富士宮市営墓地）」が委員会付託され審議しました。補足説
明後、各委員からは利用者の目線に立った質問が多く出さ
れました。
所管事務調査は、地域ケアシステム構築及び地域医療構

想について実施しました。2025年には団塊世代が 75歳以
上を迎える等の多くの課題にあたり、市はどのような対応をしていくのかを確認しました。

●議第 67号、議第 68号、議第 72号、議第 73号（詳細は P3を参照
　結果　全会一致で原案可決）

●医療・介護総合法に基づいて進められる地域包括ケアシステム構築と
地域医療構想について

▲所管事務調査をする環境厚生委員会

産業都市委員会
所管事務調査

【佐野和彦委員長のコメント】
今定例会は付託案件が無かったため、所管事務調査とし

て静岡県庁に伺い、政策課題である「工業団地の新設と企
業誘致について」の関係法令等について、関係部署 6課か
ら説明を受けました。
平成 30年 10 月の視察で国土交通省から情報提供され

た地域未来投資促進法の適用を初め、工業団地の新設が可
能か伺ったところ、まず市がどこに、どのような開発をし
たいかを明確にしたうえでの話になるとのことでした。

●工業団地、産業団地開発の可能性について

▲静岡県庁で所管事務調査をする産業都市委員会

常任委員会の審査
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議決結果

11 月 定 例 会  議 案 審 議11 月 定 例 会  議 案 審 議11 月 定 例 会  議 案 審 議 11 月 22日開会～ 12月 12日閉会

公職選挙法の一部が改正され、これまで国政選挙や地方公共団体の首長選挙において可能とさ
れていた、選挙運動用ビラの頒布が、指定都市以外の市議会議員選挙においても可能となりました。

頒布することのできるビラは、選挙管理委員会に届け出た 2 種類以内のビラ 4000 枚です。
また、条例で定めることにより、選挙運動用ビラの作成にかかる費用について、無償とするこ

とができます。
富士宮市では、国が定めた基準（1 枚当たりの作成単価の上限 7.51 円）に準じて無償とする

ことができる条例が提出されました。
市議会では当条例の制定について、全会一致で原案可決しました。

11 月定例会での富士宮市一般会計補正予算額は、全体で 35 億
1600 万円であり、主に市立小・中学校へのエアコン設置にかかる費
用（計 33 億 540 万円）が計上されておりました。

30 年度の異常気象が今後も発生することを踏まえた補正予算につ
いて、市議会で内容を精査し、全会一致で原案可決しました。

【議第 64号】
富士宮市議会議員及び富士宮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙
運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について

【議第 74号】
平成 30年度富士宮市一般会計補正予算（第 3号）

議 決 結 果

報告済

報告済

全会一致原案可決

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

議案番号

報第 21号

報第 22号

議第 63号

議第 64号

議第 65号

議第 66号

議第 67号

議第 68号

議第 69号

議第 70号

議第 71号

議第 72号

議第 73号

議第 74号

議第 75号

議第 76号

議第 77号

議第 78号

議第 79号

議第 80号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について

富士宮市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

市道路線の廃止について

市道路線の認定について

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市立長生園）

公の施設の指定管理者の指定について（都市公園）

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市民文化会館）

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市富士宮駅前交流センター）

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市総合福祉会館）

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市営墓地）

平成 30年度富士宮市一般会計補正予算（第 3号）

平成 30年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号）

平成 30年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算（第 2号）

平成 30年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号）

平成 30年度富士宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2号）

平成 30年度富士宮市水道事業会計補正予算（第 2号）

平成 30年度富士宮市病院事業会計補正予算（第 1号）

※報＝市からの報告　議＝条例・予算・契約などの議案　（2月定例会からの通し番号となります。）
※詳しくは、市議会事務局（電話 22－1191）までお問い合わせください。

件　　　　名

公の施設の指定管理者の指定について（富士宮市民テニスコート、富士宮市民体
育館、富士宮市民プール、富士宮市スポーツ広場・富士宮市芝川体育施設）

富士宮市議会議員及び富士宮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙
運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について

注目

市立小学校
エアコン設置

19億4220万円

市立中学校
エアコン設置

13億6320万円

その他
2億1060万円

39％

6％

55％

市立小学校
エアコン設置

19億4220万円

市立中学校
エアコン設置

13億6320万円

その他
2億1060万円

39％

6％

55％

▲富士宮市一般会計補正予算 内訳
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一般質問

問　「空の産業革命」と呼ばれるドローンは、災
害対応にとどまらず、物流、インフラ、維持管理、
測量、農林水産業等の幅広い産業分野で、空の
利活用を通じて、産業、経済、社会に大きな変
革をもたらすことが考えられる。ドローンをス
ポーツとしたレースイベントの開催を通じた観
光振興、プログラミング教育の教材としての活
用、ドローンの研究開発、製造拠点の誘致によ
る産業振興を検討できないか。
部長　近年、ドローンレース自体が広がりを見
せており、観光視点からも朝霧高原や富士山な
ど市を代表する景観のもとでレースが開催され
れば、市の魅力を発信する一つの方法と考えら
れる。民間が開催するドローンレースの誘致を

積極的に行う。市主催の可能性は調査研究する。
教育長　魅力的な教材だと思うが、各教科等の
特質に応じてどのようにプログラミング教育を
位置付けるかが今後の課題。教材の理解を深め、
教育機器研究委員会を中心に検討していく。
参事　現段階では国やドローン業界の動向の情
報収集に努め、市に合った内容となるよう関係
部署と検討。市内企業に対しても、ドローン産
業に携わる企業の最新情報を提供していく。
問　国家戦略特区制度による地域限定型「規制
のサンドボックス」制度※を活用し、ドローン特
区を創設し、関連事業の集積を図るべきでは。
部長　現段階では特区の創設は考えていないが、
産業振興の視点から特区の必要性が生じた場合
には、関係部署と協議し検討する。
市長　大変すばらしい提案。市内には広大な富

士山麓朝霧高原があるの
で、全国に先駆けてドロー
ンを活用した事業をやって
みたい。

問　常々、富士宮市周辺の農山村地域がどうし
たら活性化できるかを考えるが、「関係人口」と
いう手法を目にし、これはいいなと思い、質問
する。定住はしていないが地域とかかわれる「関
係人口」という切り口をどう捉えるか伺う。
部長　市内のキャンプ場は、家族連れで大変に
ぎわっている。パラグライダーやラフティング
で楽しむ家族も多い。ここで楽しい思い出を作
り、何度も当市を訪れてもらうことが、富士宮
市をふるさとのように感じ、将来にわたり強く
関心を持ってもらえるようになると思う。その
ことが地域の活性化の担い手を生むかもしれな
いし、最終的に定住につながる可能性もある。
市に何かの形で関係を持ってもらえる「関係人

口」を確保することは、大変意義のあることだ
と思う。
問　例えば、地元の人たちが耕作放棄地の活用
ということで活用策を練り、そこへ参加する人
を募るというシステムがあれば、都会の人との
関係が増すことにつながると思う。そのコーディ
ネート役を行政ができないか。
部長　イメージは湧いているが、今後検討すべ
き大きな課題と思う。
意見　地域政策推進室が「関係人口」を増やす
という視点で取り組むべきと思う。

問　富士宮市とコラボレーションをする計画は
あるのか。
部長　県内の富士山周辺
の博物館相当施設、官民
7館園で組織する富士山
ネットワーク推進委員会
に加盟し、連携して事業
を実施している。 ▲大鹿窪遺跡発掘調査成果展

▲第 4 次産業革命を担うドローンを市の
　産業政策の中心に据えるべきである

※イノベーション促進のための一時的な規制の適用停止。

ドローン利活用における環境整備について
～観光、教育、産業振興～

農山村地域の活性化のために～「関係人口」
という切り口～

富士山世界遺産センターと市の協働について

鈴
すず

木
き

　弘
ひろむ

 議員
（政経会）

中
なか

村
むら

憲
けん

一
いち

 議員
（進新会）
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一般質問

問　合併直後から県道・市道整備は旧市町界に
かかわる伸長もなされたが、一方では旧芝川町
の中央にある県道清水富士宮線は交通渋滞が発
生している。
　西山下地区から B&G海洋センター入口まで
の区間について、平日は市内北部の工業団地等
への通勤最短経路として利用されている。土曜・
日曜・祝祭日は、観光道的役割の抜け道として、
特に県西部地区及び県外ナンバー車両の通行が
目立つ。
旧来と変わらぬ狭い幅員でありながら、交通量
は増大している現状である。当該地区沿線の住
民からは車両待避所として用地協力の意向が示
されている。市の見解を伺う。

部長　待避所の整備等、暫定措置については、
地元の熱意及び用地取得の確実性を、地元から
静岡県富士土木事務所に提起し、要望書として
提出することが一番だと思う。市は助言をさせ
ていただくことを惜しまない。
要望　西山地区交通渋滞緩和策に、早急に待避
所設置を。

問　中学生に防災士の資格取得の機会をつくれ
ないか。
教育長　静岡県では「ふじのくにジュニア防災
士」という資格認定を行っている。これは防災
知識があり、大規模な災害発生時に、自分で自
分の身を守ることができ、地域の人たちの防災
活動をお手伝いすることができる頼りになる小・
中学生を認める県の制度である。市内の中学校
でも取得した学校があり、この取り組みを広め
ていくことは可能である。
問　地域の災害に関する歴史が網羅された副読
本の作成について。
教育長　市では、小・中学生の社会科地域学習
資料「ふじのみや」を作成している。この資料

には、過去の市内の水害とその被害、減災の取
り組みのほか、砂防、地震対策、富士山噴火の
歴史や対策等が記述されている。地域の防災学
習にも活用できるように記載内容について検討
していきたい。

部長　療育とは、身体障害、知的障害、発達障
害を含む精神障害のいずれかに該当する障がい
のある子どもの発達を促し、自立して生活でき
るように援助する取り組みであり、水泳による
支援はその中の一つである。パンフレットを窓
口へ置くなどの協力や保護者からの問い合わせ
があった際にお知らせすることは可能である。

▲県道清水富士宮線の現状

芝川町合併から 10年経過するが、現在の芝
川地区展望所感について伺う

災害を「我がこと」として当事者意識を持てる
防災教育や人材育成の取り組みについて 療育水泳スイミークラブの周知と必要性につい

て

臼
うす

井
い

　進
すすむ

 議員
（進新会）

佐
さ
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の
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とし

夫
お

 議員
（公明会）



6 笑顔のために No.411

一般質問

問　世界経済は安定成長を続けているが、米中
間の貿易戦争、イラン制裁、日米通商問題は、
日本経済にどのような影響を及ぼすと考えるか。
部長　現在の日本経済は、緩やかな回復基調と
言われているが、景気下振れと認識する、また
米中貿易戦争は世界経済混乱のリスクを招き、
米国の通商政策によっては日本が輸出減少、円
高につながる可能性がある。
問　本市の財政状況を伺う。年々増大する経常
的経費に対応する自主財源の確保にどのような
方策を持って臨むのか。
部長　市税の収納環境の充実、ふるさと納税の
推進、使用料及び手数料の見直し、企業の誘致・
留置ほか観光誘客などの税源の涵養を図る。
問　行政改革の取り組み、人件費、事務の見直

し、民間委託の推進、これらの数値を上げての
明確化を図るべきだが、どのように考えるか。
部長　平成 30年 2月に行政経営プランを策定
し、数値は設けないが事業の選択と集中が図ら
れ効率的な行財政運営が推進できると考える。
問　経常経費に係る経常的一般財源の比率から、
補助金等の総額を抑制し整理合理化を図るべき
だがいかがか。
部長　補助金等の新設・見直しの手続きとして
補助金等検討部会において、補助の目的、必要性、
効果、妥当性等の精査を行い、各種団体への負
担金等の見直しを行うように通知した。
問　歳入について、国・県からの補助金につい
て正確な情報の予算計上を図り、歳出について
は、スクラップアンドビルドの見直しを図るべ
きだがいかがか。
部長　国・県の動向とその確保に努め、歳出に
おけるスクラップアンドビルドの見直しの徹底
については、不易流行の精神で図る。

問　富士宮市の 1番の財産は水であるといえる
にもかかわらず、汚水処理人口普及率は静岡県
内で下位である。この状況を打開するため、合
併浄化槽設置補助金対象地域の拡大と、補助金
の増額を提案するがいかがか。
部長　下水道事業計画区域内であっても当面の
間、下水道整備が見込めない区域については補
助の対象とするよう変更する。補助金の増額は、
平成 31年度から実施したいと考えている。
市長　現在、合併浄化槽の補助金額は、新設及
び単独浄化槽からの転換、いずれも静岡県の平
均を下回っている。31年度からこれを大きく増
額し、県内でも上位の額を支給するようにする。
問　星山浄化センターと富士宮市衛生プラント

は隣接しており、創意工夫によりコストダウン
できる。現在、富士宮市衛生プラントから星山
浄化センターに処理水を送っているが、それに
よる効果はいくらか。
部長　700 万円程度である。
問　下水道に関心を持っていただくため、また
誘客のため、デザインマンホールの設置を提案
するがいかがか。
部長　31 年度に富士山世界遺産センター近くの
歩道に設置したい。

問　時代の流れで、単身者世帯が増加してきて
いる。一方市営住宅は、家族向けの間取りが多
く、入居率は 77.6％であ
る。今後は単身者用を増や
すべきと考えるがいかがか。
部長　現在 50㎡以下を単
身者用としているが、これ
を 55㎡以下とし、入居率
を改善したい。

▲静岡市のちびまる子
　ちゃんのマンホール
　は大人気

※このほか、台風等、自然災害の対応について質問をしました。

2019 年度予算編成、予算要求について

合併浄化槽設置補助金・星山浄化センター・
デザインマンホールについて

市営住宅への単身者入居について
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7笑顔のために No.411

一般質問

問　平成 30年に 2回発令した、避難勧告での
避難状況についての見解は。
部長　避難対象者に対して実際の避難者があま
りにも少なく、土砂災害ハザードマップや市が
行う出前講座等だけではなかなか避難行動に結
びつかない現状がある。県や周辺自治体とも協
議しながら、いかに避難行動を促すかについて
の調査・研究を進めていきたい。
問　区単位ではなく、町内、班単位での防災訓練、
避難訓練を行うべきと考えるがいかがか。
部長　基本的方針は原則として区を単位として
いく予定だが各地域の実情に応じた方法で訓練
を実施していただければと考えている。
問　指定避難場所への対象の区割りがおかしい
のではないか。

部長　学校施設等の収容可能人数と想定避難者
数を比較検討してすべての避難者が指定避難所
を利用出来るように計算し区割りしている。こ
のようなことから若干離れた指定避難所を定め
られている場合もある。

問　災害時要援護者の情報を近隣住民で共有す
るべきと考えるがいかがか。
部長　個人情報保護法に抵触するのではないか
との懸念から情報共有をためらわれているケー
スも考えられる。同意を得ている班員などにも
情報提供が可能である旨を伝えていきたい。
問　要援護者の防災訓練への参加を促すと同時
に、支援のための訓練プログラムを充実させる
べきと考えるがいかがか。
部長　要援護者をどのように支援するかを訓練
でイメージすることは非常に効果的であると思
う。支援のための訓練プログラムや、情報提供
するなど訓練支援について、保健福祉部と危機
管理局で連携をとっていきたい。

問　現在、韓国のユネスコ認定校2校とインター
ネットを通じ、お互いに画像と英語の音声で交
流を行っているが、時間差があり、やり取りが
スムーズに行なわれていない。機材の充実で解
消できると思われるが、市の考えは。
教育長　通信速度については、時間帯により、
つながりやすさがあるので、韓国での通信状況
を確認しながら、より通信速度の速い時間帯を
選び交流を進めて行く。また、インターネット
を通じた交流のほか、電話や手紙などを用いた
交流も実施している。平成 30 年度中に市内の
全小・中学校において、新しいパソコンの入れ
かえが完了するので、通信状況を調査し、より
よい環境で交流できるように検討していく。

問　前向きに調査・研究する考えがあるか。
部長　核家族や単身高齢者の増加が社会問題と
なり、お墓を建てても墓守をする人がいない等
の理由から将来、子々孫々において承継できな
い無縁墓を懸念する方にとって、承継の必要が
ない樹木葬は、メリットが大きいと考える。現在、
問い合わせ等は寄せられていないが、今後相談
等が増えていくことも考えられるため、近隣市
町の状況や先進地の実例など注視しながら、調
査・研究をしていく。

▲樹木型墓地のイメージ

災害避難について
災害時要援護者支援計画について

認定されている富士宮第二中学校ユネスコス
クールの機材の充実について

市営墓地に樹木葬の埋葬区画を設けることに
ついて
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8 笑顔のために No.411

一般質問

問　自前の新電力会社設立及び仮想発電所
（VPP）について、どう考えるか。
部長　新電力会社設立のメリットは、地域内で
の資金循環による地域活性化と新たな雇用が生
まれ、再生可能エネルギーを無駄なく効率的に
使えること。課題として、高度な技術力確保と、
24時間安定供給するための体制整備などがある。
県が設置した「ふじのくにバーチャルパワープ
ラント構築協議会」に参加し、実現に向けた事
業性調査や課題について調査研究している。
問　市内の水力発電と太陽光発電は、市内の住
宅で換算すると自給率何パーセントくらいか。
部長　市内の住宅で約 5 万 4000 件分、約
96％の電力を賄っている計算になる。

問　学級支援員の増員、退職教員の人材登録と
学校現場での活用推進、スクールサポーターの
増員について伺う。
教育長　市で支援員配置の拡充を進め、県に対
しても拡充を要望する。学校からの要望に応じ
て、退職教員を速やかに配置できる体制づくり
に努める。業務が集中する教頭サポーターの全
校配置を県に求めていく。
問　教育委員会、校長会、教職員組合の 3団体
による協議で、教員の働き方改善について何が
話し合われたのか。
教育長　学校閉庁日の拡充、市教育委員会主催
の研修会や行事の見直し、
支援員配置の拡充などにつ
いて協議した。平成 31 年
度以降も、年 2回の 3団体
協議開催について合意した。

問　介護保険サービスを利用したくても、利用
料の負担が心配で利用できない人のために、介
護保険料負担助成制度の創設を要望する。
部長　介護保険の自己負担は、法律に基づき、
所得に応じて利用した費用の 1割から 3割と
決められている。助成制度は、所得に応じて軽
減している負担額に重ねて助成することになり、
利用負担の偏りを招くので適当でない。
要望　当市で介護保険料を滞納している方が毎
年 800人前後いる。その方の中にも介護が必要
な方がいるのでは。実態を調べてほしい。

問　どのような災害かにもよるが、現在想定し
ている応急仮設住宅の総数と設置場所を伺う。

また、プレハブではなく木造づくりで災害復旧
後も公営住宅として使えるようにできないか。
部長　南海トラフ巨大地震発生後の応急仮設住
宅の必要想定戸数は 1276 戸で、場所は被災者
が被災した住宅近くの、公園、緑地、スポーツ
公園など公有地 25 カ所を予定している。プレ
ハブ等を主に予定しているが、公営住宅として
の利用の考えはない。
部長　富士市大渕に富士ひのき加工協同組合が
あるが、仮設住宅用の原木や加工材を大量にス
トックするのは負担が大きく、対応は難しい。

問　富士根南小の過大規模校、富丘小、大富士
小の大規模校をどう解消していくのか。
教育長　文部科学省は過大規模校、大規模校に
「一人一人が活躍できる場の減少、異学年交流の
機会減少、人間関係の希薄化」などが生じる可
能性を課題としている。それへの対応として県
による加配教員、非常勤職員、市の支援員を配
置し、今後も教育活動の充実に努めていく。

市と民間企業の共同出資による新電力会社設
立について

介護保険料負担助成制度の創設を

災害時の応急仮設住宅の数、設置場所と木造
づくりにできないか

小学校の過大規模校、大規模校の解消を

小・中学校教員の働き方改善をどう進めるのか
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9笑顔のために No.411

一般質問

問　富士宮市がオリンピックに参加・協力をす
るために、どのようなことが考えられているか。
部長　「マスコット投票宣言」や「都市鉱山から
つくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加
している。また、伊豆市で行う自転車競技の PR
を、御神火まつりを含む市内のイベントで実施
し、大会ボランティアや都市ボランティアの広
報・募集をしている。
問　富士山御神火まつりのみこしが、聖火リレー
の一端を担うことはできないか。
部長　大会組織委員会から、聖火以外に聖火
を連想させるような火を使用したイベントは、
IOCより認められていないとの回答があった。

問　いじめや虐待の件数が増えているが、担当

職員は足りているのか。
教育長　教育委員会には生徒指導担当の指導主
事が 1人おり、毎月いじめ事案のデータをま
とめ、必要に応じて指導体制について指導・助
言を行う。対応が困難なときは家庭児童相談室、
青少年相談センターと連携しながら対応してい
るので、人数が不足しているとは感じていない。
部長　家庭児童相談室では、職員 2人、家庭相
談員 2人の 4人体制で相談や虐待事案に対応し
ている。過去 5年間の延べ件数は約 5000 件か
ら 6000 件台を推移しているが、何とか対応で
きている。今後、重篤な事案が頻発すると業務
に支障があるので、対応状況を注視していく。
問　重大ないじめがあった時、瞬時に動けるシ
ステムは教育委員会にあるか。
教育長　生徒指導担当の指導主事が、早期の対
応に心がけている。いじめをなくすように考え
るのは、学校、教育委員会、保護者も同じなので、
早期の対応ができるように、校長会を通し何回
も繰り返し話をしていきたい。

問　平成 30 年 6月、大阪府で発生した震度 6
弱の地震で小学校のブロック塀が倒壊し、通学
中の 4年生女児 9歳が下敷きになり死亡した。
富士宮市でも直ちに通学路のブロック塀を点検
したが、その状況と改善対策を伺う。
部長　市内全小・中学校で点検した結果、校内
では 16校で 26カ所の危険個所が発見された。
このうち 8カ所は撤去済み。残り 18カ所は 30
年度または 31年度中の施工を予定している。
教育長　通学路は 29校で 387 カ所の危険箇所
が報告されたが、個人の所有物であり撤去は難
しいので、登下校の時にはブロック塀の横を歩
かないよう指導している。
問　通学路以外のブロック塀はいかがか。
部長　17 年の調査では改善が必要なブロック塀

は 1093 件あったが、その後、撤去補助金など
で改善が進み、現在 687件が未改善。
市長　未改善の箇所は改めて改善をお願いする
とともに、補助金の増額も周知していく。

問　掲示板等、破損箇所の修理予定は。
部長　県の 9月補正予算で掲示板及びトイレの
改修のための設計委託料が可決された。順調に
いけば 31年度中に改修が完成する。
問　「富士山球場」等の愛称設置は。
部長　世界遺産富士山の麓にあるソフトボール
専用球場として富士山の名を付した愛称をつけ
る意義は大きく、国際大会、全国大会等の誘致
にも大きなアドバンテージになる。リニューア
ルに合わせて実施を検討する。
問　今後どのように活用していく予定か。
市長　リニューアルが完成した段階でジャパン
カップ国際女子ソフトボール大会及び、宿泊や
観光などの経済波及効果も期待できる高齢者の
大会の誘致を進めていく。

東京オリンピック・パラリンピックと富士宮市

いじめや虐待と、富士宮の明るい未来

ブロック塀の安全確保と撤去補助 静岡県ソフトボール場の改修と有効活用

佐
さ

野
の

和
かず

彦
ひこ

 議員
（富岳会）

松
まつ

永
なが

孝
たか

男
お

 議員
（富岳会）



10 笑顔のために No.411

一般質問

問　31年 10月実施予定の幼児教育・保育無償
化※に向けた今後の市の取り組みについて伺う。
部長　幼稚園・保育園等を含め、31年度は半年
で約 1億 2000 万円の負担増、消費税増税によ
る歳入増効果は 32 年度。保育園の給食費は実
費負担で、国が徴収基準額を定めた場合は国の
基準に、定めない場合は保育所と幼稚園の差が
ないように給食費を設定していく。31年度当初
予算と補正予算で随時対応する。

問　市内で活動や調査研究している大学等は。
部長　静岡大学を初め県内外の多くの大学に協
力いただいている。女子大学のモニターツアー
や提案などさまざまな分野で活動している。
問　つながりがある大学等にこそ、積極的に情

報発信など誘致活動をすべきではないか。
部長　市内に研究施設がある東京農業大学と日
本大学では年間延べ約 9000 人の学生が市を訪
れていることがわかったので今後は、市や市内
団体と関係を持ってもらうよう大学側と調整を
図りアプローチしていく。
提案　県内の大学との関係強化を提案する。
部長　学生の地域活性化施策の参画や就業、将
来の移住定住促進に向けて有効な手段。県内の
大学側と調整を図りたい。
提案　他の自治体は補助金を出して学生を誘致
している。富士宮市は補助金を出さなくても多
くの学生が来て恵まれている。HP等を活用した
情報発信、支援や歓迎する事業を提案する。
部長　シティーセールスの手法として有効。こ
れまで市とかかわった大学等の活動や調査研究
を整理し、可能なものから発信していく。また、
学生を支援する姿勢を PR する。市からは大学
側に相談や働きかけをあまりしてこなかったと
思うので、今後は大学側と協議していきたい。

問　ウッドスタート事業の取り組みの考えは。
部長　木のおもちゃをきっかけに、乳幼児から
大人までの全世代に、木や森林環境・木製品へ
の関心を持ってもらいたい。
問　ファーストトイについては。
部長　ファーストトイは赤ちゃんが初めて出会
うおもちゃである。手ざわりやにおいは発達に
よい影響もあるが、安全規格等の問題も含め、
慎重に検討していきたいと思う。
問　公共建築物へのCLT の使用については。
部長　CLT とは、ひき板を並べた層を直交に重
ね張り合わせる集成材のことで、現在東京オリ
ンピックの選手村の間仕切り壁等にも使用され、
国においても利用促進していることから一層利

用が見込まれている。今後はメリット・デメリッ
トを整理し、公共建築物への利用に向けた調査
研究をしていく。

問　河川水路の小水力発電の可能性について、
今後どのような調査や、かかわりを持つのか。
部長　平成 25年度と 26年度にわたり、流量・
有効落差等の調査を行った。今後必要に応じて
地権者や用水組合等の地元関係者との調整に市
は関与していく。しかし、市が入札等で事業者
を募集することは考えていない。
問　静岡県内では、静岡市と熱海市で公共上水
道に水力発電を設置している。当市は公共施設
に設置することに関してどう思うのか。
部長　費用対効果を考えると難しいが、先進事
例を参考に調査研究は進めていきたい。
　安全性に担保がしっかりと取れれば、公共上
水道に水力発電設備を設置していくことは、ぜ
ひやっていきたいと考えている。管や水路も含
め、よく研究していきたい。

※ 31年 10月より 3～ 5歳児の利用者と住民税非課税世帯の 0～ 2歳児が対象。認可や認可外問わず実施予定。

平成 31年 10月実施の無償化に向けた取り組み

木育・ウッドスタート事業及び公共建築物の
木造化推進について

地域にかかわる学生・若者誘致の提案

小水力発電の今後の可能性について
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11笑顔のために No.411

一般質問

問　①大盛況の出張商店街に対する今後の方針
　②交通弱者に対する移動手段の確保対策
部長　①当事業は企業組合の富士宮 ･食のひら
めき会と社会福祉協議会と連携し地域の寄り合
い処を中心に開催。高齢者の見守り、健康福祉
サービスの提供により、地域間交流の促進を計っ
ている。平成 30年度は 17カ所、41回の出店
を予定している。郵便局やワークショップ・カ
フェも参加、買い物バスツアーも計画して好評
を得ている　②助け合いの交通手段は道路交通
法、損害賠償、費用負担の問題で実施が不可能
な状態で、介護保険も適応外。県でも高齢者の
移動支援の検討会を緊急に設置、医療関係等の
代表者で検討中。遠距離通学の児童生徒には補
助金を交付。

問　①交通の妨げになった倒木の処理対策　　
②河川への流木処理対策　③木材利用促進対策
部長　①道路管理者が交通の妨げになる部分だ
けを切断し、元の山林に戻す方法で処理する　
②県管理河川は県に連絡、緊急を要する場合は
伐採して廃棄物処理を行う　③公共建築物に利
用する方針を定めた。森林整備地域活動支援事
業を活用し、所有者と連携して整備を推進する

問　①学校不適応の児童生徒への対策　②人権
教育における平等の意識の対策　③教職員の働
き方改革・部活動ガイドライン
教育長　①年々増加傾向。適応指導教室で段階
を踏みながら各機関と連携し学校復帰を目指す
②教育活動全体で平等の意識、人権感覚を養う
③全職員が目指す方向や改善の手順を共通理解
し業務の効率化を図る。部活動ではガイドライ
ンを作成。週 2日以上の休養日、1日 2時間以
内でバランスのとれた心身の成長を図る。

問　宿泊客と近隣住民とのトラブル発生時の対
応について当市の考えを伺う。
部長　法律施行の平成 30 年 6 月 15 日以降、
富士宮市観光課及び静岡県健康福祉センターに
は近隣住民とのトラブルに関するクレームはま
だ 1件も入っていないが、状況に応じ丁寧に聞
き取りをして、民泊施設に情報を伝え、注意を
促していく。

問　ドローンを使用した防災訓練を提案するが、
市の考えを伺う。
部長　市でも必要性を感じていることから、31
年度の総合防災訓練において、協定締結団体の
ご協力をいただきながら、ドローンを用いての
訓練を実施したいと考えている。

問　子どもたちの登下校の安全確保を前提に、
生活道路や通学路周辺の危険な状態となった空
き家や空き地の安全対策について伺う。
教育長　全小学校を対象として実施した登下校
防犯プランに基づいた通学路の緊急合同点検に
おいて、4校から危険箇所として空き家があげ
られた。これを受けて現地を点検し、協議の結果、
警察のパトロールの強化や地域の見守り活動の
見直しにつながった。

問　高齢者をはじめとする市民の生命や財産を
守るための被害防止対策について伺う。
部長　悪質業者から被害の未然防止を図ること
を目的として、自宅の番号表示サービス、ナン
バーディスプレイ等の電話機器に接続すること
で、迷惑電話を防止することのできる機器、ト
ビラフォンを使用するモニターを募集し、無償
貸与を行っている。キャンセル待ちも含め 56
世帯から応募があり、順次利用を開始している。

富士宮北部の活性化対策と発展計画

台風等での災害を誘発しない林業の振興対策

学校の教育活動が楽しくなるための取り組み

民泊について

ドローンの活用について

通学路の安全対策について

振り込め詐欺の現状と対策について

佐
さ

野
の

　　孜
あつし

 議員
（政正会）

諏
す

訪
わ

部
べ

孝
たか

敏
とし

 議員
（政経会）



12 笑顔のために No.411

一般質問

問　ある一般社団法人が富士宮市の小学校 11
校、幼稚園 2 校の保護者 5537 人の保護者を
対象に、病児保育に関するアンケートを実施
し、3071 人から回答が得られた。アンケート
の結果、子どもが病気の時にどのように対処し
ているのかでは、自分が仕事を休む、51.6％、
配偶者が仕事を休む、8％、祖父母が看病する、
25％、少しの熱なら保育園・小学校に行かせる、
または 1人で留守番させる、6％、その他となり、
アンケートに回答した 62％の方が富士宮市に病
児保育が必要と回答していた。過去の一般質問
で病児保育について質問した際に、市長は家族
3世代が同居し、祖父母に看病していただくこ
とが望ましい旨の答弁をされたが、このアンケー
ト結果ではその対象者が 25％しかいないことや、

自分が休むと答えた方の中には、病児保育があっ
たら正規社員になれた、病児保育があったら働
けた、といった回答があった。これらの結果を
踏まえ、富士宮市における病児保育の必要性に
ついて伺う。
市長　子どもの病気は命にかかわることでもあ
り、自分の子どもの命を大切に考え見守ること
は、親や家族の責任で、他者にかえがたい役割
ではあるが、昨今は家族 3世代の同居が少な
くなっていることや、女性の就業率の高まりか
ら、病児保育の必要性を感じている。具体的には、
新たに建設する児童館に、大宮保育園の子育て
支援センターを移設し、大宮保育園で既に実施
している病後児保育とともに、病児保育を実施
したいと考えている。時期は 2022 年度に新た
な児童館と、子育て支援センターをオープンし
て、病児保育は、大宮保育園を改修した後に開
始したいと思っている。

今後の定例会の開催日程
傍聴できます！

◆日程は変更になる場合があります。
　間近になりましたら市議会事務局に
　お問合わせください。

◆市議会ホームページから確認できます。

2月8日（金）～
3月13日（水）まで開催予定

２月定例会

あなたの声をおまちしています

●議会での質疑応答や議会だよりの内容など、

ご意見・ご質問をお寄せください。

●議場傍聴席のアンケート用紙、郵便、メール

などでご意見を受け付けています。

アンケート用紙 → 傍聴席のアンケート回収箱に

郵　便 → 〒418-8601　富士宮市弓沢町150番地

メール → c-jimu@city.fujinomiya.lg.jp

本会議のインターネット映像を配信しています。
「録画映像」と「ライブ中継」の２種類です。
最終ページ右下の帯にあるＱＲコードからインターネット中継・会議録検索システムが
『スマホ』や『タブレット』からでも見られます。
※インターネット中継の配信内容は、公式記録ではありません。

視聴回数が、
年々増えています !！

病児保育の必要性について
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環境厚生委員会 講義内容：下水を利用したバイオマス発電について

【齋藤和文　環境厚生委員長のコメント】
環境厚生委員会が主催となり、「下水を利用したバイオマス発電」について、事業者を講師と

してお招きして勉強会を行いました。下水道バイオマスとは、「下水処理場において、生ごみ・畜糞・
剪定枝など、地域から発生するバイオマス資源を下水汚泥と併せて集約処理し、エネルギーや肥
料として利用を促進していく」ものです。
星山浄化センターの課題として、①設備の老朽化　②汚泥外部処分費　③汚泥の有効利用等が

あり、提案としては、①脱水汚泥の消化・脱水乾燥により減容化が可能　②燃料・肥料などのバ
イオマス利用可能性の拡大　③設備事業費の削減が可
能　④消化ガスの燃料利用により、センター内のエネ
ルギー自立化可能等がありました。
参加議員からは、費用対効果は、市町村事例は、

家庭系・事業系生ごみをセンターに直接投入する法的
解釈は、投入するバイオマス資源には何が適している
のか、等々質問がありました。
今後も市民のために民間活力を学ぶ場を作り、議

員力の更なる向上を目指したいと考えます。

産業都市委員会

【佐野和彦　産業都市委員長のコメント】
昨今の議会で議論になりました土地や建物の補償費ですが、我々議会側も物件補償の知識が乏

しいため、産業都市委員会での勉強会として取り上げました。これに伴い、物件補償を専属で扱っ
ている担当部署が無いことや、その専門性などから県内の行政機関向けに補償の説明会などを実
施している、一般社団法人日本補償コンサルタント協会から講師を迎え、公共用地取得等に伴う
土地・建物等に対する補償の基本的な仕組みについて講義していただきました。

憲法では第 25 条に生存権、第 29 条に財産権が
規定され、これらに基づき損失補償制度は考えられ
ています。講義では基礎知識、建物移転料、工作物
の補償、立竹木の補償、その他通常生じる損失補償、
営業補償について、順を追って説明してもらいまし
た。
これにより、今までの行政の説明に、納得できた

ことやできなかったこともあり、これからの議論の
知識として大いに参考となりました。

講義内容：公共用地取得等に伴う土地・建物等に対する補償の基本的な
　　　　　仕組みについて

▲産業都市委員会　勉強会の様子

▲環境厚生委員会　勉強会の様子

環境厚生委員会・産業都市委員会　　勉強会を開催！
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今回 2 回目の議会だより編集委員を仰せつか
りました。「議会だより」は、定例会において議員が
行っている一般質問や、各常任委員会等の内容を
中心に載せております。
多くの市民の皆様に読んでいただきたいと思い

ます。そのために議員が市民の目線に立って、議
会で質問をしております。この「議会だより」を通し
て、議会の活動を知っていただきたいと思います。
分かりやすい、親しみを持って、紙面で見ていた
だければと思います。

市民の皆様、新年あけましておめでとうござい
ます。この議会だよりも平成 30 年度 3 回目の発
行となります。「議会だより」から「笑顔のために」と
表題字も変わり、議会情報をよりわかりやすく、お
伝えできたと思います。30 年度は各委員会とも活
発な議会活動をし、市民と行政の最も身近な存在
として、本紙も充実した内容を皆様に届けられた
と思います。
さらに充実した誌面作成のために、どうかご意
見をお寄せください。

議会だより編集委員　　齋藤　和文 議会だより編集委員　　遠藤　英明

市議会は、市民を代表して日常生活に直結する課題について議論し、市民の立場に立って
市の政策を決定します。
また、議会は市が計画や作成した施策などが、適正に行われているか監視するという役割
を果たしています。

市民の声を聞きます 私たちのくらしを良くする仕事をします

選挙で投票します

私たちの意見や
希望を出します

私たちの意見や
希望を出します市　民

市の決まりや税金の使い道を提案します

市の決まりや税金の使い道をチェックします
市の仕事に市民の声を伝えます市 議 会 市　長

市　議　会　と　は市　議　会　と　は

市議会の議場を見学しませんか？
インターネット中継や議会傍聴でご覧に
なっている富士宮市議会の議場に入って
みませんか？
事前予約をいただけましたら、どなたで
もご案内いたします。

お問い合わせ：富士宮市議会事務局
0544-22-1191（直通）

※市議会開会中は除きます。 ▲議場

毎年、小学校の社会科見学
としてもご利用いただいて
おります。


