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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 富士川町告示第４７号をもって招集されました、平成２５年第４回富士川町議会定例会に議

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

います。 
 ただいまの出席議員は１６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２５年第４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４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 １２月に入り平成２５年の最終の暦となりました。今年の１年を振り返ってみますと、３年

ぶりに誕生した自民党政権の第２次安倍内閣はアベノミクスと称した経済政策を掲げ、国内経

済の再生を最重点課題にして取り組んできました。ここへきて、その効果が都市部ばかりでは

なく、ようやく地方にも波及し県内中小企業においてもわずかながらではありますが受注高が

上向き傾向になり、明るい兆しが見えつつあります。 
 夏には甲府市で全国一番の気温４０．７度を観測するなど酷暑が続き、水不足や健康管理面

に大きな影響を与えました。一方、西日本や日本海側ではこれまで経験したことのない降雨に

見舞われ、各地で豪雨による被害が発生し、河川の増水による京都の水害や台風による伊豆大

島の土砂災害は多くの尊い命が犠牲となりました。こうした災害を受け、自治体の防災体制の

見直しが浮き彫りになったところであります。 
 海外では１１月にフィリピンを中心に最大級の台風３０号が襲い、甚大な被害をもたらしま

した。死者約５，５００人、行方不明者約１，７００人と多くの犠牲者を出し、いまなお捜索

が続いている状況です。 
 日本では１１月に東日本大震災で大きな被害をもたらした福島第一原発において、東京電力

は４号機の使用済み核燃料の取り出しを始めました。廃炉に向けた工程が進み始めましたが、

完了するのは２０４０年から２０５０年ともいわれ、まだまだ時間のかかる作業であり、安全

に進められることを願うものであります。 
 現在、国会では特定秘密保護法案の審議が行われ、与野党の対立が激化していますが、本日

その審議にも終止符が打たれようとしていて、今国会で採決される見込みです。 
 このような中、国内では明るい話題も聞かれ、６月には富士山が世界文化遺産に登録され、

９月には２０２０年の東京オリンピックの開催が決まり、日本全体が喜びに包まれました。 
 本町では国民文化祭の「和太鼓の祭典」と「山車巡行まつり」が大成功のうちに終了し、こ

の実績を礎として文化イベントをさらに発信していくきっかけとなったと感じております。 
 このほか８月には中学生模擬議会、９月には女性模擬議会と若い次世代や女性の視点からま

ちづくりへの提言があり、町民一体となって富士川町をつくり上げていく機運が醸成されたの

ではないかと期待するところであります。 
 さて今定例会は平成２５年度補正予算、条例制定や条例改正などについて審議をお願いする

こととなります。会期は１２月１３日までの８日間を予定しています。 
 議員各位におかれましては、健康への十分なご留意と活発な議論をお願い申し上げ、あいさ

つといたします。 
 

 ６



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ８番 永井寛子さん 
 ９番 堀之内美彦君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 会期の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１３日までの８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１３日までの８日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表として配

布したとおりです。 
 このほか議員各位には各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１０日の本会議で議事日程により審議をお願い

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

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 本日ここに平成２５年１２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

かれましては師走の公私とも大変ご多忙の中を全員のご出席を賜り、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、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼

を申し上げます。 
 開会にあたりまして、本定例会に提出いたしました案件のうち主なるものにつきまして、そ

の概要をご説明申し上げるとともに、主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議員各位なら

びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 １２月となり本年も余すところわずかとなりましたが、この１年を振り返りますと国内では

６月に富士山が世界文化遺産に登録されたこと、９月には２０２０年のオリンピック開催国が
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東京に決定したことなど、うれしい明るい話題がありました。 
 本町では文化の祭典であります第２８回国民文化祭の「和太鼓の祭典」で幕を開け、春には

「山車巡行まつり」、大法師さくら祭り、夏にはふじかわ夏まつりＲ５２、秋には富士川まつり

やもみじ祭り、太鼓フェスティバルなど各種祭典が盛大かつ成功裏に終了することができ、県

内外から多くの人が集まり、賑わいのある一年であったと思っております。 
 特に秋に行われました富士川まつりにおきましては、初めての試みとして十谷の郷土料理の

「みみ」を振る舞い、大勢の来場者の皆さまに好評を得たところであります。 
 一方、国内外の自然災害に目を向けますと、西日本や日本海側での度重なる豪雨や竜巻をは

じめ、１０月には台風２６号による伊豆大島での土砂災害、１１月にはフィリピン中部におい

て台風３０号による高潮が甚大な被害をもたらしました。 
 犠牲になられました方々にお悔やみを申し上げますとともに、被害にあわれた地域の皆さま

には心からお見舞いを申し上げ、一日も早い生活再建と復興を願うところであります。 
 町では、伊豆大島の災害を教訓に、こうした自然災害をはじめとする災害警戒から災害対策

にスムーズに移行できるよう、災害対応体制の強化とともに大雨・洪水等の警報発令時におけ

る職員配備体制を見直し、警戒情報や被害状況などについて各区や関係機関との情報伝達体制

の徹底を図ったところであります。 
 さて、わが国の経済情勢でありますが、政府はわが国の経済の基調判断として景気は緩やか

に回復しつつあるとしております。円高株安のアベノミクス相場が始まって１年が経過し、い

まだ業績が上がっていない企業がある一方で、受注増やそれに伴う残業手当が増えるなど経済

政策の効果を実感し始めた企業も増え、業種によってばらつきがあるものの、景気の回復の実

感がなかった山梨県内も各種経済指標が改善するなど、景気回復の波が地方にも徐々に届き始

めているようであります。 
 こうした中、政府は大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの早期脱却と経済

再生に向けて全力で取り組むこととし、経済財政運営と改革の基本方針に基づき経済財政運営

を進めるとともに、日本再興戦略の実行を加速化し強化するとしております。しかし、株価は

１万５千円台と甘利越えはしたものの株式市場に当初の勢いがなく、安倍政権の次の一手も見

えない現状に、地方での景気回復を確固たるものとする施策を求める声も根強くあり、早急に

アベノミクス効果が地域経済の隅々まで波及することを期待するところであります。 
 それではここで、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、役場分庁舎の火災についてであります。 
 去る１１月３０日、午前１０時３５分ごろ発生いたしました役場分庁舎北別館の火災につき

ましては、幸いにも大事に至りませんでしたが、日ごろ火災予防を啓蒙している町といたしま

しては誠に遺憾であります。 
 分庁舎北別館の１階は車庫と倉庫の兼用であり、火の気のない場所であるため、原因につき

ましては今なお不明でありますが、現在鰍沢警察署と峡南消防本部で詳細を調査中であります。 
 今後はすべての公共施設におきまして、二度とこのような事案が起こらないよう管理の徹底

を図ってまいる所存であります。 
 次に、電力供給会社の切り替えについてであります。 
 電気の大口使用者への電気の供給事業につきましては、電力の小売の競争原理導入や規制緩
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和の流れから、電力小売部分の自由化が進められているところであります。原則５０キロワッ

トアワー以上の高圧電力の受給施設を対象に、電気の使用者が競争条件等を設定して、これま

で供給を受けてきた各地域の電力会社のほかに、他の地域の電力会社や新規参入事業者から小

売事業者を選択することができるようになりました。 
 こうしたことから、行財政改革の一環として、役場庁舎をはじめとする町有施設の電気料の

削減を目的に、本年度から本格的な導入に向け検討を進めてまいりました。その結果、施設の

管理使用上、なんら問題がないことを確認できましたので本庁舎、分庁舎、学校、保育所、文

化ホール等の町内１８カ所の施設の高圧電力受給施設への受電を、明年１月から東京電力株式

会社から伊藤忠エネクス株式会社へ切り替えることといたしました。この切り替えによりまし

て、電気料金が年間約５００万円程度削減できると見込んでおります。 
 今後はまほらの湯、かじかの湯、道の駅富士川の指定管理者とも協議を進め、対象施設を拡

大してまいりたいと考えております。 
 次に、町立保育所における０歳児保育についてであります。 
 ０歳児保育は働く親の子育てがしやすい保育環境づくりを目的に、明年１月から町立第４保

育所において実施することとし、現在受け入れに向けた体制整備などの諸準備を進めていると

ころであります。０歳児保育の実施にあたりまして、乳幼児の安全確保のためのフロアマット

や離乳食用の冷蔵庫などの経費を今定例会に計上いたしております。 
 次に、消費税率改正に伴う本町の対応についてであります。 
 明年４月から消費税率および地方消費税率が５％から８％に引き上げられることに伴いまし

て、外税となっている使用料、占用料について改正をすることとし、関係条例の整備に関する

条例を今定例会に提出しております。 
 なお、本定例会に提案した以外の手数料等で間接的に消費税の増税に影響があるものにつき

ましては、現在、内容を精査しておりますので、改正が必要な案件につきましては、明年３月

定例会に上程し、周知期間を経て７月から実施の方向で検討しているところであります。 
 次に、峡南医療センターについてであります。 
 峡南医療センターは明年４月のオープンに向け、二病院統合事務組合において企業長内定者

や顧問を加える中で諸準備を進めているところであります。１１月には新病院のシンボルマー

クを決定し、事務方のトップとなる経営管理局長の選考や第１次看護師の内定などが行われた

ところであります。 
 今後は医療機器や院内保育所の整備、電子カルテやネットワークシステムの構築などハード

面の整備をするとともに、医師についても複数人増員できる見通しがついたことから、両病院

の診療体制とともにさらなる看護師の募集をはじめ、具体的な組織体制と人事などのソフト面

にも着手する予定であります。 
 開院まで４カ月を切り、職員の身分や職員給与、社会保険問題など詳細に詰めなければなら

ず、課題が山積しているわけでありますけども、両病院、山梨医大、県、町など各関係機関と

の協力とさらなる連携を図り、明年４月にはよりよい医療が提供できる峡南医療センターとし

て開院できるよう取り組んでいるところであります。 
 次に、地域医療救護体制の整備についてであります。 
 地域医療救護体制の整備につきましては、東海地震や風水害などの大規模災害時に備え、医

療救護所における災害用携帯型救護医療セットや災害医療救護所用テントなどの必要な備品を
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整備し、災害時における医療救護体制の強化を図ることとし、所要の経費を計上しております。 
 なお、これに要する経費につきましては、すべて国の第３次医療再生交付金を活用して実施

するものであります。 
 次に、道の駅富士川についてであります。 
 道の駅富士川の建設工事につきましては、１１月末までに建築主体工事をはじめ電気設備、

機械設備、地中熱設備工事が完成いたしました。現在は、外構工事を明年３月末の完成に向け

て順調に進められております。 
 明年７月のオープンに向け、今後は厨房設備や施設の什器類の整備を進めるとともに、案内

表示等の附帯設備を順次設置していく予定であります。 
 なお、施設内に設けます軽食コーナーと物販コーナーにおけるデザインにつきましては、利

用者の快適性やトータル的な動線を考慮した開放的な空間デザインとなるよう、インテリアデ

ザイナーによる設計と、それに見合った什器設置を予定しており、本定例会に既定予算の不足

分の委託費を計上させていただいております。 
 次に、桜回廊の整備事業についてであります。 
 桜の名所である大法師公園と殿原公園とを結ぶ桜回廊整備事業につきましては、県事業とし

て進めてまいりましたが、このたび用地取得等が完了したことから赤小沢橋から殿原スポーツ

公園、旧テニスコート場までの間、６４６メートルが１１月に工事発注されましたので、この

工事の施工と併せ、町でも桜の植樹を行うこととしたところであります。 
 なお、工期は明年３月末の完成を目指しております。 
 次に十谷へリポートについてであります。 
 町では一昨年来から東海地震などの大規模災害により、中山間地域における主要道路の寸断

などによる孤立化に対応するため、ヘリポート整備を進めており、穂積、平林の２地域への整

備が完成し、本年度は十谷へのヘリポート整備を進めてきたところであります。 
 工事場所は県道十谷鬼島線沿いにある十谷観光駐車場を拡幅造成し、約１千平方メートルの

敷地にヘリポートを建設する予定であります。 
 現在、測量と造成設計はおおむね完了し、県所有の駐車場用地の用途廃止および譲渡手続き

等を行っており、手続きが完了次第、用地を取得し工事発注してまいりたいと考えており、今

定例会に工事請負費および電柱等の移転補償費を計上しております。 
 最後に、リニア中央新幹線対策についてであります。 
 リニア中央新幹線につきましては、去る９月１８日、ＪＲ東海から環境影響評価準備書と、

より詳細なルートが公表され、県下各地で説明会が開催されました。本町におきましても公表

されたルート上、および沿線地域の方々においては騒音や振動、電磁波の問題などの心配や不

安があります。こうした不安や懸念を解消するため、先般ＪＲ東海に対し、小林、天神中條、

最勝寺地区の沿線１００メートル以内の住民を対象とした懇談会の開催を要請するとともに、

地上２０メートルを高架橋で走る都留市小形山の山梨リニア実験線において、５００キロ走行

での騒音や振動の体験と現地での電磁波測定ができるよう要請したところであります。 
 今後、沿線住民を対象に懇談会や現地視察を行ってまいりますが、今後予想されるさまざま

な問題、懸念事項に町も沿線住民の皆さまとともにリニアへの対応を行ってまいりたいと考え

ております。 
 以上であります。 
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 なお、今定例会に提出いたしました案件は条例制定案件１件、条例改正案件５件、補正予算

案件４件、指定案件２件、計画変更案件１件、町道路線認定案件１件、合わせて１４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

ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長のあいさつを終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例の制定についてを議題とします。 

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

〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第９８号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第９８号の補足説明をさせていただきます。 
 過疎地域自立促進特別措置法に基づく事業の円滑な運営を目的といたしまして、その財源確

保としての基金を設けるため、新たに条例を制定させていただくものであります。 
 条例では２条、３条で基金の積み立てやその保管方法、それから第４条、５条で基金の運用

益金の処理および繰替運用、第６条で基金の処分について規定をしております。 
 なお、附則でこの条例は公布の日から施行するとしております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 議案第９９号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第１００号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例について 
   日程第７ 議案第１０１号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例及び富士川町まほらの湯温泉

スタンド条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第１０２号 富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介護保険条例の

一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第１０３号 富士川町社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

―――― ５議案の提案理由朗読説明 ―――― 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、議案第９９号の補足説明を求めます。 
 総務課長、鮫田和博君。 

〇総務課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第９９号の補足説明をさせていただきます。 
 新旧対照表をご覧になっていただきたいと思います。 
 この改正は、５０歳代後半層における官民の給与格差が生じていることから、平成２５年山

梨県人事委員会の勧告により５５歳を超える職員の昇給抑制を行うための改正であります。 
 まず初任給、昇格および昇給の基準の第５条第６項の改正後につきましては、５５歳を超え

る職員を通常の昇給基準から除く改正であります。 
 次に第７項ですけども、改正前においては５５歳を超える職員の昇給号給数は２号給であり

ましたが、改正後においては第５項の規定により昇給させる場合は、勤務成績が特に良好であ

る場合に限り行うものとし、昇給号数は規定で定める基準に従って行う改正であります。 
 なお附則で、この条例の施行は平成２６年１月１日からとなっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１００号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第１００号の補足説明をさせていただきます。 
 消費税法の一部改正、税率５％から８％に変更されることに伴い、それに関連する条例の一

部改正を行うものであります。 
 関連する条例は、消費税率および地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

の第１条から第８条までの８条例であります。 
 なお、附則でこの一部改正条例の施行期日を平成２６年４月１日とし、それに伴う経過措置

を定めております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０１号の補足説明を求めます。 
 商工観光課長、依田正一君。 

〇商工観光課長（依田正一君） 
 議案第１０１号について、補足説明をさせていただきます。 
 消費税の税率が現行の５％から引き上がることに伴い、かじかの湯およびまほらの湯の利用

料金について所要の改正をするものであります。 
 新旧対照表のほうをお願いいたします。 
 まず、かじかの湯の使用料金ですけども大人の町内在住者４３０円、町外者を６４０円、子

どもの町内者を３３０円、町外者を４３０円にすることとしたものであります。 
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 続きまして、裏面をお願いいたします。 
 まほらの湯の利用料金につきましては大人の町内在住者を４３０円、町外者を６４０円、子

どもの町内者を２３０円、町外者を３３０円にすることとし、利用促進を図るために時間制限

をなくしたものです。 
 両施設とも消費税の値上げに伴う光熱水費から試算して利用料金を算出していただいたとこ

ろであります。 
 施行期日につきましては、消費税の値上げ日と同じ平成２６年４月１日とし、第２項では料

金引き上げの適用区分について規定しております。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０２号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 それでは、議案第１０２号の補足説明をさせていただきます。 
 今回の補正につきましては、地方税法の一部改正に伴い現在の低金利の状況を踏まえ、社会

経済情勢を反映した延滞金の割合に見直すものであります。 
 第１条の後期高齢者医療に関する条例につきまして、新旧対照表をご覧ください。 
 １行目の年１４．６％の割合は、延滞金の年利を規定したものです。 
 ３行目から７行目までの部分につきましては特定基準割合を規定し、８行目からの部分につ

きましては特定基準適用年の年利について規定したものであります。 
 第２条の介護保険条例の一部改正につきましても同様の改正であります。 
 附則第１項、施行期日は平成２６年１月１日からとします。 
 第２項で経過措置として平成２６年１月１日以降の期間に適用し、同日内の期間に対応する

ものについては従前の例によるものと規定します。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０３号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、山田直君。 

〇生涯学習課長（山田直君） 
 議案第１０３号の補足説明をさせていただきます。 
 いわゆる一括法による社会教育法の一部改正により、社会教育委員を委嘱する基準を条例で

定めることに伴いまして、富士川町社会教育委員条例の一部を改正するもので、文部科学省令

で示されました社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるにあたって参酌すべき基準に沿って、

条例改正するものです。 
 第３条として、条項が追加となります。 
 附則としまして、この条例は平成２６年４月１日から施行となっております。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１０ 議案第１０４号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
   日程第１１ 議案第１０５号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１２ 議案第１０６号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   日程第１３ 議案第１０７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号） 

 以上の４議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ４議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０４号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第１０４号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ますので、事項別明細書の１ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０５号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 議案第１０５号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
 それでは、事項別明細書によりご説明をいたします。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０６号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第１０６号の補足説明をさせていただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。事項別明細書の１ペー

ジをお願いします。 
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 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０７号の補足説明を求めます。 
 商工観光課長、依田正一君。 

〇商工観光課長（依田正一君） 
 裏面をお開きください。議案第１０７号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第１５ 議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 以上の２議案については、指定案件でありますので一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１０８号および１０９号の補足説明を求めます。 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 それでは議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定についての補足説明をさせていただ

きます。 
 管理を行わせる公の施設といたしまして、富士川町地域健康福祉センターであります。 
 この施設の指定管理につきましては、富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き

に関する条例第５条第１項第４号によりまして、富士川町長澤１９４２番地１、社会福祉法人 富

士川町社会福祉協議会、会長 志村一彦を再指定するものであります。 
 指定の期間につきましては、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までとなってお

ります。 
 続きまして、議案第１０９号をご覧いただきたいと思います。議案第１０８号と同様に指定

管理者の再指定であります。 
 管理を行わせる公の施設としまして、富士川町体験農園休憩交流施設「みさき校舎」。 
 指定管理者となる団体の名称は、富士川町平林２３３５番地１、平林活性化組合、組合長 深

澤勝也であります。 
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 指定の期間が平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までとなります。 
 以上、補足説明といたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１６ 議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画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。 

〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１１０号の補足説明を求めます。 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 それでは議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての補足説明をさせ

ていただきます。 
 過疎地域自立促進計画の変更につきましてはあらかじめ知事の協議を行い、議会の議決をい

ただくことになっておりますので、今回提案させていただきます。事業の追加と事業内容の変

更になります。 
 計画の１ページをご覧いただきたいと思います。 
 はじめに事業内容の変更となります。「町営バス整備事業」を「デマンドバス整備事業」に変

更するものであります。 
 次、２ページをお願いいたします。 
 事業計画に「鰍沢小中学校スクールバス整備事業」を追加し、追加に伴いまして文章中に「ス

クールバス」を加えるものであります。 
 次に事業名の集会施設、体育施設等の事業内容を変更するもので「（仮称）鰍沢地区スポーツ

総合グラウンド整備」につきましては「都市公園整備事業」に変更するものであります。 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、認定第６号の補足説明を求めます。 
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 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 それでは、認定第６号の補足説明をさせていただきます。 
 今回、認定させていただく路線でありますが、開発区域内の道路で路線名が長沢３６号線。

延長は約３８メートル、幅員は６メートルであります。起終点につきましては、表のとおりで

あります。 
 ここで場所につきまして、お詫びを申し上げます。 
 うしろの地図でございますけども、申し訳ありません、前回認定の地図が貼り付いてしまい

ました。これは改めて差し替えをさせていただきます。 
 場所につきましては利根川公園、通称ボロ電が設置してあります北側の開発区域でございま

す。そこの区域内の道路を今回、認定するものでございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、２日目の会議は９日の午前９時開会となっていますのでよろしくお願いします。 
 本日は、これにて散会とします。 

 
散会 午前１１時０８分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第４回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６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２５年第４回富士川町議会定例会第２日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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。 
 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお手元に配布

しておきましたとおりです。 
 また田草川眞教育委員長には大変お忙しい中ご出席いただき、誠にご苦労さまです。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り質問の回数は無

制限としたいと思います。 
 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、質問回数を無制限とすることに決定しました。 
 次に、発言時間について申し上げます。 
 今定例会において、会議規則第５６条第１項の規定によって質問についての各議員の発言時

間を３０分以内としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、各議員の発言時間を３０分以内とすることに決定しました。 
 一般質問の通告者および当局者は質問ならびに答弁の要旨を分かりやすく、簡潔にお願いし

ます。 
 なお、本日は報道機関から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたのでご了承

願います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１０名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
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 それでは通告１番、１番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 改めまして、おはようございます。 
 通告に従いまして、一般質問を始めます。 
 今回は大きく２つ質問させていただきます。本日の質問者は１０人いますので、簡潔に分か

りやすい答弁をよろしくお願いいたします。 
 それでは１つ目の質問に移ります。少子化対策について伺います。 
 富士川町は合併して子育て支援課を創設し、子育て支援や不妊治療助成などの施策を行い、

少子化対策が充実していると思っております。しかし富士川町の出生について平成４年度、

２０年前から調べてみると、皆さんもご存じのとおり毎年の出生数は減少し、平成２４年度の

富士川町の出生数については、ついに１００人を切り６９人と例年に増し減少しております。

さまざまな少子化対策を講じても毎年減少している出生数を町はどう受け止め、原因をどう考

えるか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 鮫田議員のご質問にお答えいたします。 
 町の将来を担う子どもたちは次代の希望であり、子どもを持つ家庭のみならず、すべての町

民にとって、かけがえのない財産であると言えます。こうしたことから、町では不妊治療費支

援事業や子どもの医療費の助成対象年齢の拡大、保育料の軽減など町独自の少子化対策や子育

て支援策を講じてきたところでありますが、少子化は進行しつつあるのが現状であります。 
 少子化の原因としましては未婚化、晩婚化、女性の社会進出による子育てと仕事の両立の難

しさ、教育費の負担等、子育て環境上のさまざまな問題が要因となっているものと考えており

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 さまざまな原因があるということは、よく分かりました。そこで町として毎年、何人の出生

を見込み、何人以上の出生を目標にしておりますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 毎年の出生数や母子手帳交付など、過去数年の動向を参考にしながら見込んでおります。昨

年度は極端に少ない状況でしたが、ここ数年はおおむね１００人前後の見込みで推移しており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 
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〇１番議員（鮫田洋平君） 
 それでは、次の（２）に移ります。 
 当局が頑張っても各家庭や各夫婦の考えもあり、とても難しいとは思います。しかし先ほど

の答弁にもありましたが、目標人数がしっかりある中で達成できていないのはいろいろな原因

が考えられます。そこで町としても、これまで講じられてきた少子化対策や子育て支援策がど

のように利用され、どのような効果につながったのかを評価する必要があると思いますが、い

かがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 保育サービス事業や放課後児童健全育成事業等の町の子育て支援事業は、富士川町次世代育

成支援行動計画をもとに行っております。 
 この計画においては５年ごとにアンケート調査を行い、現在の子育てのニーズを調査し、次

期計画に反映させることとしております。事業の実施状況の点検・評価については、次世代育

成支援対策地域協議会を毎年開催し、その協議会の中で実績および進捗状況の報告をし、評価

をいただいているところであります。 
 また町独自の施策としての子育て支援課の設置、子ども医療費の助成対象年齢の拡大や保育

料の額の引き下げなど、妊娠中から育児への一貫した関わりや子育て中の家庭の経済的負担の

軽減は、安心して産み育てられる施策としての評価もいただいているところであります。 
 今後も子育て世代のニーズを把握し、少子化対策と子どもの健全育成のため、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 １年ごとに評価をしていくということでありますけども、評価が低いものというのは何かあ

りますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 病児・病後児対策でございます。これだけがちょっと実現ができておりません。町だけでで

きるものではありませんし、医師の協力がないとできないということもありまして、ちょっと

将来に向けては必要かなとは思っておりますが、現在の段階ではまだ実現されておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 しっかり調査・研究をしていただき、効果の高い施策についてはこれまで以上に厚く、効果

があまりみられないものについては見直しや検討をし、十分な結果が出るようにしていただき

たいと思います。 
 ３番の質問に移ります。 
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 １０月２４日の山梨日日新聞では、県内の小学生を持つ父母を対象にしたアンケートで９割

以上が「子どもは２人以上ほしい」という回答でしたが、経済的理由や子育てと仕事の両立の

不安から産み控えをしている人が３割にのぼっていることが分かりました。 
 少子化は人口全体で見ればなかなか見えてこない問題ですが、国立社会保障・人口問題研究

所の資料から、日本全体では２０４０年までは６５歳以上の方が増え続けることが分かります。

それに対し出生は毎年減少傾向にありますが、高齢者人口が増加するため総人口はなだらかな

右肩下がりになっています。しかし２０４０年以降は高齢者も減少するため、総人口が急激に

減少します。２０６０年には現在の人口の３分の２になり、それ以降はさらに急激な減少とい

う調査結果でした。過疎市町村においては将来人口の動向が日本全体とは違い、２０４０年に

は現在の４分の３弱まで一気に減少していく結果でした。人口の減少は富士川町だけの問題で

はありません。しかし、地方から食い止めていかなければならない重要な問題だと思っていま

す。出生数を増やさなければ解決できない問題です。峡南地区には出生祝金を支給したり、小

中学校の無償化や中学卒業時に応援金などを支給し、少子化対策や子育て支援をしている町も

あると聞いております。人口の差があるとはいえ、峡南地区には昨年度出生数が４件という町

もありました。そのような状況になってからでは手遅れです。手遅れになる前に早急に富士川

町でも独自の対策をしていかなければならないと考えますが、町の考えをお伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 町では少子・高齢化が進む中、安心して子どもを産み育てることができる子育て環境づくり

の充実に向けて、さまざまな子育て支援に努めてまいりました。しかし近年、本町においても

出生数の減少に歯止めがかからないのが現状となってきております。 
 こうしたことから町では、国の子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て会議を設置し、

子ども・子育て支援計画の策定にかかるニーズ調査を今年度、実施いたします。この調査の結

果を検証する中で地域の子育てニーズをしっかりと把握し、町としてできる対策を検討してま

いりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。 
 最後になりますが結婚のあり方、家庭のあり方、子育てに対する人々の考え方、これは人生

観に関わる問題だけに、施策を講じても効果を発揮しにくいことは間違いないと思います。し

かしながら少子化に歯止めをかけるには、単に結婚や子育てを支援するのみならず、若い方々

が富士川町の将来に夢や希望が持てる地域づくり、結婚して家庭を持ち夫婦が力を合わせて子

育てに励むことは素晴らしい生き方であるという価値観を、共有することができるまちづくり

を目指すことが必要であると思います。 
 そのためには少子化に対する危機感や人口減少による将来的危機感などを説明し、説明や啓

蒙を各家庭や入籍した夫婦などに事実をお知らせして、町全体でしっかり考えていかなければ

なりません。子どもは宝です。地域や町全体で責任を持って、みんなで一緒に育てていくぐら

いの覚悟がなければ解決しないのではないかと思います。そういったことも念頭に置きながら
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少子化対策をしっかり考えていただきたいとお願いし、次の質問に移ります。 
 合併５周年記念について、お伺いいたします。 
 富士川町は平成２７年３月には町制誕生５年の節目の年を迎え、合併５周年記念に向けての

具体的なイベントや式典を考えていかなければならない時期にきています。しかし、どの課か

らも具体的な内容の話はまだ聞こえてきません。おそらく企画課を中心に各関係課でそれぞれ

のイベント開催の予定をしていると思いますが、具体的なイベント開催や式典などの計画につ

いてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは鮫田議員の、合併５周年についてのご質問にお答えさせていただきます。 
 本町では平成２７年３月８日で合併５周年を迎えることから、５周年目となる２６年度に記

念事業を実施してまいりたいと考えております。 
 主な事業といたしましては記念式典、町の歌、町の鳥の制定、山車巡行、健康ウォーキング、

文化ホールでの記念イベントなどを予定しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 ２６年度にいろいろなことを実施するということですが、２６年の４月から通年を通してと

いうことでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 実施の時期につきましては、平成２６年当初から記念式典の実施予定の２７年３月８日の間

で計画をしていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 それでは２番目の質問に移ります。 
 ５周年記念事業は、新町誕生５周年を祝うとともに町民のさらなる融和や町外へ町をＰＲす

るよい機会です。町民こぞって盛り上がれるような、効果的な実施方法を検討する必要がある

と思いますが町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 効果的な実施方法について、お答えさせていただきます。 
 それぞれの記念イベント等につきましては、必要なものについては実行委員会を立ち上げ内

容を検討してまいります。 
 なお山車巡行ですけども、できれば青柳２丁目まで引いて他地区の神輿や青柳万灯講などの

参加も依頼し、町全体のイベントにできればと考えております。 
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 また、大法師さくら祭りや甲州富士川まつりなどの既存の実行委員会の中で、それぞれの効

果的な実施方法を検討していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 再質問をさせていただきますが、各課や諸団体などイベントや式典を開催するというお答え

でしたが、それぞれの会場へより多くの方に足を運んでもらえるような工夫をしなければなら

ないと思います。個人的な考えなんですが、会場ごとのスタンプを作ったり、会場ごとキーワー

ドを示したりし、町全体でストーリ性をつくってスタンプラリーやキーワードが１つの言葉に

なるような仕方で、すべての会場に足を運んでもらえるような工夫をし、足を運んでくれた人

には最終日の会場で記念品と交換するなどの方法もよいのではないかと思いますが、町はどう

お考えか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ご提案につきまして、お答えさせていただきます。 
 実施を予定しております事業につきましては有料のもの、また参加人数が限定されるものな

どの催しがありますので、まず先にそれぞれのイベントにおきまして効果的な実施方法を検討

する必要があると考えております。またご提案につきましては、手法の一つとして参考とさせ

ていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 よろしくお願いします。時間もあまりありませんが、しっかり検討していただき５周年記念

イベントを盛大にしていただきたいと思います。 
 ３番の質問に移ります。 
 来年には、道の駅や大型ショッピングモールがオープンする予定です。両方が町の玄関口に

あります。富士川町は三筋の観光ルートやトレッキングコースなどで自然を楽しめたり、歴史

や文化も数多くあります。こうした資源を活用して、町の中へお客さんを引き込むことが大切

だと考えます。 
 そこで一過性ではなく、５周年を機に継続して多くの人を富士川町に呼び込む施策につなが

るような事業を考える必要があると思いますが、町の考えをお伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 今後の事業につきまして、お答えさせていただきます。 
 町では、地域の魅力ある観光資源を活用しての誘客は最も重要な施策の１つと考えておりま

す。現在、中山間地域の三筋の連携による観光振興計画を策定しております。こうした観光施

策を推進する上で、トレッキングや昨今の健康ブームを反映した健康ウォーキングなどの体感

型のイベント事業につきましては、継続して実施していきたいと考えております。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 ５周年記念の重要性をしっかり考え、この節目のチャンスを生かし一過性の事業ではなく、

毎年富士川町に訪れたいと思えるような、魅力あるイベント開催を検討してください。町民が

誇りを持ち、富士川町のアイデンティティを育み、町民のさらなる融和や町外への町のＰＲ、

当局だけでなく町民一体が一つになり、成し遂げられるイベント開催を期待し、地方公共団体

が自主性・自立性を持って、自らの判断と責任のもとに地域の実情に沿った行政を行っていか

なければならない、地方分権が進む中での起爆剤にしていただきたいと思います。 
 以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告１番、１番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を行います。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 通告に従いまして、行います。 
 富士川町が誕生して早４年が経とうとしています。この間、志村町長には富士川町の初代町

長として一日も早い町民の一体感の醸成に努力されながら、暮らしと自然が輝く交流のまち富

士川町づくりにまい進されてきました。 
 生涯快適に暮らせる町を目指して、６つの主要施策を掲げてあります。１．みんなで考え一

緒に築くまちづくり、２に豊かな人材と文化を育むまちづくり、３に健やかで笑顔あふれるま

ちづくり、４に安全・安心で生活の質が高いまちづくり、５として力強い産業と魅力溢れたま

ちづくり、６に活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくりを推進してきたことと思いますが、

町長なりに検証された結果について伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 深澤議員の、主要施策についての検証の質問にお答えいたします。 
 私は就任以来、暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、みんなで考え一緒に築くまちづ

くりをはじめとする６つの主要施策を掲げ、議員の皆さまをはじめ町民の皆さまのご理解とご

協力をいただき、職員とともに町民意識の把握と協働による政策を実施してまいりました。 
 その主なものといたしましては住民参加型行政評価の実施、保育所・小中学校の環境の充実、

医療体制の充実、中学３年生までの医療費窓口無料化の拡大、都市基盤整備事業の充実、また

リサイクルステーションの普及、そして富士川かわまちづくりの推進など、掲げてまいりまし

た主要な施策につきましては、おおむね実現できているものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 ここまで短期間に公約を実施されたことに、私は町民を代表してお礼を言わせていただきま
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す。ありがとうございました。 
 次に移ります。 
 一時は合併問題で停滞した町政でしたが、その類い稀にみるリーダーシップと実行力で、ま

さに４年間で８年分の仕事を実現されてきたといっても過言ではないと思っています。一方で

さらなる合併の推進については本年３月定例会で、齊藤正行議員の質問に対して「合併特例法

の廃止や合併支援の策もなく、財政的メリットがないことから、当面、棚上げして公共施設の

建て替えや耐震化などの整備に向けて検討したい」と答弁しています。 
 中部横断自動車道の全線開通やリニア中央新幹線の建設を間近に控え、道の駅富士川や峡南

医療センターの充実・整備などに、これまでの懸案事項の進展を図るとともに今後の新たな課

題への対応に対して、これまでと同様な先見と的確な対応が求められております。 
 富士川町のさらなる発展に向け、これまでの歩みを止めることなく、さらに着実に推進させ

歩みを確たるものにする必要があります。町民の先頭に立ちこれを進めるのは、これまでの実

績を築いてこられた志村町長においてほかにはないと確信しております。 
 ８月から行ったタウンミーティングで、町民から引き続き町政に取り組んでほしいという意

見や各種団体より出馬要請があったと聞いております。１３人の議員からも署名付きで出馬要

請がされていることから、４月に迫る富士川町長選には今の流れを前進・発展させていくため

にもぜひとも出馬していただきたいと思いますが、町長のお考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 深澤議員からは、これまでの政策実施につきまして高い評価をいただき、厚くお礼を申し上

げたいと思います。 
 私は富士川町の初代町長として、増穂町・鰍沢町合併協議会での町政方針をもとに暮らしと

自然が輝く交流のまち富士川町をつくり、峡南地域の中心となったまちづくりに取り組むこと

をお約束し、誠心誠意職務をまっとうしてまいりました。特に旧増穂でも旧鰍沢でもなく富士

川町としての風土をつくり、町民の一体感の醸成に努めるとともに峡南北部の地域医療を確保

するため、市川三郷町とともに病院の統合や山王地区の土地区画整理事業にめどをつけたこと

や南アルプス市と連携した観光振興など、近隣自治体とも連携した取り組みを実施してまいり

ました。 
 また中山間地域へのヘリポートの建設など防災対策とともに、中部横断自動車道の開通を視

野に道の駅の建設、そしてこれまた長年の懸案でありました大型ショッピングセンターの出店

など全力を傾注してまいりました。 
 こうした中、先般、富士川町選挙管理委員会から次期町長選挙および町議会議員選挙の日程

が発表されたところでありますが、これまで私に対しまして１３名の町議会議員の皆さまをは

じめ、町内の３０を超える団体の皆さまから次期町長選挙へ出馬せよとの要請やご支持をいた

だいております。こうしたご支持に心より感謝を申し上げますとともに、改めて身の引き締ま

る思いを感じているところであります。 
 富士川町も誕生して早４年、さらなる合併は棚上げいたしましたが、公約に掲げた重点施策

や主要施策につきましては、おおむね実現できていると感じております。しかし富士橋の架け

替え、鬼島地区の国道のかさ上げ、かわまちづくりなど方向性が見えてきたものもありますが、
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暮らしと自然が輝く交流のまちを目指した第１次総合計画は、前期計画と後期計画からなる平

成２９年度までの計画でありまして、まだスポーツ施設や図書館、生涯学習施設の整備・充実

をはじめ雨水排水対策などの防災対策、賑わいのまちづくりなど計画全体としては道半ばであ

ります。さらにリニア中央新幹線の横断に伴い、沿線住民の対応やルート上にある公共施設の

移転改築など新たな課題も発生してきております。私は、第１次総合計画の完遂と新たな課題

にも積極的に対応し、そして豊かな自然、歴史と文化に溢れたこの富士川町の未来をさらに飛

躍発展させるため、引き続き全力で町政に取り組んでまいりたいと考え、明春の町長選挙にお

いて町民の皆さまに真意を仰ぐ決意をいたしました。 
 今後とも公平・公正な姿勢で挑戦する富士川町として、残された任期を全力で尽くすととも

にみんなで考え、一緒に築くまちづくりを第一に掲げながら、暮らしと自然が輝く交流のまち

富士川町を目指して、誠心誠意全力で取り組んでまいる所存であります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 ありがとうございました。私も微力ではありますが、しっかりと応援していきたいと思って

おります。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 この件も町長の公約の１つと言ってもよいと思いますが、役場北側の梅畑を購入して南北に

道路を整備するとのことですが、道の幅、現在の状況、いつごろ完成されるのかについて、今、

分かっている範囲で結構ですから伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 役場北側の道路計画についてのご質問にお答えいたします。 
 本路線は、町道天神中條２０号線として計画しております。県道平林青柳線と町道青柳天神

中條線を南北に結ぶ延長１１０メートル、幅員６．５メートルの道路を新設するものでありま

す。現在まで道路用地の先行取得を順次行い、明年度から国庫補助金を取り入れて測量設計等

に着手する予定であります。 
 この地域周辺の南北道路は、町道金手小林２号線と町道天神中條長沢１号線の２路線がある

ものの、この２つの路線の距離間は約６００メートルと離れておりまして、大変不便な状況に

あります。こうしたことから、この２路線の中間に位置する道路を整備することによって、地

域住民の生活道路や小中学校への通学路として、利便性の向上が図られるものと考えておりま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告２番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、１０番、神田智君の一般質問を行います。 
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 １０番、神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 それでは通告に従いまして、リニア中央新幹線の対応について質問したいと思います。 
 リニア中央新幹線の予定路線が９月１８日に発表され、２０１４年着工、２０２７年開業と

しており、１日１５０本、品川・名古屋間を４０分で結ぶ計画としております。富士川町リニ

ア中央新幹線建設に対する検討委員会の中ではいろいろな形で検討されていることと思います

けども、沿線住民をはじめとして一般町民には対応が見えてこないということで、これからの

課題ではありますけども質問をしたいと思います。 
 それで１番でございますけども、用地買収については基本的にはＪＲ東海が個別に買収する

が、全国新幹線鉄道整備法には地元の協力が定められており、地元自治体が前に出て話し合い

を進めていく必要があると考えておりますが、町はどのような対応をするか、まず１番として

伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 神田議員の、リニア中央新幹線への対応についてのご質問にお答えをいたします。 
 リニア中央新幹線につきましては、用地買収などについてはまだ具体的な内容は不明であり

ますが、リニア山梨実験線の用地買収時にＪＲ東海から山梨県が取得業務の委託を受け買収し

てきております。 
 今後、ＪＲ東海から県に用地買収委託がされ、県から町へ協力要請があった時点で、町とい

たしても買収に伴う調整に協力していきたいと考えております。 
 なお、代替地に関することにつきましては、影響ある住民の方々の思いを最優先し、住み慣

れた地域にお住まいいただけるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 今、町長のほうから答えがありましたように、県議会の一般質問の中でも知事が答弁の中で

ＪＲ東海から県が用地取得業務を受託、具体的な用地交渉などの業務を行うこととなるという

ことで、県が受けるということでそれに伴って町も一緒に、この予定路線の買収に進めていく

ということで理解をいたしました。 
 それで２番に移りますけども、計画によりますと用地買収幅、これはＪＲ東海でございます

けども２２メートル、それから高架橋が１４メートルということで、両方に４メートルの幅員

が予定されているわけでございますけども、中央市、あるいは南アルプス市、あるいは富士川

町との、他市町村との関係があろうかと思いますけども、甲府市大津町の駅までの沿線のアク

セス道路として、幅員の幅でございますけども、これは中央横断自動車道と同じような幅員が

歩道を含めて必要ではないかと考えておりますけども、これは県あるいは国の関係だと思いま

すけども、町としてどのような考えであるか伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 工事用道路のその後の利活用ということだと思いますが、ＪＲ東海では今度のリニアの用地

買収幅は２２メートルとしております。うち片側４メートルずつを工事用道路として計画して

おります。 
 町といたしましては、リニア通過によりまして地域が分断されないように、この工事用道路

をリニア山梨新駅へのアクセス道路として活用できるよう南アルプス市、中央市とともに構成

しております甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会におきまして協議を進めてまいりました。 
 その結果、平成２４年８月に協議会長名でＪＲ東海の用地買収幅に、さらに片側４メートル

ずつを県が取得し車道４．５メートル、歩道３．５メートルの片側８メートルの県道として整

備するよう要望しているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 この東小林から天神中條、最勝寺の地域につきましても当然、通学路ということでございま

すので、さっき言いましたように歩道の３．５メートルということで、これは両方８メートル

ということでございますので、当然その用地買収につきましても県または町が積極的に進めて

いくということでございますので、そのような形でこれからも検討を進めていってもらいたい

と思います。 
 それから３番目でございますけども、電磁波、騒音、振動は基準値内としておりますけども、

沿線住民には騒音、振動、電磁波を体験しないと分からないということでございますので、沿

線住民に体験させる計画があるかどうか、お伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニア中央新幹線の沿線住民の皆さまには騒音とか振動、電磁波などに対して不安や懸念を

抱く方々が多く、また過日のＪＲ東海の説明会におきましても不安を訴える皆さんが多かった

と感じております。 
 こうしたことから町では、１１月１日に町のリニア建設に対する検討委員会の委員の皆さま

に、地上２０メートルを通過しております都留市小形山のリニア山梨実験線におきまして、時

速５００キロメートルでの騒音と振動の体験を行っていただきました。 
 今後は沿線１００メートル以内の住民、約９０名おりますけども、そういった皆さまを対象

にリニア山梨実験線での騒音や振動の体験をしていただくことを計画しております。その際に

はＪＲ東海に磁場の測定器の用意をお願いし、磁場測定も実施して確認できるようにしていき

たいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 沿線住民９０名を対象に体験させるということでございますけども、騒音の場合のデシベル

でございますが、それが基準値以内ということでございますけども、その測定値、あるいは電

磁波の測定器、そういうものを町で購入、あるいはＪＲ東海から購入して実際にこれから開通
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してからということもありますけども、そういうものの測定器についても用意する考えがある

かどうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ちょうど今、リニア山梨実験線が都留市小形山のところで地上２０メートルぐらいの高さを

走っております。そしてまた、この町を通過するときも２０から２５メートルと想定されてお

りますので、そこで磁場測定、あるいは騒音測定をしながら、どのくらいの音なのか。それは

先般行ってきた皆さんも、リニア５００キロですから、２秒ぐらいドーンという音がしますけ

ども、あとはもう行ってしまったという感じでありますので、体感をしていただくということ

が一番ではないかなと思っています。磁場の測定器にしても、騒音の測定器にしても、県にも

その測定器はありますから、町がわざわざ購入しなくてもそういうところから調達をしてくれ

ば十分可能だと思いますので、住民の皆さんに分かるような形で現地体験をしていただきたい

と考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 続きまして４番に移りたいと思いますけども、騒音、振動、日影等の交渉は基本的にはＪＲ

東海が対応するけども、沿線住民の相談窓口として町はどのように考えているか伺いたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニア中央新幹線に関しましては、平成２３年６月に３キロ幅の概略の路線が発表され、富

士川町を横断することが判明いたしました。こうしたことから、町では関係する近隣市町村と

連携を図るとともに本年度から企画課にリニア対策担当を設置し、職員２名を配属したところ

であります。 
 これまで環境影響評価準備書の縦覧、それに伴う住民説明会の対応をはじめ、建設に対する

検討委員会や協議会などの業務を行っております。 
 現在、詳細ルートが発表され、沿線住民の皆さまの不安や懸念を解消するため、地元との話

し合いの開催をＪＲ東海に要請しているところであります。 
 今後もさまざまな心配ごとや相談ごとが発生してくると思われますが、住民の皆さまの相談

窓口として対応してまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 富士川町リニア中央新幹線建設に対する委員会の中で、あるいは住民との話し合いの中でい

ろいろ検討していくということでございますけども、新聞報道によりますと基本的には国の基

準を参考ということで、農地では日影の調査、あるいは収量、あるいは生産品種の比較等をし

てその補償金を支払うとか、あるいは住宅地につきましては暖房費や照明費、洗濯物乾燥等が
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対象ということでございますけども、非常に沿線住民の不安が強いということ、それからまた

それが通ることによって、沿線の地価といいますか、その土地を取得する、売ろうと思っても

なかなか売れないような状況が出てくると思います。地価が下がるということですね。一方、

一応国策ではありますけども、ＪＲ東海というのは株式会社ということで儲けるためにやると

いうことでございますので、沿線住民が納得できる、あるいは相談の対応をする窓口を強化し

てもらいたい、そんなふうに考えておりますのでいろいろな相談ごとがあろうかと思いますけ

ども、それらについての、非常に細部についての対応ということでございますので、ぜひしっ

かりと対応してもらいたいと思います。 
 それでは、次に５番に移ります。 
 これは町民体育館、ますほ児童センターの２つの施設移転の計画でございますけども、まだ

時間的余裕はあるわけでございますけども、旧利根川の北側ですね、小林を中心とした地域に

町民体育館を持ってきてもらいたいというのが１つと、それから児童センターでございますけ

ども、米あるいは竹重、小林地区の子どもたちが学校に通うには１．２キロから２キロぐら

い、非常に長い距離を通学するということでございますので、その中間に児童センターがある

と安全面、あるいはそこで休憩というか学習などをして家へ帰るというのが今の現状でござい

ますので、体育館、ますほ児童センターはたぶん一体としての移転にはなろうかと思いますけ

ども、体育館が移転したあと、あのまわりには非常に駐車場というか、そういうものの面積が

ありますので、そこらへんの近所へ持っていくことによって駐車場も利用できるし、これから

その体育館、児童館を取得するにつきましても面積的にも少ない面積で費用対効果があるでは

ないかと思いますので、そこらへんについてこれからの検討課題ではございますけども、対応

ができればということで回答をお願いしたいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先般、リニア中央新幹線の詳細ルートが発表されたことによりまして、本町の公共施設では

利根川公園スポーツ広場、町民体育館、ますほ児童センターおよびその西側の駐車場、そして

また殿原団地のＨ棟、Ｋ棟がそのルート上にあります。 
 今後、中心杭を打たなければ、どの程度の影響となるかは未定でありますけども、その機能

を考えますと、これらの施設は移転をしていかなければならないと考えております。 
 なお、移転までにはもうしばらく猶予期間がありますので、これらの施設も含め公共施設再

配置計画の中で検討してまいりたいと考えています。 
 なお、この公共施設の再配置計画をつくるにあたりましても、児童館は増穂小学校を中心に

南側、そして北側にありますものですから、やはり今の位置あたりで検討していかなければな

らない。ただ体育館につきましては、これまでも駐車場が狭いという苦情もきておりますので、

今の体育館の面積のたぶん４倍か、４倍強の広さがないと十分、体育館利用者の駐車場を確保

することはできないではないかなと。果たしてそういった広い土地がこの町にあるかどうかも

含めて、公共施設再配置計画の中で早急に検討していかなければならない課題だと思っており

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
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〇１０番議員（神田智君） 
 それは体育館についてはそういうことでございますけども、児童センターについては北側と

いうことでございますので、ぜひこれからの公共施設の再配置計画の中でやってもらいたいと

思います。 
 ただ一言、先ほど言いましたようにこのＪＲ東海は儲けるために、国策であってもＪＲ東海

は儲けるためということでございますので、沿線住民にできるだけ納得してもらって、本当に

これならいいという状況にもっていってもらって、ＪＲのリニア中央新幹線が通れるようにい

ろいろな形で検討してもらいたいと思います。 
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告３番、１０番、神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４番、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは通告に従いまして質問しますけども、今、神田智議員も僕と同じくリニア中央新幹

線の対応について質問しましたが、質問内容が若干違いますので僕もその通告に基づいて質問

していきたいと思います。 
 まず大枠のリニア中央新幹線の当局の対応ですけども、リニア中央新幹線のルートが公表さ

れ、富士川町を通過することが決まりました。ＪＲ東海の地区の説明会の開催、環境影響評価

事務所に対する答申を受けてまいりましたが、まだまだ多くの問題解決に取り組まなければな

りません。というよりもこれからがリニア建設に向けての本当の取り組みが始まると考えます。 
 当局も今から先手を取って対応していかなければ、工事施工の遅れ等にもつながっていくと

思います。特に町の公共施設は工事施工に入る前に完成させ、活用できる状態でなければ支障

が生じてしまいます。改めて公共施設の再配置計画の見直し・検討をするとともに、早期のＪ

Ｒ東海への対応を示すべきと思いますが以下、当局の考えを伺います。 
 まず１番目といたしまして、これは神田智議員と若干ダブる部分がありますけども、利根川

グラウンド、体育館、児童館がリニア建設予定地に当たる見込みです。神田智議員への答弁の

中で児童館は旧利根川北へという答弁をいただきましたが、体育館は今から非常に広い駐車場

を探さなければならないということで今、検討中のようですが、ぜひともこの体育館は町民の

使いやすい、町の中心部のほうに造ってもらえることを望んでおります。 
 また児童館ですけども、天神中條の子どもは児童館へ、小林まで１回歩いていって、また帰っ

てくるということでありますので、児童館の要望はできたら小学校の近くという意見もありま

すので、そのへんも考えていただきたい。 
 またグラウンドのほうは、富士川沿いに都市公園整備計画で今回５万平方メートルのグラウ

ンド建設があるということなので、グラウンドの必要は特にないというふうには思いますけど

も、そのへんの再配置計画の見直しを含めて、代替についてもう一度質問したいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 長澤議員の、リニア中央新幹線についてのご質問にお答えいたします。 
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 工事が始まる前ですけども、利根川グラウンド、町民体育館、ますほ児童センターにつきま

しては移転対象となった場合、新たな用地が必要となり、移転先を検討していかなければなら

ないと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 児童館のほうは先ほど利根川北へという話がありましたけども、そのへんはもう確定という

ことでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ＪＲ東海から詳細なルートは発表されましたが、これから中心杭を打たなければどのくらい

の影響が出てくるかは分かりません。それを待ってからになると思いますけども、あと１４年

後に開通ということでありますので、中心杭を打ったからすぐ移転だと、すぐ工事だというこ

とではないと思いますので、１０年ぐらいの間は工事期間に入ってくるんではないかなと思い

ます。その間に移転先をしっかり見つけ、そちらのほうに改築をしていくという形になると思

いますので、まだ公共施設の再配置計画もこれからいろいろ詳細について検討していく。ただ、

今までは既存の建物を対象にしておりましたけども、リニアの詳細ルートが発表されましたの

で、それらも加えながら再配置計画を再度検討するということであります。 
 そして児童館につきましては、やはり今の場所で利用している皆さん、当然、利用される方

は広範囲の方が利用しておりますので、あまり小学校の近くへ行くと今度は北側の人たちの帰

りが遅くなってしまうとかいろいろあります。ただ、今の場所で利用していただいていますの

で、そのへんの場所がいいんではないかという答弁を先ほどさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。では次の質問に移ります。 
 リニア建設が始まる前に移転し完成させなければ、スポーツ振興や放課後児童クラブなどの

住民サービスに支障が生じると思いますけども、そのへんの対応についてももう一度伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 住民サービスに支障があるについてのご質問にお答えさせていただきます。 
 新たな移転用地を検討していかなければならない施設につきましては、利用者の皆さまに支

障がないように対応していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ではぜひ、リニアが開通するまでに建設が完了するように前向きに検討をお願いしたいと思

います。 
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 それでは３番目の質問に移ります。 
 第一保育所の送迎は今、利根川体育館の駐車場を活用しています。このへんで工事が始まる

前に新たな駐車場を確保しなければ送迎に支障をきたすと考えますけども、そのへん町として

の対応を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 第１保育所には保護者や職員が利用できる十分な広さの駐車場がなく、体育館の駐車場を利

用しておりますが、今後リニア建設工事の施工に伴い駐車場として利用できなくなることが予

想されます。このため工事の詳細は定かではありませんが、駐車場用地として保育所周辺の町

有地を利用するなどして、駐車場を確保していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 保育所周辺の町有地というのは、どのへんにあるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 今も使ってはいるんですけども、ゲートボール場の反対側にあります駐車場、通学橋のとこ

ろでしょうか、あそこが一番近いんではないかと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 利根川沿いのあの駐車場ということですね。保育所のほうの父兄さんの要望としまして、や

はり工事が始まると、あのへんの道路も結構工事車両が通るということで、できたら保育所の

利根川沿いの道路を渡らずに、南側とか西側とか東側の近辺に新たに駐車場を設けてほしいと

いうふうな意見もあります。そのへん、どのように考えていますでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 そうですね。現在も先ほど申し上げた駐車場を利用しているということですが、もしそこだ

けでも足りないような状況でしたら、議員さんがおっしゃったようにその周辺でということで

考えていかなければならないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ぜひそのようにお願いいたします。 
 そして、この駐車場自体は工事が始まりだしたときに駐車場がなければ、非常に子どもたち

の送迎にも危険が伴いますので、ぜひこの部分だけは工事が始まる前に駐車場が確保できるよ

うに要望して次の質問に移りたいと思います。 
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 工事が始まれば、またさっきと同じようにダンプカーや工事車両が町内を通過していきます。

早川町では工事のピーク時には年間１２万台が通るという話も聞いております。たぶん富士川

町としてもそれに匹敵する台数が通ることが予想されます。工事が始まる前にしっかり安全面

の確約を取らなければトラブルのもとにもなると考えます。笛吹市では通学路に多くのガード

マンを配置するなど対応してきたようです。そこでリニア建設施工中の工事車両に対する安全

面、騒音や粉塵の部分も関係してきますけども、そのへんは町としてＪＲ東海にどのような働

きかけをしていくのかを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ＪＲ東海では具体的な工事計画の策定にあたりまして、交通管理者や道路管理者等と協議を

進めながら、安全の確保に配慮した対応をすることとなっております。笛吹市が警備員を配置

したのではなくて、ＪＲ東海がすべて配置をしております。 
 町といたしましては工事の手続き、あるいは協議の中で安全面への対策についてＪＲ東海に

要請していきたいと考えております。また施工中に問題が生じた場合はその都度、安全対策を

講ずるようＪＲ東海に要請していきたいと考えています。 
 なお、早川町は掘削土を排出するのに相当のダンプが入ってきます。富士川町でも小室以西

の部分については掘削土が出てきますので、ダンプカーの往来はあると思いますけども、今の

ところ変電所のへんにその残土を入れたいということですから、町の中にはほとんどそのトン

ネル掘削土のダンプは、たぶん姿も見られないんではないかなと思っております。ただ高架橋

で出ますので、そのへんの工事の車両については往来することがあると思いますけども、先ほ

ど言いましたようにＪＲ東海に安全を最大限確保するよう、要請をしていきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。 
 それでは、大枠の２つ目の峡南医療センター開設について伺います。 
 来年４月に峡南医療センターが開設をいたします。現在の鰍沢病院は、峡南医療センター富

士川病院として救急医療を担う病院として、２４時間の救急患者の受け入れが期待されていま

す。そこで開院時の両医療センターの医師の数と診療科の体制を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南医療センターの医療連携にかかる構想では、開設時の医師数と診療科の体制について医

師数は常勤医として富士川病院へ１２名、市川三郷病院へ８名が配置され、診療科は富士川病

院が１１科、市川三郷病院が１５科となっております。 
 現在この構想を基本に両病院の院長および看護師等からなる診療ワーキンググループにおい

て鋭意、検討しているところであります。 
 医師がどういう診療が得意な医師かによって診療科も変わってくると思いますので、医師の

内示といいますか、人事発令が出るのはたぶん３月の末だと思います。ただ複数人、医師が増
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えるということをお聞きしていますので、診療科はその医師によって決まってくると思います

けども、医師が増えることは確実だと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 このあとも医療センター関係の質問がありますので、私はこのへんで終わりますけども、ぜ

ひ救急医療の充実こそが町民の安全・安心につながると思いますので、病院体制の充実になお

一層の努力をお願いし、質問を終わります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告４番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２１分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告５番、６番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、一般質問を通告に従って行っていきたいと思います。 
 まず１つ目、二病院統合事務組合事務局に富士川町、あるいは市川三郷町の両町から出向し

ている幹部職員が退職、あるいは休職ということを先々月ですか、１０月終わりごろに聞きま

した。非常に驚きました。来年４月の開設ということを控えて、間近な中で本町においては２名

の職員のうち１名が退職され、１名は出向を解かれて本町へ戻ってくると。市川の職員につい

て言えば長いこと休職していたようですけども、現在は職場へ他の課へ復帰しているというよ

うな話も伺っています。 
 一般的に職員が過労や、あるいはいろんなことで、仕事上の悩みで休職するということはた

まにあるわけですけども、この事務組合の事務局の職員が一度にそういった事態に陥ったとい

うことについて非常に異常だなと思っています。そこで現在の開設準備、どのようになってい

るのかということについて、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の、峡南医療センターの開設準備の状況についてのご質問にお答えいたします。 
 現在、明年４月の峡南医療センターオープンに向け峡南北部二病院統合事務組合を軸として、

開設準備を着々と進めているところであります。 
 現時点では社会保険鰍沢病院の土地、建物の不動産について売買契約を締結いたしました。

また峡南医療センターの企業長と経営管理局長の内定を行っております。さらにシンボルマー

クの決定も行いました。また看護師の募集なども行っているところであります。 
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 また医療機器の整備、電子カルテやネットワークシステムの構築をし、また院内保育所の設

置、市川三郷町立病院の改修等のハード面の整備を行うとともに診療体制、組織体制などの構

築に向けたソフト面の整備にも取り組んでいるところであります。 
 今後は新病院の開設認可許可申請、そしていろんな使用許可申請など開院に向けた手続きを

行うこととしております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今言ったように表面上、私も非常にスムーズにいっているんだろうなと。例えば最近では経

営責任者というか、経営局長といいますか、そういう方も決まったと。企業長も決まっている

と。ワーキンググループもいろんな形で会議を重ねて準備に入っていると。そしてシャトルバ

スなんかも事前に、連携を視野に運行しているということでありますから、表面上非常にスムー

ズに物事が進んでいるように見えているんですけども、先ほど長澤議員の質問の中で常勤医等

の数、あるいは診療科目の配置はどうなっていますかということについて町長のほうからは構

想としてこうなっているので、そのとおりに、できるだけなってほしいというようなお答えだっ

たんですけども、この間、市川三郷町の一瀬議員が先週の金曜日ですか、初日に一般質問をさ

れていて、ちょっと私、傍聴には行けなかったんですけども、やはり診療科目、市川三郷町の

病院はどうなっているんだということで心配されていくつか質問をされておりました。 
 そういったのを、また聞きなんですがお伺いしていると、やはり一番問題になる病院の医師

の割合、あるいは体制、あるいは診療科目というところで私は非常に難しいことがいろいろあっ

て、職員なんかも大変な思いをしたのかなと思っていますけども、具体的に、私、正直心配し

ています。どういったことが問題になっているのか、教えていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど新しい病院の開設許可申請とか診療許可申請という言葉を言いましたが、これは峡南

医療センターという、今度名称でやっていくための診療許可申請です。県の医療審議会にも出

していかなければならないと思っていますが、今、鰍沢病院も市川三郷町立病院も現に病院と

して診療しておりますので、今後医師の数がそれより増えれば診療科も若干トータル的には増

える、あるいは充実できるものと思っています。ただ、お医者さんがどういう診療の科目のお

医者さんが来てくれるのかはまだ名前も聞いておりませんから、その内示が出た段階で正式な

診療科目が発表されるんではないかなと思っています。 
 事務局が今、本当に苦しんでやっているのはそういった医療の面よりも事務局体制、新しい

病院の事務局体制をどういうふうにもっていくのか。それは今ある病院がそれぞれ運営してお

りますから、今よりも事務局の部分で人が減っては困るとか、そういったそれぞれ病院から要

望が出ています。そこの調整。あるいは給料が違うわけですから、そういったところの調整。

そしてまた保険も違います。そして退職金の規定も違います。そういったものの事務的な調整

を事務局は大変な苦労をしているんではないかなと。それと病院のスタートまでに紆余曲折が

ありました。そして医療再生交付金の問題もありましたので、来年４月オープンということを
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決めましたから、そういったスケジュール的な問題もたぶん負担になったんではないかなと。

ですからもっと早くにそういう方向が決まれば、もうちょっと余裕を持ってできたんではない

かなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 まだちょっと理解できないんですよね。何が理解できないかというと、たしかに事務局体制

をつくるということは、２つの病院をセンターという形でやっていくわけですから、非常に大

変だろうなと。ただ、今の町長の答弁の中で給料の話が出ましたけども、これはもう統合をやっ

ていく中では公務員型でいくということもたしか確定しているわけですから、そういう意味で

はそういう面は問題がないんだろうなと思っています。これ以上はたぶん質問してもあまり出

ないで、そのへんの問題は。３つ目に移っていきたいと思います。 
 ３つ目の地域医療の永続的維持のためには、経営の黒字化ということが絶対的条件であるわ

けですけども、そのためには病院経営のコンセプトというのを明確にしていかないと、この峡

南地域の医療を支えるということはできないんだろうと私は絶えず、前々から、いわゆるなん

でもかんでもありと、地域完結型とおっしゃってなんでもかんでもやるんだと、バラ色の構想

を練ってきたんですけども、近ごろ明野の処分場、経営黒字化になりますと。１千何百万円か

な。それが最終的にはあのような形で頓挫したと。あとになって話に出てくるのは、もともと

黒字化という話は最大限、見積もったときの話ですと。私は町のことは言いませんけども、国

なんかの行政、いろんなものを見ていれば基本的にそういうものが多いわけですね。何かをや

るときには最大限の、うまくいった場合の状況をつくり上げて、そしてやっていけるから大丈

夫ですと。だけども、いざやり始めてみたら大きな赤字を抱えていると。そうならないために

は、やはり今の病院の中身それ自体を私は変えていく必要があるだろうと。細かい数字につい

ては、まだちょうど今、中間なのであれですけども、３月議会までにはいろんなものを含めて

数字的なものについて検証して、また質問したいと思いますけども、今日はですね、現在、統

合するというふうに決めたときのもの、例えば医師の数が、先ほど確保されれば、増えればと

いう話がありましたけども、増えればという話は今言った最大限の話であって、私は正直そん

なにすぐ医師が増えるとは思っていませんし、町長も暫時というお考えかもしませんけども、

やはり病院経営、何を中心にやっているのか。一番私たちがほしがっていたのは、なんと言っ

ても、今度は富士川病院と名前が変わりますけども、鰍沢病院の内科に入院できて２４時間で

救急医療が受けられると、ここが一番のポイントだと思っています。そういう意味で考えれば、

やっぱり病院の運営というのは明確にしていく必要があるだろうと。中核病院、あるいは地域

完結型と言いますけども、県から言わせれば中核病院はいわゆる中央病院であり、医学部附属

大学病院であると。そしてドクターヘリも運行しているという中で、やはりコンセプト、これ

を明確にする必要があると思うんですけども、その点について町長のお考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南医療センターの経営コンセプト、いわゆる経営の理念等につきましては２病院が１つに

なって医療機能の強化や経営改革を進めるとともに、山梨大学や地域の診療所などと連携を図
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りながら、高齢者や子育て世代への対応といった地域の特性上、期待される医療サービスを急

性期から慢性期、在宅診療支援に至るまで一貫した医療を提供することによって、地域住民と

の結びつきがより深まり、信頼される強い病院としていくことであります。このコンセプトは

２病院の統合にかかる基本計画にも経営方針として示されておりますから、明確にされている

ものであります。 
 また県下で医療も、先ほど中央病院、医大という話も出ましたが、一次医療、二次医療、三

次医療の３つに分けながらやっていますので、この峡南医療センターは二次医療であります。

高度な医療といいましても、脳神経外科みたいなものはここでは無理であります。ただ、先ほ

ど言われましたように今まで内科の常勤医がいませんでした。ですが今後、複数人、医師が増

えます。その中には、誰かは分かりませんけども内科医が入っておりますので、富士川病院の

ほうに常駐の内科医が今後、配属されると思いますので、５階が全部できるかどうかは医師の

数、あるいは看護師の数によって分かりませんけども、開院時には内科医が今度は常勤でいま

すので、５階に入院がとれるようにしていただけるよう要請をしているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 開院時にはしてもらえるようにしていきたいという話なんですけども、もうあと４カ月しか

ないんですよね、開院まで。１２月を目いっぱい入れても４カ月しかない。今、この時点でこ

うなるよという話ではなくて増えるだろうと、こうしていきたいと。内科医の常勤が来るだろ

う、だから入院できる体制にしてもらいたいという話では本当に不安で仕方がない。だから、

そこをもう１回お伺いしたいと思うんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどから言っていますように複数人、医師が増えます。そういう中で内科医も常勤医とし

て来ますから、そこで今の内科の診療体制ではなくて、入院もできるようにしていく。ただ、

医師が来ても入院の病棟は皆さんご承知のとおり看護師さんが普段は看ております。そして回

診はありますけども、いざというときに先生が来るという状況でありますので、看護師さんも

しっかり確保をしていかなければならない。当初９名、内定しましたけども、さらに１０名ぐ

らいはほしい状況でありますので、私もいろんなところへ行った折には看護師さんとお知り合

いの方は、ぜひご紹介くださいということをお願いしているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 大学病院との連携ということで佐藤教授を顧問にお迎えしていますね。顧問料も支払ってい

るんですけども、佐藤教授は私、今、現実にどんなことをされているかよく知らないんですけ

ども、どんなことをされているわけですか。実際には。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 顧問としてお迎えをいたしておりますので、佐藤先生には両病院とのコーディネーター役も

していただきながら、また山梨医大の地域医療としての考え方をまた新医療センターのほうに

利用させていただく。当然、医大の副院長ですから医大からの医師の確保のほうにもご尽力を

いただいているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 そうやって顧問料も払っているんですから、しっかりと佐藤教授のお力も生かしていかない

とならないだろうと。また私は今のコンセプト、非常に大雑把で広い、見栄えのいいコンセプ

トなんですけども、もっと規模を今度、経営責任者も見られるということなので、お聞きする

ところによると韮崎市民病院の事務局長なんかをやられていた方だということなので、その手

腕には期待したいと思いますけども、それまでにはしっかりとした新病院の体制と、あるいは

内容というのをいま一度、検証してやっていただきたいなと思います。 
 では４つ目、これは１１月のはじめですか、新聞に県の産科セミオープンシステムの導入に

ついてということで、北杜市あるいは韮崎市なんかが見送ったと。内容的にいえば細かく知り

ませんけども、効果の問題と、それとそのための費用の問題ということで見送ったということ

があるわけですけども、今度発足する峡南医療センターにも当然、県からもうすでに打診もあ

るんだろうと思いますけども、そのへんについて町長はどのようにお考えなのか、お願いした

いと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 セミオープンシステムについてのご質問にお答えします。 
 県の産科セミオープンシステムは妊婦の健診負担を軽減するため、分娩休診中の医療機関や

分娩を取り扱っていない地域に所在する医療機関において、セミオープンシステムという形で

導入をし、より身近な地域で妊婦検診が受けられるように環境整備を促進するものであります。 
 本県では都留市、甲州市が実施をしているところでありますが、本年度導入が検討されてい

た北杜市と韮崎市では、アンケート結果や費用対効果などを理由に導入は見送られたところで

あります。 
 こうしたことから、県では前倒しをしながら峡南地域へ平成２６年度中の導入を視野に検討

を始めております。打診は特にありませんけども、このセミオープンシステムの未導入地域と

いうことでは峡南も入っておりましたから、そういう中で峡南地域の医療の核となる峡南医療

センターへ導入してまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ちょっとお伺いしたいんですけども、婦人科はたしか今度の中に入っていたと思うんですよ

ね、新病院の中に。産科というのも入っているんだろうと思うんですけども、その点はどうな

んですか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 将来的な診療の中に婦人科はありますが、産科は本当に全国的に医師の数がなくて、山梨県

でも本当に足りなくてという状況で、それぞれの地域なり病院に産科の医師を配属するわけに

はまいらない状態です。そうしたことから、このセミオープンシステムという考えが出てきた

んですが、婦人科も全然いないところにこうしたセミオープンシステムを導入し、将来的には

そこに婦人科を置いていく。そしてまた産科医も徐々にではありますけども、今、希望者も出

てきています。これは国のほうの対応もしっかりしていただかなければならないんですが、産

科医になり手がなかったという現状がありますので、そういった諸々の問題が一番のネックで

はないかなと。それとお産が計画的にできないということがありますので、なり手が少なかっ

たんですが、こうした少子化の時代に最近は若干増えてきておりますので、そうした人たちも

今後、受け入れられるようにということだと思います。峡南医療センターの中で産科はたしか

なかったと思っております。婦人科は将来的に置きたいという計画になっていると思っていま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 分かりました。それでは次の５つ目、今度、医療センターを発足させるにあたって、市川三

郷町立病院の建て替えということがたしか協議事項の中では約束しているわけですけども、そ

うであれば当然、今のうちから、少なくとも来年度からは建て替えに向けた、うちの町も負担

するわけですから、費用の捻出ということについて考えていかなくてはならないんだろうなと

思っていますけども、たぶん基本的には、どっちにしても医療センターがやることだろうとは

思いますけども、でもそれぞれ町からということだろうと私は思っています。その点について、

お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新病院の基本計画では、市川三郷町立病院の建て替えにつきましては峡南医療センター開院

５年後の平成３０年度ということで計画をされております。建て替え費用につきましては、峡

南医療センターによる長期借入により調達する計画となっておりますので、具体的な建設につ

きましては、峡南医療センターにおいて検討されるものだと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 病院が健全な経営がされていけば、それも可能なのかなと思いますけども、先ほど私が言い

ましたように、細かい数字の検証は次の機会までということで考えていますけども、正直、非

常に黒字化というのは、今の段階では難しいだろうと私は思っています。ですからその先行き

の様子によって、当然この問題は今後町としても、あるいは両町の間で協議をしていかなくて

はいけないだろうというふうに思います。これ以上、たぶん聞いてもそれ以上はないだろうと
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思いますので、もし答弁があれば。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、申し上げましたように病院の建て替え費用は峡南医療センターが長期借入金による資金

調達ということになっております。両町からお金を出す計画にはなっておりませんので、そう

いった発言がまた一人歩きすると町民が不安を持つんではないかなと思います。 
 そして今まで、現鰍沢病院はＲＦＯといいますか全社連の病院ですから交付税は入っており

ません。市川は町立病院ですから約７千万円ぐらいの交付税がきております。富士川町が関与

しましても、今の鰍沢病院へ交付税がくるのは２８年度からになると思いますが、その交付税

は両町で新病院へ出していこうと。うちのほうでは、交付税できた分を出しますから、２億２、

３千万円、現在の算定の基準でいきますと２億２、３千万円は今度、今７千万円ぐらい、プラ

ス１億５千万円ぐらいがあの医療センターに今度入ってくるわけですから、それに先生が来る。

そうした中で経営が黒字化をされて長期借入金をしても大丈夫かという判断が立ったのちに峡

南医療センターのほうで町立病院の建て替えを検討していくものだと思っておりますので、そ

の病院に建て替えをするからって、富士川町あるいは市川三郷町がその資金を出す計画は今は

ありません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今の話を伺っていてちょっと疑問に思ったんですけども、この峡南医療センター、これは独

立行政法人ではないと私は認識しております。いわゆる２町でつくった組合が運営というか、

関わったという形の自治体病院だと私は理解しているんですけども、それは間違いでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 広い意味でいけば、自治体病院になると思います。ただ市川三郷町の病院でも富士川町の病

院でもありません。峡南医療センターという一部事務組合をつくりますので、そこが運営経営

する病院ということになります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ここは今、非常に大事な話だと私は思いますよ。広い意味でも狭い意味でも、とにかく私は

自治体病院だろうと。そうれば当然、最後は両町で、ある意味では経営がうまくいかなければ

それぞれ何かしらの方針を立てながら出資していくと、出していくということになるだろうと

私は認識しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 町の部分でいけば、市川三郷町は現物を持ってきます。土地、建物、医療器材を持ってきま

すので、その分に見合う分だけ富士川町とすれば現金出資をする、それが趣旨です。ですから

市川三郷町、富士川町はオーナーということになると思いますけども、この両町のオーナーの

もとに新しい自治体である峡南医療センターという一部事務組合が存在しますので、これは法

人格を持っていますから、そこが経営運営をしていくということになります。オーナーですか

ら、あれが潰れれば、またそこはオーナーが責任をとらなければならないと思いますけども、

その間に先ほど言った地方交付税が投入できるということ、そして医師がしっかりいたときに

はこれまでも黒字経営をしてきたと。ですから今後も医療従事者が、まだまだ需要はあるわけ

でありますので、しっかりした地域のための病院になっていくことによって経営は安定化でき

るんではないかなと、こんなふうに考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございました。それでは、大きい２つ目の質問に移らせていただきます。 
 志村町政４年間の評価と。先ほど深澤勝雄議員のほうからも同様の質問が出ています。です

からあらかじめ答弁については、もしまったく同じであれば同じと。どこか違うところがあれ

ば、またそれはそれという形で答弁していただければいいと思うんですけども、８月から１１月

にかけて各地区でタウンミーティング、いわゆる対話集会が行われました。私の地元長沢でも

行われましたけども、なかなか人の集まりも正直少なかったと。せっかく町長がやられたのに

残念だなというように思っていますけども、その報告の内容というのは４年間のやってきた事

柄を、勝雄議員からも出ましたけども６つの主要施策に沿って説明されたということです。そ

のタウンミーティングを行って、町民からの声も出たのか出なかったのか、よく分かりません

けども、町長の感想というか評価をお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町の町政運営にあたって３年８カ月でありますけども、私はまずは旧町の垣根を取っ

て一体感の醸成を図るとともに、暮らしと自然が輝く交流のまちを目指した新たな風土づくり

に取り組んできました。 
 みんなで考え一緒に築くまちづくりにもあるとおり、私自身も病院のこともそうですが、今

回３年半経ちましたので、また改めてタウンミーティングということもさせていただきながら、

そして座談会という形もとりながら、あらゆる機会を通じてみずから町民と膝を交え地域の声

に耳を傾けてきたところであります。そして住民の皆さまと約束した主要施策につきましては、

先ほど深澤議員にお答えしたとおり、おおむね実現できたものと考えております。 
 また旧増穂、旧鰍沢町時代に懸案となっておりました事項・項目についても、実現できたも

のもありますし、実現はまだできなくてもおおむねその筋道は付けてこられたんではないかな

と。しかしまだまだ道半ばというものもありますので、そしてまた新しい課題も出てきており

ます。そういうものにも果敢に挑戦をしていきたいなと、こんな思いでおります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 町長のタウンミーティングで使われた資料を今、持って見ているわけですけども、率直に私

の評価をちょっとお伝えするならば、これをやった、あれをつくりましたという話だけなので、

ちょっと町長の公約を今一度、パソコンに取り込んだものと比較して見たんですけども、例え

ばみんなで考え一緒に築くまちづくりということでいえば、このあとも質問が出ると思います

けども、男女共同参画条例、議会がいろいろ手直しを加えろということで見送った経緯もあり

ますけども、その後、結局、町長のほうからは再提出がされなかったと。非常に残念だという

ふうに思います。そういうこととか、あるいは豊かな人材と文化を育むまちづくりというとこ

ろで、コートとか施設の環境整備は非常にたくさんされました。それは評価します。ただ、や

はり物事というのは環境整備だけではなくて、その内容を充実させていくというところに力を

入れなくてはいけないんだと思うんだけども、小学校の統廃合の問題もありました。残念なが

ら西小についてはいろんな意見があって１年見送るということになりましたけども、せっかく

教育委員会がつくられたものを町長はよしとしたんですけども、いろんな経緯の中でそうなり

ましたけども、そういった教育内容、あるいは先生の再配置等々も含めたような事柄があんま

りうまく進んでこなかったのかなと、正直実感として感じています。 
 ４年で８年分をやると。たしか私の記憶では今度の富士川の町長に、新町の町長に立候補す

るにあたって旧増穂町時代に町長が最後に言ったことをよく覚えているんですが、９割方、実

現できましたと。当時おっしゃったんですね。たしかにそうだなと。９割か８割かという評価

は別にして、おっしゃったとおりかなりその当時、やられたというふうに私も思っています。

ですけども、今回さらなる合併ということを先の議会で棚上げするということをおっしゃいま

したけども、町長の重要施策が一方では頓挫したというふうに私は思わざるを得ないし、そし

ていろんなことをやられてはいるけども、内容的なものが正直、外から見ていてあまり伝わっ

てこないなと思っています。その点について、どのようにお考えお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほども言いましたように主要な施策の中の１つ、さらなる合併というのは棚上げをさせて

いただきました。これは前回にもお話したように合併特例法がなくなりました。そしてまた全

国的にも合併という機運がなくなってまいりました。特例法がなくなったことによって、交付

税の算定替えもなければ３万人特例もなくなりましたので、そうは言いましても近隣の町です

から良好な関係の中でいろんな物事を進めていかなければならないということで、いろんな連

携は取っています。病院にしても、土地区画整理にしても、観光パンフレットにしても一緒に

やっておりますけども、合併というのは今ここで急いでやってもメリットがないということか

ら棚上げをさせていただいたところです。 
 それ以外のものにつきましては、全部とは言いませんけども、大きなものがおおむね片付い

てきたかなと。これも歴代の町長さんが一生懸命やってくださった部分であって、それがやっ

と花を開いてきたということだと思いますけども、そういった時期的なこともあります。そし

てまた、本当に難題課題の部分も足しげく東京へも行きましたし、そういう中で片付いてきた
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ものもある。ただ、今ご指摘をいただいた中身の問題というのがあります。当然それも未来永

劫育てていかなければならないと思います。中身の問題については、これでいいという部分は

ないと思うんですね。日々成長させていかなければならないものだと思います。それは文化で

あれ、学校教育であれそうだと思いますので、そういうところにはいい人材を配置しながら、

そしてまた常に考える、そういった中で育てていければと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 例えば、これは中身というよりも、いわゆる施設整備にかかる話なんですけども、安心・安

全という項目では長いこと、庁舎の耐震化、そして子どもの教育にもかかるんですけども、あ

るいは文化にもかかるんですけども、図書館も町民会館も耐震性がないので、いつ崩れてもお

かしくないという中で、それがずっとわが町の、私、増穂町時代から気になったわけですけど

も、長い間の懸案事項として知っていたわけですね。志村町長は２期８年間、町政を担ってい

るわけですけども、その間、それらに対する取り組みはまったく行われてきていないというの

が私、非常に前々からも要望をしているし、そしてつくるんであれば当然、町民を公募した検

討委員会、あるいはそういったものを早く立ち上げていかないと場所の設定、あるいは内容の

問題等々が進まない。その予算を付けて、ただ設計士に頼んで造ればいいというものではない

わけですから、そういった取り組みがなぜなされてきていないのか不思議でならないんですけ

ども、その点についてはいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 耐震診断をすると耐震性がないという結論をいただいております。こうしたことから、これ

までは子どもたちが利用する保育所、あるいは小中学校の耐震化を図ってきたところでありま

す。そして今年度で中部小学校の特別教室も終わりますので、それと並行しながら今度は大人

の部分、それも合併を棚上げした部分ですが、もしこれで合併を進めていれば町民会館も１つ

でいいだろうし、図書館も新しく合併するところと一緒に考えればいいということで送っては

きましたけども、棚上げをさせていただきましたので、今後は大人の使う町民会館、図書館で

あれ、生涯学習施設であれ、庁舎であれ、そういうところを手を付けていきたいというところ

で、内部で公共施設の再配置計画をしてきたわけでありますけども、新しくリニアのルートが

決まりましたから、今度はそれらも含めて再度、公共施設の再配置計画をしていかなければな

らないと。そしてまたこの公共施設を再配置するには、今、役場で原案はつくっておりますけ

ども、対象施設とか、各課しておりますけども、当然、住民の皆さんにも入っていただく検討

委員会を立ち上げて、その中で議論をしていただきたいとこんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 住民と一緒に考えていくまちづくりということが非常に重要なことだろうと、私は思ってい

ます。そういう観点からすると、今言った事柄について言えば住民を公募する、あるいは有識
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者を何人かお願いして、検討を始めるということは別にやぶさかなことではないことであって、

必要なことなので、当然そのお考えはあればすでに私は取り掛かってもいいんだろうなと。 
 もう１点、かつて町長は一生懸命、ミニ懇談会をやっておられました。私が知らないのか、

情報をもらっていないのか分からないんですけども、今回のタウンミーティングにしても、あ

る意味では大掛かりにやったわけですけども、時間もかけて。そういった町民を吸い上げてい

くという、いろんなものについてのシステムというのがあまりやられていないように感じるん

ですけどね。庁内の検討はよろしいんですけども、そのへんについてどのようにお考えかお伺

いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私の車座座談会は住民の皆さん、あるいは団体の皆さんからの要請に応える形でそちらへ出

向いてやります。先般も下高下の、こちらへ移住してくれた方から声がありましたから行って

まいりました。少子化の中で、そしてまた学校の存続問題もありながら厳しい意見もありまし

たけども、そこでストーブを囲みながら、お茶を飲みながら２時間ほど話をしてきました。 
 いろんな機会を捉えながら住民の皆さんとは、これまでもやっています。私も家で夕ご飯を

食べた記憶があんまりないぐらい午後は出て、５時から男と言われるぐらい外へ飛び出してい

ますので、お酒が入るときもありますけども、いろんな意見を聞かせていただいて、すぐでき

るものはすぐ対応もしてきていますし、そしてまた大きなものにつきましてはゆっくり考えさ

せていただく部分もあると思います。 
 そして検討委員会ぐらいはすぐ立ち上げたらどうかということがありますけども、私どもも

任期は決まっております。もうこの任期で、この暮れにきて今そういうものを立ち上げるより、

もう一度町民の皆さんに真意を仰いで、その後に新たな問題へかかるのも１つの住民の選択肢

が増えるんではないかなと思っておりますので、次の任期はもし住民の皆さんに支えられたん

であれば、早速検討に入りたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 先ほど深澤勝雄議員の質問で、いわゆる次回も町政を担っていきたいということをおっ

しゃったので、当然立候補されるわけですけども、とはいえやっぱり町政というのはたしかに

１つの、４年なら４年で、一つひとつ、新しい町長にならば方針も変わるんでしょうけども、

でも取り組む必要があると思うことについては取り組んでいって、それは次の町長がご判断さ

れればいい話だと私は思うんですよね。ですから４年の一応区切りになるから、次、再選され

たらやるのかというような話なんだろうと思いますけども、次、担うんならやりますという話

なんだけども、そういうことではないんだろうなと私は思いますけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度の公共施設再配置計画には当然、町民会館、あるいは図書館、生涯学習施設、庁舎とい

うこういう大きなものが入ってきます。それとまたリニアのルート上にかかっている公共施設
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がありますので、体育館、児童館、そんなものも入ってきます。庁舎の建設で町長の、あるい

は市長のクビが飛ぶということもありますので、それは慎重に住民の皆さんと相談しながら

やっていくべきではないかなと。ただ、手をこまねいているわけではなくて、庁内ではいろい

ろそういった施設のリストアップをしながら、そしてまたいろんな計画立てもしながらやって

おりますので、新しい、明春にはそういったものが今度は住民の皆さんとともに検討できるん

ではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 １点、ちょっとお伺いしておきたいんですけども、この間、１１月ですか、先ほどもちょっ

と前の議員さんのときの話の中で出ましたけども、行政評価というか検討委員会ですか、事業

仕分けの報告が出されたと。一応、これで一区切りということのようなんですけども、あれを

見ていて非常に細かい部分を廃止、実際にはほとんど機能していないものが廃止ということな

んだろうと思うんですけども、一生懸命、町としても無駄という言い方がいいかどうか知らな

いけども、実際には効果のないものについては整理していこうということで、この３年ぐらい

ですか、取り組んできたんだろうと思っております。 
 ただ一方で、私としては町民のためになるような予算編成と、先ほど子どもたちの窓口無料

化の話がありましたけども、影響が多いから小さいからか知りませんが、心身障害者の窓口無

料化を廃止したと。私、正直あのときに賛成はしたんですけども、もうちょっと町の予算も有

効に使っていくことができれば、そういうものも維持できるのかなという思いがあります。そ

の点について町長のご感想を一言、最後にお伺いしておきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 行政評価システムはみんなで考え一緒に築くまちづくりの中で、トップに書かせていただき

ました。町だけではなかなか実態が分からない部分もありますので、そうは言いましても行政

評価、まず役場の担当の部分で一次評価をしております。そして課長クラスで二次評価をやっ

ております。三次の部分を民間の評価員の皆さんに再度していただく。当然、一次、二次、三

次で考え方が変わる部分もあります。三次のほうが一般町民の目線で考えていただくところか

なと思っておりますので、これは今回で終わりではありません。今後もいろんなものを外へ出

しながら、ご評価をいただくということはやっていきたいなと思っております。 
 障害者の窓口無料化につきましては、これは町独自のものではありませんので県のほうで今

後も末永く障害者の医療費を無料化にしようということで、窓口から償還方式といいますから

口座振り込み方式にしたわけでありますけども、県全体で約６億円、国へ罰金を払っています

ね。その６億円が今後、人口も減っていく中で耐えられないということから、窓口無料化をす

ると６億円払わなければならない。これが口座振り込みであれば取られないということから、

この制度を末永く維持しようというところで県が考えたものですが、町もそれに同調しながら

同じシステムでやっていこうとしたところであります。 
 いずれ、町もいろんなことをやっておりますので、また不急なものもあるかもしれませんけ

ども、今後も行政評価システムを活用する中で時代に合った施策の展開ができるようにと考え
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ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 次期町長選に再度立候補されるということのようなので、一言申し上げておきたいのは、や

はり町民の声を吸い上げるというのは非常に言葉としてきれいなんですけども、それを実際に

吸い上げていくシステムというのはもっと工夫しないとなかなか難しいだろうし、私としても

新しいまちづくりというか、これは来年以降のまたまちづくりをどんな形にしろ支えていきた

いと思っていますので、これからの町長には非常に注意深く公平に、透明性があるような形で

やっていかれればと。ただ、これは町民が選ぶことですから、仮になったとしたならばという

ことで述べさせておいていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告５番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 通告に従いまして、２つのテーマについてお伺いいたします。 
 まず最初に、ふるさと納税についてお伺いいたします。 
 ふるさと納税という言葉は、かなり多くの方が聞いたことがあるというふうに思っています

けども、そういう声は受けています。ただし、この中身はよく分からないという方が実はほと

んどなんですね。今、ここにきてふるさと納税が、にわかに注目され始めているというふうに

私は思っております。そこで、このふるさと納税に関して本町の状況など、詳しくお聞きした

いと思っております。 
 まず最初にふるさと納税制の意義と仕組みについて、お伺いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 永井議員の、ふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。 
 ふるさと納税とは寄附方法の１つで、納税者が自分が選んだ自治体へ愛郷心からその自治体

の一助となるよう、ふるさと納税を行うことができる制度であります。この制度の仕組みは通

常の寄附控除よりも有利な控除を受けられる制度となっており、通常の寄附金と同様にふるさ

と納税を行った領収書を添えて確定申告を行うことで、所得税や住民税が軽減されることに

なっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今のご答弁ですと、ふるさと納税というのはどういうものかということは分かったんですけ

ども、私の質問したのは意義と仕組みということでお聞きしているんですけれども、どうして

このふるさと納税という制度ができたのか、そのへんの意義を教えていただけますでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 ふるさと納税ということにつきましては、愛郷心で県外・町外へ出られている方がふるさと

に思いを馳せて、そのふるさとのために納税を、寄附をしたいということが始まりで、こうい

う仕組みになってきたかと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 その愛郷心でふるさとに寄附したいというところだけですと、この税制の優遇措置というよ

うなところまでいくんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 これにつきましては、そういう愛郷心ということを含めまして、これは平成２０年に税制改

正がなされまして、こういうふるさと納税をした場合には控除が受けられるという仕組みで成

立してきているかと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 税制優遇措置をするまでの寄附が愛郷心というところで、そういう制度が成立したのか。そ

れともふるさと納税をする、もっと違った意義がそこにあったんではないかと思うんですけれ

ども、それは別に町としてはあまり考えていないというか、これは国ですよね。国としてその

へんはどうなんでしょうね。寄附をすれば税制優遇措置が取られるんですよ、だから寄附をし

ましょうという呼びかけですよね。そのへんの意義というのはどうなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ふるさと納税の、こういう制度ができたきっかけですが、今までは長男は地域へ、田舎へ残っ

たんです。それも今、こうやって交通の利便がよくなっていくとみんな出てしまう。お金が大

都市圏だけ集まってしまう。そういうものから、地方が疲弊しているというところから、では

田舎にお父さん、お母さんを残してきている。その老後のために使ってほしいとか、都会は道

路がよくなっているけども田舎は道路がなかなか整備されない、そういうものに使ってほしい

とか使い道はいろいろあります。うちも５、６本の柱を建てて、どれにこのお金を寄附します

かということでしております。この制度は国が考えた制度ですが、具体的に言えば東京にお金

が集まり過ぎている。このお金をどうやって地方に再分配していくかというところから、ふる

さと納税と。実家のほうに納税ができる。そしてそれは寄附金と同じ方法でやりますけども、

ただ単に寄附金控除ではなくて、寄附金は１０万円以上になっていますが、これは２千円を控

除した部分は、今度、東京へ納める税金の前納をふるさとへしたんだということから控除にさ

れるような、本当に自分のふるさとを持っている人、そして年寄りがいてそこに思いを馳せて
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いる人がいますから、そういった尊い寄附金でありますので、町のほうもこの制度を活用しな

がらできるだけ地域のために使っていくようにしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今のお話で分かったわけですけども、私たちもなぜこんなに都市と地方で格差が生まれるの

か、それはやっぱり東京というか大都市に納税の集中が行われているということだと思います。

ですから国のほうでふるさと納税という形でふるさとに生まれ、そして教育を受け、そこで育っ

た人が例えば大学に行くなり、あるいは就職するということになって都会に出てしまう。その

人はその都会で納税するという形になって、今まで培われた地方、ふるさとがなんにも恩恵が

受けられない、受けることができないというところでふるさと納税という形で寄附をすること

によって、自分の生まれ育ったふるさとに改めて貢献しようと、そういうことだと思うんです

けれども、お聞きしますけども、このふるさと納税というのは自分が生まれ育ったふるさとの

みするということなんでしょうか。それとも、そうではないところにもできるということでしょ

うか、お聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 特にふるさと納税の納付先につきましては、特定はされていないと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると、もっとも愛郷心という意味では自分が生まれ育ったふるさとだけれども、日本

全国、自分が直接生まれ育ったところでなくても、関係したところとか、あるいはこんなに頑

張っている自治体だから応援したいという、応援という意味での寄附ということも含まれてい

るというふうに考えてよろしいですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 そのとおりだと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると増穂町の時代からそうですけれども、主に首都圏増穂会などでふるさとへの思い

というものをそこで膨らませながらやってくださっている方が多いと思うんですけれども、今

のお話だとそういう人たちだけではなくて、日本全国、誰でも富士川町に応援したいという人

には寄附ができると、こういうことですね。ですから先ほど町長がおっしゃったように、この

ふるさと納税制度というのを十分に町で活用していきたいと。まさにそのとおりだと思うんで

すけども、どこの町にもできますよということになると、当然ふるさと納税をぜひわが町へと、

わが市へというところが出てくるわけですし、自治体間の競争というのがそこで生まれると思
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います。競争というのはどういうところで生まれるかというと、いかに市民に対して自分の町、

あるいは市がこんなに素晴らしいことをやっているんだ、こんなに社会的に意味のあることを

やっているんだ、ぜひ応援してくださいというところで、そのアピールを、競争するような形

になると思うんですけども、富士川町は今の町長の話だと、ぜひこれを活用したいというふう

におっしゃっているわけですけれども、それを今の時点で富士川町としては十分、生かしてい

るのかどうか、ちょっとお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 首都圏増穂・鰍沢会も私も町長を就任して以来、ずっと行っております。パンフレットを持っ

て行きながら、参加者全員に配っております。そしてあいさつの中でも昨年のふるさと納税の

お礼と、そしてまたこれからもよろしくお願いしますというお願いもしております。これは富

士川町だけがしていることではなくて、県にもふるさと納税制度があります。首都圏増穂会の

皆さんも県にいくら、富士川町にいくらという、２つに分けながらしていただいています。全

然、縁もゆかりもない人に言っても、ここにはお金が集まってこないと思いますけども、町民

の皆さんも自分の町にふるさと納税ができますので、やってくださっている人もおりますけど

も、ぜひ町民税の前納みたいな形になりますけども、それも可能でありますので、ただ２千円

控除されるというのがありますけども、そういうことも可能であります。町県民税の場合はま

た別の率がありますので、自分の１年間の納税額の１割だけが認められる額になりますので、

そのへんの制度もみんな、そのパンフレットには出ております。いつも役場のカウンターにも

置いてありますから、ぜひ私一人、あるいは職員だけがＰＲではなくて、町全体でいろんなと

ころでやっていただければありがたいなと思います。私もいろんな、厄年の会も呼ばれます。

いろんな同級生の会も呼ばれるときがあります。首都圏増穂会へ加盟していない人たちも来ま

すので、そういうところにもふるさと納税のパンフレットはお配りしながら、恩典もまた説明

しながらみんなで今、ＰＲに努めているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 税の控除に関しては、このあとの質問になりますのであれですけども、町内の人もぜひふる

さと納税の寄附をお願いしたいということですけども、町民税が控除されるということになる

と、町としてはできるだけ町外からの寄附者をたくさん集めたほうが財政的にはいいというふ

うに思いますので、私はここで町内というよりは町外の方々への発信というところで、ふるさ

と納税を考えていきたいと思っています。 
 ２番にいきます。 
 富士川町への年平均寄附者数と平均寄附金総額を伺うということで、ここ数年でいいんです

けども、大体何人ぐらいが、総額ですね、どのくらいの額をしていただいているのかをお伺い

します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
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〇企画課長（川手貞良君） 
 年平均寄附者数等につきましてのご質問にお答えさせていただきます。 
 本町では旧増穂町・鰍沢町時代の平成２０年度からこの制度が開始され、平成２４年度まで

の５年間の年平均寄附者数は１１名であり、寄附額の年平均額は１２９万５千円となっており

ます。また本年度１１月末日現在では１２名、８１万円となっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ２０年から２４年度までで１１名とありますけども、この１１名の中身は大体同じ人が毎年

やっているのか、それともいろんな方々が名前を連ねているのかをお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 毎年、納付していただいている方はおります。その中にはこちらに、ふるさと訪問にきて、

ではやろうという方も含まれておりますけども、おおむね例年どおりいただいている方がおり

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 割合とか、人数とかというのは分かりますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 今この時点で、毎年納めている方が何名、この年に納めている方が何名ということはちょっ

と出ておりませんけども、例年ですと大体１０名から１５名ぐらいの方が納税をしていただい

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 この１１名から１５名というのは、先ほど町長がおっしゃった大いに活用していきたいと、

生かしていきたいという考えからいいますと多い数字なんですか、少ない数字なんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 多いか少ないかは年度によっても変わってきますので一概には言えないと思いますけども、

首都圏増穂会、鰍沢会の皆さんもこれにはすごく関心を持っていただいております。会へは出

席しても、できる人とできない人がいます。そしてまた女性が多い会ですと、女性は納税して

いない年代の方が多いものですから、出席者全員というわけにはいきませんけども、山梨県人

会連合会の中にもふるさと納税推進委員会というのがあります。そこの委員長も富士川町出身

者がやっておりますから、このふるさと納税制度は首都圏増穂会、鰍沢会だけでなくて高根会
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とか南アルプス会、甲州市の県人会とかいろんなところにその委員長は行っておりますので、

県下出身者には、約１４０、１５０万人の出身者が東京へ行っておりますけども、そういう人

たちにはあらゆる機会を通じながら県人会連合会のほうでＰＲをしていただいています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 このことについては、またのちほど議論したいと思いますけども、今、にわかに注目され始

めているというのは、先ほどちょっと言いましたけども、このふるさと納税への働きかけ、呼

びかけを今、いくつかの自治体、多くはないみたいですけども、でもどんどん増えているみた

いですけども、働きかけをすることによって都会からふるさと納税をする人が２００倍になっ

たと。人数ですよ。人数が２００倍になったという自治体が実はあるんです。こういうことが

インターネットで今非常に、どんどん発信していますね。そういうことを頭に入れながら果た

して、今この１１人から１５人という数字が、私としては富士川町として満足できる数字なの

かどうなのかということをちょっとお伺いしたいと思っているんですけども、今の町長のお話

だと、その年によってというようなこともありましたのでその次にいきたいと思います。 
 ３番目ですけれども、ふるさと納税で自治体に寄附した場合、税の優遇措置と聞きましたけ

ども、控除は具体的にどのくらいになるかお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 税務課長、磯野英秋君。 
〇税務課長（磯野英秋君） 

 永井議員からございました税の控除について、答弁を申し上げます。 
 ふるさと納税は都道府県・市町村に寄附することにより、所得税と個人町県民税から控除を

受けることができます。控除については、寄附金額からまず２千円を控除した金額について、

所得税は所得金額の４０％を限度に所得控除されます。町県民税は所得金額の１０％を税額控

除し、さらに特例控除として所得割額から控除できなかった部分を全額控除します。 
 なお、ふるさと納税に対する税額控除の手続きについては、寄附先の都道府県・市町村が発

行した領収書を添えて、税務署に確定申告をすることにより受けることができます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今の説明だとなかなか、すぐパッと頭に入って「そうですか」と、分かりにくいんですけど

も、例えば具体的にいくら、それぞれ所得も違うしいろいろあると思いますけども、例えばの

例ですね、いくら寄附した人はどのくらいの控除になるのかということを分かりやすく教えて

ください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 税務課長、磯野英秋君。 
〇税務課長（磯野英秋君） 

 事例を申し上げますとサラリーマン、いわゆる給与取得７００万円、こういう方が奥さま１人

のみ、こんな場合ですと３万円寄附いたしますと５，６００円が所得税から控除されます。そ

れ以外に町県民税、住民税のほうから２万２，４００円控除されると、こんなような試算にな
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ります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今、ちょっと数字をはっきりあれだったんですけども、結局、例えば７００万円の所得の方

が３万円を寄附すれば２万８千円控除されるということですね。つまり３万円寄附をした人が

その２万８千円、控除されるということは、その人は実質２千円でふるさとに寄附したという

ふうに考えてよろしいんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 税務課長、磯野英秋君。 
〇税務課長（磯野英秋君） 

 解釈されたとおりで結構だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 こういう話を聞くと、どんどんふるさとに寄附したくなるではないですか。私はいろんな人

にそういうことが、まだ知らない人がいっぱいいるわけですから、そういう仕組みをやっぱり

どんどん発信していかなくてはいけないと思うんですけども、３万円寄附をして実質２千円、

２万８千円は確定申告のときに控除されますよということですから、実質２千円ということが

分かりました。 
 そこでその次の４番にいきます。寄附をしてくれた方への特典はあるのか、お伺いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 特典について、お答えいたします。 
 本町では、合併した平成２２年度から１件当たり５万円以上のふるさと納税者の方を対象に

寄附のあった月から、その後の１年間に１回あたり３千円程度の特産品の詰め合わせを季節に

応じて３回、ふるさと小包として発送しております。 
 発送しておりますふるさと小包は塩の華に依頼し、塩の華が扱っている商品をセットにした

ものをお届けしているところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今のお話を伺うと３万円寄附した方は２万８千円控除されます。そのほかにふるさとから、

これは５万円の場合ですけども、３万円の場合はどのくらいか分からないけども、例えば５万

円の場合、９千円のふるさと特産品が送られているということですよね。これってすごいこと

だと思いませんか。これは５万円の例ですけども、３万円の例でも同じような率で特産品が送

られてくると思うんですけども、今１１人から１５人のふるさと納税者がいます。こういう方

が今のような、富士川町はふるさと納税者をもっともっと増やして、この制度を生かしたいと

いうんだったならば、もっと発信の仕方があるんではないかというふうに私は思うんですね。
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富士川町のふるさと納税のインターネット上の情報を見てみますと、山梨県はどこもみんな同

じようなことなので特に富士川町だけがそうだと言っているわけではないんですけども、特典

はただ「あり」なんですよ。特典あり。それから選べる使い道として、総合計画の項目がこう

いう項目みたいな形で載っているだけなんですね。これだと本当の意味で、この町に、富士川

町だけではないですよ、富士川町だけではなくて全国の方が富士川町をぜひ応援したいと思う

ような内容ではないような気がするんですね。もっともっと私はこのインターネットで、今、

にわかに注目されているというのは、各自治体がものすごい勢いで特産品をアピールして自分

のところの自治体、町を応援してください、自分のところの市を応援してください、特にこの

項目について応援してください、例えば森づくりを応援してください、森づくりに希望者を募

ると、もうあっという間だと思うんですけども、例えば５００人のボランティアを募集すると

いっても、すぐにそれ以上の人たちが応募してストップになっているというところがあるんで

すね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井議員、途中ですが５、６へ入っていますね。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうですね。５、６、一緒にやっています。 
 今言っているのは例えば森づくりをするんだけども、ぜひ皆さんの寄附をお願いしたいと

いったときに、その特典としてこういうことで森づくりに一緒に参加できますよ、あるいはう

ちの町の温泉に自由に入れますよとか、そういう特産品だけではない、人が交流できるような、

そういう特典というのもあるんですよね。ですから私としては、先ほどの話もありましたけど

も、合併５周年記念のイベントがあるということなので、例えば募集キャンペーンというのも

どんどんやっているところもあるんですよ。いつからいつまでが募集キャンペーンみたいなこ

とで特に注目されるような特典を出したり、だから寄附がその特典だけを目当てにということ

になると、またちょっと意味が変わってくると思いますけども、しかし今のふるさと納税の制

度をうまく活用していくのが、やっぱり自治体間格差の是正につながっていくんではないかと

思いますけれども、そのへんのところを町はどのようにお考えなのかをお伺いしたいと思いま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 富士川町をアピールするということでの内容かと思いますけども、町では６つのメニューを

出しております。豊かな人材と文化を育むまちづくり、それから最終的にはふるさと応援とい

うことのメニューの中で寄附のほうを募っております。具体的に物をあげてというのは施策上

のこともありますので、今後必要かどうかは検討させていただきたいと思いますけども、一応、

今後も財源の確保、それから町の特産品のＰＲをして富士川町を知っていただくという提案は

もちろんですけども、ふるさとを思う気持ちを醸成していただく上でも重要な制度であると思

いますので、今後もさらにＰＲをして寄附金のほうを増額できればと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 町の特産品を特典として提供しましょうというときに、いろんなところを見ますと、もう特

産品が品切れだと。品切れになっているから、ちょっとお待ちくださいというのもインターネッ

トで載っています。ということは、町が大勢の方々からふるさと納税をいただいたら、その方々

に５万円だと９千円の品物を送るんですね。この９千円の品物というのは町内の商店で売って

いるもの、あるいは特産品、そういうものを町が買って送っているんですよね。ということは

産業振興にもなると。それから人との交流ができるような、特典となると今度は人が交流して

くる。そこでまたお金を落としてもらう。こういう形で今、全国の自治体が競ってふるさと納

税をぜひわが町に、わが市にという形でやっております。山梨県はそういう意味では本当にま

だ１つ、２つというところしかやっていないようですけども、ぜひ山梨県の先進的な形として

富士川町がこういうものに積極的に関わって、町の活性化にぜひそういう方々の気持ちがつな

がっていくような形にしていただければというふうに思っております。 
 次にいきます。男女共同参画社会づくりについてですけれども、男女共同参画社会というの

は、私は女性だけではないですね、男性も女性も人権が尊重される、そんな社会づくりの実現

というふうに捉えています。長いこと、この男女共同参画というのは国から始まり、県に始ま

り、そしてわが町でも長いこと、このプランをつくったりというところでやっておりまして、

そういう意味では一定の成果が挙がってきているというふうに思っております。 
 ただし近年、男女間の暴力の問題とか、セクシュアルハラスメントとか、あるいはパワーハ

ラスメントというのもありますね。事件に発展していくようなストーカーという問題もあるし、

あるいはデートＤＶというような、あちらこちらで今この問題がメディアをにぎわせています。 
 本町にもこういった問題があるのか、まずそのへんからお聞きします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 永井議員の、男女共同参画社会についてのご質問にお答えします。 
 町へのセクシュアルハラスメントおよびストーカーの相談は、現在ありません。しかし男女

間の暴力の問題、いわゆるＤＶについては少なからずあり、相談件数はわずかではありますが

増加傾向にあります。 
 なお、警察や労働局など関係機関への相談者については相談者への配慮もあることから町で

は把握しておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ＤＶのような暴力は町内にもあると。ただ警察にそれがどのくらいいっているかというとこ

ろは把握していないということですね。そうですね、はい。 
 ２番にいきます。相談窓口はあるのか、相談があったときにはどのような対応を行うのかと

いうことですけども、相談があったときには事件に発展するというような恐れのあるものとい

うのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。警察の、そっちは把握していないということで

すよね。そのへんはどうなんですか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 町では昨年度より富士川町虐待等防止ネットワーク協議会を設置し、ＤＶや障害者および高

齢者虐待等についての相談窓口、関係者間の連携、対応方法についての一連の手順を取り決め

ているところであります。 
 ＤＶ等に関する相談窓口は町民生活課生活推進担当が行っており、相談内容に応じて協議会

で取り決めた手順により関係部署および関係機関と迅速に連携しながら、適切な対応に努めて

いるところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほど警察のほうのことは把握していないというお答えだったんですけども、こういった問

題は非常に事件に発展することが多い問題ですね。私なんかは警察と連携して対応していかな

くてはいけないんではないかなと思うんですけれども、そのへんのところはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 今、申し上げました虐待等防止ネットワーク協議会、この中に警察署、病院、福祉施設、さ

まざまな機関が入っております。その中で連携体制をとりながらいろんな対応をしております

ので、早い段階でいろんな犯罪に結びつきそうなもの、また心配な案件については情報を共有

しながら対応していく仕組みをつくっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今のお話を聞いて安心したんですけども、警察のほうのことは把握していないというのはど

ういうときなのかちょっと分かりませんけども、ぜひこれは、それこそ警察、ときには学校な

んかとも連携しなくてはいけないというところがあるんではないかなとも思うんですけども、

県ではいざというときにはシェルターもありますね、その暴力から守るために一時的に保護す

るシェルターというのがあるんですけども、例えばそういう必要性というのがあったときには、

県と連携でそこに行くというふうに考えていいんですかね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 そのとおりです。綿密に連絡をとって、２４時間体制で対応しています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 手遅れになるというようなことがないように、ぜひいろんなところとの連携を組みながら、

その事件に発展することがないように、みんながいきいき明るく生活できる社会づくりをやっ
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ていただきたいと思いますけども、３番にいきますけれども、こうした問題になんらかの予防

策を講じているのか、お聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 町では男女間の暴力の問題等に関し、広報を通し定期的な防止の啓発や相談窓口の案内を掲

載し周知を行っております。また県立男女共同参画推進センター等の出前講座を活用した講演

会などを開催し、ＤＶに対する正しい理解をしていただくことにより、予防につながるものと

考えております。さらに今後はストーカーやセクシュアルハラスメントの問題についても、町

民への周知を行うとともに企業に対しての意識啓発や指導を行い、予防に努めてまいりたいと

考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 いろんなところと連携して予防に努めるということだと思いますけども、例えばデートＤＶ

という言葉が最近よく事件にまで発展しますね。デートＤＶというのは未成年者が結構いるわ

けですけれども、こういった場合は例えば高校では、そのデートＤＶに対する生徒たちへの取

り組みというのをやっているんではないかと思うんですけども、そういうところとの連携みた

いなものはあるのでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 今、そういう事例はございません。あれば該当する学校なりと早急に対応する体制は整えて

おります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ことによっては、フレキシブルに対応しなければならないということは多々あると思います

ので、そのへんのところはぜひ慎重に、しかも多くの関係団体と取り組んでいただきたいと思

います。 
 ４番にいきます。今申し上げたような問題は、実は男女共同参画の推進条例の中には、推進

計画ですね、国の計画、あるいは県の計画の中にもしっかりとこういった項目は基本計画の中

に入っているんですね。このほど、平成２５年度山梨県男女共同参画年次報告書が出されまし

た。私は県の男女共同参画の活動をいろんな方と一緒にやっているわけですけれども、この報

告書が出されまして、見ましたらプランが未策定の自治体は町では富士川町だけでした。あと

は３つの村でした。条例に関しては２つぐらい、市はもちろん全部やっていますけども、とい

うような状況で私はその場でそれを見せられたときに、ちょっと言葉が出てこなかったんです

ね。これに関しては、今まで何度かここで取り上げられていまして、条例について議会として

これを退けたというところで、必要ではないという意味ではないということはお分かりだと思

います。非常にこれは早急に必要なことなんです。ただし、あの条文では認められませんよと、
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日本語になっていないんですから。あれを出すわけには、議会としてはいかないということで

退けたわけですけども、いまだに出てこないわけですけども、お聞きしますけれども、あの条

例を策定した委員会というのは、今はどうなっているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 委員会は現在、まだ存続はしております。ただ活動的には、今、中で精査をしている段階で

すので、そちらのほうの原案等について、まだ検討をいただいておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 もう長い間、精査をしているということなんでしょうけども、これっていつまで精査するん

でしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 いつということは申し上げられませんけども、現在、精査をしまして庁舎内の手続きを済ま

せまして、皆さんに議決をいただきます条例案が正しいものとして提案できるときがまいりま

したら提案する予定でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私は、志村町長は今ある課題について迅速に行動し解決していくという町長だと思っており

ます。しかしこの条例はいくらなんでも、何をしているんだろうというところです、私として

は。この条例の中に今のような重大な項目が、これからはどんどん入っていかなくてはいけな

いと思いますので、今精査しているんでしたならば、そのへんのことも十分考慮して本当に議

会が納得できる条例を改めてきちんと出していただきたいと思います。それも早急に、今年度

は無理でしょうけども、３月議会に間に合うかどうか分かりませんけども、そこはもうちょっ

と、待ちくたびれているというところなんですけどもそのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 今、永井議員さんがおっしゃられましたように今、鋭意努力しているところですので、また

なるべく頑張って提出をさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 頑張っていただきたいと思います。いいものを出していただきたい、みんなが納得できるも

のを出していただきたいと思います。 
 以上で終わります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、通告に従って質問させていただきます。 
 その前に１点だけ、また当局に確認していただきたい事項がございます。先ほどの午前中の

長澤健議員の一般質問の中で、町長がリニア工事の通行車両の件で小室のほうは多く通るだろ

うけども、まちなかのほうは台数は少ないではないかとおっしゃっていたんですけども、その

点に関して僕のほうでＪＲ東海に確認しました。この見解書の中にこれが、３３ページに出て

いるんですけども、ここに富士川町における資材および機械の運搬に用いる車両のピーク時の

通行台数は県道４１３号線、これは平林青柳線だと思うんですけども、において年間４万台。

県道４０６号線、これは小室鰍沢線において年間約４万台と想定しますという見解が出ていま

すので、これは当局のほうでまた確認していただきたいと思います。 
 では質問に入らせていただきます。 
 まず１つ目のリニア中央新幹線への町の対応についてということで、町では富士川町を通過

するリニア中央新幹線の工事計画に関し、環境等に影響する事項を検討するため、富士川町リ

ニア中央新幹線建設に対する検討委員会を設置いたしております。その委員のうち見識者とい

うんですかね、この方はどんな基準で選任したのか、まずお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの長澤健議員の意見は早川町との比較が出てきましたので、早川町はトンネルの残土

を運ぶ台数が相当の数になります。うちのほうのトンネルの残土は西ノ入から十谷へかけてで

ありますので、その残土の台数がまちなかへ入ってくることはないだろうということで、ただ

こちらはこちらで高架橋の建設をいたしますので、相当の台数が見込まれますけども、それは

今のリニア実験線を造っているように角には保安員が立つ、また立っていただくような要請を

していきたいということであります。 
 富士川町リニア中央新幹線建設に対する検討委員会の委員の選考は、どんな形でしたかとい

うご質問にお答えいたします。 
 この検討委員会は甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会の委員、町の都市計画審議会の会長、

町の農業委員会の会長、沿線の関係区長、そして見識者の１４名で構成している組織でありま

す。この見識者１名につきましては環境化学を専攻され、山梨県の環境行政に従事し森林環境
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部技監を最後に県庁を退職された方であります。現在、町の環境審議会委員としても委嘱して

いること、地元のことを十分理解しているという点を重視いたしまして選任させていただきま

した。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 では再質問させていただきます。 
 現在、山梨県でもＪＲ東海の環境影響評価に対する意見を山梨県環境影響評価等技術審議会

でとりまとめを行っております。この委員さんは１５人いらっしゃるんです。その中に交通工

学の専門家や土木環境システム、淡水生物などのさまざまな専門家の方がいらっしゃいます。

県の森林環境総務課の担当に確認したんですけども、その人の話では一人ですべての分野に発

信できるオールラウンドの専門家はなかなかいらっしゃらないということで、県のほうでは分

野ごとの専門家をそろえているんですけども、県のようにしなさいとは言わないんですけども、

費用もかかりますし、大変ですから。でもやはり１人ということであると、県のおっしゃると

おりオールラウンドという方はなかなかいないんですね。たしかに県の審議官もなされて豊富

な知識と経験はあるかと思うんですけども、せめて町民が不安に感じている分野、例えば水資

源や残土処理、それから騒音や電磁波、それから用地買収にあたる法律的な問題についてもや

はりこういった専門家に相談できる体制というのは、町でも備えていくべきではないかなと考

えますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町内で万遍なくというわけにはいきませんが、都市計画審議会の会長も県の土木の技師であ

ります。そういった面で土木工学的、そしてまた今回の見識者につきましては、県の環境アセ

スも手掛けた経験もありますので、環境行政に精通した人ということで県職員のＯＢを見識者

ということで入れさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 過日、県の技術審議会の自然環境小委員会が行われまして、この委員会でレッドデータブッ

クですか、絶滅危惧種に分類されているミゾゴイという渡り鳥が富士川町内で確認されている

んですけども、生態に関してＪＲ東海の事務所では詳細な記述がないということで批判が集中

したと聞き及んでおります。委員の一人はミゾゴイは日本とフィリピン、台湾にしか生息して

いない渡り鳥で、生息数は世界で１千羽程度といわれている希少な種であると。保護策を具体

的に示す必要があるとおっしゃっているんですけども、今回はこういった県の専門的な小委員

会で指摘されたことから、このことが明るみになったんですけども、気がつかなければ埋もれ

てしまったかもしれない事象なんですね。生物の多様な種を保存して次世代に引き継ぐことは、

今を生きる私たちの使命であると思うんですね。ＪＲ東海ではこの指摘を受けたことに対して、

保護策が必要だとは考えていないようなんですね。町としては、当事者は富士川町にいるわけ
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ですから、このような事例も含めてやはり検討していくには専門家、町長がおっしゃいました

けども、都市計画審議会、それから見識者の方がいらっしゃいますけども、やはりもう少し柔

軟に相談できる体制というのが僕は必要だと思うんですけども、そういった外部の地権者に相

談できる体制というものはお考えないんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県のほうの環境影響評価の審議会がありますので、そちらのほうで生態学等々の専門家も

入っています。この町でそういったすべての分野に専門の学者さんを入れた検討会というのは

たぶん無理ではないかなと。それよりもそういった大きなものは県の段階でやっていただいて、

そしてこの富士川町は実際に土地を提供しなければならない方もおります。また先ほど来、お

話が出ているように日影になる人も出てきます。騒音、あるいは磁場でも不安を持っている人

もいると思いますので、そちらのほうの影響、生活環境影響の関係を主にやっていきたいと、

こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは（２）の質問に移らせていただきます。 
 町は広報で、ＪＲ東海の環境影響評価準備書について、意見書を住民が提出できることを告

知していました。住民がどのような意見を出して、それに対してＪＲ東海がどのような回答を

したのかを把握して、住民に説明する責任があると考えるんですけども、町の対応をお伺いい

たします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ＪＲ東海では環境影響評価法に基づきまして、環境影響評価準備書に対する意見を募集して

おります。これらの意見につきましては、個人情報の保護の制約から提出者の氏名等について

の把握はできませんが、ＪＲ東海が意見の概要および当該意見についての事業者の見解をまと

めております。 
 この見解書におきましては、山梨県環境影響評価条例に基づきまして県が公告、縦覧するこ

ととなっております。関係市町村の縦覧場所をはじめ、ＪＲ東海および県のホームページにお

いて、これは見ることができます。 
 縦覧の周知につきましては１１月広報の配布と合わせて組回覧としてお知らせし、町のホー

ムページへも掲載したところであります。 
 町は事業主体ではなく、通過ということで富士川町は当事者になっているわけでありますけ

ども、こういった環境影響評価に関する意見、そしてまたＪＲ東海の見解というのは住民に知

らせていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 これがそのＪＲの見解書なんです。この見解書の中でＪＲが公表した数字なんですけども、

意見書の総数が２，５３９通、１万４，０４６件といわれているんですね。このうち山梨県に

関わる意見が３４５件ですね。しかしながら、これは見ていただくとおり分野別ですね。大気

とか環境とか騒音とか水資源とかで分かれているんですね。これをなかなか、読んでも富士川

町でどれだけ、どういった内容の意見があったか、この富士川町にあった意見というのは把握

することができないんですね。であれば町とすれば、ＪＲ東海に対して富士川町に関わる意見

と見解を集約して公表してほしいということは要請できると思うんです。そういうふうにして、

この地元でどんな不安があるのか、課題があるのか、問題意識があるのかを把握するというこ

とは大事なので、ぜひそういうことをやっていただいて、住民に公開してほしいと考えている

んですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 過日行われました意見書が１万４千件以上のものがＪＲ東海へいきました。そして県の環境

影響審議会のほうからもいろんな意見が出てきました。今、ＪＲ東海も、当然やっていかなけ

ればならないことだとは思いますけども、てんてこ舞いの状態です。私どももタウンミーティ

ングの中で、特に小林へ行きましたところ住民が非常に不安を感じている。と言いますのは説

明会も富士川町で２カ所で行われました。ただ、あの説明を聞いただけですぐその場で咀嚼し

て分かるという人も少ないだろうし、そしてまたこんなことを聞いたらといって手が挙げられ

ない方もいる。それよりも早くＪＲ東海に、この町へ来ていただいて、そして地元の皆さんが

例えば、家はいつまでに渡さなければならないとか、日影になった場合はどういうふうにして

くれるのかとか、そういった細かい点をＪＲ東海としっかり話ができるような懇談会もＪＲ東

海に今、要請はしてあります。 
 ただ、今のところその１万４千件に対するいろんな問い合わせ、県の環境影響審議会の意見

に対する回答、そういうことで今ちょっと手が離せないかなということで、まだ実現がいつと

いうことは出ておりませんけども、町とすればそういった中で、もっと地元の人の特に沿線の

方々の不安解消に努めていきたい。当然、町の全体の環境ということもありますけども、それ

は特に富士川町に特化したことではなくて、山梨県全体の環境影響ということで県なりＪＲ東

海にしていただくと。私どもは一番基礎の自治体ですから、この町の住民の不安解消、あるい

は懸念払拭に努めていきたいと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 決して当事者が沿線の、例えば対象地に関わる住民の皆さんだけではなくて、やはりそこに

住む住民一人ひとりがやっぱり対象になると思うんです。ですからそういった直接的な利害関

係のある人ばかりではなくて間接的に利害関係のある人、当然、生活環境、いろんな自然環境

を含めて、環境が変わるという恐れはあるわけですから大きな、町として行政としてはやはり

大局に立って考えていただきたいなと思います。 
 では（３）に移らせていただきます。 
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 富士川町リニア中央新幹線建設に対する検討委員会では、具体的な活動の１つとして環境影

響評価準備書に関する意見等の提言を挙げていたが、ＪＲ東海に対して行ったのかお伺いいた

します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 環境影響評価準備書に対する意見集約につきましては、ＪＲ東海において準備書に対する住

民意見をとりまとめ、それに対する事業者の見解を示し公表することになっております。 
 またこの準備書につきましては、知事の意見も求めることとしております。その際、知事は

関係市町村長の意見を求めることとなっておりますので、こうしたことから富士川町リニア中

央新幹線建設に対する検討委員会は、知事の求めに応じて準備書の内容を精査し、富士川町の

意見として提言していくこととしておりますので、現時点での意見は行っておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町では、次にその検討委員会ですか、１月中にこのＪＲの見解書に対する町の意見をとりま

とめて知事に提出するということですけども、この見解書は、ほとんどが個人の意見に対する

質問とか考え方、それに対するＪＲ東海の見解が載っているんですね。富士川町の視点で主体

的に発言するということが非常に大事でして、その自治体として役目を果たすというのは、や

はり見解書に載っているものに対して意見をいうと、ここに載っていないものにはなかなか言

えない、制限されてくることになると思うんです。やはり当初の、この検討委員会を立ち上げ

たときに具体的な行動ということで、この準備書に対する意見は、やはり出しておかなければ

独自の視点の意見というものは反映されないんではないかと考えているんですけども、いかが

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町民からも多くの意見が出ていると思います。そしてそれは沿線だけではなくて誰で

も出せるようになっていますので、町は意見書をとりまとめる機関でもありませんし、その意

見に対して住民がどんなふうな意見を持っているのか、直接住民からもお聞きをしますけども、

町全体として、またこの検討委員会の中で知事からの意見を求められたものについて、富士川

町リニア建設検討委員会の意見として、これは町の意見と一緒になると思いますが、町が設置

している検討会ですから、そんなことで県を経由しながらＪＲ東海に意見を述べていきたいと

思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 検討委員の皆さんもそれぞれ経験豊富で知識のある方だと思うんですけども、やはりリニア

というのは非常に多岐にわたる専門性を望まれる事業だと思うんです。ですからやはりこの委

員の中で消化できないことは、外部の知見を有効に使っていかないと町民の利益というものは
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なかなか担保できないんではないかなと私は考えますので、この検討委員会はこれで、それで

も柔軟に対応して、どこかに有識者、学識経験者の方の知見を使えるというような体制はぜひ、

これから整えていってほしいなと思います。 
 このリニアに関しては、これで終わらせていただきます。 
 次に大きい２の町長の掲げた公約についてということで、まず１点目ですけども、志村町長

は本年３月の定例会で、市川三郷町とのさらなる合併を当面棚上げすることを表明いたしまし

た。今日も午前中に一般質問の中で話が出ましたけども、過日の市川三郷町長選挙では久保町

長が再選なされました。この選挙戦で久保町長も相手候補も、富士川町との合併を公約に掲げ

ることはありませんでした。少なくとも久保町長の任期中は、合併が実現することは考えられ

ないと思うんです。当面棚上げということでなく、やはりここはしっかり方向転換して合併は

撤回すべき時期ではないのかなと考えますけども、町長いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町の久保町長さん、選挙を３回やっているんですけども、一度も合併のことは公約

に出しておりません。ですから今回、特に出さなかったということもないと思います。ただ峡

南北部５町での合併のときは、久保さんもそれに関わった一人だと思います。そういう中で普

段の話の中では、当時ですが、やはり峡南北部５町で一緒になれれば一番よかったと。ただ増

穂町が南アルプス市との合併を模索していたから、やむなく３町でやったんだと。取り残され

た増穂と鰍沢がそのあとに合併したということでありますけども、それから数年が経っており

ます。わが町が合併してから４年が経っておりますが、その間に国の合併特例法の廃止とか県

の合併支援策もなくなりまして、財政的にも行政的にもメリットはなくなりました。さらに全

国的にも合併の機運は低下していることは事実だと思います。 
 しかしながら、平成２４年１１月３０日の閣議決定におきまして、地方主権推進大綱におき

まして、道州制については地域の自主的判断を尊重しながら、その検討も射程に入れていくと

いうことで、いろんな政党も自民党、民主党、あるいはみんなの党、維新なんかも道州制とい

うことは視野に入れてきていると思っております。 
 こうしたことから、将来的に道州制の導入に伴う新たな市町村合併ということも想定されま

すので、合併につきましては撤回ということではなくて、また枠組も変わってくると思います。

もう市川三郷町と富士川町だけで合併しても、先ほど来出ています２０４０年の人口問題、両

町とも１万人ちょっとの町になることが予想されていますので、かつて市を目指した規模にも

なりませんので、さらなるエリアの拡大ということもあると思います。そういうことも今後、

支障にならないように合併の撤回は、さらなる合併ということはまた機会があれば、これは進

めていかなければならない問題かなと思いますので、富士川町から合併を撤回とかそういう言

葉は必要ないんではないかなと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町長は過去に鰍沢町だけと合併しても意味がないと、こうおっしゃっていたんですね。この

真意というのはどこにあるのか、お聞かせください。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほど言いましたように当時は合併特例法がありまして、３万人で市になれる、そしてまた

それに併せて財政的支援もありました。交付税の算定替え、県も合併した市町村に１億円ずつ

というふうな、そういう支援もありました。鰍沢町と合併しても市になれないから、さらなる

合併を前回の選挙のときにも言ったわけです。しかし、その途中で合併特例法がなくなりまし

た。３万人特例がなくなりましたので、もとの地方自治法でいう市町村の枠組になりましたか

ら、今は５万人がないと市になれません。私が市を目指したのは、市になると福祉事務所を持

つことができると・・・。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 議長、僕が言っている質問と違います。志村町長は過去に鰍沢町とだけ合併しても意味がな

いと答えているんです。それは市川三郷町との合併ですよね。３万人特例のときには。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、町長の答弁を聞いてからにしてください。 
〇町長（志村学君） 

 それで鰍沢町の合併だけでは市になれないから、やはり市になる。市になると福祉事務所を

持てる。それで鰍沢町との合併だけではなく、ですから富士川町の町長選挙のときにもさらな

る合併ということを出したわけです。しかし、その間に合併特例がなくなりましたから、世の

中が変わってきてしまったんですね。先ほど言ったように全国的にも合併という機運も低下し

ている。そういう中で、これはほかの施策にもかかりますけども、さらなる合併を進めるんで

あれば町民会館も図書館も一緒に造っていけばいいわけですけども、そこは子どもたちの使う

建物が終わって、これから大人の利用するところの部分に入っていかなければなりませんので、

このさらなる合併がまだ目の前にあると、これは整合性が取れなくなりますので合併を棚上げ

して、これからは大人の使う町民会館なり、当然役場も入ってきますけども、そういうものに

目を向けながら公共施設の再配置計画に取り組んでいきます。これはこの３月にお話したとお

りであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私が聞いたのはそういうことではなくて、それは市川三郷町と合併するというのは、その３万

人の特例があった時期に市になれば福祉事務所を設置して、福祉のことも独自にできるという

ことでいったんですけども、そうではなくて町長は過去に市川三郷町と峡南北部で小さいなが

らも市をつくっていきたいと、これが理想だとおっしゃっていたわけですよね。そのときに鰍

沢町とだけ合併しても意味がないんだよとおっしゃっていましたよね。そのことを僕は聞いて

いるんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢町と合併したときも将来的には市を目指していきたいということで、ですから鰍沢町と
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だけ合併しても町ですから、さらなる合併を目指したいということで、前回の富士川町長選挙

のときにも重点項目にさらなる合併というのを入れたんです。ただ、そこが世の中の仕組みも

変わってきています。そこで棚上げをしたということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 棚上げとおっしゃいますけども、町長の言葉を借りれば少子高齢化の進展、それから広域的

な行政需要、そして厳しい財政状況の中でサービスを低下させないためには、やっぱり資源と

人材を広域的に活用して、財政基盤の強化と効率的な行財政運営をしていかなければ駄目だよ

と。そしてその有効手段が合併であると。鰍沢町だけでは、この合併だけでは理想どおりの目

的達成ができないと。だから、その鰍沢町だけの合併では意味がないんだと。やっぱり目的達

成には第１段階で鰍沢、それから第２段階で市川三郷町との合併を進めていきたいということ

で公約に出したと思うんです。 
 前回の町長選ではそうやって合併推進を入れたわけですけども、先ほど町長がおっしゃった

とおり、たしかに道州制というのも可能性といえばあるかもしれないですけども、現実問題、

まだまだそこまでの議論も尽くされていないし、合併の公約の実現性というのは限りなくゼロ

に近い状況、今時点ではゼロだという厳しい状況だと思うんです。やはりそれであれば、現実

をしっかり受け止めて棚上げというのではなくて、棚上げというのはいつか棚からおろして、

ではまた話を進めるのかということですけども、やはり道州制というものは、まだまだこれか

らどのくらい議論されて実現していくのか分からないわけですから、やはり撤回を僕はすべき

だなと思いますけどもいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 合併特例法がなくなりました。そして全国的な機運もありません。合併を撤回せよという質

問だと思いますけども、先ほど言ったように政府のほうも道州制の検討も視野に入れている。

そしてまた将来の人口予測にしても２０４０年、あと２０年ぐらいしかないんですね。その予

測を見ますと、市川三郷町も富士川町も南アルプス市も中央市もみんな人口が減っていくんで

す。富士川町も１万７００人ぐらいの予測だと思います。市川三郷町が若干それより多い。そ

して南アルプス市も今後減っていく。そういう中でただ今度は、一度は棚上げしますけども、

やはり基礎自治体の体力は人口規模が力だと思いますので、そういう中ではやはりやっていけ

ない時期がくる。そういうのも視野に入れたりすると、ここは撤回すべき、撤回という言葉を

使ってすべきではないんではないかなと私は考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは大きい３番の公共施設再配置計画基本方針の策定について、お伺いいたします。 
 まず１点目ですけども、本年３月定例会で町長は公共施設再配置計画基本方針の策定を進め

ていると説明しておりました。すでに８カ月が経過して議論も尽くされたと考えるんですけど

も、午前中にも説明があったんですけども、今、新しいリニアに関する公共施設の事業につい
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ても加味しながら検討していくと言っておりましたけども、もうすでに８カ月という期間が

経っているわけですけども、ある程度方針というものは、僕は新たな需要は次に加えると思う

んですけども、今までのものについては、既設のものについては方針が出ると思うんですけど

もいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 公共施設の再配置計画につきましては既存施設の整理統合、廃止、譲渡、他用途への転用等

を視野に入れながら、時代に即した公共施設のあり方を検討する必要があると考えております

ので重要だと思っております。 
 計画の策定にあたりましては施設の必要性の検証、機能性の向上、公平性の確保、地域性の

配慮の４つを基本として、対象施設のリストアップを行っているところであります。しかし先

般、小中学校の統廃合の方針が決定されたことやＪＲ東海が公表したリニア中央新幹線のルー

ト上に、先ほども言いましたが利根川公園スポーツ広場、町民体育館、児童館、あるいは駐車

場、そして公営住宅２棟等々が関わることが判明いたしました。現在、対象施設の見直しを進

めているところであります。 
 今後はこの４つの基本的な考え方をもとに将来の財政負担、ならびに将来の人口および人口

構成等を考慮する中で改修の優先順位が高い施設、将来的に売却や廃止が求められる施設、ま

た集約化・複合化・重点化による効果が高い施設を検討しまして、順次用途別の分類を基本と

した公共施設の再配置計画を策定し、事業を進めていく必要があります。 
 今後は住民を交えた検討委員会を立ち上げ、幅広いご意見を伺う中で決定してまいりたいと

考えております。もう少し時間を要するものと考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 もう少し時間というと、もうすでに８カ月経って、これからどのくらいに目途をつけて結論

を出すんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほども言いましたが町長選挙もあります。そしてこれらを検討していく上で、いろんな加

味する検討要綱がありますので、そのへんに時間を要しているということなんですが、それに

よって地域バランス上、どういう施設配置がいいのか、どこにどういう機能を持たせればいい

のか、そのへんの今、検討をしているところでありますが、先ほど言いましたように来年の選

挙後には早速、住民を交えた検討委員会を立ち上げて、そして財政上の問題もありますが優先

順位を決めながらどれから手をつけていくか、検討していきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
 

 ７０



〇３番議員（秋山貢君） 
 再質問ですけれども、今、総務省では公共施設およびインフラ施設の将来の更新費用の試算

ソフトを用意しているんですね。これは地方公共団体の公共施設の多くが建築してから３０年

以上経過しているところがたくさんあると。公共施設の維持更新経費の増大が見込まれる中、

状況把握が十分でない自治体が多いということで、将来の更新費用を把握して公共施設のあり

方を検討していくために更新費用を完全に、精密ではないんですけども、ある程度、大まかに

推計する手法として開発されているんですね。対象は学校、病院等の公共施設、ならびに道路・

橋梁、上水道および下水道のインフラ資産といわれているんですね。今回、補正で鰍沢小中学

校のプール整備に約１億６千万円、それから現在鰍沢プールの維持はどのくらいかかってくる

のか、こういった試算をこのソフトを活用すると、町のインフラのデータを入力するという、

やっぱり手間がかかるんですけども、でも町独自で費用を投資してシステムを構築する必要な

く、推計に活用できると思うんです。やはりこういったものを活用して、平成２７年度からの

普通交付税の段階的削減、それから財政的側面、機能面、さっき４つの視点で公共施設の再配

置を検討するとおっしゃっていたので、ぜひこういったソフトを生かしてこれも１つの参考資

料として使っていくべきだと思うんですけども、町の見解を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そのソフトは、たぶん橋とかいろんなものが入っている部分だと思います。私どもの言って

いる公共施設というのは建物を特にしておりますので、そういう中でも民間の企業からもいろ

いろ診断方法といいますか、そういうものはあります。そういう中でＰＦＩを活用したらどう

かというふうな、民間の会社からもきておりますが、今のところうちのほうで考えていますの

は、耐震化がまだしていない施設が本庁舎、分庁舎、町民会館、教育文化会館、そして小室山

保育所。それと他用途へ活用というのが、すでにやっていますけども五開小学校、中部保育所。

そして取り壊しが必要なもので、一部、前回ですか、出させていただきましたが、平林保育所、

五開保育所の取り壊しをしていく。それと譲渡もさせていただくということでゆずの里、平林、

十谷の改善センター、全然、手を付けていないんではなくて、一部、もうできるものはそうい

うふうにやってきておりますけども、やはり本庁舎、分庁舎、教育会館、町民会館、これらの

ものについては１つの敷地内で、ワンストップでできるような方策を考えたほうがいいなのか。

それともやはりそれぞれの地域を長沢の終末処理場を造るときにも、あそこに公共施設をとい

うことで福祉保健課を配置したりしていますので、そういった地域の意見も当然聞かなければ

これはできませんので、合併しても鰍沢地域は鰍沢地域として、やはりゼロになってしまうと

いうわけにもいきませんので、バランスのいい配置も考えていかなければならないと思います。

それらも踏まえて、住民に入っていただいた検討委員会の中で、立ち上げはすぐ、明年なった

らやりたいなと思っていますけども、そういう中でじっくり検討していただく。町もすぐには、

全部造るお金もありませんから、計画性をもって順次整備をしていきたい、こんなふうに考え

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 検討することは、それは町長選が終わってすぐに検討会を立ち上げるというのはいいんです

けども、やはり一番のデータを把握するというのはもっと基礎的な部分だと思うんです。それ

は今、できることなんですね。データを集めて、旧鰍沢、旧増穂のデータをソフトに入れられ

るようにこれを取り揃える。これは今すぐできることだと思うんです。こういった資料がない

と、では何をもとにこれから将来的な、町の公共施設に対する財政負担というものを把握する

かというと、やっぱりこの基礎資料がなければできないと思うんです。だからやはりこれはあ

るソフトなので、これから町が投資して開発するものではないので、ただ入力するデータ集め

とか手間はかかるかもしれないけども、やはり今すぐ着手するべきだと思いますけどもいかが

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 データも当然必要ですので、導入できればそのデータを活用していきたいと思います。ただ、

どこにどういうふうにしていくか、どのくらいの規模にするか、やはり住民の意見も十分ある

と思いますが、データはデータとして参考にしながら、あと維持管理にどのくらいかかるのか、

そのへんの把握もしながらやっていきたいなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひお金をかけなくても、こういったもので町のシミュレーションができるということであ

れば使っていただきたいと思います。 
 それでは４番のオギノ増穂店の活用についてということで、まず１点目お伺いいたします。 
 町長はオギノ増穂店の移転後の活用策について、町が経営母体となるまちづくり会社に出資

し事業を進めていくと説明していました。また出資割合や計画に賛同してくれる出資者と詳細

な検討をすると３月の定例会で説明していましたけれども、これもやはり８カ月経つのでどの

くらい、話し合われた内容等、どういったことが決まったのかについてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 賑わいのまちづくり構想の中核であります、オギノ空き店舗の利活用の実施にあたりまして

は、経済産業省の地域中小商業支援事業というのがあります。地域商業再生事業とも言います

けども、この活用を視野に入れ進めてきたところであります。 
 こうした中、補助金の申請には、まちづくり会社をまずつくると。そして地元商店街との連

携が必要不可欠であるために、まちづくり会社設立の前に商工会とか地元商店の皆さんに構想

の概要説明を行ってきました。そしてまたこの計画に参加するかどうかの意思を確認してきま

した。 
 こうしたことから２５年の４月に商工会商業部会役員会に、そして５月には商工会の理事会

に、こうした構想概要を説明し、また６月には地元商店に対して構想に対する聞き取り調査、

８月にも再度説明会および意見交換会を実施してまいりました。 
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 商工会や地元商店の意見といたしましては、全体構想は賛成でありましたけども、そこには

一緒に入ってもらわなければなりませんので、その中での委託販売には興味は示したもののテ

ナント業者として新たに出店するにはリスクが大きいなど、消極的な意見が多かったことから

地元商店との連携は厳しいと判断したところであります。 
 現在は、構想の内容の変更とともに経済産業省以外の補助事業の活用などの検討を行ってい

るところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ３月のときに町長がこの事業をどういった内容で、自分が発案したかというふうにおっ

しゃっていたんですね。町長は国道５２号線沿いの商店街に人を呼び込むため、オギノの空き

店舗を活用して日本海や太平洋で獲れた海産物、地元の農産物、特産品を取り揃えた生鮮食料

市場、増穂市場を考えていた。こうした中、民間企業からオギノを核店舗として周辺の既存店

舗や町の施設を一体的に利活用した賑わいのまちづくり計画の相談があった。民間企業ととも

に運営組織、参加出店者および事業概要に関する協議を進めてきたと説明していたんですけれ

ども、ではこの民間業者がどこだったのかということをお聞きしたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 いわゆる増穂市場、みたいなものにつきましては、旧増穂時代の小池議員さんからの質問に

もお答えしてあります。そして芦澤議員さんからの質問にもお答えしてあります。同じ答えだ

と思います。そうやって温めてきたものですから、ぜひあそこのところでなんとかしたいなと

いうときに民間の企業からそういう話がありました。それが先ほど言った地域中小企業支援事

業、これを視野に考えていくということでありましたので、まずそういったまちづくり会社を

設立し、そして商店街の活性化ですから、もう一度、商店がそこへ入ってもらうような補助金

制度なんですね。地元関係者にもお話をしたら、なかなか乗り気ではないような感じでありま

す。あそこでは、今おっしゃられましたように日本海のもの、太平洋のものもできたら置きた

いということがあります。置く品物とすれば、まさにすべてが農林水産業に関わる品物になっ

てくると思いますので、先ほど言った他の省庁の補助金というのは今、農林水産省のほうにそ

ういった助成制度があるか否かを確かめているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 河岸跡朝市を計画したときに、僕も一般質問で当時の課長さんにお聞きしたんですね。課長

さんはこういうように答えていたんですね。信州と駿河と甲州の要所の地である河岸跡ですね、

そういったことを考えて海産物を取り扱いたいとおっしゃっていたんですね。保健所の指導で

冷蔵庫やシンクなどが整った施設が必要となり、今現在、ローソンがあそこを賃貸借で利用し

ているんですけども、そこで建物を用意してもらって、そこにそういった冷蔵庫とかシンクと

かを用意して海産物も取り扱っていきたいということで、河岸跡の朝市の内容も聞いたことが

あるんですね。さっきも町長がおっしゃいましたけども、この増穂市場というんですかね、こ
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こも海産物を考えていたと。町内には塩の華もあれば河岸跡朝市、これはイベントですけども、

今度７月からオープンする道の駅、それに今、話しているオギノの跡地、そういうふうに民間

であれば大型ショッピングセンターが出ます。こういった類似する施設、イベントがたくさん

あると思うんです。やはり先ほど町長がおっしゃった民間企業からそういう話があって、地元

の商店街にアンケートをとったら、出店にはなかなか消極的だということであれば、そのやり

方が、案をぶちまけて高々に提案するんだけども、やはりそういった地道な地元の業者さんと

の合意形成とか、計画段階での詳細な内容というものが伴わないから、こういうふうに途中ま

で進んでくると、やっぱり地元の協力が得られないよということで方向転換をしていく。そう

いうことがこの類似施設ですか、先ほど言ったいろんな市場、朝市、それから事業がなかなか

町長の案で、あっちも海産物、こっちも海産物、でもそれぞれが特徴を持った、個性的なもの

があれば、みんなが相乗効果でプラスになっていくと思うんですけども、なかなかその案は出

るけども、具体的なものが詰め切れていないから途中頓挫するような事業になっていると思う

んです。やはりそこはもっと整備して、こういう効果をそれぞれ持たしてそれぞれが連携して、

そうすれば相乗効果で全体が浮上していくということをやっていかないと、なかなか局所局所

では一生懸命頑張るけれども、言葉尻では連携するといっても現実そういうふうになっていか

ない状況が本当に僕は見えると思うんです。町長いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 塩の華も朝市も、そして今度は大型商業施設も、そして道の駅もありますが、それぞれ特色

は違うと思います。そういう中で同じ海産物と言っても冷蔵庫の中で干物類を売るのと、片方

では調理もするというところでは全然、同じ海産物の扱いといっても変わってくると思います。

塩の華のところでも一部、沼津のほうからの干物を取り入れたりして好評もいただいておりま

すけども、これからの道の駅も静岡から長野へ向かう人がお土産を買い忘れた人とか、途中で

ほしくなった人が買えるような、そんなところは当然、考えていかなければならないと思いま

すが、この賑わいのまちづくりは富士川町ビュッフェみたいなものを考えております。そうい

う中で、こちらで提案する、そして地元の意見を聞いていないからすぐ集ってこられないとい

いますけども、今言うようにやはり整理はして、転用しなければみんな何がなんだか分からな

い状態になってしまうと思うんですね。今回の経済産業省の地域中小商業支援事業というのも

商店街の活性化ですから、まず株式会社がこういった形の賑わい広場をつくりたいと。そこに

加盟してくれる人は、今度は共同組合をつくってもらう。そこに入ってくれる人なんですね。

運営はその人たちがやる。そんな構想でやっていましたけども、先ほど言ったように全体構想

は賛成だけども、そこに出店するのはリスクが大きすぎるということから、あんまり乗り気が

ないように感じております。 
 今後につきましては、そうは言ってもこのままでいいわけがありませんから、いろんな賑わ

いができるような、例えば以前、子育てのところでもお話をさせていただきましたが、子育て

ができるようなブースがあったり、そしてまたお年寄りも囲碁・将棋が打てるようなスペース

があったりとか、そういったことで１つの賑わい広場をつくっていければと思っているところ

であります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 指定管理者で第三セクターの株式会社ふじかわをつくり、またここで共同組合という話も前、

出ていましたからね。出ていましたよね、ここの協同組合にするかというような話も出ていま

したけども、やはり町が関わっていくということは、それだけ町も責任を取らなければいけな

いし、やはり純粋たる公共施設ではないので、半分民間みたいな会社が競合するわけですよね、

お互いに。お互いに競合するということは、利益相反行為というのが必ず出てくると思うんで

す。片っ方はいいけども、片っ方にとっては不利益になる。こういう関係が必ず出てくると思

うんですよね。やはりそうであれば、そういうリスクを町が直接抱えるんではなくて、民間で

自分たちが、では消極的ではなくて積極的にこういう案を考えて自分たちでやるということを

町としてやっていかないと、町が主導権をとってそれで話をしたら、なかなかリスクが多いか

ら出店はできないとか、そういうやり方ではなくて、もっとボトムアップして積み上げて町が

それを応援していくというような姿勢に変えていかないと、あっちに第三セクターの会社、こっ

ちにまた第三セクターじみた協同組合をつくって、町がお金を直接的に投資してやっていくと

いうのは、僕はなかなか厳しい話ではないかなと思います。ぜひそのへんも、また来年検討し

ていくということであれば、考えていただきたいと思います。 
 次に大きい５番の峡南医療センターについて、お伺いいたします。 
 まず１点目ですけども、これは町長からすでに内定を、中村徹さんという方になったという

ことをお聞きしたんですけども、たしか５人応募があって４人が事務局長経験者、１人がコン

サルタントとかという話を前に聞いたことがあるんですけども、この内定ということで決定す

るのはいつになるのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 経営管理局長を内定したも決定したも、そういう話は全然私はしたことがありません。今日

の質問が初めての質問だと思っています。 
 経営管理局長といいますか、統括本部長という名前で今までは出ていましたので、そういう

人たちは公募で決めたいということは言っておりますけども、何人応募があって誰に決めたと

いうのは初めてだと思います。やっぱりアンテナが高いんではないかなと思っていますけども、

峡南医療センターの経営管理のトップとなる、名称は変えましたけども経営管理局長、統括本

部長というと企業長よりも統括本部長が上かと思われる節がありましたので、経営管理局長と

いう名称で今、使っておりますけども５名の応募がありました。そしてそのうち１名に絞りま

して１１月２９日に内定したところであります。 
 今回、内定した中村徹、昭和１８年生まれの６９歳でありますけども昭和町在住です。法政

大学の法学部を出まして、一時大学のほうにもいましたけども平成５４年から信州大学のほう

にお勤めになっています。６２年から山梨医大の総務部のほうで特に庶務をやっております。

そして人事のほうも手掛けたと。その後、平成５年からは信州大学医学部附属病院の医事課長

をやり、平成７年から千葉大学医学部附属病院の医事課長、そして平成９年から筑波大学の総

務課長、平成１２年から山口大学医学部の事務部の次長さん、そして国立病院のほうは退官を
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いたしまして、平成１４年からは長野にあります財団法人の病院でありますけども、新和会の

理事長をやって、そして平成１８年から本県、韮崎市の市立病院の事務局長をして、現在も事

務局長でありますが、こちらで採用が内定をし、本人と話し合いをしながらこれから決定をし

ていきます。決定をすれば年度の中途でも、こちらのほうに勤務するという話になっていると

聞いております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは内定はしたけれども、最終的に決定するのは本人の意向を確認して、その時点で決

定するということでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本人はもうこちらへ来たくて応募してきたものですから、あと向こうの仕事のきりがつけれ

ば、今のこの時期になれば１月からこちらに来ていただけるんではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは（２）に移ります。一次募集の看護師の二次試験が終わったと聞いております。何

人ぐらいの採用が決まったのか、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南医療センターの看護師の一次募集は９月３日から９月１８日まで行いまして、９名の応

募がありました。その後に行われました二次試験の結果、全員合格となりましたので、現時点

では９名を採用する予定となっております。しかし医師も複数増員となることから、看護師に

ついてもさらに必要となっております。こうしたことから、さらに看護師の二次募集をこの

１２月から行っていきたいと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この二次募集は、また１０人ぐらいを応募するんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 全体では３０名ぐらい必要なわけでありますけども、医師の増員と合わせてやっていきます。

今回はあと１０名ほど、ほしいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは（３）に移らせていただきます。久保町長は今回の町長選で、町立病院の機能存続

と平成３０年までの病院建て替え実現を公約としております。午前中にも話が出ましたけども、

市川三郷町立病院であればどんな約束ごとでも何の問題もないと思うんですけども、峡南医療

センターの市川三郷病院ということであれば峡南北部二病院統合事務組合で行うことですから、

事務組合ではすでにこういったことは了承していたのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町立病院の建て替え計画は午前中でも申し上げましたけども、峡南北部二病院の統

合にかかる基本計画におきまして、峡南医療センター開院５年後の平成３０年度に計画されて

おります。しかし、この病院は峡南医療センターが資金を調達するものでありますから、具体

的な建設につきましては、峡南医療センターにおいて検討されるものだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすれば、そういったことを加味して久保町長はご自身の公約の中にこれを入れたという

ことだと思いますけども、久保町長はほかにも統合後の市川三郷病院の機能を充実させ、救急

の受入態勢を再構築すると公約に掲げているんですね。このことに関しても事務組合ではそう

いう方向で、救急の体制を再構築していくんだということが基本構想に出ているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本構想ではそれぞれの病院の機能を分けております。富士川病院が救急医療と専門医療を

やっていると。基幹診療型病院をやっています。市川三郷病院のほうは総合診療型病院という

ことで、外来を中心とした病院になっています。そしてまた富士川町病院で手術をし、安定期

に移った人が向こうの病院で療養をするという療養型病院になっています。久保町長さんの公

約が富士川町でも承知しているかとか、事務組合で承知しているかということは全然、相談も

ありませんから、これは久保町長さんの公約として出しているものだと思いますので、私がお

答えする立場ではないと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 午前中に事務局体制が、中身の問題ではなくて事務体制の問題で職員が退職したり、休職し

たり、配置替えがあったと思うんですけども、やはり僕はこういった基本的な考え方がそれぞ

れの、久保町長は久保町長の考え、そして町民の福祉施策の充実に向けてやっぱり一義的には

地元の住民のことを考えていく。そうすると、こうやって機能を充実させて救急体制の受け入

れも再構築していきますよと言わざるを得ない状況になってくると思うんです。これから、ま

すます具体的な、医師の確保も４月までには決まるとおっしゃっていましたけども、そういっ

たことが細部にわたってくると両町の利害の衝突って出てくると思うんです。本来なら、たし
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か志村町長は新しく病院をするには、試運転の期間が必要だよと。いきなり４月にやるという

のは非常に難しいんではないかと。だからこの統合というものを早く進めなければ駄目だよと。

最低でも半年ぐらいは試運転期間というものが必要だよと主張したと思うんですよ。でも今は

もう１２月ではないですか。その試運転期間もできないまま、まだ事務局体制も１１月１日に

配置替えになって、本当に大事な部分がこれから詰めていく時点において、隣の町長さんの公

約だからそれはうちには関係ないよということで、本当にまとまっていくのかなと僕は本当に

心配です。町長はそういうふうに、久保町長の公約だから関係ない、あっちに聞いてくれとおっ

しゃいますけども、両町が当事者になるんですね。決して対岸の火事ではなくて、傍観者でい

られる状況ではないんですよ。町長のおっしゃっているとおり、前は６カ月ぐらい前から試運

転をしなければ難しい、病院経営はそんなに楽なものではないとおっしゃっていたではないで

すか。それができない状況で、来年の４月からお医者さんから来るから大丈夫だなんていうの

は僕は本当に、その言葉どおりには信頼できないんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町や富士川町が経営する病院ではありません。午前中にも言ったように新たに一部

事務組合を、今の事務組合を改編して峡南医療センターという公営企業法の全部適用となった

自治体をつくります。そこでやるんであって、私と久保町長さんは一応、市川三郷町、富士川

町の代表ですからオーナーということになると思います。ですから久保町長さんはいろんな、

診療科も１５にあげますとかいろいろ言っていますけども、これは峡南医療センターの企業長

が今後決めていく話だと思っております。 
 久保町長さんの公約ですから、私がそれはやめてくださいとかそういうことも言えませんの

で、市川三郷町がまた独自にそういったことをするんであればまた別でしょうけども、今後は

この富士川町の議会でもありましたけども、町長が関与しない病院にしてほしいという話があ

りましたので、公営企業法の全部適用をしながらあそこに企業長を置いて、その配下のもとに

両病院が動いていくというふうになっていくと思います。 
 医療のほうはできれば試運転期間を入れてやりたい、これは当たり前のことだと思います。

しかし初めて医療をするわけではなくて、鰍沢病院も市川三郷町立病院も今、現に医療をやっ

ています。今、試運転とはいきませんけども、市川のいろんな病院の中で使っているシステム、

鰍沢病院のシステムを全部統合させております。その部分を今、ソフト面としてやっておりま

す。この一部事務組合の事務職は、医療はやはり病院へ任せるほかないと思いますので、午前

中も言いましたけども、職員の給与、これから公務員型になるんだからそれに合わせればいい

という、こんな簡単なものではないんですね。今、相当格差がありますから、これをどういう

ふうな形で縮めていけるのか。そして市川が職務職階制をとっていません。年功序列で給料が

上がってくる。そこの飛び出している部分をどうやって下げて、今後、本人に不利益がないよ

うな形で下げていくのか。そのへんに相当時間がかっているわけであります。非常に計算上だ

けで出る問題でもありませんから、そしてこれを１つずつしながら、それぞれの病院の職員に

今までの生涯賃金とこれからの改正された賃金、このくらい今度の病院のほうがよくなるんで

すよ、中にはここでいったん辞めて退職金をもらって、新たにまた退職金を出したほうが有利

という人も、あと残り少ない人は出てくるんですね。そのへんの１人ずつのものをやっている
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ところに今、時間を要しているわけでありまして、病院のほうは私は両病院の院長、また佐藤

顧問も中心にしながら医者のほうの確保もできていますし、そしてまた医療ですからやること

は同じですが、ただ今までシステムが違っていましたので、そのシステムを統合する、ソフト

面も一緒にやっておりますから、本当に３月なりなんなり試運転ができれば一番いいことであ

りますけども、そこのところに混乱が生じないような方策も考えながら、それぞれのグループ

で検討しておりますので、４月からは先ほど言った基幹診療型病院と、そしてまた総合型診療

病院として地域の医療に応えていく医療センターになれるように頑張っているところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 このことは命に関わる問題なんですね。医療にミスがあるということは。やはりそういった

ことがないように、試運転期間って僕は町長の考えのとおり大事なことだと思うんです。あれ

ばあったほど、いろんなやっていく中で事象が出てくる、当然のことだと思うんです。やはり

そういったものを早くあぶり出して、何が原因でどういうふうに改善していくか、こういうこ

とをやっていかないと、本当に医療ミスって起きないとも限らないと思うんです。ですからや

はりそういったことはできるだけ一日も早く、４月からというんではなくて、町長のおっしゃ

るとおり例えば２月から、３カ月あったら十分できるとか、そういうふうに急いでお医者さん、

それから看護師、医療資源を充実させて、そして本当に試運転ができる、こういったものを、

事務局体制を含めてぜひ頑張っていただきたいなと思います。 
 では最後に朝市の会場についてということで、これは１つですけども、時間がもうきている

ので、現在、白子で行われている朝市を旧鰍沢病院跡地で開催できないかという声を地元の方

からお聞きしたことがございます。こういったまちなかへお客さまを誘導するために会場をも

う少し検討していただきたいということを聞くんですけども、この点について町で検討してみ

ようかなという考えがあるかどうか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 それでは秋山議員の朝市の会場についてということで、白子地区で行われている朝市は農林

業の振興と商店街の活性化を図るため、平成２３年９月より毎月第２・第４の日曜日に開催し

ております。現在は平均４２店に参加をいただき、朝市会場ではローソンから寄贈していただ

いた建屋も有効活用しております。 
 一方、旧鰍沢病院跡地は商店街へのお客さま、職業安定所職員、役場職員の駐車場として利

用していることから、毎月２回開催する朝市の会場としては難しいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 平均して４２業者が出店しているということで、これは町内、町外の内訳が分かったらお願

いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
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〇商工観光課長（依田正一君） 
 町内、町外の内訳ですけども町内が２割、町外が８割を占めております。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると先ほど、この目的で地元の農産物の販売促進とかと言っていましたけども、その

実際の出店者と、課長が考えるこの朝市の目的が十分一致しているとは言えない状況だと思う

んですけども、その点についてはどうお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 秋山議員のご質問にお答えします。 
 当初から地元の商店街とか鰍沢地区の商店街に呼びかけはしておりました。呼びかけをして

もなかなか朝市のほうへ参加してくれないということで、町外からの出店が数多くなりました。

商工観光課としても商工会とか、あと地元鰍沢地区の元気会を通じましてなるべく地元の商店

街にも協力をしてもらいまして、日曜日でありますけども、町の活性化のために賑やかに、朝

市へ出店してくれということは当初のころから現在にかけても呼びかけております。なかなか

出店がありませんが、出店されるのは農産物、菌床類とか果物類とかそういうところが町内で

は出されているようでして、今後も町内のほうにも呼びかけをして朝市に町内の方々が大勢、

参加してもらうように努力をしてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この白子の朝市もなかなか町内の業者さんが、地元の商店街を含めて自分たちのメリットと

思わないから、先ほどのオギノ増穂店の跡地と同じでリスクをとってまでやろうとは思わない

ということだと思うんです。やはりそれにはやり方というんですかね、もう少し工夫していか

ないとせっかくと事業が目的達成のために十分に生かされていない状態だと思うんです。やは

りそこは十分に検証をしながら、どういうふうな工夫をして地元の商店街の方に協力していた

だけるかということを・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、時間がきました。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では、検討していただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１９分 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告８番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 休憩をしてリフレッシュをしたところで、質問させていただきます。 
 私は富士川町総合計画の基本計画について、質問していきたいと思います。 
 富士川町が誕生し、約３年半といいますか３年８カ月が経過しました。志村町政のこれまで

の経過と実績は、８月から１１月まで行われた各区のタウンミーティングにおいて富士川町総

合計画基本計画に沿って報告されました。 
 私はこの報告される前に、いろんな方々から町の状況がちょっと分からないんだというよう

なお話を聞いていましたので、このように各区の中に積極的に入って理解を求めることは非常

によいことだなと思いました。そしてそれはなぜならば町民と行政の距離を近づけ、町民が自

分たちのまちづくりに関心を持ち、積極的に関わろうとする動機付けになるからだろうと思い

ました。タウンミーティングを踏まえ、今回は特に中山間地域に対しての当局の考えを伺って

いきたいと思います。 
 （１）に入ります。みんなで考え、一緒に築くまちづくりの中に地域や住民と行政の協働に

より地域力が生かせる町を目指しますというのがありますが、特に中山間地域に対してはどの

ように行われてきたのか。また、これからどのようにしていきたいのかをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川議員の町の総合計画、また基本計画についてのご質問にお答えいたします。 
 この第１次総合計画の策定にあたりましては各地区において対話集会を開催し、それぞれの

地域の課題を「地域でできること」「行政の支援を受ければ地域でできること」「行政が進める

こと」の３つの区分に分類をしまして、計画を策定したところであります。 
 このことから町といたしましては、「地域でできること」の課題解決のためのフォローアップ

として、地域再生ファシリテーターによる寄合ワークショップの開催や地域支援員の配置、地

域力創造交付金制度などの創設をし、地域力の向上を図っております。 
 その結果として各地区で防災体制マニュアルづくりはやっていただきましたが、特に中部区

におきましては平成２４年度に新たな特産品開発や耕作放棄地の解消、婚活イベントなどさま

ざまな事業を導入し、地域の活性化に努めているところであります。 
 また「行政が進めること」などについては地域と協議しながら鳥獣害対策、防災対策として

のヘリポートの設置、空き家バンク、圃場や水路・農道などの基盤整備事業を実施してまいり

ました。 
 今後は、三筋の地域が連携した農産物生産出荷販売の強化のほか県立大学と連携し、農業体

験のできる農家民泊の可能性を調査・研究していきたいと思っています。このように中山間地

域の振興と活性化に向け、積極的に取り組むこととしております。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 地域力という言葉がいろんなフレーズで出てきます。私はこの地域力、地域力とは一体、ど

ういうものを地域力というのかなとずっと考えていました。この地域力が防災なんかもそうな

んですけども、地域力を上げるには何が大事なのかな、何をしていけばいいのか、何を行政が

支援していけばいいのかなということを思って、今、町長がそれに対する行政からの支援策を

言ってくれたのではないかなと思うんですが、それとその中山間の特に高齢化、少子化が進ん

でいる中で、そういう行政が行おうとしているものに地域の住民の人たちが絡む、絡ませるに

はさらに何かが必要なのかなと思っておりますが、今、考えられていることがありますでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先般、文化ホールで行われましたシンポジウムでも言いましたが、今、過疎化とか少子化が

特に顕著なところはこの峡南地域の中山間地域だと思っております。私はそうしたところに、

これからは目を向けていかなければいけないんではないかなと思っています。 
 ただ先般も言わせていただきましたが、ああした中山間の人たちが、今までは道路がやはり

悪かったですね。そこで道路を整備しろ整備しろ、県も町も一生懸命整備をしてきました。そ

うしたら、その道路を使ってまたみんな下へ降りてしまった。この富士川町も人口が中山間か

ら平地へ移り住んでいるだけで、手のひらの中で動いているだけなんですね。もっと言えば早

川町の人たちは中央市、昭和町に移り住んでいる。週末には実家へ帰って、また田畑をしたり

とか、そういうのがあります。 
 この中山間をどうするかというのはやはり、今、道路が良くなりましたから、その場に雇用

の場がなくても住環境は非常にいいわけでありますから、ただもうちょっとまだ不便なところ

があります。特にこういった情報化の時代になってくると、やはり光ケーブル等々も必要になっ

てくると思います。そして中山間地域にいても都市、都会となんら隔たりがない、遜色がない

ようなことも、やっぱりこの時代ですからほしがると思います。そして何よりもやはりああい

う地域ですから、地域のコミュニティというものが非常に大切になってくるんではないかなと

思っています。隣近所で悩みごとを相談ができたり、そしてまた地域のことも腹を割って話し

合いができたりというのもありますけども、もともとが１つの集落といったところですから、

新しい人たちとうまく馴染めない、そういうのも１つのネックではないかなと思っています。

問題はたくさんあると思いますけども、今の質問に対して今、考えられるのはそんなところが

主なところではないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私の質問はちょっと関連が、１、２、３とみんなあるので、とりあえず今１でしますけども、

例えば先ほど県立大学というお話がありました。つい先ごろ、穂積の地区の方とお話をしたと

きに、町のゆずをもぐ、ゆずもぎに町で公募してくれた団体があがって、そしてあるときは県
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立大学の人たちがあがって、そしてあるときは増穂商業高校の方たちがあがってくると。そう

いうふうな形で、手のひらの中かもしれませんけども、そうやって外部との接触を、その山間

部のしかも高齢化の方たちがそこですることで、何か意識変革を起こしていただければ、新し

い方々が来たときに受け入れられる土台ができるんではないかなと。たしかに区長がおっ

しゃっていましたけども、その方たちをお迎えするにあたっては、うどんを作ったり、いろん

なことをして、またそこでコミュニティが生まれるというようなお話を聞きました。これは

ちょっと井上光三議員さんのこのあとの質問にちょっと絡みますけども、私も調べたところで

島根県の例なんかが出てきたんですけども、これは中山間地域の活性化計画で島根県が打ち出

したときに一番最初に書いてある重点施策の中に、多様な主体の参画による集落を超えた新た

な地域運営の仕組みづくりというのがあるんですね。これは県のほうの方針なんですけども、

これはもちろん町で生かしていける重点施策なのかなと思ったんですけども、こういうことを

つなげる役目、これをぜひとも、どの課になるのかというのがちょっと分かりませんけども、

これを企画課なり商工観光課、あるいは農林振興課、どこになるのか分からないんですけども、

そういうことを町が、さっきふるさと納税もありましたけども、そういうことも町が一体となっ

て、その地域の人たちが高齢化が進んでいる中で閉鎖的になるものを開放してあげて受け入れ

る姿勢を生み出してあげるようなことを、行政側としてぜひやっていただきたいと思うんです

がいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど言いましたように、うちの総合計画はそれぞれの地域の課題を地域でできること、そ

してまた行政の支援を受ければ地域でできること、行政が進めること、この３つに大別をして

います。これは決して間違ってはいないと思います。まさにこういうことをすることによって、

地域力が高まっていくものと思っています。それに併せるような形で地域力創造交付金、名前

はちょっと難しいんですけども、地域で自ら考え、自ら行動するための地域力創造交付金とい

う制度をつくりましたので、これらも活用していただきながらですが、防災体制のマニュアル

づくりのときも、各区長さんもここ６年は防災の視察しか行っていません。区長さん毎年毎年

代わるところもありますから、去年こういうものに行ったから今年はと、なかなか変えられな

くて、防災の関係だけをしてきました。そして東日本大震災のあの地域でも、懇談会をしなが

らやってきましたけども、あれは海津波ですから山のほうはやられていなかったですね。そし

て海辺の人たちが魚釣りは冷凍庫があって普段食べられない、いい刺身まで食べられたと。た

だ、米とかそういうものがなかったというふうな実態もありました。気仙沼を中心に聞いたん

ですが、下流域と上流域で交流を始めたと。米を上から持ってきて、そちらには旅館とかそう

いうものがありますから、魚も早く食べてしまわなければ、電気がきていませんから、それを

また上にあげたりしながらのこういう交流もできた。それを見てきたときに区長さん方も、で

は平林とどこかで今度は地域間交流をしようとかこういう話も出てきましたから、いろんなそ

ういう芽が育ちだしているんではないかなと思っています。 
 それと先ほど言った、今後は県立大学と連携し農業体験をできる農家民家、民宿でなくて民

泊です。民宿だと旅館業法というのがありまして、調理場の衛生上保たれなければ保健所から

怒られますし、またカーテンも耐火カーテンにしなければ消防署から怒られるということがあ
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ります。民宿にすると非常にハードルが高くなりますけども、民泊にあれば農業体験をして、

それぞれの地域のそれぞれの旬の食べ物で十分皆さん満足してくれる結果もありますので、た

だ平林なんかも大阪の企業が３０人から４０人ぐらいバスで来てくれるんですが、ご飯を食べ

るところがみさき耕舎１カ所、そしてまたその日に帰らなければならない。こういった民泊が

できれば、またもっと大きな交流ができるかなと思っています。この民泊をするのにも今言っ

た３０人、４０人が来たときに１軒の家では対応できませんから、また今度、教育の関係の人

たちを呼ぶときも１つの集落ではできない場合もあると思います。それを、この富士川町をひ

とつモデルにしながら平林、穂積、あるいは十谷、五開のほうと分散をしながら泊まっていた

だく。また朝になったら、そこへ１カ所集約してときどきの農作業を手伝ってもらう。そういっ

た農業体験のできる農家民泊の可能性をこの富士川町でやっていきたい。これは山梨県立大学

の地（知）の拠点事業というのが文部科学省の指定校になりました。そして県立大学の学生を

中心にするんですが、県と市町村ということで市は甲府市が入ります。甲府市は中心市街地の

活性化が課題ですから、そちらをやると。それで富士川町は中山間地域の活性化、その中で特

に研究するのは農家民泊の可能性。道志村は道志村でまた村のことをやっていく。そんなふう

な３自治体がリストアップされましたから、来年の１月からはシンポジウム等々も含めて本格

的になってくると思います。 
 中山間地域のこういった疲弊した状況は、昨日に始まったことでありません。長年のそういっ

た努力も不測も含めて発生してきたものでありますから、これをまた再生していくには今しば

らく時間はかかると思いますけども、私も先ほど言ったように人口増にしてもこの地域は平ら

なところがそんなにありませんから、やはり中山間地域の人口が減った分だけは確実に減って

いると思いますので、昔ほどすぐというわけにはまいらないと思いますけども、できる限り、

ああいうところにまた人が定着してもらえることを町としても考えていきたいと思います。町

で考えるのは、空き家バンクを持っています企画課が中心に事業の可能性を考えて、そして事

業化できればそれぞれの事業担当にまた仕事をおろしていくようになると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 企画課ってすごくその町の顔だなといつも思っているんですね。川手課長さん、企画課長さ

んなのでぜひアンテナを高くしていただいて、そしてこういう、日本全国どこでもこの中山間

というのは非常に困っている問題が共通しているんです。ここでそのアイデアを出して、今み

たいな農家民泊ですか、それからこれは平林のお母さんたちから出たんですけども、昔、疎開

というのがあったではないですか。その疎開みたいなイメージでちょっと間借りできるような、

そういうところがあって１週間とか、そういうことで体験できるような、そういうこともいい

ではないですかねというようなお話も聞きました。いろんな役場の企画課だけで考えるのは

ちょっと大変かもしれませんので、ぜひ町民の方々もいいアイデアを持っていますので、中山

間に限っていいアイデアがあったらみたいな、なんかそんな集会なんか開いていただくと、い

いアイデア持っている町民の人たちがいっぱいいますので、ぜひそういう力も借りながらも

やっていただきたいなと思います。 
 では次に移ります。 
 富士川町の中山間地域は、この町の特徴がぎっしり詰まっています。平地の開発は進んでい
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ますけれども、中山間地域が後回しになっている感があります。特徴あるまちづくりを行って

いく上で、町は積極的にこの地域の地域力を高め活力を強化することが必要だと思いますけど

も、当局の考えを伺いますということで似ているような質問なんですけれども、この質問に対

して、またよろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中山間地域におきましてはいろんな施策を講じております。平林地域には、みさき耕舎やふ

るさと自然塾を整備し、地域雇用や都市との交流拠点をつくっております。穂積地区において

は日出づる里活性化組合への助成を通じ、ゆずなどの加工・販売の促進を、五開地域につきま

してはつくたべかんやかじかの湯を整備し、地域振興と地域雇用を図ってまいりました。また

平林区および五開区にはそれぞれ生活改善センターを、そして穂積地区にはゆずの里ふれあい

センターを地区公民館として無償譲渡することとしたところであります。さらに３地区にはヘ

リポートを整備するとともに圃場や水路・農道などの基盤整備により、住環境の改善にも努め

ているところであります。 
 今後は地域支援員や地域力創造交付金を活用していただき、地域の皆さまの地域力を発揮し

ていただくとともに町としても中山間地域の活力の強化に努めてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今の町長の答弁の中で地域支援員という言葉が出ました。私この前、農林振興課のほうに行

きましたときに、平林の地域支援員をやっている職員の方とお話をさせていただいたんですが、

地元ということで非常に区の人たちも何かの会合があるたびに呼ばれるんですと。自分にでき

る範囲は一生懸命やっているんですけども、なかなか力が足りなくてということで謙遜してい

ましたけども、中部のほうも中部の人たちはすごいですよみたいな話で、中部の支援員の方た

ちはすごい力があるんですなんて言っていましたけども、私はこの地域支援員というのは、もっ

と活用したらいいかなと思うんです。例えば中山間のほうが、どちらかというと高齢の方たち

が大勢いるので、そういうところにお住まいの方たちは平地で住む方たちよりも、もっと知恵

を出さなければ、なかなか解決できない問題が多々出てくるんではないかと思うんですね。地

域支援員の再編ではないですけども、一度考えていただきたいと思います。この方たちが地域

に入ることによって、この町が見えてくると思うんですね。今言ったような、すごいいいアイ

デア、これは富士川町で来年からやりますよというような、そういう施策にどんどんつながる

ような、地域支援員を育てていって、そしてこの町のことを、特徴をよく分かってくれる職員

になってもらいたいなと思うんですけども、その地域支援員を中山間のほうに増やすとか、再

編とかそのお考えはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域支援員をつくり出したときには、やはり地域の力が衰退をしてきている。そしてまたど

うすればできるかなといったときに役場には職員がいる、学校にも先生がいる、甲府のへんに
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行けば学生もいる、こういう人たちの力を使いたい。とりあえず役場でできるのは職員であり

ますから、「飛び出せ公務員」という言葉も使いながらもっと地域と一緒に考える、そういう職

員になっていただきたい。それといろんな課題が出てくる、そしてそれを解決していく。役場

の職員もそれが１つの勉強になると思っておりますので地域支援員制度をつくりました。まだ

まだ始まったばかりであって、平林では今、質問にありましたように地域のいろんな会合に呼

ばれている。五開地区では本当に一緒になって、職員が細々した作業を全部して、そしていろ

んな事業展開がされている。ただ、私がこれを各区に配置をしたいのは、各区の競争をしてい

ただきたいですね、地域力を高めるために。大きな区になるとなかなか呼んでもらえない。そ

ういう実態もありますので、実際に活用していただけているところ、またその地域の人を中心

にやっていますけども、その地域に職員がいない地域もあります。それは近くの職員をそこに

張りつけていますけども、必要であればそれを増やすことは可能だと思います。また今いる支

援員の数で不足であれば、増やしてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 富士川町に限らず、この地域力を高めるというのはそれぞれ町がどれだけそれぞれの区の地

域力があるかで、その町の力強さが違ってくる、活力が違ってくるんではないかなと思うんで

すね。さっき町長がおっしゃったように各区で競争させたいんだと。まだそういう状況がなか

なか生まれてこないのはたしかだなと。私が住んでいる大椚でも職員がいないんですね。いな

いので、区会は土曜日の夜なんですね。ちょっと悪いのかなとか、そういう遠慮はあります、

たしかに。普通の時間帯以外に仕事として、あるいは地域支援員としてそういう場に行くとい

うことが、呼んでいいのかなというちょっと遠慮もあるんですね。そこらへんをもうちょっと

区長会なりなんなりで説明していただいて、もうちょっと地域支援員の方と地域の区の方たち

が密に交える、この制度はとてもいいと思うんですね。だからこの制度をもうちょっと成熟さ

せるようにしていただきたいなと思います。 
 では３番に移ります。今、統廃合が検討されている平林区の西小学校ですけれども、学校の

存在が地域のつながりや活性化に及ぼす影響について、当局はどのような考えをお持ちでしょ

うか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 学校は地域の拠点として、これまでも大きな役割を担ってきました。こうした中、西小学校

の統廃合が議論されたことによって、地域で学校を存続させるための定住促進等に向けた新た

な機運が生まれたことは、町としても大変歓迎しておるところであります。 
 こうした住民の新たな動きに対し、町としても地域の皆さまとともに取り組んでまいりたい

と考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私も初めて平林の方たちと西小に行っている保護者の方たちと一緒にお話し合いをする機会
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をもたせていただいたんですね、先日。いろんな話をして、この平林地区のことに関して今お

話しますけども、区の方たちが非常に気持ちがオープンになってきたなというのは実感してい

ます。そしてそこの西小に通っていらっしゃる保護者の皆さんの意見も全部聞いたんですけど

も、その方たちが地域に馴染もうと。今まで本当に学校のことだけ、本当に西小学校って素晴

らしいんだと、そういうことだけを一生懸命伝えてきたんですけども、それだけでは駄目なん

だということが、やっと保護者の方たちにも理解していただけているような話し合いでした。

ここからだなと私は思っています。 
 実は、本当に西小学校のこの問題はやっぱりこれも全国津々浦々、同じような問題があって、

たまたま調べていましたら、これは新潟県なんですけども、その統廃合に関する考え方なんで

すが、ほとんど同じなんですね。その過疎化が進行、学校がなくなることで活力の低下が出て

くる、拍車をかけるんだと。そうなって統廃合をしていくと、その児童の通学距離も長距離に

なってきて地域の活力が一層低下する。そうならないために、ではどうすればいいんだという

ことをここに書いてあるんですが、最終的に読んでみますと、やっぱり今言ったような地域の

方々と学校側と行政が同じような意識を持っていかないと、なかなかここはクリアできない問

題なんですよということが書かれているんです。 
 私は学校というものが１つのシンボルだとかいろいろなことが言われていますけども、それ

は皆さん重々承知なんですよね。でもそれをどういうふうにつなげていったらいいのかという

ことが今回の西小学校の、この統廃合の一番大きな問題だと私は思っています。町長が、これ

は統廃合の問題の話を今しているわけではないんですが、町長はこの前、この適正配置の統合

で町としての考え方というのをおっしゃっていただいたときに、西小学校の条件をお話しに

なったときにこういうことが入ったんです。「通学区域内において」ということを一文入れたん

ですね。「通学区域内において」ということは、平林に住んでいる子どもたちをカウントします

よという意味だったと思うんです。この意図は大体こうかなと思うんですが、もう一度町長、

「通学区域内において」ということをわざわざ入れたのには、どんな意図があったのかをお願

いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 通学区域内に学校を設置するのが基本であります。まずそれが１つ。そして今回、教育委員

会が検討してくれたものは、過小規模校３校のうち１校を残すと。これはその大規模校に馴染

めない子どもも救えるということで南小学校を残すことにいたしました。これをまた希望する

学校にとかとしてしまったら、南小学校も同じ道を辿らなければならないと思っております。

そこでこれは教育の委員さんともご相談する中で「通学区域内において」という文言を入れさ

せていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 それももちろんあるんだろうなと思って、私はもう１つ町長が考えていることがあるのかな

と思ったんですね。というのは、先ほど町長は学校というのはそこの地域に及ぼす影響は多大

にあると。そういうことであったときに、今の平林に必要なのは何なんだろうと考えたときに、
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やっぱり若い人たちがそこに定着して住んで、農仕事をやっていただいたりするということだ

と思ったんです、私は。学校教育の中身を考えるのは教育委員会でいいと思うんですね、それ

はいいと思います。でも町長が町立小学校の設置者として考えるときには、教育プラス地域で

すよね。地域のことまで一緒に考えて、そこの地域に学校が必要なのかどうかということをやっ

ぱり町長が判断していってもらいたいなと思って、私はその中に通学区域内と入れたのは、平

林の住民の方々にもっと若い人たちを入れて、そしてそこで積極的にその地域を活性化したり、

あるいは小学校がもっと増えるような形をとってくださいよと、そういうことの意味を込めて

言ってくれたのかなと、こういう文言が入っているのかなと思ったんですがいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平林地区では、これまで地域の皆さんも、学校で通学をしてくる人たちは学校のことだけで

地域のことはなんらそっちのけだということでありましたけども、この問題が議論されてから

地域も一緒に、そしてまた保護者の皆さんも学校だけでなくて運動会にしても、前は当日行っ

てテントの下へ座ってという形でしたが準備から入ってくれる。本当、一緒に運動会なんかも、

そしてまた地域のことについてもいろいろ関心を持ってくれているということは、新たな動き

として本当にありがたいなと思っています。ただ、私は若い人がいてもそんなに長い間、小学

校へ行っているわけではないですね。旧田富なんかも昭和町もそうですけども、人が移り住ん

だときには保育所、学校を造るのが一生懸命だったんですね。今、中央市なんかは学校がガラ

ガラになってきています。これと同じ、またあれがくるんですね。第三保育所もあそこへ住宅

が出たときには、１２０人の規模では足りないかなというくらいまで人がいましたが、今はま

わりの人たちは高齢化をしていますから、もう保育所が空きのほうが多いという状況です。こ

うしたような、やはり時代の動きというものがありますから、学校は安定的にやはり公教育の

場としてやっていけるようにしていくほうがいい。そしてまた平林地区というよりも中山間地

域には先ほど言ったようにああいうところに人がいなければ、平地のほうの安全も守れません

から、やはり人に住んでいただきたい。ですから学校の存続と地域の活性化というのはイコー

ルのところもありますけども、では１０年も２０年も小学校へ通わせるかというと、やはり６年

しかいかないですよね。それが卒業してしまうとそこに定着している人が今後、邪魔といって

は失礼ですけども、新しい人と代わってもらわなければ学校は存続できないようになります。

そういったことよりも、この間シンポジウムでも言いましたけども、平林にしても穂積にして

も高下にしても昔はもっと人がいました。１千何百人とか２千人とかいたんですが、今、その

人たちがそこに元通り入ればとても過密状態になってしまうと思うんです。そういう中で、今

いるのが過疎ではなくて適疎かなと。あのくらいの人数が。若干増えてもいいですけども。あ

とは年齢構成が悪いと。その年齢構成をなんとかしていこうと。これは町としても考えていか

なければならないことだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 そうなんです。年齢構成だと思います、私も。そこにずっと住むというのは、私、今住んで

いる大椚の３組なんですけども、小学校へ通っているのは１軒しかないんですよ。３２軒のう
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ち１軒しかない。それは平地でも同じ現象が起こっているんですね。これはちなみに芦安小学

校ですけども、芦安小学校、芦安中学校は通学区域を市内のどこからも通学区域から通学でき

るというようにしてあるんです、特例として。こういう措置をしているんですね。ここはもう

芦安村というところがあったので、合併して１つのところだからとその思いは分かるんですが、

でももうちょっと考え方を、ずっと住んでくれなければ困るというよりも、もうちょっと短期

間でもクルクル動いてくれるように、そこに若い人たちがそこに例えば６年間でも１５年間で

もいいからそこに住んで、また次の人たちが入ってくるとか、そういうことで考えてもいいん

ではないかなというふうに今、私はちょっと思っています。 
 では４番に移ります。住民参加の促進という施策の方向が示されていますけれども、今、平

林区をはじめ中山間地域の住民は必死で定住人口を増やそうとしております。行政として行え

ることはないか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの話で、そこへ住んでいる人を町のほうで１０年住んだからどこかへ行ってください

というわけにもいきませんので、今、一番はうちの町の中山間でうまくいっていないのは、土

地家屋の流動性ということだと思います。実際には住んでいないのに、お盆のときにはお墓参

りがあるから使う。また暮れのときにはお正月を、日の出の見えるところで過ごしたいとかいっ

て全然貸してもくれないところがあります。すべてがそうではありませんから、町のほうでも

空き家バンクを使いながら力を入れていきたいと思いますが、質問にお答えします。 
 町では人口増加に向けた各種施策を展開しておりますが、なかなか町全体の人口増加につな

がらないのが状況であります。中山間地域への施策としては、先ほども言いましたように光ケー

ブルの敷設とか災害用ヘリポートの設置とかデマンドバスの運行、合併浄化槽に対する助成、

あるいは鳥獣害対策としての電気柵の設置とか集落内道路の整備、それに空き家バンク事業を

実施しながら定住していただけるように住環境の整備に努めているところであります。 
 今後もどれをやってすぐカンフル剤になるかどうか分かりませんけども、地域の皆さまのご

協力をいただく中で、空き家バンク事業をはじめとして定住促進ができるように地域のよさと

いうところをもっとＰＲしていきたいなと。 
 昨日も千葉から平林へ住みたいという人が来ました。まだ家がないんですね。その人は６５歳

ですから、こういう学校存続と重ねるとお断りをしなければならない、こういう状況が現状で

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 農林振興課のほうに私がちょっと行ってきたんですね、この質問をすることにあたって。今、

すごく平林のほうでは総合整備事業がいろいろ入っていますということで、農振の関係を

ちょっと聞きに行ったんです。こういう整備事業がどんどん入ってくると、なかなか農振のほ

うが外れにくくなるので大変なんですというふうにお話してくれたんですけども、農振という

のは農業を守るために農振があるんですよね。農業を守るためというか農地を守るためにある。

その農地を守るためには、農地を耕作してくれる人がいないと駄目です。その農地を耕作して
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くれる人が、中山間はお年寄りが増えていて水路がいくらよくなっても、農道がよくなっても、

そこに行って耕作ができないと、これはいくらこうやって事業を入れても、なかなかそれが功

を奏しないようになってしまうんではないですかねということで、課長さんとお話しさせてい

ただいたんですが、その農振と、それから宅地化というのは非常にこれは相反するようなもの

なんですけども、そこらへんの町長は今、定住していただきたいと。なかなか空き家がないと

いうことで、農振をちょっと外してそこに住宅を建てるなり、なんか貸家をつくるなり、そう

いうふうなことというのは、今の状況だったならば難しいんでしょうかね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど言ったように、かつてはもっと人が住んでいました。そこに農業施設だけでなくて住

宅の跡があれば、それは宅地のはずです。ただ人がいなくて、もう建屋も潰したから今は畑に

なっているといっても宅地は宅地なんです。そういうところがあれば、そこはいいと思います。

今、地域の人たちが農業投資ということでいろんな事業を入れています。先ほど来言っている

圃場整備とか水路とか農道とか、これを入れるとまた１０年２０年という間はそのために、農

業をするからということで投資をしたものですから、農振の除外はやはり難しいんではないか

なと思っています。しかし今、言いましたようにかつて家があったところは宅地だと思います

ので、そういうところを見つけながら提供していただければと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 それを私がちょっと聞いたところでは、ポツポツと農振を外すということは非常に難しいと。

ただ、その地域の活性化、あるいは耕作放棄地の予防として定住する人を山間部に呼んで、そ

してそこの区画の、そこだけスポッと抜くということは、もしかしたならば県のほうのいろん

な制度を使ってやればできるかもしれないようなお話を聞いたんですね。ぜひともそういう形

で今、必死なんです、この平林の方たちは。ほかの中山間も必死なんですけども、なんとか人

口を増やすというか、そこに定住していただける人たちの環境をまず整えて受け入れようとい

うような熱い思いがあるわけですから、それをなんとかして実現させるような方向で町として

考えていただきたいんですが、もう一度お伺いしたいんですけども、そういう声をどういうふ

うに受け止めていただけるでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 すべて農地法がネックになっていることは事実であります。今、アベノミクスの次の矢とし

て農家対策が出ております。米の生産調整の金額を廃止する中で農業の集約化ということを

やっております。ただ、これはどう考えても東北の農業を見ているのかなと。このへんで農業

の機械化、あるいはスーパーアグリの大規模化をしても段々畑ですから、地形的にまず無理。

ですから日本の今、農業政策として考えているようなものが、この富士川町に当てはまるかと

いうと私はちょっと無理ではないかなと思っています。 
 そうした中で、なんとか宅地化もしていきたいなと。人口減少地域ですから、していきたい
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なというのはありますが、どことは今、言えませんけども、ある程度の面積をまとめて、そこ

を開発するということであれば農振の除外は可能かもしれません。ただ、そこにこれからやる

水路が入ったり、農道が入ってたりすると、やはり難しさはあるかもしれません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 四国の徳島県ですか、神山町というところがあって、そこは研修というか、県立図書館でそ

の仕掛け人の人が話をしに来てくださるということで、これは建設課だと思います。職員が呼

びかけてくれたんです。ぜひ行ってくださいと言われて、そして私たち何人かで行ったんです

けども、そこの神山町というところはすごい山間地域なんですけども、空気がきれいでたぶん

光ケーブルのネットが、私うまく言えないんですけども、すごく大きなＩＴの企業が来ても耐

え得るような環境があるらしいんですね。こういう光ケーブルとかいろんなことで。そこに目

を付けて、そして小川の中に足を突っ込んでパソコンを開いてやっているというのがキャッチ

フレーズになって、これは「クローズアップ現代」でも出ましたけども、そういうふうに田舎

だから駄目ですという、頭からそういうイメージはもう抜けて、なんとかちょっと５分も登れ

ば着くわけではないですか。穂積も平林も。十谷はもうちょっとかかるかもしれませんけども、

そういう地域性をこの富士川町はぜひ生かすべきだと思います。 
 そしてそのときに、お話しをしてくれた方がどうやって空き家を探すんですかと。どうやっ

て皆さんを説得するんですかという話をしたときに、こうおっしゃったんです。この家がずっ

と住まなくて朽ち果てていくのを見るのがあなたたちが描いている家なんですか、生家です

かって、そういうふうに問いかけるそうです。滅多に行かないんです、普通は。お盆に１回、

お正月に１回か分からないんですが、その年に２回しか行かないようなお家をずっと維持して

いくということは非常に大変です。そして傷みも激しいんですね。そういう中で、この自分た

ちが住んでいる、今、住まなくなっているその家をどういうふうに生かすかということを考え

てください。朽ち果てた自分の生まれた家を見るよりは、そこに人が生活していて、そして元

気でやっている、そういう自分が生まれた家を見るほうがずっと元気が出るんではないですか

ということを問いかけています。そういうと、すごく皆さん考えてくださるというお話を聞き

ました。ぜひ、これもひとつの参考にしていただければなと思います。では終わります。あり

がとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告８番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは早速ですが、質問に入ります。 
 私は大きく２点、１点目は地域づくりと連携した過小規模校の充実対策について。この中で

一部、先ほど市川議員の質問と重なる部分がありますけども、質問をさせていただきます。 
 今回、町では学校規模・適正配置に伴う学校統合についての結論を出しました。過小規模校

が置かれている地域においては学校は地域のシンボルとして捉えており、学校づくりと地域づ

くりは一体と考えています。今回の統合問題で地域では動揺や戸惑いがありました。その中で
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当面の間、存続となった南小学校地区や閉校が１年先送りとなった西小学校地区では学校がた

だただ自然消滅するのを待つのではなく、なんらかの対策を講じていく必要があるのではない

かとさまざまな検討を始めたところでもあります。そこで地域が考えている過小規模校を充実

させるための今後の方策につきまして、次の点について町の考えを伺います。 
 １点目ですが、過小規模校となった要因は過疎化と少子化によるものですが、地域ではこれ

まで移住者の受け入れ等を行うことで小学校の児童数確保を行ってきました。しかし、移住者

を受け入れるための空き家がなくなってきたことや空き家があっても改修費用がかかることな

どで、せっかく地域へ来たいという移住希望者がいても受け入れできないのが現状です。 
 過小規模校の児童数確保には住宅環境の整備が大きく関わっていますが、小学校の児童を持

つ多くの家庭は土地を求め、家を新築して移住する経済的な余裕はありません。全国にはこう

した地域への移住者受け入れのための住宅を建設し、貸し出している事例や住宅の取得やリ

フォーム等の費用に補助金を出している事例があると聞いています。本町でもこうした過小規

模校の置かれている地域への対応として町営の定住促進住宅を建設して貸し出すことや、また

は定住促進補助金制度等を新設して支援することができないか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 井上議員の、地域づくりと連携した過小規模校の充実対策についてのご質問にお答えいたし

ます。 
 人口減少につきましては町全体の課題であり、定住促進は町全体で取り組まなければならな

いと考えております。このことから移住・定住促進のための住宅施策につきましては、現在進

めております空き家バンク事業等の推進を図ってまいりたいと考えております。 
 今後は中山間地域への定住をさらに促すために、中山間地域内に町有地で適地がある場合は

そこに一定期間住むことを条件に土地代を低価格、または無償譲渡することや民有地を購入し、

移り住む人への助成を検討してまいりたいと考えております。 
 また空き家バンクの借り手について、改修費などの借入金に対する利子補給がいいのか、修

繕費そのものに対する助成がいいのか、このことについても検討してまいりたいと考えており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今、町長の答弁の中で中山間地域においては、町有地等の候補地があれば町の住宅を建てて

ということなんでしょうか。もう一度、そのへんを。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中山間地域内に町有地で適地がある場合には、そこに一定期間を住むことを条件に安い値段

で譲渡するか、お金を出してまではというところであれば無償譲渡、そんなことを考えていき

たい。それと民有地の提供者もこれから出てくると思いますので、そういう民有地を購入して
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移り住む人に対しては、なんらかの助成を考えていきたいということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 民有地の購入にも補助金を検討されるというふうな、非常に私はその点でも前進したかなと

いう思いがいたします。町有地で適地があれば一定期間入ってもらうというような条件、ご存

じかと思いますけども、市川三郷町の市川東小学校ではちょうどこの１２月から来年にかけて

募集を行っているのが市川三郷町定住促進住宅というのがありますよね。そこは山保地区に

限って、東小学校の。条件としてやっぱり東小学校へ入学する３年以下の子どもがいるという

ふうな条件もありますし、そこで特徴的なところは家賃が小学校のときには安い家賃、ですか

らここで言いますと小学校以下の子どもがいる家庭は２万円。ですからその子どもたちが成長

していくと家賃が高くなるということですね。先ほど市川議員の中にもありましたけれども、

町長の答弁の中にはその方たちが長年ずっといると、そのまま小学校も卒業してしまうと、そ

のままそこで停滞してしまうということがありますけども、ある程度、期間があると入れ替わ

るような形の何か工夫があるのではないかということもありますので、もし町で町有地等で適

地があればということであれば、地域では積極的にそういうところを考えながら、また町有地

以外でも、例えば先ほどの農振の話がありましたけども、私は農振農振と、農振除外は大変難

しい、期間がかかるということですけども、中山間地域には農業振興法で決められている農地

であっても耕作放棄地というのはたくさんあるんですよね。道路沿いに耕作放棄地とかがある

場合は、その農振除外というのは円滑な手続きでやってもらいたいと思いますけども、そのへ

んちょっと農振について、耕作放棄地の考え方、ちょっと分かればご回答をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 ただいまの井上議員の質問にお答えします。 
 農振法の中でどうしても手続きを行われなければならないということで、非常にそのへん、

耕作放棄地であっても難しい点ではあると思います。やはり今年度、農振の総合見直しをして

いますので、そういうときに農振除外等の手続きを踏んでいただければ、このへんはなんとか

なるのかなと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私は先ほど申し上げましたように、過小規模校の充実と地域づくりは一体だというふうな考

えがあるんです。特に今回、地域づくりに対して中山間地の思いというものがあまり理解され

ていなかったという部分は、今回の統合問題で多くの方の意見を聞くと理解があまりされてい

なかったということで、今回改めてこういう形で一般質問させてもらいますし、前に市川議員

もそういう話をしましたので、中山間地域の思いというものが、それから過小規模校へ対する

思いというものはある程度、伝わったかなと思うんですけども、例えば今、過小規模校の児童

数確保には住宅環境がかなり大きく作用しているという話を申し上げましたけども、町長の答
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弁の中で今一歩前進したかなという思いがありますが、新しく入ってくる子どもがいる家庭は

なかなか家を購入してというのは経済的に難しいんですよね。町長の答弁の中に、民有地等を

購入するんであればなんらかの補助金を考えていくと。これも一歩前進ですね。先ほど空き家

バンクに対しては中山間地域だけではなくて、町全体でということなんでしょうか。そこらへ

んをもう一度、詳しく。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、お答えしたのは中山間地域への定住をさらに促すためにということで考えております。

ただこの中山間地域の定義も平林、小室、髙下、五開というだけではないと思います。最勝寺、

大久保、寺尾もわれわれのところも中山間だと。例えば米の上のほうですね。そこも中山間

だと。いわゆるどこで線を引くかという難しさもありますけども、そういった中山間地域１つ、

小字で決めるかどうかはこれからの検討ということでありますけども、そういった中山間地域、

当然、まちなかも必要なところがあるかもしれませんが、先ほど来言っていますように、この

人口増加策はやはり中山間地域にある程度、人が住んでもらわなければどうにもならないと思

いますから、今言ったその地域に町有地の適地があればとか、それとか民有地を購入して移り

住む人、また空き家バンクを借りて、空き家バンクのほうはまちなかの空き家バンクでも同じ

ようにしていかなければならないと思いますけども、土地購入のほうにつきましては中山間に

限定をさせていただきたいと思っております。 
 また市川三郷町の例をとりまして町営住宅という話もありましたけども、この富士川町も民

間住宅が相当空いています。そういう中で、うちの住宅の延命化計画も先般つくり上げたばか

りですので、その中にもそういった定義はありませんので、今ある公営住宅の跡地をどうして

いくかということも非常に課題でありますから、現状の民家を借りていただくか、またあそこ

に新しい贈与の制度もあって、おじいさんがお金持ちであれば孫の教育のためにということで

お金を渡せるようにもなっていますので、そこで土地を買って住んでくれる人には購入費の一

部を助成していきたい、こんなことを考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 住宅事情については、今の町長の答弁の中に町の町営住宅もまだ空いている部分があるので

というような話がありましたけども、私は分けて考えてほしいと思うんですよね。これはあと

でまた中山間地域活性化についての質問がありますから、ここで詳しくは申し上げませんけど

も、ぜひ分けていただいて、そういった地域への支援をしていただきたいと。これは、今回は

過小規模校の充実と合わせた質問でしたので、では１点目は以上で終わりまして、まず（２）

ということで質問をさせていただきます。 
 過小規模校は、児童数確保とともにこれまで特色ある学校づくりの面でも地域と大きく関

わってきました。特色ある学校づくりは、過小規模校のみならず多くの学校でも取り組んでい

るところですが、地域では過小規模校ならではのマンツーマン教育を生かせる取り組みで特色

を出せば多くの児童が確保できるんではないかというふうな考えもあります。南アルプス市の

芦安小学校では、市が英会話科研究推進校の指定をして一定の評価を得ています。 
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 全国には自治体が研究校として指定し、特色ある学校づくりを行っている事例が多くありま

すが、本町でも過小規模校に対して過小規模校だからできる、そしてまた町外から移住してで

も入学したいというような特色ある学校づくりを町の指定校として配置し、充実発展させるこ

とができないか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの質問に答弁をさせていただきます。 
 過小規模校の置かれています環境や地域の特性を十分に踏まえながら創意工夫をし、特色の

ある学校づくりを行うことは児童一人ひとりの個性を伸ばし、豊かな人間性を育むために大切

なことであると考えています。 
 こうしたことから、町内の各学校では総合的な学習や校外活動などの機会を活用いたしまし

て地域の人々や伝承文化に携わる方々とも連携し、特色ある学校づくりを実践しているところ

でもあります。 
 英会話科など特定の教科に特化した指定校の導入については、町内小学校の教育課程のバラ

ンスや小中一貫指導への必要性など課題が多いことから、現在では導入を考えておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 特色ある学校づくりといえば、今、学校に子どもを行かせている保護者の話を聞くと、あそ

この自然がもう特色あるんだという話を聞いていますし、ああいったところ、自然に恵まれて

いる地域で小規模で教育ができるような学校、それこそが特色ありますというふうな話を聞く

んですが、これまでずっと地域として学校と関わってきた中で、それだけで児童数が確保でき

るのだろうかという話が出てきたんですね。 
 たまたま先日、南小学校地区、今回の統合で存続となりましたので、説明をいただかなかっ

たんですが、先日教育委員会で来ていただいて、あのときいろんな説明をいただいてありがと

うございました。そのときに実はこうやった形で私、一般質問を予定したんですが、うしろの

役員がこれと同じようなことを教育委員会に質問攻めで私もちょっと、これをやるからという

わけにはいかなかったんですが、その中でこういった形の特色ある学校づくりという話が出て

きました。 
 実際には教育長、今の現時点では難しいという話なんですが、おそらく、例えばほかの学校

とのバランスというのは学習指導要領の中の部分もあるでしょう。私、学習指導要領を大きく

逸脱してまでということは考えていなくて、これは特色ある指定校にするか、しないかで大き

く関わってくると思うんですよね。ですからなんらかの形で指定校にしていただければという

思いがあるんです。文部科学省が、これは国ですよね、研究開発学校の制度というのをつくっ

ているんですが、ここでは学習指導要領から外した形で、あなたの学校はここをやってみなさ

いというような研究開発指定校ですよね。そのほかに国立教育政策研究所の教育課程研究セン

ターというのがやっているのは、ここは学習指導要領の中でさらに充実した形で教育ができな

いか指定校を指定してやっていると。そのほかに県でもいろんな形で指定しています。市町村
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単位でしているところは、かなり多くあるんですね。そこでお伺いしたいんですが、富士川町

としては町として、旧鰍沢、旧増穂を含めて、町として指定校というふうな定義づけで指定し

たという例はあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 現在におきましては、特別に町教育委員会が単校を特例校で指定しているところはありませ

ん。たしかに文科省の中には特例校制度がありまして、特例校制度を受けますと学習指導要領

から指定された部分を加減することは可能な部分がありますけども、現在、小学校５、６年に

なりますと年間でいきますと９８０時間、クラブ活動をしますと３時間を超える、大変授業数

があるわけです。この授業数をすべてクリアするか、もしくは６校時にプラス１校時で７校時

にするのか。また英語活動の時間というのは平成２３年から活動が始まりましたけども、これ

は年間３５時間やっていますけども、これを増やすためには総合学習の時間を５時間あけてい

く、あるいは１０時間あけていく、体育の時間を５時間あけていく、こんなことをしまして生

み出していかないと時間が生み出せないので、今の学習指導要領の時間を削る、もしくは新た

に時間数を増やしていくのどっちかの選択で指定校が可能だと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私が先ほど申し上げましたように、学習指導要領を逸脱してまで指定校にする必要はないと

思うんですよね。ただ、工夫によってはなんらかの形でできるのかなというふうな思いがあり

ますので、また現時点では難しいというのがよく分かりました。またこれは今後検討していた

だければというふうに思っております。 
 それでは次の大きな・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時３５分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは２点目の中山間地域活性化対策について、お伺いいたします。 
 本町の中山間地域は過疎化・高齢化が進み、一部集落では限界集落となっています。町でも

中山間地域に対して支援を行っているところですが、まだまだ格差を感じている住民も多くい

ます。 
 町全体にとって中山間地域の役割は大きく、飲料水の確保や治山治水、観光資源等、そこに

暮らす住民がいるから守り育てられていることを改めて考える必要があります。町の総合計画
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でも個々の事例について整備していくことが謳ってありますが、中山間地域全体を考える計画

になっていません。 
 そこで次について伺います。これも先ほどの市川議員と重なるところがありますが、まず１点

目、これまで町の対応には個々の事例に対し、それぞれの担当部署が行ってきたのが実情で地

域全体の課題をトータルとして考えるシステムはありませんでした。 
 昨年、富士川町三筋活性化推進協議会を立ち上げ、さまざまな問題について取り組みを始め

たところですが、町の組織が縦割りになっているので思うように進展しない状況にあります。

今後道の駅のオープン、中部横断道の開通等を控え、誘客向上を考えますとますます中山間地

域の役割は大きくなってきます。またさらに直面している高齢化の問題、限界集落の問題、先

ほど申し上げましたように過小規模校の問題等、町としてトータルに検討し対策を講じていく

必要を感じています。 
 全国にはこうした問題を処理するために、新たに中山間地域活性化推進室を設置して取り組

みを始めたところもあります。本町でも中山間地域の活性化計画や地域力強化等について検討

するため、中山間地域活性化推進室などを設置して町全体で中山間地域を考えていくことがで

きないか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員さんにお答えしたのとダブるところがあると思いますけども、町の総合計画の

策定にあたりましては、この策定の段階において地域の課題を明確にして「地域でできること」

「行政の支援を受ければ地域ができること」「行政が進めること」の３つに大別して計画を進め

ております。 
 このような中で、平成２４年度に地域支援職員制度を創設して地域の課題解決に向けた情報

提供などを行い、地区と行政を結ぶパイプ役として職員を配置したところであります。また本

年度には各地区の課題解決に向けた活動を支援するために地域力創造交付金を創設して、地域

力を高めるための仕組みをつくってまいりました。 
 現在の組織体制では観光業の振興に関することは商工観光課で、農林業の振興に関すること

は農林振興課で、政策の推進に関することは企画課でそれぞれ事務を行っております。しかし

ながら地域の課題を共有して、速やかに支援策を講じていく連携が十分にとれていませんので、

今後は既存の課と政策補佐を中心にして、役場内部での円滑な連携や地域支援職員を有効に活

用して、中山間地域の活性化や地域力を強化するための取り組みを行ってまいりたいと考えて

おります。 
 質問にありました中山間地域活性化推進室、これをつくってもやはり中山間地域をよくやっ

ていくには道路も必要ですし、河川も強固にしていかなければならないということがあります

から、そんなものは建設課でまたお願いをしなければならないというところもありますので、

トータル的に考えるところは政策補佐をおいてありますので、そことそれぞれの課との連携を

密にしながら対応していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 特別な推進室等はつくらないと。今現状の中で、政策補佐を中心に検討していくということ

なんですが、先ほどの市川議員のときも地域支援員の話が出ましたけども、設置してまだまだ

うまく機能していない部分があると思うんですが、ちょっとお伺いしますが、例えば今現在、

その地域支援員の横の連携というのはされているのかどうか。その区だけのことなのか。パイ

プ役なのか。横の連携というのはどうなっているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域支援員は地域の会合等々に出させていただきながら、地域の課題等々を解決するために

会合へ出席をし、地域の実情を聞いてきて必要な限り連絡はとっているはずです。そしてそれ

ぞれの課が地域へわざわざ行かなくても、そういった支援員からの情報でここの地域にはこう

いうことを、すぐできることはすぐやればいいし、また検討して予算が必要なときには、それ

が事業として成り立つかどうか、これは企画のほうでまた検討したりとかやっていきますので、

地域支援員をぜひ活用していただくことによって、先ほどお話が出た中部地区みたいな新たな

取り組みも十分可能ではないかなと思っております。ぜひ地域支援員をご活用いただければと

思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 地域でもこれまで、特に私がいる地域に限って申し上げれば、やはり自分たちの地域は自分

たちで守るんだと。自立していかなければならないという考え方で、今まで地域づくりを行っ

てきたんですね。ただ、ここにきてやはり高齢化が進んでいるということ。それから若者が定

着しないというような問題が自分たちの力だけではどうにもならないところがあって、先ほど

の過小規模校の問題もそうなんですが、過小規模校については、教育環境については教育委員

会、教育問題について、教育環境整備等その考え方は考え方で私は尊重しますが、一方では地

域づくりということがあって、それをあんまり理解されていないというところがあるんですよ

ね。それは、では町では今まで自分たちが自立してきたことは、町は皆さん、しっかりやって

くださいと。駄目ならばそれでいいんですと、そこで終わってしまうのか、そうではなくてで

きないところは町が支えますというふうな考え方にぜひなっていただきたいと。 
 学校の問題もそうですが、地域が一生懸命やっていることをただ見ていて、それは地域でやっ

ていることだからではなくて、特に中山間地域についてはですね、いろんな問題が自立できな

い部分が出てきたということがありますので、そのへんについて支援員を十分に活用という話

がありましたけども、なかなかうまくいかない部分がある。それは何が問題なのかということ

を町のほうでも整理していただいて、その問題点がどうすればうまくいくのか。あるは横の連

携、私は先ほど三筋の活性化推進協議会を立ち上げた、これは地域からこういうものをつくっ

てくださいということではじめて立ち上げたんですが、それがなかなかうまく機能しないとい

うのは縦割りなんですね。これについてはではこっちだから、この問題についてはこっちだか

らということがあるので、そうではなくてやはり、中山間地域全体を考えていくこと。 
 先ほど、前のときですか、町長の答弁の中に中山間地域という定義はどうなのかという話が
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ありましたよね。私は、定義というのはいくつかあると思うんですよ。地域振興立法５法とい

うのがあるんですよね。この５法というのは、まず特定農山村地域における農林業等の活性化

のために基盤整備の促進に関する法律というのがその１法ですね。過疎地域自立促進特別措置

法、これが１つ。これは旧鰍沢町が入っていますよね。山村振興法というのがあるんです。山

村振興法というのは、富士川町で言えば平林、穂積、五開ですね、山村振興法。あと２法は半

島とか離島とかですから、これは該当しない。以上３つの複数に該当するものが中山間地域と。

先ほど町長は米もそうですよと。最勝寺の一部も中山間地域というふうな話がありましたけ

ども、私はもうここで言えば富士川町では定義づけをしてほしいと。そこの定義づけをしてい

ただいて、それに対する推進をどうしていこうかということを、あとでまた２番のところで申

し上げますけども、そういうことをやるためにはやはり、室が駄目ならば専門の担当者ぐらい

を置いてほしいというように思います。 
 １つ、ちょっとお伺いしたいのは総務省で地域力の創造、地方の再生を目的として支援策を

策定していまして、その中で集落支援員というのを置いているんですね。私が調べたところ、

その集落支援員というのを富士川町は平成２４年度に１人、配置されているんですよ、専任で。

これは富士川町の考え方と総務省の考え方が一致しているかどうか分かりませんけども、１人

になっている。山梨県では３つですね、早川町が２名、富士川町が１名、道志村が４名置いて

あるんです。集落支援員、２４年度の表にはありましたけれども、これは今現在どうなってい

るのか、そこをお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの過疎地域をどういうふうにしていくかというのは、法律上では過疎地域として指定

されているところ、そしてまた山村振興法で指定されているところ、そしてまたこの富士川町

には辺地とか準辺地というのもありますから、ただ今度の町の独自の助成制度をする対象の地

域としての中山間をどこに捉えるかということでありますから、当然、平林、小室、髙下、五

開は区として中山間と捉えてもいいと思うんですが、町内にそういってもまだ箱原、鹿島、鬼

島はどうなのか。そしてまた米の和平地区、あるいは川久保地区はどうなのか。大久保にも

大久保寺尾がありますし、最勝寺の寺尾も、西ノ入も含めてですね、これを中山間としていい

のかどうなのかというところがありますので、その助成金を出すときまでには小字で定義をす

るのか、そこのところは決めていきたいなと思っています。 
 それと総務省の集落支援員、あれは期間がありますので富士川町ではその対象から外れてお

ります。今までは穂積地区に入れておりましたけども今はありません。それに代わるものとし

て、集落支援ではありませんけども、中山間の観光物産を主体とするように観光物産協会に１人、

職員を送ってあります。 
 それと三筋の振興策につきましては、やはり物産と観光というところを主体に考えていかな

ければならないと思います。そこで商工観光課が中心になってやっておりますけども、なかな

か会合が開かれないというご指摘も、タウンミーティングのときにもいただきました。今、皆

さんにお示しできる原案をつくっているという話は聞いておりますので、これが仕上がれば早

速、三筋の皆さんと協議に入れるんではないかなと思っております。 
 そして地域支援員も有効に活用していただいてということで、地域支援員が主体ではありま
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せん。やはり地域支援員が地区の課題、問題を聞いてきて、それを関係の課に連絡をしたり、

当然政策補佐もそれぞれ部署を統括する人たちがいますので、町全体でこれに関わっていかな

ければいけない。そして町に１カ所の室をつくっても、そこが農業振興から観光振興から建設

からできるわけではありませんので、やはり専門の課に事業課に頼まなければできませんので、

やはりそれをつくっても企画と同じ形になってしまうと思うんですよね。それよりももっと連

携を強固にしながら、できるものはすぐやって、時間の要するものはしっかり地域と相談をし

ながらやっていけるような体制がつくれればいいかなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 先ほどの集落支援員の話なんですが、集落支援員は期限があって、そこで１年限りというふ

うな話なんですけども、町としてそういう、集落支援員のことを調べましたら、選任は選任が

あって、兼任というのは各全国的には例えば区長さんにこの人を集落支援としてお願いしてい

るというのは、兼任というのは１万人近くいるんですよね。全国に。そういう形でもいいです

し、この集落支援員というのは総務省から、総務省に申請をして１名配置ということではなく

て、なんらかの形で町でも配置していただければ、ですから中山間地にいる人たちはそれぞれ

の事例のときにその課へ行くんではなくて、その事例に合わないような、インフラの整備とか

そういうものは大体事例がありますけども、住んでいる人たちの思いをどういうように活性化

につなげていくかというのは、どこに相談していいか分からないんですね。ですからそういう

集落支援員みたいなものを置けないかどうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今の地域の問題課題を常日ごろ、行政のほうへ、役場のほうへ伝えていただくには地域支援

員を活用していただければありがたいなと思っています。それと今、お話しにありましたよう

にやはり高齢化をしてきて、もうどうにもならない地域があります。そしてまた町のほうとし

ても今後、職員の再任用、あるいは再雇用ということも考えていかなければならない。これは

制度上、地方公務員も年金がだんだん出なくなりますので、定年は定年制としながら再雇用、

再任用ということがこれからクローズアップされてくると思います。そうした中で、職員はいっ

たん辞めるんですが、この町のために今しばらく頑張っていただかなければならない職員も出

てくると思いますから、今、考えているのは平林には平林の活性化組合があります。穂積にも

日出づる里活性化組合があります。五開地区だけでそういった組合がつくれるか、あるいは中

部地区も一緒に富士川町南部地域ということで活性化組合がつくれるか、ぜひこれはつくって

もらって、先ほど言った農産物の支援組織というか、出荷組合みたいなものも平林、穂積は仮

にできますが、中部地区、あるいは五開地区にはありませんから、ぜひそういった活性化組合

的なものをつくっていただいて、そして年中、そういういろんなことができるように、そこの

事務局長を町から派遣するということも可能かなということも考えていきたいなと思っており

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 中山間地区にはいろんな問題があります。先ほど特産品とか、６次産業化ですよね、こういっ

た問題、私のあと保坂議員がそれに類似するような質問がありますので、ここはここで打ち切

りたいと思います。 
 では（２）番ですね。中山間地域が町全体に大きく関わっていることは先ほど申し上げたと

おりですが、そこに関わるさまざまな問題を町としてどのように取り組んでいくかは見えない

状況にあります。町の総合計画はそれぞれの部署の事業として計画策定されており、中山間地

域に関わるさまざまな問題を地域の自立に任せるのか、町が行うのかよく分からないのもあり

ます。 
 島根県では中山間地域活性化計画を策定して、総合的で詳細な対策を講じていますが、市町

村単位でもこうした計画を策定しているところもあります。本町でも総合計画とは別に中山間

地域活性化計画を策定して取り組んでいく考えがあるか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中山間地域の活性化につきまして、町の総合計画においては中山間地域を特化した記載はし

てありませんが、町全体として地域資源を生かした情報発信による交流人口の増加や若者の定

着の促進を目指しているところであります。 
 総合計画で中山間を特化しておりませんので、こうしたことからそれぞれの観光資源を生か

して地域の活性化策を盛り込んだ観光振興計画を策定中であります。今後は観光関係団体と三

筋の皆さまとの協議を行いまして、総合計画を補完する計画として物産振興とともに観光を中

心とした中山間地域の活性化に取り組んでいきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 観光振興計画が今、策定中ということで私も承知をしておりますが、中山間地域の問題は、

６次産業化についてはあとでまた保坂議員のほうの質問にあるかと思うんですが、それぞれの

生活面の、そこに住んでいる生活面がどうなるかというような不安を持っている住民も多いん

ですね。そういうものをどうするのかということも含めて、私は町の中で計画があったほうが

いいのかなと思います。中山間地域とは別に、先ほど申し上げましたように過疎地域自立促進

計画、これは旧鰍沢町ですね、細かな計画書がつくられていますね。この厚い資料で。その中

には同じ過疎化でも、中山間地域でも平林、穂積に入っていない。この入っていないというの

は旧増穂町時代に過疎ではなかったんですね。過疎ではなかったけれども、平林、穂積は相当

の過疎が続いていたと。ただ上から下に、午前中の答弁でしたか、ただこちらへ移ったという

ような町長の話もありましたけども、ですから旧増穂町は過疎化の指定がなかったと。旧鰍沢

町は全体的に過疎だから過疎地域自立促進の対象になったということなんですね。よく考えて

みますと、では鰍沢の本町地区と平林、穂積はどちらが過疎かというと平林、穂積のほうが過

疎なんですよね。だけれども、向こうにはそういった総合的な計画が何もないと。鰍沢全体は

その自立促進計画で細かく計画がされていると。このへんも平林、穂積に住んでいる人たちは

なんだろうということになるんですね。われわれのところは昔から過疎で、いろいろ困ってい
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るのにそういう指定もないと。その地域に住んでいる人は目に見えた、何年後にはこういうも

の、長期的にはこういうもの、こういうところをやってくれるんだという話があればいいんで

すけども、そういうことが見えてこない。 
 ちょっと戻って申し訳ないんですが、過小規模校の教育委員会で説明してくれたときに一保

護者から、私もちょっと印象に残ったんですが、保護者からこのままいくと児童が何人になっ

たら廃校されるのか分からない。ある程度、教育委員会の方針が見えてきたので、この程度に

なると廃校というか学校が終わるのかなと思うと、もう何年後に学校が終わるんであれば子ど

もをそこに預けたくないと。５年、６年後に学校が終わるということが分かっているんであれ

ば子どもをもう預けたくないというふうな、そういう話をしたんですね。私は衝撃を受けまし

た。そういう考えが地域全体に広がってくると、こんなところに住んでいてもしょうがないと

いうことではなくて、地域の人たちがなんとか町でこういう計画をしてくれて、こういうふう

に進んでいくということが見えてくれば、やっぱり地域も町は見捨ててはいないんだと。何回

も申し上げるように、私はあそこに住んでいる人たちがいるから、こちらの安心・安全が守ら

れていると。向こうに住んでいる人たちの思いをよく知らない人は、そんなに文句を言うなら

家を出て行けばいいかと。そういう問題ではないと私は思うんです。 
 ぜひ、私たちもここがいいからここに住むんではなくて、ここを守っていかなければならな

いからここに住んでいるんだという思いの人たちが結構いるんですよね。そういうことを考え

ていただいて、ぜひその活性化計画というものを、そんなに大げさなものではなくてもいいん

ですよ。ぜひそういうものをなんとか、過疎地域の自立促進計画のようなものでなくてもいい

から、総合計画とは別に観光振興計画とはまた別だと思うんですよね。それを含めてでもいい

と思うんですが、そういうものをぜひ検討していただきたいというふうに思いますし、もう１点、

先ほどちょっと、１個目のところで忘れたところがあるんですが、中山間地の活性化に向けて

先ほど住宅整備についてちょっと私、町長の答弁の理解が分からなかったところがあるんです

が、地域の人、例えば町営住宅を造ってほしいという意見があるんですが、それはできるのか、

できないのか、そこも含めてちょっと回答をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 芦安小学校の話も出ました。芦安小学校は南アルプス市の全域から行ける。今度は南小学校

が富士川町全域から行ける学校だと思っておりますから、ぜひそこをなんとか過小規模校で

あっても残したいという思いから平林の西小のほうは区域内という言葉が付いておりますから、

また南小学校、あと何年後というのは誰も分からないと思います。子どもがいなくなれば、や

はり閉鎖せざるを得ない状況がくるかもしれませんが、町内全体からそこは行ける、たぶん学

校になってくるんではないかなと。そして富士川町としても学校は大きな学校に馴染めない子

どももいますから、そこは確保しておくという教育委員会の判断であります。また何年後か分

からないということでは、再度またそういう検討もしなければならないと思います。ただ中学

校にしても、今２校ありますけども果たしてこれでいいのか。通学区域を分けて、中途半端な

学校を２つ造ったほうがいいのか。それともこれだけのエリアですから、通学の足さえ確保で

きればしっかりした県下に誇れる中学校として存続させたほうがいいのか、これはまた何年か

のちの議論になると思います。 
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 それと鰍沢地域は過疎地域でありまして自立促進計画もつくってあります。これはつくらな

ければ過疎債が借りられないということでつくってあるものですが、この上位計画であります

富士川町総合計画を受けて過疎計画もつくってありますから、その総合計画は町全体を眺めて

いますので、最勝寺地区にしても穂積地区にしてもこの総合計画の中でいろいろやっていく。

ですから先ほど答弁させていただいたように、中山間地域を特化した記載は特に入っていませ

んが、必要となればそこにはちゃんとそういった文言が入ってくると思います。 
 新たにそういった中山間地域の活性化計画をつくるとすれば、やはり平林の活性化計画、穂

積だけでいいのか、小室と髙下の２つに分けた活性化計画になるのか。そしてまた中部地区を、

これも中山間というのであれば、そこにもつくらなければならない。五開、十谷もまたつくら

なければならない。そういったあれがありますので、今の総合計画の中でやっていく。先ほど

言いましたように、今度の観光振興計画、特に三筋を中心としますので、その中で地区ごとの

記載を入れてもこれはできると思います。そうした中でこれも総合計画を飛び越えた計画には

なりませんから、総合計画の下位の計画として観光振興計画をつくっておりますので、もし必

要であれば、また三筋の協議会も開かれますので、その中で平林地区においては、あるいは小

室地区、まとめて穂積地区でもいいと思いますけども、こういうところの細かい部分を入れて

もいいと思います。当然、観光振興をやっていく場合にはいろんなものがまた絡んでくると思

いますから、そんなことで対応できればと思っています。 
 そして鰍沢の本町地区と平林、穂積を見ればどっちが過疎かという話がありましたが、これ

は町単位で人口の減少率と財政力指数で過疎を指定しております。峡南地域は旧増穂が過疎で

はなかった。でも市川大門のまちなかと平林、穂積ではとんでもない話ということになります

けども、町全体で人口減少率、そして財政力指数を見ておりますから、旧増穂は過疎ではあり

ませんけども、その昔は辺地、準辺地の指定は受けていたと思います。山村振興の部分は入っ

てきますので、それらをいろんなものを活用しながら中山間地域の皆さんが困らないような施

策、対策をしていきたいなと考えております。 
 それと町営住宅の話です。町営住宅は、町営住宅が空いているというよりも民間の住宅が相

当空いていますから、そこでまた町が今、町営住宅を造る計画はありません。そしてまた山梨

県でも８万戸以上が空いていますし、国のほうでも新たな住宅に対する建設補助金は今ありま

せん。県も建て替えの部分はありますけども、既存の住宅で寿命のきたものを取り壊しながら

建て替えをしていきます。そういうことを町ができればいいんですけども、これはまた町営住

宅も、中山間地域といいましても今言ったような何カ所かありますから、そこに住宅を造るの

がいいのかどうなのか、また議論を重ねていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ中山間地域の、この地域が富士川町でいう中山間地域だということを定義していただい

て、そこの活性化とかはぜひ進めていただきたい。その町営住宅に関しましても、今こちらに

ある現状の町営住宅には空き室があるからという意味ではなくて、ぜひ中山間地域ではこうい

うふうにするんだという考えのもとでやっていただきたいと思いますし、何しろ今回の過小規

模校の問題の中で、なかなか中山間地域の思いが、平地という言い方をしてはちょっと、どう

いう言い方をしたらいいか、平地からするとなかなかその思いが伝わっていないと。理解され
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ていないという思いがありましたので、今回、改めてこういう質問をさせていただきましたけ

ども、ぜひいろんな面で政策的に振興していただければという、そんな要望をいたしまして私

の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告９番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、１５番、保坂實君の一般質問を行います。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 この中山間地域における問題につきましては、ただいま市川議員や井上議員から制度中心の

大きな課題について質問がありましたが、一部重複する部分があると思いますが、ひとつお手

柔らかにお願いします。私はより小さな課題について質問したいと思います。３点について、

お願いします。 
 まず１の中山間地域における特産物生産の推進について。 
 （１）平林地域で栽培、生産している桃太郎トマトが中山間地産特有の味覚と風味があり、

町内外の消費者に好評で需要も多いと見聞しています。かつては６０余名の生産農家が生産組

合をつくって品質改良と自己共選をしまして８桁台の生産販売額を上げ、長い年月をかけて地

産ブランドを定着してきました。 
 地域農業の目玉商品として実績を挙げてきましたが、近年営農者の高齢化と後継者がなく次

第おとりして、今は数人の生産者で供給額も５ないし６桁と少ない現状であります。 
 ご承知のように当地区は中山間地という立地条件もよく気候・風土に恵まれ、適地適作野菜

といえ、平地での大規模栽培では真似のできない糖化があります。 
 市場の潜在的需要を考えて、このせっかくの地域農業の灯火を絶やさないため、桃太郎トマ

ト栽培を持続的に営農可能なものとするための町の指導や支援について、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 保坂議員の質問にお答えします。 
 平林地区では地域の特性を生かし、夏秋トマトの生産が盛んに行われてきましたが、生産者

の高齢化や後継者不足によりトマトの栽培農家や収穫量は年々減少しております。こうした中

で地域の有志が中心となり、トマトの生産量拡大のための学習会を計画するなどトマト作りを

絶やさないための活動を始めております。こうしたことから町ではトマトの生産が継続的に行

えるよう、県に栽培技術の指導を仰いだところであります。 
 今後は圃場整備をするとともに、トマトの保存にも利用できる保冷庫の設置を県に要望し、

安定した出荷ができるようトマト栽培農家の支援を行っていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 よく分かりました。ひとつ頑張ってお願いします。 
 次に（２）の平林地内で養殖しているホンモロコは国、県の補助で３年前から試行栽培して

います。当地の休耕田や耕作放棄地を利活用した換金営農商品で一石二鳥の効果が期待できま
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す。県農政部も関心を持ち、県知事は地域名を入れて「ふじかわもろこ」と命名して山間地農

業の活性化に弾みをつけてくれました。 
 しかしながら隣町身延町や南部町、早川町でも関心を示し、身延町では閉校したプールを利

活用して生産し、地元の下部温泉などの地産地消で成果を挙げています。先行した当町ではい

まいちの広がりがなく、後参入の隣町に追い越される現状ですが、これらの情勢を踏まえた今

後について町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えします。 
 ＪＡふじかわでは、耕作放棄地の有効活用と新たな特産品の生産化を図るため「ふじかわも

ろこ」の養殖を推奨し、併せて養殖に必要な自動給餌器などの備品を整備したところでありま

す。こうしたことからＪＡふじかわでは養殖希望者を募集したところ、町内から２件の問い合

わせがありましたが、養魚地の確保、初期の設備投資への不安が理由で養殖参加には至りませ

んでした。 
 町では、今後もＪＡふじかわに協力するとともに「ふじかわもろこ」の養殖に地元農家が参

加できるよう、コミュニティビジネスモデル事業として支援を考えているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 今後ともよろしくお願いいたします。 
 では次に移ります。（３）小室、髙下地区のゆず栽培については小室、髙下地域生産農家５０名、

ＪＡの系統販売額が約１千万円計上しておりますが、近年働き手の高齢化や跡継ぎの問題があ

り、次第おとりの現状にあります。地元高校生のボランティア営農や加工商品化などにより６次

産業化への販路を広げています。先進地、これは四国の馬路村ですが、そこでは６次産業化で

４０億円から４５億円ぐらいの生産をあげておりますが、これらを手本とした当地域農業活性

化への町の支援についてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えします。 
 ゆずの６次産業化については、日出づる里活性化組合が中心となって進められております。

こうした中で、町といたしましては平成１９年度に真空包装機、半自動梱包機、平成２１年度

に果実香料エキス抽出器、平成２３年度に冷凍庫、冷蔵庫、ミキサーの導入を支援してきたと

ころであります。 
 今年度は富士橋西側の朝市会場で町の施設を利用し、ゆずのほかゆずのジャムや果汁、ポン

酢、コショウなどを販売しております。 
 今後も地域と連携しながら、ゆずの６次産業化の推進に向け、取り組んでまいりたいと考え

ております。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ちなみにですけども、もともとゆずは健康食品であって歴史や伝統に学ぶと平安仏教である

真言宗のお坊さんが檀家の信者の健康管理のために植栽を奨励し、それで適地化したものです

が、伝統あるこれらの意義をよく踏まえて地域農業振興に行政も頑張っていただきたいと思い

ます。 
 では次に移ります。大きな２の定住人口について質問いたします。 
 近年、全国的に人口減少と地方の過疎化が振興しています。ご承知のごとく、人口の減少は

地方コミュニティの機能低下や医療・教育など行政サービスができない限界自治体を増加方向

に進め、特に労働生産人口の都市部への流失減少は地方人口の再生産力を奪い、都市と地方の

格差社会化を生んでおります。 
 人口のブラックホール化減少が進行していることを認識しなくてはなりません。これらの厳

しい現状を踏まえ、危機をチャンスに変える以下２点を質問いたします。 
 １．これ以上の人口減少をストップさせ、定住人口の増加を図るための町の考えをお伺いし

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 保坂議員の定住人口についてのご質問にお答えいたします。 
 町では総合計画の中で町の将来像を「暮らしと自然が輝く交流のまち」と定めており、生涯

快適に暮らせるまちを目指して、さまざまな施策を展開しているところであります。 
 定住人口の増加につきましては子ども医療費窓口無料化の年齢拡大、各種予防接種への助成、

幼稚園就園奨励費助成の拡充、保育料の軽減、延長保育の充実、児童センターの新設、保育所・

小中学校へのエアコンの設置など、子育て支援の充実や学習環境の整備を行うとともに６５歳

以上のバス料金の無料化や医療体制の充実などの施策を実施してまいりました。 
 また雇用促進住宅を町有住宅として再整備したほか、現在では住宅用地として町の土地を売

却したり、土地区画整理事業を実施しているところであります。 
 こうしたことから今後も本町に住みたくなる魅力あるまちづくりを進め、定住人口の増加に

つなげていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 頑張ってください。 
 ２番目に移ります。（２）今、都市住民の間に二地域居住文化の風潮が増加の方向にあり、各

県、各市町村が行動しています。本町でも二地域居住を積極的に進め「週末は富士川町にいま

す」の実現を図ることが必要と思いますが、町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
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〇企画課長（川手貞良君） 
 それでは、二地域居住についてのご質問にお答えいたします。 
 現在、山梨県では首都圏における移住・定住希望者の要望に応えるべく、県内自治体の情報

を発信し、希望者の情報を各自治体に伝える山梨くらし支援センターを東京に開設しており、

本町でも重要なアンテナショップとして当該施設を活用しております。 
 首都圏における移住希望者の中には住居の拠点はそのままで、週末や定期的な田舎暮らしを

希望している方が多くいることから、こうした需要に応えるべく当町の空き家バンク事業にお

いても二地域居住を進めるべく物件の募集と希望者の登録を行っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 大いに期待します。お願いします。 
 ３番目の問題に入ります。観光案内について。 
 当町には自然の山水、花鳥、景観や寺社５３件の文化財、食文化などの外来のお客さまに満

足していただく素材がたくさんあります。これらの資源を利活用した観光客誘致と流動人口増、

地産品の販売促進など結果を出すため、次の２点について質問を申し上げます。 
 （１）観光で来町されたお客さまの満足度向上のためには、全町民一体となって一期一会の

おもてなしの心が必要と思いますが、町の考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 保坂議員の観光案内について、答弁をいたします。 
 富士川町総合計画における観光振興では「町の魅力をより広い範囲にＰＲするために、ボラ

ンティアガイドの育成や地域全体で、おもてなしの心を醸成するなど受入態勢を強化します」

と掲げております。こうしたことから、櫛形山の登山客や大柳川渓谷などの訪問者に周辺施設

において湯茶や観光情報の提供を行っております。 
 また十谷地域においては１１月を大柳川渓谷紅葉狩りフェアーと称し、土曜日・日曜日・祝

日のみではありますが、地域の皆さんやつくたべかん、かじかの湯による湯茶、漬物、菓子等

の接待を渓谷散策者へ行っております。 
 今後も観光施設でのおもてなしだけではなく、各種のイベントをとおしながら心温まる受入

態勢の醸成が図られるよう努めていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 大いに期待します。 
 では次に移ります。（２）合併以来叫ばれているボランティア観光案内人の活動の現状と、こ

れからのガイドの資質向上、活動方法について町の考え方をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
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〇商工観光課長（依田正一君） 
 ボランティア観光案内人について、お答えいたします。 
 本町を観光で訪れる方々におもてなしの心を持って案内できる観光ボランティアの設置は重

要と考えております。こうしたことから町では、これまで観光ボランティアガイドの募集を行っ

てきましたが、現在数名の登録人数となっている状況であります。 
 今後も観光ボランティアガイドの募集を続けていくとともに、町民を対象とした観光ボラン

ティアガイド養成講座の開催を通して育成し、観光振興に活用してまいりたいと考えておりま

す。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 定住人口は非常に厳しい情勢にあります。せめて流動人口により、町がより活性化するよう

行政のこれからの一層の頑張りを期待して私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告１０番、１５番、保坂實君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ４時２８分 
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平成２５年第４回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２５年１２月１０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９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例の制定について 
日程第３ 議案第９９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４ 議案第１００号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例について 
日程第５ 議案第１０１号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例及び富士川町ま

ほらの湯・温泉スタンド条例の一部を改正する条例に

ついて 
日程第６ 議案第１０２号 富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介

護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第１０３号 富士川町社会教育委員条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第８ 議案第１０４号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
日程第９ 議案第１０５号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１０ 議案第１０６号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
日程第１１ 議案第１０７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第３号） 
日程第１２ 議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第１３ 議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第１４ 議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
日程第１５ 認 定 第 ６ 号 富士川町道路線の認定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 
 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  堀之内 美 彦       １０番  神 田   智 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  望 月 邦 彦 
１３番  井 上   勝       １４番  小 林   進 
１５番  保 坂   實       １６番  芦 澤 益 彦 

 
 

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 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 平成２５年第４回富士川町議会定例会第３日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６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２５年第４回富士川町定例会第３日の会議を開

きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元に配布しておきましたとおりです。 
 本日は質疑の日程になっておりますが、議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例

の制定については、お手元に配布しました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託します

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るよ

うお願いいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例の制定についてを議題とします。 

 これから、議案第９８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、質問させていただきたいと思います。 
 この議案は、先ほど議長がおっしゃったように総務常任委員会に付託されていますので、細

かいことはそこでやりたいと思いますが、１点だけ。 
 いろんな基金がこれまでもありまして、町としては必要のない基金については廃止をしてき

たと。新しく制度的に制定したものについては、基金をつくってきたと。先ごろではコミュニ

ティ施設に関する基金。廃止するにあたって、それまでの町長の答弁では必要になったならば、

そのときに一般会計でしっかり手当すればいいでしょうというお話があったと私は記憶してい

ますけども、過疎地域自立促進計画自体は前々からあるもので、今この時期になぜ、今つくる

のか。内容的な意味は理解していますけども、なぜ今なのかという点だけ１点お願いしたいと

思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 それでは、齊藤議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

 １１２



 この時期になぜ基金条例かというご質問ですけども、これまでソフト事業につきましては、

過疎債をあまり充当を行っておりませんけども、それに該当する事業があんまりなかったとい

うこともございますが、今後、地域医療、それから公共施設の再編、それからスクールバスの

運営関係等、対象事業が見込まれるということの中で、今までは事業ごとに過疎債については

申請をしておりましたが、それよりも過疎債の対象枠を一括で借り入れて基金へ積み立てると。

これも対象になりますので、基金へ積み立てて運用するほうが効率的であるということの中で

今回、先の事業も見越した中で基金条例の制定を提案させていただきました。これにつきまし

ては、鰍沢地区のソフト事業を行う場合に基金を積み上げて充当していくということで予定を

しております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 要は、これまであまりいいソフト的なものがなかった、これからはいろんな事業をしていか

なければいけないということが決まったので、そのために基金として、今回この時点だけども

創設するという理解でよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、財政課長が答えたとおり過疎債にはソフト事業とハード事業があります。ソフト事業も

当然これまで１件ずつ、ハードは当然１件ずつやっていきますが、ソフト事業も１件ずつ、県

へ充当の申請をしていた。ただ、このソフトの部分の過疎債については、その町の財政力指数

に応じて、もう配分がありますので、今、ここで造らなければ今年の部分も、本来は富士川町

が使用できる部分もよその町へいってしまうということがありますので、早急にこの基金条例

をつくって町の基金に貯めておくと。そして今、鰍沢地区と言いましたけども、病院輪番制の

部分につきましては、人口割で鰍沢の部分を過疎債へ充当しております。今後、町でもいろん

な計画が出てきます。これもたぶん人口割でできるんではないかと。ですから例えば１千万円

かかっても、そのうちの約３分の１は過疎債が充当できる。そういうものに使うために、この

基金条例をつくります。よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 非常によく分かりました。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９８号の質疑を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第９９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４ 議案第１００号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例について 
   日程第５ 議案第１０１号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例及び富士川町まほらの湯・温

泉スタンド条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第１０２号 富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介護保険条例の

一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第１０３号 富士川町社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第９９号から第１０３号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは議案第１０３号の社会教育委員の条例の一部改正について、お伺いします。 
 これはもともと社会教育法の１５条の２項ですか、社会教育委員さんはこういった人たちの

中から委嘱してくださいよというものが決まっていたものが、やっぱりそれは地域の各自治体

で判断して決めてくださいよということで削除されて、文科省で基準となる参酌すべき項目を

挙げておいて、それを参考にして各自治体で自分たちの実情に合わせて決めていいですよとい

うことで、今回変わっていると思うんですけども、まずうちの町ではそのまま文科省の参酌す

べき基準を当てはめているんですけども、例えば公募による町民の人も社会教育委員にしても

いいですよということも可能だと思うんですけども、その点についてどういった検討がされた

のか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 生涯学習課長、山田直君。 
〇生涯学習課長（山田直君） 

 ただいまの、秋山議員のご質問にお答えします。 
 今、議員さんがご指摘のとおり文部科学省令で出されました参酌すべき基準というのは従来、

社会教育法に定められていた基準のほぼ同一の内容が示されました。条例で規定するにあたっ

て部署内で検討をいたしましたが、今後いわゆる社会教育委員を町で委嘱するにあたって社会

教育法の趣旨に則った社会行政を推進する上で参酌すべき基準、省令をそのまま条例規定して

も差し支えないと判断して今回、提案させていただいたものです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この社会教育法の１５条が変わったというのは、変えるもとになったというのはその地域の

自主性および自立性を高めるための、改革推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が

公布されたから、それに伴って変わったわけだと理解しているんです。であればやはり自分た

ちの町の責任において、こういったふうにやったほうがいいではないかという、自治の基本だ
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と思うんですね。自分たちの責任において、自分たちの町の社会教育委員をどういうふうに決

めるかということは、今回は文科省の参酌すべき基準に則ったわけですけども、やはり公募を

して社会教育委員を選ぶという自治体もたぶん全国にはあると思うんです。ですからやはりそ

ういった自分自身の力を町に少しでも貢献したい方、意欲のある方がいたらぜひお力を借りる

というのも１つの方法だと思うので、今後また検討していただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 議案第１０１号のかじかの湯、まほらの湯の温泉施設料金改定についてお聞きいたします。 
 説明は受けているわけでありますけども、もう一度消費税が上がるということの中で便乗値

上げみたいなことを言われても困りますので、もう一度しっかり値上げの根拠となるものを説

明していただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 消費税税率の現行５％からの引き上げに伴いまして、まほらの湯、かじかの湯の利用料金を

改定することで提案をいたしました。これにつきましてはまほらの湯、かじかの湯の光熱水費

ですけども、まほらの湯につきましては現在、重油のほうを使っております。かじかの湯につ

いては灯油のほうを使っております。若干ここで燃料の金額の差額が出てきます。それからこ

こで、本当は消費税アップ分、３％ですから１２円が消費税分ということですけども、これに

光熱水費分を過去３年間の経費につきまして計算をいたしまして算出したわけです。それにつ

きましては、まほらの湯につきましては３０円くらいで済むんですけども、かじかの湯につき

ましては１００円に近い金額が出ております。でも町内の温泉施設でありますので、どうして

も統一した料金を設定しなければならないということで、共通の金額で上げさせてもらいまし

た。かじかの湯につきましては今後も事業努力、経営努力をしてもらいまして頑張ってもらう

というふうに町からも言ってあります。 
 そのようなことで、料金の改定をしたわけです。少しは、これを上げることによって、かじ

かの湯、まほらの湯につきまして人数は３倍ぐらい違うわけですけども、経営の面で助かるの

ではないかということで料金の改定の提案をさせてもらいました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、担当課長が説明したとおりですが、消費税の部分については便乗値上げではないという

ことで、消費税分について大人が今４００円ですから３％上がりますので１２円。町外の人に

ついては６００円いただいていますので、ここは１８円。また子どもはそれより安い値段です

から、それぞれ９円とか６円、１２円というふうな消費税部分があります。それとここ数年来、

かじかの湯、まほらの湯は光熱水費、電気料、重油代等が上がっておりますので、それらを皆
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さんで、便乗ではなく負担をしていただくということで、計算しますとまほらの湯は１人当た

り２０円ぐらいその部分がアップすると。かじかの湯は９４円ぐらいアップになりますが、そ

れらを足しますとまほらの湯が４３０円、町外が６４０円というのが今回、値上げさせていた

だく金額です。同様に、ただ単に加算しますとかじかの湯は５００円以上になってしまう。町

外の人は７００円を超えてしまうということであります。しかし同じ町の中にある施設で町民

もあっちへ行ったりこっちへ行ったりということがありますが、かじかの湯だけが高いとなる

と今よりも人が減ってしまいますので、まほらの湯の料金に設定させていただいて、そしてか

じかの湯は当然苦しいわけですけども、町でも今年度から始めています利用券の販売促進、こ

ういうことで応援をしていきたく、そんなことで料金は統一をさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 便乗値上げではないということをしっかり強調していただきたいと思います。 
 それから今、出ました利用券を促進しています。これはちょっと確認をさせていただきます

けども、今、すでに販売している利用券についてはそのまま４００円ということの中で使える

ということでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 使用期間が入っていると思います。その期間に限り、現状の券で入浴は可能となります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９９号から１０３号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 議案第１０４号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
   日程第９ 議案第１０５号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１０ 議案第１０６号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   日程第１１ 議案第１０７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号） 

 以上の４議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第１０４号から１０７号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 では２５年度一般会計補正予算の事項別明細の１５ページの上段のほうに、道の駅の什器設

置業務ということで委託料１千万円、それから備品購入費の１千万円、説明ではたしか売店と

か軽食コーナー、そこをコンサルタントに委託して、その委託と什器備品の設置、合わせて２，

５００万円。それからそのほかのところ、そして２階の災害対策室ですが、そういったものに

１千万円ということなんですけども、昨年のちょうど１２月定例会でお聞きしたんですけども、

そのときにこういった什器備品を設置するときには、例えば軽食レストラン、売店コーナーに

ついてはテナントにしたほうがいいのか、独立採算で自分のところでやったほうがいいのか。

それから軽食については洋食、和食、中華などのメニューによってそういった什器備品の設置

も変わってくると。だからそういったものが売店コーナーについても、コンビニエンスストア

とかも考えられるけれども、そういったものがすべて決まったのちに什器備品は設置すると考

えていますという回答があったので、今回こうやって什器備品が設置されるという予算が出て

きたので、その内容について固まったということでこれは出てきたと思うんですけども、その

内容についてどういうふうに決まったのか、お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 秋山議員のご質問にお答えします。 
 道の駅を直営かテナント方式かということですけども、道の駅の運営方法は地元の特産品を

県内外に発信することと、より効果的・効率的な運営を必要とすることから直営方式を取り入

れることにしました。 
 なお、この決定にあたりましては、株式会社ふじかわの取締役会においても承認を得ており

ます。 
 それから中のほうの飲食、物販、農産物の直売コーナーを予定しておりますけども、ここで

は地元の特産品を代表といたしまして、飲食の提供や地元の新鮮な野菜等を提供することを考

えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 道の駅につきましては、３月のときにそういったような答弁をさせていただきました。この

ときはまだ株式会社が発足しておりませんで、株式会社の設立も検討段階でありました。その

後、出資者も決まりまして今は５月の末に株式会社を設立いたしまして、毎月取締役会をやっ

ております。この取締役会の中でも道の駅の売店部分をどうするかというのは、毎回議論をし

てきました。そうやって今回の道の駅の、株式会社ふじかわは民間のノウハウを取り入れよう

ということで取締役会をやっているんですが、その中で株式会社ふじかわとすれば町へリスク

ができるだけないようにということでテナント方式も当初検討いたしましたが、取締役会に

諮ったところ１、２年の目先のことは考えるなと。この道の駅を造ってよかったと１０年後

２０年後に思ってもらえるような道の駅にしていかなければ駄目だということから、できるだ

け直営でいこうという方針になりました。そして建物のほうもおおむね完成してきた時期に、
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中の動線をどういうふうにしていくかと。皆さん見ていただいて、ご覧のとおりきれいな建物

ですが、中に光がものすごく入ってくる建物です。そして中が全部白です。そうすると落ち着

きがないと。例えばああいうところで、もし食べるにしても落ち着きがないということから、

コンサルタントではなくてインテリアデザイナーにそこのところの動線を含めた、そしてまた

備え付ける什器にしても、そのデザイナーが考えるようなものに合う什器を置いたらどうかと

いう意見が出てまいりまして、今回、備品の部分は町が直営でありますが、委託料の部分はイ

ンテリアデザイナーに売店、あるいは食堂としてのデザインと、そこに備え付けるそのデザイ

ンに合ったものの設置をお願いする予定で委託料に計上させていただきました。 
 この委託料は１千万円ですが、今までもすべて工事費の中に入っておりましたので、今回は

施設を変えながら委託のほうにということですが、既定の予算と合わせて執行していきたいな

と思っております。この１千万円よりも高くなると思いますけども、もともとの金額というの

は、設計屋さんがこのくらいの什器は必要だろうということで弾いていただいた額の範囲内で

プロポーザルを行いながら委託をしていく予定でおります。 
 いろんなところへ行っても、やはり食べるところは下が木目調であったり、そして柱を落ち

着くように隠したり、いろいろ工作してありますので、それに合ったような形の、そしてまた

先ほど言いましたように光がたくさん入るところですから、この光も生かしながらのデザイン

をしていただければと考えているところであります。 
 なお、直営で購入いたします備品につきましては厨房の中身、事務室、また先ほど話があり

ましたギャラリーにたぶん使っていけるんではないかなと思いますが、太鼓堂の２階の部分、

そしてまたテラスの部分、そんなところは直営で備えていきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど取締役会で１０年後２０年後を見据えた、長期的な視野に立って考えて直営にして

やっていこうということで、取締役会でそういうふうに議論されて結論が出たと思うんですけ

ども、その取締役会というのは第三セクターでありますので、町も当然出資してあるので行政

情報の１つだと思うんです、取締役会でどういった経過で話し合われたというのは。であれば、

やはり町民にそれは、行政情報というのは原則開示だと思うんです。であればプライバシーの

ところは消されても結構だと思うんですけども、やはりそういった経緯で取締役会で直営にし

たんだよという、どんな議論がされたのか町民が知る権利はあると思うんです。やはりそれは

開示できると思うんですけども、開示できますか、それは。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ表面上は、この道の駅は株式会社ふじかわに委託はしていません。町もそのつもりで株

式会社をつくりましたからいずれは委託をしていくんですが、取締役会での項目については当

然、開示できる情報だと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 それではまた、それは出していただきたいと思います。 
 最後３回目になるんですけども、先ほどまわりが白い中で、殺伐した中で飲食するのはどう

もあまりいい雰囲気ではないということで、今回インテリアコーディネーターを頼んで、そう

やって住基を設置しようということになったということなんですけども、やはりなぜそうなっ

たかという原因は、詳細な部分を詰めていないから建物だけ先行した。だからその用途に従っ

た内容になっていない。だからこうやってお金をかけてわざわざ、もうすでにこういった、で

は何にするんだと。用途が和食なのか洋食なのかどういうふうに使うか決まっていれば、当然、

本体の躯体の工事のときにそれに合わせた仕様ができたと思うんです。それができなかったの

は、やはり後先になってしまっているからこういうふうに後追いで、ある条件の中で当てはめ

ていこうとすると、こうやってお金をかけてインテリアコーディネーターに頼んで、そして什

器もそれに合わせた格好にせざるを得ない状況になっていると思うんです。やはり最初にでき

るだけ詳細に詰めておけば、そういうことが僕はなかったと思っています。 
 このインテリアコーディネーターさんに什器、この１千万円と前のお金と合わせて大体１，

５００万円ぐらいを見込んでいると前に説明で伺ったんですけども、この業者さんというのは

もうすでにここに頼むと決まっているのか。それとも指名競争入札なのか、一般競争入札なの

か、入札をして業者さんを頼むか、それはどういうふうにされるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中身を決めてから建物を造るということではなくて、建物はいろんな形状ができるように、

ですからだだっ広く造ってあります。それで当初で決めた形で造ってしまうと、あとで動かし

もできなくなりますのでそういうことも十分可能なようにしてありますので、今回もインテリ

アデザイナーに、またそのような動線がうまくなければまた動かすこともあると思いますが、

今回デザイナーに頼んでそれが未来永劫その形でいくというわけではなくて、季節によって変

えるだろうし、そういうことが可能なような建物になっているはずです。 
 また先ほども言いましたけども、インテリアデザイナーはプロポーザル方式で決めていきた

いと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 プロポーザルということなので、できるだけ意に沿った形で具体化できる業者さんを選んで

いただきたいと思います。 
 町からふじかわには職員が直接行っているわけではない、派遣されていると思うんです。やっ

ぱりその方がまさにコーディネートして両方を取り持って、そして町の意向と民間のノウハウ

を生かした経営ができるように、うまく両方を取り持っていただければいいのかなと思います

ので、付け足してそれを言わせていただいて次の質問をさせていただきます。 
 事項別明細の１０ページですけども、ここに委託料、子ども・子育て支援事業新システム導

入業務とありますけども約８３万３千円、このシステムというのは、どういう目的でこれをや

るのか、その内容についてお伺いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 子育て支援課長、秋山千秋さん。 

〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 秋山議員のシステムの内容についてというご質問にお答えします。 
 平成２７年度より子ども・子育て支援新制度が開始されます。この制度の財源は消費税の引

き上げに伴う分が充てられ、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進するため、定められたものであります。 
 現在、内閣府で設置している子ども・子育て会議において事業内容の検討を進めています。

保育所の利用に関しましては、従来の入所申し込みによる決定から保育の必要性の認定申請を

受け付け、認定書の交付を行い利用の調整をする方式に変更します。国の定める基準は保護者

の就労状況により調定区分を標準時間と短時間の２区分となり、保育料についても区分に応じ

て決定をしていきます。 
 今回、補正予算に計上をしました子ども・子育て支援新制度電子システム構築に関しまして

は、説明をしました保育の必要性の認定等に伴うシステム導入経費になります。また経費全額

を山梨県安心子ども基金により補助を受けることになっております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると平成２７年度からそういった保育の必要性の認定をする審査会ができる、こう

いったシステムを先駆けて導入するように、今回予算化して国とかの補助で全部、歳入を見れ

ば全額、１０分の１０でできるということでやるということなんですけども、その審査会とい

うのは例えば介護認定の場合には、峡南広域のほうでも審査会というのをつくってやっている

んですけども、この町でその保育の必要性の認定をする審査会というのはどんな格好になるの

か、分かる範囲でお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 具体的にといいますか、９月の条例で制定をいたしました富士川町子ども・子育て会議にお

いて、システムの内容等をどうこうということではございませんが、その全般的な流れ等をか

けて審査をしていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 今度、具体的に動いてこないと僕たちもなかなか分からないので、そういうふうな機会があ

れば、折に触れて説明していただければより理解も深まると思いますのでお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
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 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 １点だけ。財源更正の問題について、質問したいと思います。 
 財源更正、いろいろあるんですけども、やり方、あるいは事業によっても変わってくるんだ

と思うんですけども、ただ前からちょっと気になっているんですけども、特に学校教育関係、

１５ページ、１６ページですか、それを見ますと一般財源を削って地方債という手法がとられ

ているわけですね、全般的に。一般財源を削って地方債ということは、一般財源では手当でき

ないので地方債でということなんですけども、この点についてちょっと私、なかなか理解しづ

らい部分があるので説明をお願いしたいと思うんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 一般財源を削って地方債ということですけども、その都度、ケースがあるかと思うんですけ

ども、起債も有利な起債が借りられる場合もあるし、また借り入れの枠が取れればそれを有効

に活用すると。一般財源、できれば借り入れはしないほうがいいわけですけども、ものによっ

ては長期的な借り入れで返済をしていくということのほうが適切ということの判断の中で、そ

ういうものの財源更正をしているということでございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 地方債というのは、有利なものがあれば予算措置をするときから考えて使っていくと。ある

いはまた大きな事業なんかの場合にはよく途中で、今回もちろん盛ってはいますけども、これ

は前々からそうだったと思うんですけども、教育関係について大体この時期になるとこういっ

た形のが非常に多いので、ちょっとそこが有利とか不利とかということよりも別の問題点があ

るのかなということをちょっと思うんですけども、どうなんでしょうか。例えばまちづくりの

事業とかなんとかというのは、よく理解できる部分があるんですよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 借り入れの枠が今回決まりますので、そのへんの関係で財源更正をしているということでご

ざいます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 国庫補助金はある程度、見通しがつかなければ事業に着手しないわけですが、その裏補填と

してどういう起債が活用できるか、一番いいのは過疎債が潤沢に使えれば、特に鰍沢の施設に

ついては過疎債が潤沢に使えれば一番いいわけですが、それ以外に補助金に伴う裏起債という

のがありますから、そういうのは補助金以外にまた総務省のほうへ申請をしていかなければな

らないですね。学校のものについては文部科学省に補助金の申請をして、文部科学省でそうい
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う決定が出れば、それが総務省へ、借り入れはすべて総務省の許可になりますので、総務省の

ほうで再度決定がされればこの起債も使えるということで、今回は学校教育施設等整備事業債

というのがなったということと、ソフト事業等々が過疎債の対象になったと。先ほどの過疎地

域自立促進法の中で基金をつくりたいというのも、今度は町がすでに借りて基金を持っていま

すから、その中から予算化するときにもう充当できるというふうになってきております。今ま

で１件ずつの申請です。その起債の申請をしていたものが許可になってきたので、一般財源か

ら起債充当事業に補正をしたと、こういうことであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今、質問したのは要するに非常に素朴なことが出発点で、要はなぜその２１０万円とか、わ

ずかな金額、一般財源の手当ができないから地方債にしたのかなというふうに最初思ったんで

すけども、有利なものがあればそういう流れでいくということは理解したんですが、ただ教育

関係が特別多いなという印象があったもので、あえて質問させてもらったんです。 
 確認ですけども、今回の中にはやっぱり鰍沢中学校ということなので、この地方債の中には

教育関係のものと、その過疎債のものが含まれているということで理解してよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 事項別の４ページを見ていただければ、教育債のところに出ていると思います。先ほど言っ

た学校教育施設等整備事業１，４２０万円、これはプールに充当していくものですが、補助金

は予算のときに出してありますが、この裏起債として申請をしておりましたので、今回決定に

なりましたからそこで財源更正をさせていただく。それともう１つは過疎債であります。これ

はソフトのほうで、中部小学校の複式学級に充当していこうとか、鰍沢中学校の外国語指導事

業に充当していこうとか、これもやはり当初は町単ですから、起債の許可をまだ受けておりま

せんので全額町費で計上いたしました。それを今度、申請をして許可になりましたから財源更

正をさせていただいて、一般財源が余りますので、この余った一般財源は当初、基金を取り崩

していますので、そちらのほうにまた戻すというふうな操作をさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１０４号から１０７号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第１３ 議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 以上の２議案については、指定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１０８号および１０９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１０８号および１０９号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第１１０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１１０号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第６号の質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１０時４３分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は第４回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第４回定例会も本日が最終日と

なりますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまの出席議員は１６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２５年第４回富士川町議会定例会第４日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 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、追加案件として発委１件、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案さ

れています。 
 ご審議をよろしくお願いします。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例の制定についてを議題とします。 

 去る１２月１０日の本会議で、総務常任委員会へ付託しました議案第９８号について、委員

長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行彦君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第９８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９８号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、議案第９８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９８号の討論を終わります。 

 １２７



 これから日程第２ 議案第９８号 富士川町過疎地域自立促進基金条例の制定についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 議案第９８号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９８号は委員長報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第９９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４ 議案第１００号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例について 
   日程第５ 議案第１０１号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例及び富士川町まほらの湯・温

泉スタンド条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第１０２号 富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介護保険条例の

一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第１０３号 富士川町社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

 以上の５議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第９９号から１０３号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９９号から１０３号までの討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第９９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９９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 議案第１００号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１００号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第１０１号 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例及び富士川町ま

ほらの湯・温泉スタンド条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 １２８



 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１０１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第１０２号 富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介

護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第１０３号 富士川町社会教育委員条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 議案第１０４号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 
   日程第９ 議案第１０５号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１０ 議案第１０６号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   日程第１１ 議案第１０７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第３号） 

 以上の４議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 
 これから、議案第１０４号から１０７号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１０４号から１０７号までの討論を終わります。 
 これから日程第８ 議案第１０４号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第７号）に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第１０５号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

２号）についてを採決します。 

 １２９



 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１０５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第１０６号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第１０７号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第３号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０７号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について 
   日程第１３ 議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 以上の２議案については、指定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１０８号および１０９号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１０８号および１０９号の討論を終わります。 
 これから日程第１２ 議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

 １３０



 したがって、議案第１０９号は原案のとおり可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第１１０号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１１０号の討論を終わります。 
 これから日程第１４ 議案第１１０号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、認定第６号の討論を終わります。 
 これから日程第１５ 認定第６号 富士川町道路線の認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第６号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１６ 発委第２号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。 

 発委第２号の提出者の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤委員長、その場でしばらくお待ちください。 

 １３１



 これから、発委第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、発委第２号に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、発委第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、発委２号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 発委第２号 富士川町議会会議規則の一部を改正する規則についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 意見書案第３号 「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書提出に

ついてを議題とします。 
 意見書案第３号の提出者の説明を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 堀之内委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第３号に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、意見書案第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第３号の討論を終わります。 
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 これから日程第１７ 意見書案第３号 「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める

意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
   日程第１９ 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２０ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 
   日程第２１ 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４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、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。 
 各委員長からの申し出のとおり、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すべて終了しました。 
 議員各位には慎重かつ熱心にご審議いただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し

上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑答弁にご協力いただき、あり

がとうございました。 
 今年も２週間余りとなり、何かと気忙しい年の瀬になりました。私ども議員の任期も４カ月

ほどとなりますが、残された任期を町当局と協力して暮らしと自然が輝く交流のまちづくりに

まい進したいと思います。 
 皆さま方におかれましては季節柄くれぐれもご自愛の上、年末年始をお過ごしくださいます

ようお願い申し上げ、平成２５年第４回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時２５分 

 
 

 １３３



 
 
 
 

この会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
 
 

平成   年   月   日 
 
 
 
 

富士川町議会議長 
 
 
 
 
 
 
 

会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 

会議録署名議員 
 
 
 
 

 １３４


