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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２１号をもって招集されました、平成２５年第２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ご出席を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２回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本格的な夏を前にして木々の緑が色濃くなってまいりました。５月２９日に関東甲信地方の

梅雨入りが発表され、平年よりも１０日、昨年よりも１１日早い梅雨入りとなり、観測史上３番

目の早さとなりました。 
 気象庁によりますと、これから３カ月の平均気温は西日本から東日本にかけて高温傾向が見

込まれ、３カ月の降水量は東日本では少雨傾向が予想されています。これからの季節は大雨や

台風などの降雨による自然災害が心配される時期であります。 
 ５月２１日にアメリカのオクラホマ州で発生した巨大竜巻は、住宅地や小学校を襲い多くの

市民が犠牲となりました。自然災害の恐ろしさを改めて実感したところであります。 
 自然災害を考えますと中山間地域を抱える本町にとっては、これから梅雨や台風シーズンを

迎え、大雨による土砂災害など自然災害に対する警戒をしていかなければなりません。 
 国内では昨年１２月発足した第２次安倍内閣は、アベノミクスと称した経済政策を全面的に

押し出してデフレと円高からの脱却を目指し、３本の矢として「大胆な金融政策」「機動的な財

政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」を掲げています。現在、国内の経済は日銀の発表によ

りますと「円安による株価の上昇などにより国内景気は持ち直しつつある」との見解を示し、

景気回復の兆しが見えつつありますが、まだまだ完全な回復に至っている状況ではなく、今後

の動向をさらに見守っていく必要があります。 
 またこの夏に予定されている第２３回参議院議員通常選挙では、憲法９６条の改正や本年

３月に安倍首相が表明した環太平洋連携協定ＴＰＰ交渉が争点として行われることとなり、政

府与党と野党との間で激しい選挙戦が繰り広げられるのではないかと思われます。さらに公職

選挙法が改正され、今回の参議院選からインターネットを利用した選挙運動が解禁されること

となり、選挙運動の新たな時代の到来とともにネット活用による選挙費抑制が期待されるとこ

ろであります。 
 町内に目を向けますと４月２１日行われた第２８回国民文化祭、富士川町主催の山車の巡行

祭りは降雨に見舞われましたが、幸いにも開始から晴れ間がのぞく好天となり、町内外から多

くの方が訪れていただきました。富士川町に富士川舟運の時代から伝わる雅な山車の巡行を行

うことができ、本町の文化を大きくアピールできたのではないかと思います。 
 国民文化祭を成功裏に開催できましたのは、開催まで時間と労力を費やされた関係各位のご

努力があったものと、改めて敬意を表すところであります。 
 文化の面でいえば４月３０日、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関、国際記念物遺跡会議イ

コモスより、富士山の世界文化遺産登録への条件付きでの登録が勧告され、これにより富士山

の世界文化遺産登録が一層現実的なものとなりました。本県にとっては今後、観光振興に大き

 ６



な効果をもたらすことが期待されます。本町としましても道の駅をはじめとする交流施設の連

携を保ちながら、世界文化遺産となる富士山を大いに活用して、交流人口の拡大を模索してい

く必要があると考えております。 
 今定例会においても多くの町民の皆さまに議会を知っていただく機会としまして、９日の日

曜日に４回目となる休日議会を実施することにしました。傍聴席に入れない場合も想定しまし

て、多くの方に議会の様子をご覧いただけるよう会議室にテレビモニターを設置いたします。

また議会改革の一環として行ってきた地区懇談会も今年５月に天神中条区、米区、大椚区、

鰍沢北区、鰍沢中区、鰍沢南区の６カ所において行い、延べ１４４人の方にご参加をいただき

ました。足掛け３年にわたりましたが、これで町内すべての地区で開催することができ、町民

の皆さまの声を聞くこともできました。私ども議員の任期もあと１年となってまいりました。

議会改革の一環として始めた地区懇談会の意見などを真摯に受け止め、町当局と議会が一致協

力して暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、まい進してまいりたいと思います。 

 今定例会は、平成２５年度補正予算や条例制定などについて審議をお願いすることになりま

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、開会

のあいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、 
 １３番 井上勝君 
 １４番 小林進君 
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１２日までの６日間としたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （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１２日までの６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、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 このほか議員各位には各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 
 なお、議会閉会中に行いました各常任委員会の報告については、先にお手元に配布したとお
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りですのでご了承ください。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 
 本日は午前が提案説明、午後が質疑となっております。 
 午前は提案説明に留め、質疑につきましては本日の午後、審議をお願いします。 
 ここで、町長からあいさつの申し出がありましたのでこれを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに平成２５年６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては公私とも大変ご多忙の中を全員のご出席を賜り、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、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

をご説明申し上げますとともに主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議員各位ならびに町

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。 
 まず、国民文化祭についてであります。 
 第２８回国民文化祭・やまなし２０１３の富士川町主催事業である山車巡行祭りが地元山車

保存会の皆さまを中心に鰍沢ばやし保存会の皆さま、鰍沢中学校生徒の皆さまなど多くの関係

者の皆さまのご協力をいただき、大盛況のうちに終えることができました。 
 当日は天候が心配されましたが、４台の山車の巡行をはじめメイン会場においては和太鼓の

演奏、よさこいソーランの披露、吹奏楽の演奏などおおむね予定どおりの催しを開催すること

ができました。また、応援企画として昔の遊びコーナーなどの出店部門や万燈行列の行進が行

われ、祭りの雰囲気を大いに盛り上げていただきました。 
 当日は首都圏増穂会、京浜鰍沢会の皆さまも一緒のバスでおいでをいただいたほか、八朔祭

りの都留市や大月市の皆さまなど、県内外から約３千人の皆さまに山車巡行祭りを楽しんでい

ただいたところであります。４年ぶりに開催した山車巡行祭りを機に山車の保存、伝統文化を

継承し、さらに後世に伝えていきたいと改めて感じたところでもありますので、合併５周年に

あたる２年後には記念行事として山車巡行祭りを開催したいと考えております。 
 富士川町では１月の和太鼓の祭典、そして今回の山車巡行祭りの開催をもって主催となる事

業はすべて終了いたしましたので、去る５月３０日に国民文化祭実行委員会を解散したところ

であります。本町の事業は終了いたしましたが、本県での国民文化祭は通年開催としておりま

すので、これからも夏のステージ、秋のステージと１１月１０日まで県内各地でさまざまな催

しを開催しておりますので、町民の皆さまにはぜひ足を運んでいただきたいと思っております。 
 次に、病院統合への取り組みについてであります。 
 地域医療の確保に向け、社会保険鰍沢病院と市川三郷町立病院の経営を統合し、新たに設置

する峡南医療センターの開院準備を行う、峡南北部二病院統合事務組合を本年４月１日に設立

いたしました。４月２２日には第１回組合臨時議会を開催し専決処分の承認、予算、監査委員

の選任についてご議決・ご承認をいただいたところであります。 
 また、峡南医療センターは明年度の開院でありますが、本年度から診療のすみ分けによる患

者や病院職員の異動のため、両病院間を往復する無料のシャトルバスを月曜日から金曜日、１日

１２往復の運行を行っております。 
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 また現在、事務組合では医療センターの経営計画の策定をはじめ人員配置、施設整備など開

院に向けた準備や開業に向けての必要な手続きを行うとともに、専門的な知見が必要な診療部

門につきましては両病院の医師、看護師等の職員によるワーキンググループにおいて検討を

行っております。 
 なお、鰍沢病院の取得につきましては、ＲＦＯ施設機構における不動産鑑定ができましたの

で今後、ＲＦＯ施設機構の評価委員会での審議を経たのちに土地、建物の不動産について譲渡

契約を締結することといたしております。残る保有車両や医療機器、医薬品等につきましては

全社連において明年３月末に棚卸しをしたのちに額を確定し、譲渡契約を締結することとして

おります。 
 今後も開院・開業に向けた必要な諸手続きをしっかり行い、明年４月に住民が期待する峡南

医療センターとしてスタートできるよう取り組んでいくこととしております。 
 次に、道の駅についてであります。 
 道の駅の建設事業は３カ年の継続費を設定し、平成２６年度のオープンを目指して現在、建

築主体工事、電気設備工事、機械設備工事および地中熱設備工事の基幹工事が進められており

ます。 
 工事の進捗状況は４月末に躯体建物の鉄骨が立ち上がり、５月末時点での進捗率は約４３％

であります。また外構工事をはじめ、道の駅への進入路となる町道青柳横通り線の道路改良工

事については平成２４年度の国の補正予算を活用して前倒しで着手し、年度内の完成を目指し

ております。 
 今後は、国土交通省において防災ステーションを隣接地に整備することになっておりますが、

国や中日本高速道路株式会社と協議を進めながら、道の駅をはじめ周辺施設の早期完成に取り

組んでまいりたいと考えております。 
 次に、町が出資する株式会社の設立についてであります。 
 本町では塩の華、つくたべかんと明年７月にオープン予定の道の駅富士川を含む３施設によ

り観光振興や地域の活性化を図るため、これらの施設を一体的に管理運営することを目的とす

る株式会社富士川を５月２３日に設立したところであります。 
 社長に就任した居村氏は、３６年間にわたり高速道路のサービスエリア等の運営に深く関わ

るなど、豊富なサービス業の経験と、これまでの経験から培われた分析力、企画力をふるさと

山梨のため、そして富士川のために身を投じて努力したいという熱い思いを持ち合わせた方で

あり、その経営手腕に大きな期待を寄せているところであります。 
 また会社設立にあたりましては設立当時の資本額を５千万円と設定し、本町が３，５００万

円を出資、残る１，５００万円の出資賛同者を募ったところ、４名の方から出資を賜り設立に

至ったところであります。 
 道の駅富士川が開業するまでの間は町の直営施設である塩の華、つくたべかんを指定管理者

として選定するため、今議会において関係条例の改正と施設運営にかかる所要の経費を計上い

たしております。 
 道の駅富士川が完成した暁には株式会社富士川を指定管理者として選定し、３施設が連携し

て運営を行ってまいりたいと考えております。株式会社として、民間の経営経験者をトップと

して施設運営にあたることにより、職員の意識改革をはじめ民間の経営ノウハウを最大限生か

して地域情報の発信、観光の振興、地元特産品や農作物の販路拡大などに取り組みながら地域
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の活性化や地域雇用を創出する中で、富士川町民に愛され、信頼される会社に成長するよう願っ

ているところであります。 
 また塩の華につきましては、これまで人件費の削減など営業収支状況の改善に努めてまいり

ましたが、今般、指定管理の対象施設にするにあたり株式会社富士川とともに過去の営業状況、

収益内容等を精査する中で、より一層の利便性と集客力向上を図るため、喫茶コーナーの廃止、

野菜売り場の移動、陳列コーナー、ケースの移設をはじめ手動ドアの自動化などのリニューア

ル工事を今議会の予算に計上いたしたところであります。 
 なお、リニューアル工事期間中は一時休業となりますが、７月６日にはリニューアルオープ

ンを予定するとともに、６日・７日の土日にはリニューアルオープンの記念イベントを考えて

いるところであります。 
 次に、予防接種に対する助成についてであります。 
 まず、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成であります。 
 現在、高齢者において高い死亡率を占めている肺炎の原因で最も多いといわれているのが、

肺炎球菌に起因する肺炎の発病および重症化であります。この肺炎球菌に起因する肺炎を予防

し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的として実施する予防接種で、６５歳以上の希望

者を対象として接種費用の半額、または４千円を限度に助成することとし、所要の経費を計上

いたしております。 
 次に、風しんワクチン予防接種費用の助成についてであります。 
 この予防接種は風しんに対する免疫力を高め、妊娠時の先天性風しん症候群の発症予防と流

行拡大を防ぐことを目的として今年度限りの事業として実施するものであり、２０歳から

４９歳の男女の接種希望者を対象として接種費用の半額、または５千円を限度に助成すること

とし、所要の経費を計上しております。 
 次に、活性館の耐震化についてであります。 
 旧秋山邸のあおやぎ宿は現在、商工会に施設の管理と運営を委託し、地域のコミュニティ広

場として商店街の活性化に向け、やなぎ亭活性館として活用しております。やなぎ亭は食事処

として、活性館は舟運時代の米蔵をギャラリーや地域の特産品、骨董品を販売するなどまちの

駅に指定した集客施設であります。 
 このうち活性館につきましては耐震度もなく老朽化が進んでおりますので、耐震補強工事を

するための耐震診断および耐震補強設計の経費を計上したところであります。 
 次に、コミュニティバスの路線延長についてであります。 
 昨年９月末日をもって廃止となった山交鰍沢口線の代替路線として、市川大門駅から役場、

増穂商業高校の間を運行しているコミュニティバスの路線を延長し、増穂商業高校から鰍沢口

駅へと乗り入れる路線として４月２２日より運行しております。 
 なお、バス路線の延長に併せて鰍沢病院や分庁舎などの主要施設が利用できるよう、停留所

７カ所を増設するとともに、日中の便を増発してより利用しやすいバス路線としたところであ

ります。 
 次に、平林のヘリポートについてであります。 
 町では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

立状態を回避すべく、穂積、平林、十谷地区へのヘリポート整備を進めております。平成２３年

度に穂積地区に整備し、昨年度は平林地区のみさき耕舎南側の傾斜地を造成し、敷地面積約２，
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３００平方メートルでヘリポート整備を進めてまいりましたが、地元区民、関係各位のご協力

により本年３月、無事完成いたしました。竣工式は今月２４日に行うこととし、式典終了後は

県の防災ヘリコプター「あかふじ」とドクターヘリを使用した離着陸訓練、負傷者の搬送訓練

を実施することとしております。また今年度は十谷地区へのヘリポート整備に向け、実施設計

に着手しているところであります。 
 次に、一般職員等の給与の削減措置についてであります。 
 東日本大震災の復興財源を確保するため、国家公務員の給与削減に伴い地方公務員との給与

水準に格差が生じたことから、本町においても一般職員の給与を削減するものであります。給

与水準は国家公務員の給与と本町職員の給与指数で比較していますが、国家公務員の給与を

１００とした場合、本町職員の給与水準は１０４．６となっているため、国における基本的な

考え方に基づき１００以下になるよう減額をするものであります。 
 減額期間は本年７月支給の給与から明年３月支給の給与までで、期末勤勉手当には波及させ

ないこととしております。減額率につきましては職位に応じて一般職が６％、４．３％、３％

の３段階、看護保健職・単労職につきましては４％、３％としております。また管理職手当に

つきましては、一律７％減額することとしております。 
 なお、職員の給与減額に伴い特別職である町長、教育長も同期間６％の減額をすることとし

たところであります。こうした措置による減額額は２，５３０万円と見込んでおります。 
 次に、峡南広域行政事務組合負担金であります。 
 まず、計算センターシステム導入負担金であります。 
 計算センターでは約４０年間にわたり、基幹系業務システムの自己開発を行ってまいりまし

たが、自己開発システムでは制度改正や法改正のたびにプログラムが肥大化し、変更作業に多

くの時間を要し、効率的な処理結果を確保することが難しくなってきております。また共通背

番号制度の施行も決定し、行政のさらなる電子化への推進が急務となってきております。 
 こうしたことから、平成２６年１月から総務省の基準に準拠した総合型パッケージに切り替

え、基幹系業務システムを再構築して業務体系や運用形態の見直しも行う中で管内の役場事務

の標準化、効率化を図るものであります。 
 次に消防救急デジタル化無線整備負担金につきましては、平成２８年６月から現在使用して

いる無線のアナログ通信が廃止となり、すべてデジタル化の運用が開始されます。これに向け

峡南消防本部では本年度と明年度の２カ年をかけ、消防救急デジタル無線の整備をしてまいり

ます。その費用にかかる町の負担金であります。 
 この２つの負担金につきましては、平成３年と４年に峡南広域圏で設置いたしました峡南ふ

るさと市町村圏基金１０億円の原資の一部を取り崩し、一度町へ繰り入れたのち負担金として

同額を支出することとし、所要の経費を計上したところであります。 
 なお、本定例会に提出いたしました案件は報告案件４件、専決処分承認案件４件、条例制定

案件２件、条例改正案件９件、補正予算案件２件、指定案件１件、規約変更案件１件、契約案

件１件、道路認定案件１件、合わせて２５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。 
 なお、毎年、関東町村会が主催をしております市町村長の海外行政視察が行われております

が、今年度の視察先はドイツ、スイスであります。その視察に先般、山梨県町村会から身延町
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と私が参加の指名を受けましたので、７月７日から１４日までの８日間、町を空けることにな

りますが、この間は町長職務代理者に総務課長を定めましたので併せてよろしくお願い申し上

げます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 これで、町長のあいさつは終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 報告第１号 平成２４年度富士川町一般会計継続費繰越計算書について 
   日程第５ 報告第２号 平成２４年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第６ 報告第３号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 
   日程第７ 報告第４号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 以上の４議案は繰越計算書の報告案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について報告を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 地方自治法施行令第１４６条に基づきます繰越明許費繰越計算書につきましては、お手元に

配布したとおりであります。 
 詳細につきましては、担当課長から説明をいたさせます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 まず、報告第１号および第２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） 
 報告第１号の補足説明をさせていただきます。 
 継続費の繰越計算書をお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町一般会計継続費繰越計算書朗読説明） 
 以上、報告第１号の補足説明とさせていただきます。 
 続いて、報告第２号の補足説明をさせていただきます。 
 繰越明許費の繰越計算書をお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 以上で、報告第２号の補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に報告第３号および第４号について、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） 
 それでは、報告第３号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 引き続き、報告第４号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２４年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
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 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会

計補正予算（第９号）） 
   日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１０ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町介護保

険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１１ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の４議案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、承認第５号から第８号までの補足説明を求めます。 
 まず、承認第５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、承認第５号の補足説明をいたします。 
 （以下、専決処分書・平成２４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、事項別明細書でご説明させていただきま

すので、事項別明細書のほうをお開きいただきたいと思います。 
 （以下、平成２４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。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第６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、承認第６号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２４年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、予算事項別明細書のほうで詳細を説明させてい

ただきますので、予算事項明細書をお開きください。 
 （以下、平成２４年度富士川町国民健康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、承認第６号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第７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） 
 それでは承認第７号 専決処分の説明をさせていただきます。承認第７号の補足説明になり

ます。 
 （以下、専決処分書・平成２４年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
 続きまして、事項別明細書によりましてご説明をいたします。 
 （以下、平成２４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） 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第８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） 
 それでは、承認第８号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、専決処分書・平成２４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。事項別明細書をお開き

ください。 
 （以下、平成２４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。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の承認第５号から第８号までの提案理由および補足説明が終

わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１２分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第５４号 富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定につ

いて 
   日程第１３ 議案第５５号 富士川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 以上の２議案は条例制定案でありますので、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） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５４号および５５号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第５４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５４号の補足説明をさせていただきます。 
 議案の次のページ、富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例のほうをお願い

いたします。 
 この条例の制定は東日本大震災の復興支援策のため、国家公務員が給与の改定および臨時特

例に関する法律において給与額を減額していることから、本町の職員給与が国家公務員の給与

水準、国家公務員のラスパイレス指数を１００としたときに本町は１０４．６と上回っている

ため、本町においても給与額の減額措置を行うため制定するものであります。 
 この条例に規定されております主な項目について、説明させていただきます。 
 まず第１条ですが一般職の職員、町長、教育長などの給与額を減額するための給与条例等の

特例を定めることを規定しております。 
 続いて第２条第１項ですけれども、これにつきましては給与額の減額措置を施行の日から平

成２６年３月３１日までとし、行政職および看護保健職の給与月額をここにあります表に定め

る割合を乗じて得た額を減ずるという規定となっております。 
 次に第２条第２項第１号は、管理職手当の減額率を１００分の７と規定しております。 
 次に第２条第２項第２号は、休職者の給与額の減額措置について規定をしております。 
 次に第２条第３項は時間外勤務手当、夜間勤務手当および休日勤務手当の額の算定の基礎と

なる１時間あたりの額を減額後の給与額を用いて算定することについて規定をしております。 
 次に第３条ですけども、第３条は公益的法人に派遣している職員に対する給与額の減額措置

について規定をしております。 
 それから次に第４条および第５条は、介護休暇および育児休業の規定において算定の基礎と

なる１時間あたりの額を減額後の給与額を用いて算定することについて規定をしております。 
 次に第６条および第７条は町長、副町長、教育長の給与額の減額率を１００分の６と規定し

ております。 
 なお、この条例の施行は平成２５年７月１日からとなっております。 
 以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５５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５５号の補足説明をさせていただきます。 
 まず第１条の趣旨ですが、富士川町新型インフルエンザ等対策本部条例の趣旨としまして新

型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、富士川町新型インフルエンザ等対策本部

に関し必要な事項を定める必要があるとするものです。 
 第２条の組織ですが、対策本部に本部長、副本部長および本部員のほか必要な職員を置くこ

とができるとするものです。 
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 ３条の会議ですが、本部長は対策本部の会議に国の職員とその他市町村の職員以外の者を出

席させ、意見を求めることができるとするものです。 
 第４条の部についてですが、本部長は対策本部に部を置くことができるとするものです。 
 ５条の委任、これは対策本部に関し必要な事項は本部長が定めるものとするということです。 
 附則としまして、この条例は公布の日から施行します。 
 この条例改正によりまして、富士川町職員給与条例の一部の改正も伴ってきます。この条例

は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態の派遣によって、富士川町に派遣さ

れる職員に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を加えるとするものです。 
 以上でございます。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の説明、ならびに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５６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第５７号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を

改正する条例について 
   日程第１６ 議案第５８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第５９号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
   日程第１８ 議案第６０号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第１９ 議案第６１号 富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の一部を改正する条

例について 
   日程第２０ 議案第６２号 富士川町交流センター塩の華条例の一部を改正する条例について 
   日程第２１ 議案第６３号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について 
   日程第２２ 議案第６４号 富士川町消防委員会条例の一部を改正する条例について 

 以上の９議案は条例の一部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。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ９議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５６号から６４号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第５６号および５７号の補足説明を求めます。 
 税務課長、磯野英秋君。 

〇税務課長（磯野英秋君） 
 富士川町税条例の一部を改正する条例であります。 
 地方税法の改正に伴いまして、富士川町税条例の一部を改正する必要が生じました。 
 附則の改正でありますが、１４．６％という延滞金を昨今の低金利の状況を見る中で７．３％

という半額にしまして、それに１％プラス市中金利の平均金利を加えたものを延滞金の率にす
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るという改正であります。 
 以下、その次のページまでは地方税法の改正に伴いまして条項のずれが生じましたので、そ

の部分の文言等を修正するところであります。 
 最後にいきまして施行期日でありますが、２６年１月１日からとあります。および２７年１月

１日とありますので、現行の１４．６％の延滞金の金利を適用されている滞納金額につきまし

ては、これは適用されないものであります。 
 引き続きまして議案第５７号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例で

ありますが、この条例につきましては旧鰍沢地区がこれに指定されておりまして、こちらのほ

うで一定の設備投資をする場合には、固定資産税が減免される。その中の租税特別措置法の中

から引用する条項が租税特別措置法の改正がされましたので、第２条中の「１項３号」を「１項

１号」に改めるという条例の改正案であります。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５８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５８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足

説明をさせていただきます。 
 今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴う改正です。 
 内容につきましては、東日本大震災により居住用家屋を喪失した場合の敷地にかかる譲渡資

産の延長の特例が、災害があった日から３年目の年末までの間でしたが、７年目の年末まで延

長されるものです。 
 附則第１７項に見出しを付し、同法を引用する本条中に条ずれが生じたため改正するもので

あります。 
 なお、現在まで被災されて避難された方で国民健康保険の被保険者の方はおりません。 
 附則の１の施行期日でありますが、平成２６年１月１日からの適用となります。 
 ２．適用区分ですが平成２６年以降の年度分の国民健康保険税について適用し、２５年度分

までについては従前の適用区分による規定であります。 
 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第５９号の補足説明を求めます。 
 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） 
 それでは、議案第５９号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例で第５条第１項第２号中、午前８時３０分を

午前８時に改めるというものでございます。 
 附則として、この条例は平成２５年７月１日から施行する。 
 これは児童クラブの利用時間のうち、夏休みなどの長期休暇のときの利用時間について現行、

午前８時３０分からとなっているものを午前８時からに改めるものです。 
 児童センターまでは保護者の送り迎えが原則となっており、ほとんどの保護者が８時３０分

からでは仕事に間に合わないというような理由があるため、現状は職員がシフトを組み対応し
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ております。 
 県内近隣市町の状況も調査いたしましたが、ほとんどが８時からの利用ということで条例制

定されておりましたので、利用者の利便性向上のため実情に合わせ改善をするものです。 
 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６０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６０号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の補足説明を

させていただきます。 
 この改正は、重度心身障害者が病院で医療費を支払うときの方法が変わるというものです。

現状の現物給付、つまり窓口無料を改正後は一時立替払自動償還払方式にする制度に県内の市

町村すべてが条例改正するというものです。 
 施行期日は２６年１１月１日からとするものです。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６１号および６２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６１号 富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の一部を改正する条例につい

て、補足説明をさせていただきます。 
 今回の条例の改正につきましては、指定管理者への移行を行うために地方自治法第２４４条

の２第３項、第４項の規定による整備を行う必要があるため、改正するものであります。 
 本条例の主な改正点は、指定管理者による管理の規定の追加等に伴う条ずれの整備および条

項の削除、ならびに語句の整備を行うものであります。 
 附則の施行期日でありますけども、平成２５年７月１日から施行するものであります。 
 続きまして議案第６２号 富士川町交流センター塩の華条例の一部を改正する条例について

の補足説明をさせていただきます。 
 塩の華につきましてもつくたべかん同様に指定管理者への移行を行うために地方自治法の第

２４４条の２第３項、第４項の規定による整備を行う必要があるため改正するものであります。 
 条例の主な改正点は、つくたべかんと同じように指定管理者による管理の規定の追加に伴う

条ずれの整備および条項の削除、ならびに語句の整備を行うものであります。 
 附則の施行期日につきましては、平成２５年７月１日から施行するものであります。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。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６３号および６４号の補足説明を求めます。 
 防災課長、大森博之君。 

〇防災課長（大森博之君） 
 それでは議案第６３号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 
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 今回の条例改正は、富士川町消防団に機能別消防団員を導入することに伴い改正を行うもの

でございます。 
 改正の要点でございます。まず、新しく第３条に団員の区分を規定いたしました。第１項で

団員は基本消防団員および機能別消防団員とすること、また第２項で、基本消防団員は機能別

消防団員以外のすべての団員とすること、第３項で、機能別消防団員は町長が定める特定の消

防事務を処理する団員とすることを規定いたしました。 
 次に第４条に任命を規定しました。第１項で消防団長は町長が任命すること、第２項で基本

消防団員の要件と団長が任命すること、第３項で機能別消防団員の要件と団長が任命すること

を規定しました。 
 次に第１３条、報酬ですが、報酬の額につきましては富士川町特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例、別表に規定されておりますのでその額とし、本条例で個々に

報酬額を規定してありました第１２条を削除いたしました。 
 続きまして議案第６４号 富士川町消防委員会条例の一部を改正する条例について、補足説

明いたします。 
 今回の条例改正は富士川町消防委員会の所掌事項および委員構成を見直すことに伴い、改正

を行うものでございます。 
 改正の要点です。まず第３条の所掌事項ですが、現行の所掌事項は町長に建議すること、ま

た町議会へ建議することとなっていますのでこれを削除し、すべて町長の諮問に応じ答申する

ほか、必要に応じ意見を具申するものとするといたしました。また審議事項を新たに消防団の

運営、消防施設の整備、消防団員の服務、消防団員の懲戒および表彰に関することとしました。 
 次に第４条の組織ですが、現行の町議会議員４人および学識経験者４人をもって構成すると

なっているのを、識見を有する者８人をもって構成することとしました。 
 以上で、補足説明を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由の説明、ならびに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２３ 議案第６５号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第２４ 議案第６６号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
 以上の２議案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） 
―――― 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６５号および６６号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第６５号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 
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〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第６５号の補足説明をいたします。 
 補正予算書の裏面をお開きください。 
 （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。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６６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） 
 それでは、議案第６６号の表紙の裏をお願いいたします。 
 （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） 
 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由の説明、ならびに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２５ 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６７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６７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。 
 ただいまご説明がありましたように指定管理をする施設につきましては、交流センター塩の

華、総合交流ターミナルつくたべかんの指定につきまして、富士川町公の施設における指定管

理者の指定の手続き等に関する条例第５条、公募によらない指定管理者の選定、第１項第２号

により指定管理候補者といたしまして、富士川町の観光関連施設の管理運営を目的として５月

２３日に設立されました富士川町青柳１６５５番地３、株式会社富士川、代表取締役 居村一

彦でございます。 
 指定の期間につきましては２５年７月１日から平成３０年３月３１日までとなっております。 
 以上、補足説明です。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の説明、ならびに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２６ 議案第６８号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 
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 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６８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６８号の補足説明をさせていただきます。 
 この規約の変更は、峡南広域行政組合の構成町である５町が保険者として行う介護保険にお

ける介護給付の適正化事業において、被保険者の利用しているサービスおよびその負担は適切

であるかの分析調査を共同処理するために、組合規約に組合の処理する事務が追加されること

から議会の議決を経るものであります。 
 変更される箇所につきましては第３条中「第７号」を「第８号」とし、第６号の次に介護保

険における給付の適正化のための被保険者情報の分析調査に関する事務を第７号として加える

変更であります。 
 なお、この規約は平成２５年１０月１日から施行となります。 
 以上です。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の説明、ならびに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２７ 議案第６９号 道の駅外構工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第６９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６９号の補足説明をさせていただきます。 
 工事名につきましては、道の駅外構工事となります。 
 入札方法は一般競争入札で実施し、栄建設工業・神田建設、それと甲州土木柳沢建設、それ

と天満組・井上工業、それと井上建設・山梨ガーデンの４件の道の駅外構工事共同企業体から

応募があり、去る５月３０日に入札を行いました。 
 その結果、井上建設・山梨ガーデンの道の駅外構工事共同企業体が消費税込みの１億４，

０１７万５千円で落札しました。 
 なお、落札率につきましては９８．８９となります。また工期につきましては、この議案の

議決の日の翌日から平成２６年３月１４日までとなります。 
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 以上です。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の説明、ならびに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２８ 認定第２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２号の補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 認定第２号の補足説明をさせていただきます。 
 今回の認定をさせていただきます路線でありますが、開発区域内の道路であります。 
 路線名は天神中条２１号線、延長が６１メートル、幅員は６メートルでございます。 
 起点につきましては、天神中条の９１０番５地先、終点が天神中条９１０番１１地先でござ

います。 
 場所につきましては、裏面の地図をご覧いただきたいと思います。増穂小学校体育館の北側

の開発区域内でございます。 
 よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で町長の提案理由の説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 再開時刻は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５９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。 
 午後は質疑の日程になっています。 
 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとしますので、ご協力をお願いします。 
 また、「富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定について」と「富士川

町新型インフルエンザ等対策本部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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 報告第１号 平成２４年度富士川町一般会計継続費繰越計算書について 
   日程第５ 報告第２号 平成２４年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
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   日程第６ 報告第３号 平成２４年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 
   日程第７ 報告第４号 平成２４年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 以上の４議案は繰越計算書の報告案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、報告第１号から第４号までの質疑を行います。 
 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、報告第１号から第４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会

計補正予算（第９号）） 
   日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１０ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町介護保

険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第１１ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の４議案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、承認第５号から第８号までの質疑を行います。 
 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、承認第５号から第８号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第５４号 富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定につ

いて 
   日程第１３ 議案第５５号 富士川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 以上の２議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５４号および５５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１つ、５４号の一般職員の給与の臨時特例に関する条例、これについて質疑をした

いと思います。 
 この条例は総務常任委員会に付託されていますので、１つだけここで改めて確認ということ

で行っていきたいと思います。 
 町長の説明にもありましたけども、この条例の減額の目的は復興財源を確保するということ
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で、趣旨としてはおおむねよろしいかと理解していますけれども、ただこれまでも国のほうで

は復興予算を減災・防災等々、あるいは雇用対策というような形で世間的にも曖昧な使い方が

かなりされてきているということを私は常々、非常に怒りを持って見ております。そこでお伺

いするんですけども、今回の公務員の削減した予算は実際どのように使われるのか、もし今後

の国の対応なんかも含めて、分かっていれば教えてほし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） 

 齊藤議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 
 現在のところ、給与減額分についての使途等につきましては国、県から正式な通知は届いて

おりませんけれども、総務省のホームページ等によりますと今回の給与削減分、地方ベースで

約８，５００億円でございますが、この削減した額につきましては、先ほどお話が出ました防

災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題への対応に振り替えるということで、主なものとい

たしましては先ほどお話が出ました全国防災事業費、これは東日本大震災への対応分というこ

とが１つ。それから、もう１つが緊急防災・減災事業費ということで、やっぱり防災対策方面

に振り分けるということです。それから３つ目が地域の元気づくり事業費ということで、こち

らは給与削減分につきまして、交付税の上乗せ等の措置があるということで、この３つに主に

振り替えるということがホームページに記載がされております。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ありがとうございました。 
 まだ具体的には出ていないということで分かりますけれども、これは町長のほうに一言お願

いということになると思うんですけども、先ほど地域元気づくり事業というものが多分また、

変な方向性にいくのかなという気もするので、こうやって公務員の給与を復興財源に充てると

いうことであれば、そこはしっかり明確にするように、やはり町村会のほうもぜひ努力してい

ただきたいと思いますので、その点だけ要望して私の質疑は終わりたいと思います。 
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５４号および５５号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第５６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第５７号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を

改正する条例について 
   日程第１６ 議案第５８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１７ 議案第５９号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
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   日程第１８ 議案第６０号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第１９ 議案第６１号 富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の一部を改正する条

例について 
   日程第２０ 議案第６２号 富士川町交流センター塩の華条例の一部を改正する条例について 
   日程第２１ 議案第６３号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について 
   日程第２２ 議案第６４号 富士川町消防委員会条例の一部を改正する条例について 

 以上の９議案は条例の一部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５６号から第６４号までの質疑を行います。 
 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５６号から第６４号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２３ 議案第６５号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第２４ 議案第６６号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
 以上の２議案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６５号および６６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 事項別明細書の４ページ、商工費の商工振興費の中の空き店舗活用地域コミュニティ再生業

務１４５万円なんですけども、今回どのような方がどのような事業をなさるのか、教えてくだ

さい。 
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） 

 鮫田議員の質問にお答えします。 
 空き店舗活用コミュニティ再生業務１４５万円の補正であります。 
 これは失業者に対する、正規雇用につなげ雇用促進を図ると。それから地域に根ざしました

事業の起業を支援し、安定的な雇用の受け皿をつくり出すことを目的といたします。 
 そして富士川町では、商店街と連携しまして商店街の空き店舗を活用します。町内の特産物

の販売とか、観光情報を発信してにぎわいの場を提供する事業でございます。これには募集団

体がございまして、募集団体につきましては１０年以内の町内の民間企業やＮＰＯ法人、特に

シルバー人材センターとか特定非営利の活動促進法に基づいているＮＰＯでございます。その

他の法人ということもございます。 
 この事業につきましては、一応９月から来年の３月までの７カ月分１４５万円。年度またぎ
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になりますけれども、１００％の補助でございます。１年間の委託料は２５０万円を上限とし

まして、主な対象はそこの方の人件費、それから事業を推進するための消耗品等、パンフレッ

トを作ったとかそういう消耗品等で、委託額の２分の１以上は、そこに雇用される人の人件費

として支払う必要がある補助金でございます。 
 募集としましては８月上旬を募集の選定としまして、事業開始予定を９月１日ころから事業

を開始すると。募集があり次第、選定を行いまして９月から事業を開始してもらうような事業

でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 ありがとうございました。ちょっとこの事業の内容を自分の中で勘違いしていた部分があっ

たので、詳しく説明してもらってありがとうございます。 
 こういう事業をうまく利用して、空き店舗の活性化につながればいいと思いますので、よろ

しくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは、４ページの４款１項２目予防費の風しん・ＭＲワクチン接種２７０万円なんです

けれども、今、首都圏を中心に風しんの感染が広がっていまして、特に赤ちゃんに感染してし

まうと、この先天性風しん症候群というのが発生するということで危惧されている中で、今回

この予防費が盛られているということで本当にいいことだと思いますけども、ただこの

２７０万円のうち６００人という人数に接種できるということなんですけども、この６００人

の根拠というものをちょっと教えてもらいたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまの、長澤議員のご質問にお答えいたします。 
 風しん・ＭＲワクチン予防接種費用ということで、これが２０歳から４９歳の男女、合わせ

て８００人、それからあとは男女６５０人ということになっているんですが、この接種の比率

を考えまして、このように計上したわけなんですけども、接種率が１２％ということでしたん

ですけども、年齢別の詳細については人数的なものはこちらのほうでまだ、トータル的なもの

しか把握しておりませんので、ちょっと時間をいただいて年齢的な人数の回答はしたいと思っ

ております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ６００人という根拠なんですけども、ちょっと難しかったかもしれないので、もし６００人
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以上が接種した場合はどのように対応をしていきますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 今までのワクチン接種の中でいろいろ検討した結果、今、子宮ガンワクチンにしてもかなり

接種率が少ないんですけども、人数をオーバーした分については今のところ予算化はされてお

りません。これ以上、超えることはないということの見込みをしております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほどの６００人ですが、２０歳から４９歳まで約５，３００人ほどおります。全国的には、

そのうちの１０％ぐらいが未接種だという統計がありますけども、当町では１０％強を考えま

して６００人ということにしてあります。６００人のうち２７０万円が直接払いという形にな

りますが、あとの、すでに打ってしまった人もいますから３０万円は償還払いということで、

合計３００万円の予算計上をさせていただきました。 
 今年度いっぱいの事業でありまして、ＰＲのほうも一生懸命やっていきますが、これが今の

６００人を超えた場合には、また補正予算で対応させていただきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 本来、この事業というのは単町でやるんではなくて国とか県がやるべき事業だとは思います

けども、ぜひ今、全国的にも流行っていますので情報提供や啓発の部分というのをもっとしっ

かりしながら、この事業を取り組んでもらいたいなというふうに思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは活性化の特別会計でお聞きしたいんですけれども、この中でリニューアルというこ

とで原材料費をその分削って棚を作ったりするということで８４１万２千円、物品販売原材料

費仕入れ代というのを削減していますけども、これはもともとどういったものを予定していた

のか、その点についてまずお聞きいたします。 
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） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 施設管理費で原材料費を８４１万２千円減額しまして、工事請負費、それから備品購入費と

いうことで内装工事、それから商品陳列棚等を購入してリニューアルを行います。これは塩の

華が旧鰍沢のときから１１年くらい経っています。今後、指定管理者に任せるためにその施設
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の老朽化と、あと内装それからもろもろの、照明も暗いということで照明をＬＥＤ電球にして

節電対策、それから広い通路を造りましてお客さま・・・。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 すみません。８４１万２千円減らしているけども、当初の使う予定は何を想定していたのか

をお聞きしているんです。もし分かれば、その点について。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 こちらは当初、原材料の購入費で予算が盛ってあります。指定管理者に渡すということで、

会社設立以後、指定管理に移行後は町の予算、決算で出てきますのでここを削りまして工事費

と備品購入費のほうに減額して、それを充てるというふうにいたしました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 なぜ聞いたかというと町長が資料を説明してくださったときに、原価計算をし直して売価を

上げて今、売っているとおっしゃっていたので、こういうことをして何か影響があるのか。そ

してその売価を計算し直して、上げて売っていると。普通は売価を計算して安くして売るんだっ

たならば、売りやすくするためにと分かるんですけども、売価を計算し直したら高く売ってい

ると説明があったので、その点でちょっとお聞きしたんですけども、なぜそういうふうに売価

を計算し直したら高く売らなければいけないのか、その点、分かればお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の質問にお答えいたします。 
 塩の華、つくたべかん、これは今まで同じ会計の中でやっておりました。そしてどっちの部

門でどういう赤字が出ているのか、細かい分析がしてありませんでした。昨年からその分析を

してみたところであります。そういたしますと単価を、売り値を上げた部分につきましては製

造原価が売り値を上回っている状況があったわけであります。これは原価計算をすれば、当然

売り値というのは原価計算に消費税も当然かかってきますし、それを販売する人の人件費もか

かりますので、ただ単に値段を上げたんではなくて、ちゃんと原価計算をしたのちに例えば原

価が３００円かかるんであれば、それに利益幅を取り、消費税も入れた適正な販売価格にした

ということであります。 
 今回のこのリニューアルにつきましては、先ほど課長が言ったように今後、指定管理者に管

理を任せますので、経年劣化の部分で床のひび割れもありますし、そして利用者から両手に荷

物を持ったときに、ドアを開けるのが不便だというふうな苦情もありましたから自動ドアにし

たりとか、そんなようなことであります。そしてまた、すでに株式会社が出ておりますので、

株式会社富士川と一緒に今後の経営方針をつくりながら今、進めているわけでありますが、塩

の華の一番奥に喫茶コーナーがありました。１年間での利用率は非常に低いわけです。そうす

ると坪単価にすると喫茶を置いておくよりも、ショッピングコーナーにしたほうが利益幅は上

がってくる。そして住民の皆さん、利用する皆さんも利用勝手がよくなるんではないかと。こ

んなことで今回、指定管理者に施設をお渡ししますので、今までの悪いところは今回、解消し

ていこうと。 
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 それと冒頭の質問でありましたが、仕入れ材料を８４１万２千円減額しておりますが、これ

は塩の華、今、年間の予算計上をさせていただいております。この７月から指定管理に委託が

できるようになりますので、ただ、今までの売り掛け、あるいは仕入れの未払い等があります

から、当面そういった整理もしながら、いずれその整理が終わったところでこの会計のほうは

廃止をさせていただくような手続きを、これから取っていくようになると思います。 
 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） 
 そうすれば指定管理で、この次に出てくるんですけども、平成３０年まで指定管理をお願い

するということになっていますので、８００万円ぐらい掛けて、その掛けた分は元が取れるん

だと思うんですけども、この図面をいただいて野菜売り場が結構ありますよね、今あるところ

を中に入れて、僕もそんなにちょくちょく買わないので申し訳ないと思うんですけども、たま

に行くと瓜なんかも売っているんですけども、１００円のものと１２０円、数もほとんど同じ

でどこが違うのかなと思って手に取っておいしそうなもの、両方おいしそうですけども、より

おいしそうなものを買うんですけども、レジで聞くんですね、これ同じようなものでなぜ値段

が違うんですかと言うと、こっちは露地もので、こっちはハウスのものだと言うんですね。そ

ういうことなんですねと。やはりそういった同じものでなぜ単価が違うのか。そのへんは購買

する人にこういう内容だから違うんだなと説明することって、とても親切だと思うんですね。

そういったことを、聞かれなければ分からないようなものでは僕は駄目だと思うので、そのへ

んは改善していただきたいのと、この野菜で一番問題になるのは、いくら活性化で地域の農業

の方に商品を出してもらいたいから、わざわざ中に入れてこうやって陳列棚もより充実させて

いこうという意向は分かるんですけども、一番問題は通年を通してどういった野菜があそこに

並べられるかということが一番の問題だと思うんです。その点について、これから長い間、こ

れ８００万円かけて元を取らなければいけないので、その野菜というものをどういうふうに生

産者にお願いして、どういった種類のものを通年通してやるのか、その点についてはもう検討

されているのか、お聞きしたいと思います。 
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） 

 秋山貢議員の質問にお答えします。 
 先ほど野菜の売り場、広くしてそれだけの利益が出るかということですけども、平成２４年、

農作物の搬入者につきましては、今のところ６０名くらいが農作物を塩の華のほうに納入して

おります。それで今後、町内の生産者組合、平林、穂積、五開地区に生産者組合を立ち上げる

予定で、そうすれば年間を通じて農産物も豊富に入荷しますし、旬な物も入ってきます。そう

いうことで売り上げの増加が見込まれるというふうに思っています。 
 現在、平林、それから小室生産者組合で緊急雇用の創出事業の臨時特例基金事業としまして

各１名ずつの賃金を払っております。その人たちが部落の中でとりまとめてもらいまして、塩

の華と提携をしてもらいまして、出荷ができるようになればいいなと思っております。 
 平林、穂積、五開につきましても今後、高齢者が多くなってまいります。なかなか自分で持っ
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ていけないということであれば、その部落部落で商品をまとめてもらいまして、そこで納入す

ると。大量の納入であれば、また指定管理との話し合いの中でも原価も安くなる、それから販

売の売る値段もある程度、一定になってくると思います。そうしますと売り上げ増加でそれだ

け野菜の販路も広がってくると思います。 
 そして、もう１つは葉ものです。現在、表のほうに葉ものがあります。皆さんご承知のとお

り、入れればもう１時間くらいでしなれてしまいます。中のほうで新鮮な野菜をおおぜいのお

客さまに地元の物として買ってもらうということで、日持ちもいたしますのであくまでもお客

さまの視点に立って、それくらいの陳列棚をしないと品物がすぐに駄目になってしまうという

ことで、野菜のスペースを多くさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君、３回目になっていますが。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そういうふうにやって、おおぜいの皆さんに協力をいただいてぜひ進めていただきたいんで

すけども、やはりいろんな県の研究機関もあると思うんですね。こういった野菜を通年通して、

どんなものを営農計画の中に入れ込めば１年間、品物や商品が途切れることなく、ここへ陳列

できるかということは、ぜひいろんな研究機関、県内にあると思うので、そういったことを専

門的な地形を利用しながら、ぜひこれだけの施設にお金をかけるんであれば、通年を通して商

品が陳列棚に並んで、お客さんが喜んで来てくれるという施設を目指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。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６５号および６６号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２５ 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 これから、議案第６７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６７号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 議案第６８号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第６８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。 
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 以上をもって、議案第６８号に対する質疑を終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２７ 議案第６９号 道の駅外構工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 これから、議案第６９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 確認しておきたいんですけども、落札率が９８．何％で高率ですけども、これが落札したと

いうのはあと応札した、４社ですから３社ありますよね。３社の金額というものも教えていた

だきたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 秋山貢議員の質問にお答えします。 
 すみません。今、手元に資料がありませんので、休憩時に取り寄せまして配布をしたいと思

いますので。 
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６９号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２８ 認定第２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、認定第２号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、６月９日の開議時間は富士川町議会会議規則第９条第２項により、午前９時に繰り上

げて開くことにします。 
 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 １時３８分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第２回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員ならびに町長をはじめ執行部各位には大

変お忙しいところご出席をいただきまして、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２回富士川町議会定例会第２日の会議

を開きます。 
 なお、定例会１日目、秋山貢議員の質問の際、総務課長の答弁で保留になっていた件につき

ましては、お手元に配布した資料のとおりです。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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お手元に配布し

た一覧表のとおりです。 
 教育委員の改選により、田草川眞教育委員長が新任されました。ご出席いただき誠にご苦労

さまです。 
 ここで教育委員長からあいさつの申し入れがありましたので、これを許します。 
 教育委員長、田草川眞君。 

〇教育委員長（田草川眞君） 
 おはようございます。 
 ５月１８日から富士川町教育委員会委員長を務めております、田草川眞と申します。よろし

くお願いいたします。 
 富士川町教育委員としては４年目となりました。最近、委員長、教育長の責任の不明確さか

ら教育委員会不要論が提起されておりますけれども、議員の皆さまにご理解いただくために日

ごろの富士川町教育委員としての活動の様子を少し話させていただきたいと思います。 
 １つは定例委員会が毎月開かれます。これは公開して実施されているものです。委員長あい

さつ、教育長からの報告、議題審議等があります。ちなみに５月の定例委員会の議題は委員長

の選挙について、それから職務代理者の指名について。平成２６年度県の教育施策および予算

についての要望書の審議、それから富士川町学校適正化基本方針について審議をしてまいりま

した。教育委員会としての考えをまとめているところです。 
 ２つ目は学校訪問を実施する中、教育環境整備支援、人事等に反映するため各学校の実態、

それから抱える課題の把握に努めて、これからまいります。 
 ３つ目は研修活動として、峡南地教委連とか県の地教委連の研修会に参加して見聞を深め、

広めているところです。 
 ４つ目は各種町の主催の行事等への参加をする中で、全体を把握する。こういうことで委員

会がもたれております。 
 今を、未来を力強く生きる。ふるさと富士川人づくりという基本理念を掲げ、教育行政にお

ける教育環境の整備に努めてまいりますので、議員の皆さまにはご協力・ご支援、そして一番
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大切なご助言をお願い申し上げ、教育委員長としてのあいさつといたします。よろしくお願い

いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 これで、教育委員長のあいさつは終わりました。 
 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、今定例会においては質問の回数

を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。 
 今定例会においては、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、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、簡潔にお願いをい

たします。 
 なお、本日は議会改革の一環として議場内にビデオカメラの設置をし、会議室に中継します

のでご了承願います。 
 また本日は、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９名です。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、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、質問者は９名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。 
 ますほ文化ホールのネーミングライツについて伺います。 
 ネーミングライツとは、公共の施設に企業名や商品名などを付ける施設の命名権で

１９９０年代後半以降各地で進められ、最初はスポーツ施設が主でしたが、いまや音楽施設か
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ら公衆のトイレにまで広がっています。その契約により愛称として団体名、商品名などを付け

ていただき、その対価を施設の整備等に充てることでよりよい施設づくりに参加・貢献いただ

く制度です。 
 ネーミングライツのメリットは、ネーミングライツパートナーとしてよりよい施設づくりに

参加・貢献でき、施設利用者等へのＰＲに加え、広報やさまざまなメディアに露出・掲載され

ることにより企業・商品などの知名度を高められ、住民の好感度や取引先の強化の向上にもつ

ながると考えます。 
 県内の施設では東京エレクトロン韮崎文化ホールや山梨中銀スタジアム、コラニー文化ホー

ル、最近では南アルプス市の南アルプスジットスタジアムなどが挙げられます。 
 わが富士川町にもますほ文化ホールがあります。富士川町の文化的活動の拠点であるますほ

文化ホールは、世界的に活躍するアーティストたちが絶賛する誇るべき施設です。国内外の一

流アーティストや演劇、寄席など数々の催しものが長年催された施設であります。 
 しかし現実には経常赤字が年々かさみ、年々緊縮財政となっている富士川町の財政的な足か

せとなっていることは否めません。公共施設の命名権、いわゆるネーミングライツを採用する

ことで民間の活力を利用し、少しでも町の財政を助けると同時に地域にある企業の広告塔とし

て経済活動を支えるという、行政と民間のウィンウィンの関係を築くことができるのではない

かと考えます。そこで、文化ホールのネーミングライツの取り組みを進める考えがあるか伺い

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） 

 それでは、鮫田議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 町の新たな自主財源の確保の観点から、町が所有する施設のネーミングライツ、命名権制度

の導入は大変有効な手段であると考えております。このことから現在、ネーミングライツにつ

いて導入の検討をしており、制度に関する調査・研究を進めているところであります。 
 ただし、ますほ文化ホールにつきましては合併調整時、名称を検討する中でますほ文化ホー

ルの名称は出演者・来場者に定着しており、また全国にも知れ渡っているため、ぜひ残しても

らいたいという当時の増穂町文化会館運営委員会からも要望がありました。 
 こうしたことから直ちに対象施設とすることはできないため、十分な協議・検討が必要であ

ると考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 今の答えですと、当面は文化ホールに対しては導入していかないというように私は感じまし

た。合併時に話し合いがあり、今の名前を決定し、ますほ文化ホールという名称が定着してい

ることは十分承知しております。しかし、こういう制度があれば手を挙げてもいいと言ってい

る企業があると私は聞いています。県でも他市町村でもこういった動きは進んでおります。町

財政が厳しくなっている今、民間企業の活力を取り入れていくことは必要になっていくと思い

ます。こういった手を挙げてもいいと言っている企業がある中で、導入を早急に考えていただ
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きたいと思いますが、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） 

 鮫田議員の、ネーミングライツについてのご質問にお答えいたします。 
 今、全体的な考え方は企画課長が申し上げたとおりです。合併調整時に富士川町文化ホール

にするかというときに、増穂の文化ホールの運営委員さんからの意見が多くありまして、ぜひ

ますほ文化ホールで残してほしいということでありましたので、今すぐ駄目ということではな

くて直ちに対処することができないため、十分な協議・検討が必要であるとこう考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 現在では施設の名称だけでなく、道路やトイレにまでネーミングライツが導入されています。

文化ホールについては過去の経緯などもあり、早急に導入していくことが難しいというお答え

でしたが、富士川町には文化ホールだけでなく他の公共施設が多数あります。これらの他の施

設について、ネーミングライツを導入していく考えはありますか。 
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） 

 お答えさせていただきます。 
 現在、制度の導入に向けて研究しておりますので、その中でどのような施設が対象としてよ

いかということも検討していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 今の段階では検討していくということですが、このネーミングライツという制度は町にとっ

てもプラスになると思いますので、前向きに考えていただきたいと思います。 
 次の質問に移ります。 
 公共施設の使用電力の削減について、２点伺います。 
 富士川町では各小中学校に太陽光パネルを設置したり、一般家庭の太陽光パネル設置補助を

したり、エネルギーの確保は積極的に行っています。東日本大震災以来、なお一層、節電対策

が進められており、各家庭においてもＬＥＤ電球やエコ電球に交換するなどの節電対策がされ

ています。町が先頭になって使用電力削減を進めていただきたいと思いますが、町として公共

施設などの省エネ対策の現状をお伺いします。 
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、鮫田議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 町の公共施設の省エネ対策につきましては、各施設でエアコンの暖房器具の温度設定の徹底、
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蛍光灯の調整およびＯＡ機器の待機電力の削減を図るとともに、緑のカーテンの設置やクール

ビズの実施により冷房時の消費電力の抑制に努めております。 
 また現在、本庁舎をはじめ８カ所の公共施設においてピーク時の電力抑制を行うデマンドコ

ントロールシステムを導入し、夏場の使用電力の管理削減を図っております。今年度はすでに

設置されております第１保育所、かじかざわ児童センターに続き増穂小学校と増穂中学校、な

らびに道の駅に太陽光パネルを設置する予定であり、今後も学校や公共施設に設置を進め、自

然エネルギーを活用した省エネ対策に取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 現状がよく分かりました。これからも消費電力の抑制に努めていただきたいと思います。 
 ただいま、お答えの中でデマンドコントロールシステムの導入と自然エネルギーの活用とい

う説明がありましたが、デマンドコントロールシステムについて詳しい説明と自然エネルギー

に関しては、太陽光発電以外に何かお考えがあるのか伺います。 
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） 

 デマンドコントロールシステムについて、説明をさせていただきます。 
 デマンドコントロールシステムは、端的に申し上げまして電力使用者、役場であればこの役

場が最大電力量の目標値を設定いたしまして、本庁舎であればその施設の中にあるすべての電

気機器を管理することで最大電力量が大きくなることを抑制いたしまして、契約電力の減少を

図るというシステムになっております。 
 通常、契約電力が５００キロワットアワー未満の電気使用料は過去１年間の最大デマンド、

最大電力量が契約電力になるシステムになっております。これが大きくなれば大きくなるほど

契約電量も大きくなるというシステムになっております。電気の基本料金は、この契約電力に

基づいて算定がされておりますので、最大デマンドの抑制が基本料金の低減につながっている

ということでございます。 
 本町につきましては、平成２３年の８月にこのシステムを導入いたしました。ちなみに本庁

舎、現在、平成２２年９月の最大電力使用量が１１９キロワットアワー、これを基準に２０％

削減いたしました９５キワットアワーに設定をすることによりまして、使用電力の抑制を図っ

ております。 
 なお、９５キロワットアワーをもし超えた場合には、警報などで注意喚起をするシステムに

なっております。 
 それからもう１点、太陽光発電以外の導入を検討しているかというご質問でございますけど

も、太陽光発電以外には現在、建設中の道の駅に地熱によるヒートポンプシステムを導入して

地中熱の利用も図っております。 
 他の再生エネルギーといたしましては水力発電とか風力発電等もございますけども、本町の

やはりこの自然的、それから地形的な諸条件を考慮いたしますと、なかなか現状での導入は厳

しいのかなということで、これからも太陽光発電等で省エネの対策を図ってまいりたいと考え
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ております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 デマンドコントロールシステムについては有効に活用していただいて、電力の抑制に努めて

いただければと思います。またさらなる自然エネルギーの構築にも努めていただき、省エネ対

策に努めていただきたいと思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 過日、山梨県では必要な電力を県内で賄おうというエネルギーの地産地消の取り組みを進め

るため、県の施設での電力使用量を平成２２年度に比べ１３％削減するなど、今後３年間の節

電や省エネルギーなどの目標を改めて設け、電力削減については１７項目の実施計画が挙げら

れました。 
 この目標はエネルギー地産地消推進本部の中で報告されましたが、それによりますとおおむ

ね２０５０年までには必要な電力を県内で賄うようにするため、電力使用量を３年後までに平

成２２年度に比べて県全体で８％削減するところを、県の施設については、さらに１３％削減

とより厳しい目標にしたそうです。富士川町でも８％とは言わず、県が掲げた目標１３％を目

指していただきたいと思います。 
 そこで富士川町でも県と同様の取り組み、または町独自の取り組みを考えているのか、伺い

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） 

 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 富士川町地球温暖化対策実行計画の事務事業編といたしまして、富士川町役場環境保全率先

行動計画を作成し、その計画の中で温室効果ガスを平成２７年度までに、対平成２２年度比で

年間総排出量の約８％を削減する目標を設定しております。 
 目標達成の実施項目といたしましては、１．電気・重油・灯油の使用量の削減。２といたし

ましてガソリン、灯油の使用量の削減。それから３といたしまして、コピー用紙の使用量の削

減。それから４つ目といたしまして、可燃ゴミの削減とリサイクル率の向上。５つ目といたし

まして水使用量の削減。それから最後に６つ目といたしまして環境配慮型商品の購入の以上

６項目となっております。 
 消費電力のみの削減目標は現在設定しておりませんが、本庁舎の対２２年度比の使用電力量

でございますが、平成２３年度で１６．５％の減、それから平成２４年度は１８．６％の減と

なっております。また分庁舎では平成２３年度で１６．８％の減、それから平成２４年度は１８．

２％の削減が図られております。 
 今後、さらに削減ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

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） 
 いろんな取り組みをして、目標値を大きく上回っているということは大変素晴らしく誇りに

思うところであります。しかし現状に満足せず、引き続き削減の継続をお願いします。 
 お答えの中にあった目標達成の実施項目６項目の結果は、町民の皆さんへ公表はしないので

しょうか。 
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） 

 この６項目の実施項目につきましては現在、役場内の各課に環境保全の率先委員がおります

ので、この委員を中心に今後検証を十分にいたしまして、広報誌それからホームページ等で公

表してまいりたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 とてもいいことだと思いますので、ぜひ公表していただき、町では町民の先頭になって削減

に取り組んでいるということをしっかり皆さんにお知らせしてください。 
 しかし目標値に達成しているとはいえ、さらなる削減をしていく必要があると思います。例

えば１点目の質問の中でも言いましたが、各家庭ではＬＥＤやエコ電球に交換する家庭が増え

ています。最近では電球や蛍光灯はもちろん、夜間照明などにもＬＥＤがあるそうです。お金

もかかることなのですが、町の公共施設での交換は考えていますか。 
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） 

 ただいまのＬＥＤ電球等の入れ替えでございますけども、ＬＥＤ電球の入れ替えに伴い設備

の改修が必要のない、比較的新しい施設につきましてはＬＥＤの電球の交換だけで済むという

ことであれば、こういうところにつきましては今後、計画的に切り替えのほうも進めていきた

いというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 簡潔で分かりやすい答弁をありがとうございました。 
 今後、町の自主財源が年々乏しくなっていくことが予想され、人口減少と高齢化に伴う福祉

の対応、町有施設の維持管理費や人件費などの義務費用の増加など、多くの問題を抱えている

と思い、今回、町の財政に関わる２つの質問をさせていただきました。２点について、またぜ

ひ前向きに検討していただくことを期待して、私の一般質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告１番、１番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
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 続いて通告２番、１３番、井上勝君の一般質問を行います。 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 通告に従って質問いたします。 
 まず第１に第２保育所周辺の道路整備についてということでございますが、本題に入る前に

今現在の保育園の近くを通っている道はなんと言うのが本当の名称なのか、先に課長にお聞き

したいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 井上議員の質問にお答えします。 
 保育所の西を南北に通っている道のことだと思いますけども、この道につきましては町道長

沢５号線でございます。 
 あと、すぐ北側を東西に走っている道路と、すぐ南側の東西に走っている道路があるわけで

す。これにつきましては、農道になっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 なぜそういうことを聞いたかと申しますと、私もこの質問をするのについて保育園の皆さん

のご意見も聞かせていただいたら、あのへんは約５０年くらい前に出たものらしいけども、各

地先が土地を提供して造った道であって、あくまでも農道だというふうな２つの考え。立場に

よってだいぶ言うことが違いますので、果たしてここに書いてあった保育園道路という表現で

私が質問をするのが正しいのかどうか、ちょっと自分自身も迷っておるところでございますが、

いずれにしましても、本来を申し上げるとちょっと狭すぎると。あのへんはリヤカーだとか自

転車が通常の交通手段でありましたが、最近は比較的、お母さん方が普通車の車両へ乗って子

どもさんの送り迎えをしているということで、残念ながら普通車がすれ違うというのは非常に

困難。私も正確に測ったわけではございませんが、おそらくあの道は３メートル５０ぐらいの

ものではないかなと思いますので、常に途中でもって待っているとか、バックするとかそうい

うふうな状況が非常に起きております。 
 と同時に保育園の南側の、北側の道は今度は道に沿ってちょっと段差がありまして、もし万

が一、あれに車が落ちてしまったとか、ガードレールもございますが、そういった危険性も伴

う。それから保育園の駐車場へ入るところは一応、保育所のほうとしては一方通行に、保育所

自体が保護者の皆さんと話し合いをしてやっているようではありますけども、中には反対側か

ら突っ込んでしまうというようなことで、非常に大きなトラブルとは思っておりませんが、よ

くそういう状況を私も耳にしております。 
 それからもう１つは今、長沢５号線という名称だということでありますが、ここでは農家の

皆さんが軽トラックを止めて作業をしていたら、たまたまそこを通った若い人の車が積荷に触

れてしまったというようなことで、警察へ行ったらあなた弁償しなければいけないということ

で大変、怒られたということがあって、その人にしてみれば農道だからちょっとくらい、荷下
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ろしくらいの時間はいいんではないかなと思って、文句を言おうとしたら逆に怒られてしまっ

たというような状況が起きておりますので、昔は「農耕車優先」という看板があったそうです。

いつの間にか保育園通園道路というふうな名称が付いているかどうかは私も知りませんが、看

板はありますね、幼稚園ありとかという。そういうことで一般的には保育所通園道路というふ

うな認識を私も持っておったんですけども、そのへんをもう少しはっきりさせていただきたい

ということと、これからこの道を広げてもらうということは今、町のほうで一生懸命やってい

ただいている都市計画道路との接続をうまく付けてもらうことによって、非常に道路の活用が

向上するんではないかと思いますので、そのへんの考え方があるかお伺いをしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 井上勝議員の、第２保育所周辺の道路整備について答弁させていただきます。 
 第２保育所の北側になります、都市計画道路の青柳長沢線につきましては現在、整備を進め

ているところでございます。 
 ですけども、今のところこれに接続する町道および農道の整備計画はございません。しかし

ながら第２保育所周辺の生活道路は町道、農道とも今言ったように幅員が狭く、３メートルか

ら４メートル程度でございます。車のすれ違いも困難な状況でありますので、今後検討させて

いただきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 ありがとうございました。そういうことを地元も期待しておりますので、できるだけ早く、

できれば私が議員をやっている間にでもやっていただきたいと思います。大変厚かましい要望

でございます。 
 それから２つ目の大椚大久保線、現在名称で申し上げていいのかどうか分かりませんが、途

中までは非常に広くなって立派な道になっておりますが、残念ながら今、５２号から上、あの

部分がまだ未改修というかどういう状況か、もう３年ぐらい停滞状態が続いております。 
 当時、３年前に町長も用地買収、用地交渉が進み次第、廃軌道まで、また廃軌道から町道ま

での工事を進めるという説明を受けておりますが、現在の進捗状況が分かりましたらお願いし

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 大椚大久保線の整備状況についてのご質問でございます。 
 町道大椚大久保線は、町の事業計画区間の延長が５００メートルでございます。そのうち国

道５２号から町道金手小林２号線、通称８メートル道路まででございますけども、約２５０メー

トルについて事業認可を受け、開設に向けて用地交渉を行っているところでございます。 
 現在の進捗状況でありますが、用地補償が約７７％完了しております。今年度も引き続き用

地交渉を進めまして、工事着手の時期につきましては平成２６年度を予定しております。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上勝君。 
〇１３番議員（井上勝君） 

 分かりました。ただ私どももたまたま何かで会いますと、どうなっているんだということを

よく聞かれるけども、どういうふうにお答えしていいのか分かりませんし、喋らないほうがい

いということもあろうかと思って、われわれもそのへんがよく理解できないというけども、そ

んなことで町会議員が務まるなとよく怒られますので、そのへんをぜひ聞いておきたかったわ

けでございます。ありがとうございました。終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告２番、１３番、井上勝君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をします。 

休憩 午前 ９時３７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前 ９時４５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３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、通告に基づいて質問したいと思います。 
 人口５００人アップの施策について、まず１点目です。 
 人口減少は、どの自治体も抱えている課題であります。特にこの峡南地域の人口減少は著し

く、さらに今後も進行していくと推測されています。そんな中、この富士川町で人口５００人

アップの施策を掲げました。ぜひこの部分、達成してほしいなというふうに思っています。た

だ、住んでもらうにはこの町にいろんな魅力がなければ人は来てくれないと思います。 
 合併した平成２２年３月８日の人口が１万６，８６６人、平成２５年６月１日現在、１万６，

３８４人とすでに４８４人も減少しています。とてもこれは厳しい施策だと思います。そこで

１つ目の質問ですけども、このように富士川町の人口が毎月減少している状況ですが、現在の

人口５００人アップの取り組みの状況を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤議員の人口５００人アップについて、現在の取り組み状況についてのご質問にお答えい

たします。 
 人口アップの取り組み状況につきましては子どもの医療費無料化の年齢拡大、予防接種の助

成、保育園・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設置など子育て支援の充実や学習環境の整備を図るとと

もに、６５歳以上のバス料金の無料化、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購入し、町有住宅として住宅を確保したほか住宅用地の確保として町有
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地の売却や山王土地区画整理事業を実施しているところであります。 
 こうした施策・事業を通じまして暮らしやすい・住みやすい町を目指し、安心して生涯快適

に暮らせるまちづくりを進めることによって、人口増加を図っていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 子育て支援の部分、充実していくのは本当に素晴らしい事業だと思っております。ただ、な

かなか富士川町に引っ越してきた若い人たちに聞いてみると、例えば子ども医療の窓口無料化

とか、その部分で富士川町に引っ越してきたという人はなかなかいなくて、引っ越してきてそ

うだったんですかというのが割と多い中で、まだまだそういう情報発信というのは少ないかな

というふうには考えています。 
 また、この窓口無料化というのは全国でも償還払いを含めて７割ぐらいの自治体がやってい

るということで、中学校までというのはまだ３割ぐらいなんですけども、非常にその部分はぜ

ひ富士川町でもっともっとＰＲしていただきたいというふうに思いますが、そうは言ってもな

かなか今、人口が増えていませんという中で、その部分がたぶん弱いと思うんです。そのへん、

どのように考えていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、５００人アップのための取り組み状況について主なものをご説明いたしました。何をし

たから人が増えるとかそういうものではないと思っています。医療であれ、福祉であれ、教育

であれ、また日常の生活のしやすさであれ、そういうものがすべて整ってはじめて住みやすい

町になってくると思いますので、そういった面のバランスをとりながら今、町政を進めている

ところでありますが、全国的に人口減少の時代です。富士川町だけが増えるということもない

とは思いますけども、ですから５００人アップ施策というよりもいろんないい事業を取り揃え

て５００人アップ作戦と、あえてうちの町は呼ばせていただいていますが、これをやったから

５００人増えるということはないと思います。本当に住みやすい、いろんな施策が取り揃えら

れてはじめてあの町へ住んでもいいのかなと。まだまだこの町内で日用品を買う店が充実して

いるかというとそうでもないと思います。医療体制にしても救急車がなかなか動かない。そう

いう状況でありますので、すべてのものをレベルアップしていくと。そして安心して生涯快適

に暮らせる町を目指していく。そんな施策が積み重なってはじめて皆さんに住んでいただける

いい町になってくるんではないかなと考えています。 
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。町長がそういった人口を増やしたいという思いで今、やっているわけですけ

ども、そうは言ってもこの素晴らしい施策をしながらでも、富士川町の役場職員で町外から通っ

ている人、また町外に籍を置いている職員もいると思います。その部分もぜひ人口アップにつ

なげてもらいたいんですけども、今どのくらい町外から通っているのか教えてもらいたいと思

 ４５



います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、資料を持っていませんからはっきりは分かりませんが、３０人以上は町外だと思ってお

ります。これは、採用時は町内の職員を採用してもその後お婿さんにいってしまった、お嫁さ

んにいってしまったという人もおりますし、そして業種によっては町内では調達できない業種

もあります。例えば保育士さんなんかも、この町にまず募集をかけてもなかなか勤めてくれる

人がいない。そうすると市川三郷町、南アルプス市、こういうところから来ていただかなけれ

ば、この町の子どももみられないというふうな状況になりますので、そんなことでやっており

ます。 
 それと今、新しい職員を採用していますが、採用条件の１つに採用決定後は町内に住むとい

うことを条件にしてあります。またその後、結婚とかいろんな事情で町外へいく人もおると思

いますが、町職員はなるべく町内に住んでいただけるようなことも職員にお願いしているとこ

ろでございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 せっかく町有住宅も買い取ったわけですし、ぜひそういうところに、役場職員がもし結婚し

てもそこへ住めということを職員にも言っていただきたいと思います。 
 それでは２番目の質問ですけども、今、作戦ということでこれといった施策ではなくて、そ

ういうふうにしていきたいということなんですけども、そうは言ってもそういうふうにしっか

りとした計画を立てないと人口減少には歯止めがきかなくなると思います。今後、何年で

５００人増やす計画なのかという、もし目標があればお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町の目標は総合計画を立てております。その総合計画の目標が１万７千人という目標を立て

ておりますので、足りない部分の５００人アップ作戦ということをやっております。先ほど申

し上げましたようにどういう施策をしたから５００人増えるとか、人が増えるということでは

なくて、一つひとつの施策を積み重ねた結果、住みやすいまちづくりということになっていく

と思いますので、そういうものを進めながら５００人アップという人口増加を庁内全員で目標

値を持ちながらいい施策、そしていい対応、そんなことをやっていきたい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） 

 この事業というのは、たぶん短期ではできないと思います。町長も来年までの任期ですし、

われわれ議員も来年までの任期でありますし、これは長期に継続して取り組むべき事業だとは

思いますので、例えばプロジェクトチームとか、こういう人口をアップするようなそういうこ

とを考える担当室というものを設けることは考えていますか。 
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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） 
 施策が全庁的にまたがっておりますので、それぞれの課が意識を持って、認識を持ってこう

いう事業へ取り組んでいただかなければならないわけですが、そのもとの事業をやっているの

は企画課であります。今年は企画課の中に空き店舗の活用というのも１つ入れさせていただき

ました。当然、政策補佐もおりますので横の連携を取りながら各課、どこが１つ進んでもどこ

が遅れてもバランスは崩れますので、町全体が底上げできるように今、職員一同、取り組んで

いるところであります。 
 総合計画もまだまだ先まであります。先ほど私の任期もあと数カ月というのをいただきまし

たが、まさにそのとおりでありますが、富士川町第１期総合計画は８年間の計画でありますの

で、８年後には１万７千人にいかなくてもこれ以上、人口が減らないような形を、そして１人

でも２人でも増えていただく、この町に住んでいただける、そんな施策がたくさんそろえば、

きっと皆さんに住んでいただける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） 

 ぜひ企画課でとりまとめてもらって、その部分も強く進めていってもらいたいなというふう

に思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 ここは提案の意味を込めてですけども、やはり人口を増やすには若い定住者を増やすべきだ

と考えます。現在、増穂小学校の付近の分譲地、分譲すればすぐに売れまして、本当に今、小

学生がすごく増えています。本当に天神中條の、学校の西のへんというのは何軒も分譲してい

ますけども、本当に子どもが増えて活気のある地域になってきました。 
 そこでまだまだそのへんに農地がたくさんありますので、増穂小学校の西側の農地を宅地開

発すべきと思いますが、どうか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 人口を増やすために、また町へ住んでいただけるために、今、町営住宅の改修も今年から位

置づけを付けていきたいと思っていますが、町への定住を促進するためには、住宅用地の提供

は必要であると考えておりますので、町の町有住宅の確保のための、今言ったような施策、そ

れと町有地の売却、これもまた進めていきたい。それに区画整理事業による住宅用地の確保な

んかも今、進めております。こうした中で増穂小学校西側から広域農道までの間につきまして

も現在、計画的な土地利用がなされておらず、町としても土地区画整理等による土地利用が必

要であると考えているところであります。 
 しかし現状は、農振農用地地域でありますので今すぐにというわけにはまいりませんが、今

後都市計画マスタープランや農業振興地域整備計画の中で地域の意見をお伺いしながら、検討

をしてまいりたいと考えております。 
 

 ４７



〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 あそこはちょっと本当に縦長の土地で、小学校の西の、たぶん僕が言っている土地は、町長

分かっていると思うんですけども、昭和通りとの間ですね。道路沿いは家がずっと建っている

んですけども、その真ん中が空洞になっているということで、そこに１本横道を通せばあっと

いう間にすぐ宅地開発ができるかなと思いますけども、その横道は造る気はありますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、土地はたぶん同じところだと思います。小学校の西側の道路から広域農道までの間、そ

して旧道といいますか、大椚から天神中條へ入ってくる道、それと役場のこの北側を上っていっ

た道の間の、ちょっと三角みたいな形のところですが、今おっしゃるように旧道のほう、そし

てまた役場から大久保へ上がっていく道路の道路際には家が建っていまして、中に今、農地が

あります。一部、魚を飼っているところもありますけども、中に道路がない。あっても細くて

通れない。 
 この面的な整備をやっていくには横に１本、２本、道路を入れても解消はできないと思って

いますので、土地区画整理事業等を入れながら面的な整備をする。その中で宅地開発をしてい

く方法が一番ベストではないのかなと考えておりますので、今後作ります都市計画マスタープ

ランとか、農業振興地域整備計画の見直しをする中で地域の意見をまず聞かなければなりませ

んので、地域の皆さんのご意見を伺いながら、町が事業主体になるのか、地域が組合をつくっ

てやるのか、それともどこかのデベロッパーを入れてやるのか、そのへんはいろいろ手法があ

ると思いますので、地域の皆さんの意見をお伺いしながら、手をつけなければならないという

ことは私どもも承知をしている地域でありますので、なんとか早いうちにしなければ、家が乱

立してからでは遅くなりますので、やっていきたいなと思っています。 
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。その中で次に４番の質問のほうに入りますけども、やはりそういうものは割

と民間主導で開発していくのがいいと思うんですけども、西甲府住宅とかいろんな業者がどん

どん入ってきてくれれば、割とそういう区画もどんどん進むと思うんですけども、宅地のほう

ですね。そうはいってもやはり農振の問題、また開発の問題とか、土地改良事業の条例とかが

ありますので、なかなかそこで民間業者も手を出せないというところもあります。そこで農振

や、この開発申請というものをもう少し緩和すれば、民間主導で開発の部分が進むと思います

けども、その考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 長澤議員の、農振や開発申請の緩和というご質問にお答えをさせていただきます。 
 農地法や農振法は食料生産の根源である農地を守る重要な法律であり、また都市計画法は乱
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開発を防ぎ、利便性の高い秩序ある開発を進めるためのやはり重要な法律で、ともに土地利用

上の観点から許可制度の緩和は認められておりません。 
 このことから宅地開発を進める場合は、現行法規の定められた手続きを踏みながら許認可を

受け、開発していくことになります。 
 以上でございます。 

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。例えば、富士川町土地開発事業の適正化に関する条例という中で、富士川町

の場合は宅地建設計画戸数が２戸以上でも開発申請をしなければならないということで、非常

にほかの市町村に比べて厳しいという、ほかのところは４戸とかというのもあるんですけども、

道路は幅員６メートルを造らなければならないということで、民間がやればそのへん、例えば

今度できた天神中條２１号線というのは、民間業者が土地を買って開発をしましたけども、そ

の中で上下水道も受益者負担もすべて無償で町に譲渡するというような中で、やはりその幅員

６メートルの部分を例えばもう少し緩和して５メートルとかにすれば、もう１区画できるよう

な形にもなるので、そういうところもちょっと考えてもらいたいんですけどもどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 戸数につきましては、開発の条例規則では２戸以上ということで謳ってあるわけでございま

すけども、１区画の区画が２３０平方メートルということを基準にしておりまして、２戸であ

れば４６０平方メートル。そうすると５００平方メートル未満になりますので、それを適用除

外のほうへも当てはまるのではないかと思います。それと南アルプス市では３戸以上というよ

うな形を謳ってありますけども、やはり２３０平方メートルを基準としておりますので、それ

が３戸であると６９０平方メートル。考えは一緒ではないかなと思っております。ですから、

うちの町の条例がそんなに厳しいという感じはいたしておりません。 
 また道路でございますけども、開発の道路につきましては、今回も町道認定を出させていた

だいたわけなんですけども、やはり認定をしなければ家が建たないということの中で、この部

分につきましても、町のほうで認定をさせていただいているということの中で、緩和になるか

どうか分かりませんけども、そういうことをさせていただいております。 
 ６メートルということは、この道路が行き止まりでございますので、当然、行き止まりだと

転回ができないということの中で６メートルの基準を設けております。あと通り抜けが可能で

あれば、４メートル以上でも開発のほうの許可は出ると思います。 
 以上でございます。 

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。極力、民間主導で開発ができるようにしてもらえれば、町ももっと人口が増

えるかなというふうに思います。 
 ということで、１番目の質問は終わりにしたいと思います。 
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 続いて児童センターの有効活用ですけれども今、児童センター、子どもたちが放課後活用し

ていますけども、例えば日中、午前中とかその部分の活用の状況というものを教えてください。 
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） 

 長澤議員の質問にお答えいたします。 
 児童センターは児童福祉法により０歳から１８歳未満の子どもに健全な遊びを与え、その健

康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置されている施設であります。 
 ますほ、かじかざわ両児童センターとも午前９時から午後５時までの開館となっており、午

前中は妊産婦および就園前までの乳幼児の親子が子育て支援の育児教室等で利用しており、そ

れ以外の日も両児童センターとも自由に乳幼児の親子が利用することができる体制をとってお

ります。 
 平成２４年度は、ますほ児童センターは育児教室等で１，４３６人、全体で６，３７７人。

かじかざわ児童センターは育児教室等で２，１４６人、全体ですと７，２０８人の利用者があ

りました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 これはやはり子育て世代というか、子どもたち以外は活用できない施設でいいんですか、こ

の施設というのは。 
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） 

 お答えします。 
 子どものためにということでございますので、おじいちゃん、おばあちゃんのお年寄りなん

かもお孫さんを連れて見えたりとか、それから読み聞かせ等でお年寄りの方たちに来ていただ

いたり、昔の遊び等で来ていただいたりはしておりますので、子どもだけということではござ

いません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 すみません、２番の質問とちょっとかぶってしまったんですけども、では２番のほうの質問

に入りますけども、この部分をやはり多機能型児童館として空いている時間をお年寄りに開放

したり、その有効活用としてそこでお年寄りが施設の中に例えばちょっとした農園をつくって

子どもたちにもそういう部分を教えてやったりとか、そういう世代を超えた施設にできないか

と思うんですけども、どうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
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〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 ますほ、かじかざわ児童センターは子どもたちのために設置された施設であり、その中に放

課後児童クラブが併設されております。特に放課後児童クラブの部屋は登録した児童の持ち物

等も置いてあるため、子どもたちがいない午前中であっても登録者以外への開放はしておりま

せん。 
 一方、児童センターは放課後児童クラブとは違い、不特定多数の地域の子どもたちに対して

遊びを保証して健全な育成活動を行う場であります。すでに本の読み聞かせや昔の遊び等で日

ごろからお年寄りには関わっていただいており、子どもたちと触れ合っていただけるような施

設運営を行っております。 
 今後も児童センターは、いつでも子どもたちが利用できる状態で待機している必要がありま

すので、空いている時間としてお年寄りのために開放するということではなく、子どもたちと

触れ合うために使っていただくのであれば、気軽に来ていただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 これは実はお年寄りの方からそんな要望があって、ぜひ子どもたちと触れ合いたい、そして

子どもたちにやはり地元の富士川町のことをいろいろ、後世へ残してあげたいということで、

今、読み聞かせとかいろいろやってくれているんですけども、それはたぶん事業としてやって

いるんですけども、先ほど今、課長さんの答弁の中でぜひ子どもたちのためにそういう触れ合

う時間をつくってもいいということですので、そのへんはぜひ世代を超えた交流というものを

もっともっとしていただきながら、お年寄りも元気になってもらって、そしてこのふるさとを

本当に大好きになってくれるような子どもが育つような施策をしていただきたいと思います。 
 それでは、以上で質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告３番、２番、長澤健君の一般質問を終わります。 
 続いて通告４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、１つのテーマに絞って私は質問したいと思います。 
 本町における生活保護施策について、伺います。 
 近年、生活保護受給者は増加の一途を辿り、厚生労働省が発表している生活保護の受給者数

は今年２月には２１５万５千人と過去最多となりました。生活保護家庭は戦後の混乱期を経て

経済成長とともに徐々に減少し、１９９５年度に８８万人まで減少しました。その後、不況な

どにより受給者数は増加に転じ、２００８年のリーマンショックを引き金に現在に至るまで急

速に増え続けております。 
 また、仕事には就くものの低賃金を余儀なくされるワーキングプアが増加しております。特

にこれまで見られなかった現象として、働くことが可能な年齢層を含む世帯の受給者の増加が

顕著となっております。 
 一方では、生活保護法の改正と生活困窮者自立支援法が５月１７日に閣議決定されました。
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このうち生活保護法改正については生活保護基準の切り下げが行われ、貧困にあえぐ人たちが

さらに困ることになるではないかと懸念されております。貧困は世代を超えて連鎖します。そ

れは社会的孤立や分断が連鎖することを意味しており、対策は急務と考えます。 
 そこで、最後のセーフティネットといわれる生活保護を取り巻く本町の現状と要因について

伺います。まず本町においても生活受給者は増えているのか、お聞きいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまの、永井議員のご質問にお答えいたします。 
 本町の生活保護世帯は現在５９世帯、８２人が受給されております。また生活保護の対象と

なる方は主に病気等で働くことができなくなった人、なかなか就職先が見つからない人、高齢

者では無年金者、または少額年金の人であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 数字としては分かりましたけれども、増加しているのかどうかというところで、その推移を

お答えいただけるでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 ２５年度、今言いましたように５９世帯、８２人です。これは前年と比較しまして１２世帯、

２４人の増でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 もう少し前からの数字を伺えますか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 それでは２１年度から申し上げます。世帯としまして２１年度は２４世帯、２２年度が２６世

帯、２３年度が３４世帯、２４年度が４７世帯というような状況になっております。確実に世

帯としては増加しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど病気の方とか、あるいは仕事が見つからないとか、要因はいくつかおっしゃってくだ

 ５２



さいましたけれども、全国的にはやはり高齢者が非常に多くなっているということですけども、

本町ではいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 ８２人のうち６０歳以上が５０人と、高齢者が６０％の率を占めております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 わが町もやはりご多分に漏れず、高齢世帯が多いということが分かりました。 
 もう１つ、顕著になっているのがその他の世帯という分類に入る、つまり働くことができて

自立を目指す世帯が、今は生活保護に頼っているという世帯が急増しているという話も聞いて

おりますけども、本町ではいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 ２０代から５０代で２２人の方が生活保護を受けております。２０代として１人、３０代が

２人、４０代が８人、５０代が１１人というような状況になっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 分かりました。この数字を次の質問の参考にさせていただきたいと思います。 
 今、急増していく中で本当に困っている人たちを救済するための、本町では町役場窓口です

けども、ここにおいて相談者がなかなかあっちへ行って相談しなさい、縦割りの中でたらい回

しにされるという事実があちらこちらで見られるということを以前お聞きしましたけれども、

中には行ったその場でワンストップサービスということで、その窓口に行けばすべてが情報と

してもらえると、手続きができるというような自治体の話も聞いております。本町ではいかが

でしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 福祉保健課の、まず福祉の窓口に相談に来られた方につきましては状況を把握いたします。

生保になるのか、ならないのかという、以前の問題として現状を把握しております。それによ

りまして、子どものいる家庭では子育て支援課の保健師と相談し、そしてまたそのほかの食料

援助というものが必要であればフードバンクのほうのご紹介もしまして、一番心掛けているこ
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とは住民の方の態様に沿った、きめ細かな対応を心掛けているところでございます。 
 ですので、あっちに行ってくださいこっちに行ってくださいということ、たらい回しにする

ようなことはなく、関係者が一堂に集まって詳細の相談を受けているのが現状でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それを聞いて安心しました。 
 ２番にいきます。年間相談件数はどのくらいあるのか。また、そのうち実際に受給に至るケー

スはどのくらいになるのか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 平成２４年度は年間相談件数４０世帯で、そのうち受給に至ったケースは１２世帯、２４人

でありました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 昨年度が４０件の相談件数があったという話ですけども、これも年度によっての推移が分か

れば教えていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 相談件数は２１年度は２５件、２２年度が３０件、２３年度が３６件、２４年度４０件とい

うような割合でございます。確実に増加をしております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 相談に来る方は本当に切羽詰ったところでの相談ということですけれども、これが受給に至

らなかった方がかなり多いわけですけれども、それに関しての理由はどんなことが多いんで

しょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 受給に至らなかったケース、２８世帯あったわけですけども、理由としましては細かいこと

の情報を得ながらお話をしていかなければなりませんので、そういったことを家族に知られた

くないという方、また実際調べましたら資金があった、それから保険金があった、本人が気が

付かないところの制度の漏れがあったということで、他の制度のほうの申請をしたケースがあ
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りました。 
 以上のような関係で、受給に至らなかったケースがありました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 町民に対して気軽に相談してくださいよというような呼びかけがぜひとも、受給に至る、至

らないにかかわらず、心配な方はどうぞというような呼びかけが必要だと思いますけれども、

富士川町のホームページでは生活保護を考えている方への呼びかけがありますけれども、数行

の中であるんですけども、病気などのために生活や医療費に困り、自分の力だけではどうして

も生活できない場合に生活保護法によって扶助が受けられますということで、病気などのため

にというところで、もうちょっといくつかの項目があれば、自分はもしかしたらここに入るか

もしれないなという考えができると思うんですけども、ちょっとこのへんだと情報不足かなと

いうふうに思います。 
 それからもう１つは地区民生委員、あるいは児童委員にご相談くださいということで、相談

手段がそのように書かれているんですけども、私の個人的な考えだとこのように書かれていて

もなかなか相談しにくいんではないかと思いますが、それはいかがでしょうか。どのようにお

考えでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 今、議員さんが言われましたように病気等で困った方はというようなホームページの内容で

すが、もう一歩踏み込んで医療費の支払いができないとか、病気でうつになったようなときの

心の支えになるようなことも生活保護を受ける、受けないにかかわらず相談に乗りますよとい

うことは、もうちょっと奥深く考えていかなければならないと思っています。 
 そして今、先ほどおっしゃいました民生委員さんへの相談というくくりの中ではおりますけ

ども、民生委員はもちろんのこと、そのほか地域の方、それからその方の事情を知っているお

友だち、いろんな方に相談に乗りますよということで、民生児童委員に限ったことではなく地

域を歩いているのが今は、保健師さんがとても包括的なことも内情をよく知っていますので、

そういったことでやはり横の連携をとりながら、民生委員さんだけに限らず多くの人が相談を

受けるのではなくて、困っている人がいるのかというところで心を全開にして、そういった方

を拾い上げていくのが１つの行政としての役目かなということで思っておりますので、多くの

方に目を向けるという気持ちは絶えず持っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ちょっと私、よく分からないので教えていただきたいんですけれども、この生活保護の相談

というのはどういう方が実際に、その世帯の方と向き合って日常活動しているんでしょうか。

もちろん福祉保健課の中でのことだと思いますけども。ケースワーカーみたいな方は、本町で
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はいませんよね。市なんかではケースワーカーが関わるんですけれども、本町の場合はどうい

う方が直接関わるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 今、おっしゃった市ではケースワーカーがということなんですが、市ではその市の中に保健

福祉事務所というものがありますので、その中にいるケースワーカーさんが関わるようになっ

ています。 
 富士川町は県の峡南保健福祉事務所がこの生活保護の窓口になっておりますので、そういっ

たときには県のケースワーカーさんが関わりを持って、訪問をしたりしています。と同時にもっ

と地域住民に密着したところで、町の職員がおりますので、町の職員が細かいところは分かっ

ていますので、そういった情報提供をケースワーカーさんに丁寧にしながら相談のほうに乗っ

ているのが実情でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは町にはケースワーカーのような専門的な職員がいないので、県の職員がそれに代

わってやってくださると。それに職員が一緒になって活動をしていると、そのよう受け取って

よろしいですね。はい。 
 次、では３番にいきます。 
 受給者が自立に至るケースはあるのか。自立に向けた取り組みを伺うということで、受給者

の就業意欲と向上のためにどのような取り組みがされているかというのは、大変重要なことで

あると思います。町の取り組みをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 生活保護受給者は、県の峡南保健福祉事務所のケースワーカーさんが受給者を定期的に訪問

して仕事、家族、心の悩み等、生活相談を行っております。その中で働くことができる方は常

にハローワークと連携し、情報交換をして就労支援を行っております。しかし残念ながら、受

給者が自立に至ったケースはございません。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 自立に至ったケースがないというお話ですけれども、２０代、３０代、４０代という若い人

たちの受給者が結構いますよね、５０代もそうですけども、そういう中で何が原因で自立がで

きないのか。ケースワーカーが一生懸命取り組んでくださっているんでしょうけども、何が原

因しているとお考えでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 若い世代で就労支援をしているんですが、就労支援をする以前の問題として現在の成人病、

そういった病気という治療を受けていて、なかなか自立できないという方が多く含まれており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 いろいろな事情があるということは理解できます。そういう中で自治体として、なんとか少

しでも就業意欲に向き合って雇用を創出するというような活動も今、少しずつ動いていますけ

れども、本町では例えば緊急雇用対策のようなものはいろいろありますけれども、これは町長

にお聞きしますけども、そういう中でこういった方たちの雇用範囲というのはいかがなものな

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） 

 町のほうでもできるだけ雇用の創出、そしてまた雇用の場を考えてはいるわけですが、今、

福祉保健課長が言いましたように、こうした生活保護受給者の大半がやはり病気が原因で働く

ことができないという人がほとんどであります。そういう中で、病気が完治をして本人が働く

意欲を当然持っていただかなければいけないんですが、役場のほうでもいろんな仕事がありま

すから、常に公募をしながら募集をしておりますので、そういったところを利用していただけ

ればと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 自立への道は大変厳しい、険しいものがあるということのようです。できるだけ、この問題

は景気の回復やそれに伴う雇用の安定こそが求められているわけで、先行きの見えない経済状

況にあっては、自治体としても就労による自立支援策を今まで以上にやる必要があるのではな

いかなというふうに思っておりますけれども、次の４番にいきます。 
 そうした中で今、不正受給というのが社会問題化しております。生活保護受給者の増加に伴

い、貧困ビジネスや生活保護の不正受給が増えているというのがマスコミで取り上げられてい

ます。これは生活困窮者に対して自立を助長することを目的としている生活保護制度の根幹を

揺るがしかねない事態であると思いますし、同時にこれは本当に真に保護されるべき生活困窮

者に非常に悪い影響、風当たりが強い影響が及ぼされるのではないかということを大変危惧し

ております。本町では、これまでにこういった事例はあったのでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
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〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 生活保護受給者は、県の峡南保健福祉事務所のケースワーカーが生活保護世帯を定期的に訪

問して調査を行っており、その結果、本町には不正受給の実態はありませんでした。また不正

が発覚した場合は生活保護費の返還、あるいは生活保護の廃止となります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは今、不正はないということで安心いたしました。ケースワーカーを中心にこれから

も日常的に、きちんとチェックをしていくべきだというふうに思っておりますので、そのへん

よろしくお願いいたします。 
 それでは５番にいきますけれども、５番にいく前に議長のご判断を仰ぎたいと思っておりま

す。５番の子どもの貧困の問題というのは大変重要なことで、これは通告に入れましたけれど

も、その後、これは生活保護世帯の子どもということで限定してほしいということで、生活保

護世帯の子どもはほとんどいないというようなことを知りました。 
 ここで質問することで、かえって子どもに配慮を欠いたことになってはいけないと思います

ので、私としてはこの問題は改めて生活保護家庭ということから切り離したところで、ぜひ後

日、質問させていただきたいと思いますので、今日のところはこの５番は取り下げたいと思い

ますけれども、議長の判断をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 今の永井議員の発言、取り下げを認めます。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ありがとうございました。それでは６番にいきます。 
 生活保護にまでは至らないけれども、困窮しているその一歩手前の家庭への支援策として、

フードバンクなどの活用ということがありますけども、本町ではフードバンクに年５千円の負

担金を出していますね。これはどのような活動なのかをお聞きしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 一般的に生活に困窮している家庭への支援策としまして、社会福祉協議会で行っています生

活福祉資金の貸付制度や年末助け合い運動などがあります。本町ではＮＰＯ法人フードバンク

山梨と食のセーフティネット事業について連携確約書を締結し、生活保護を申請してから決定

になるまでの間、または困窮者の希望により食料支援を行っております。 
 こうした支援をする関係の連携確約書を締結しておりまして、会員として５千円の会費を納

めて食料支援をお願いしているところでございます。 
 以上です。 

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） 
 分かりました。本町ではこれを利用している方は何人ぐらい、年間いるんでしょうか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 昨年２４年度は全部で２５名の方に食料支援を行いました。世帯としまして窓口の支給をし

たのが２世帯で、そして配送なんかもありますので、この配送は食のセーフティネット事業と

いうところで、緊急性のあるものについては窓口で渡しております。合計２５回渡しました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これは、生活保護世帯は含まれていないということですね。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 今おっしゃるように、生活保護世帯になる前の方の支援でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私がなぜこういった質問をしたのかというのは、生活保護にならないまでも大変、困窮して

いる、困っている方は多いのではないかと思っています。そういう方々にきちんとこうした情

報が届いているのか。いろんな角度からいろんな場を借りて情報発信していかなければいけな

いと思いまして、今回、私も議会の中から情報発信したいなと思って質問しました。 
 私の所属しているＮＰＯは毎週、甲府の教会で行われている生活困窮者のための炊き出しの

お手伝いをしています。また、この活動をしているＮＰＯ法人やまなしライフサポートという

ＮＰＯがあるんですけれども、この運営委員としても関わっておりまして、こういった民間レ

ベルの、本当は行政、自治体がやるべきことをやはりこうやって民間レベルの活動の中で支援

しているという、これからの時代は民間・行政問わず、できるところでやっていかなくてはい

けないというふうに、大変この重要性を私は感じております。 
 甲府にはこういった週１回の炊き出し、それを心待ちにしている人たちはたくさんいるんで

すね。でもなかなかこういった町単位ではないというところで、フードバンクのような活動と

いうのは非常に貴重なものであるというふうに思っていますけれども、町民にこういう制度を

周知するというのは、どこでどういうふうにされているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 この活動は社会福祉協議会の活動と、それから福祉保健課の関係で一緒になって両輪という

ような形でやっております。このＰＲにつきまして周知は社会福祉協議会の広報誌「フードド
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ライブ」というものに掲載されたことがありまして、そこの周知をしています。もう１つ、フー

ドバンク山梨というものが結構、ＰＲをしなければ知らない人が多いというところもありまし

て、新聞等で周知をしているところであります。町としてみれば、社会福祉協議会のほうで広

報誌に掲載をしておりました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 フードドライブというところで掲載していると。そのほかはないですね。はい、そこだけで

すね。フードドライブでそういう情報が掲載されて、それを見た人はまず、どこにどういうふ

うに行けばいいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ご家庭で眠っている賞味期限１カ月前の食料がもしございましたらということで、社会福祉

協議会のほうにお届けいただきたいということを載せてあります。そして庁内の職員の中でも

そういう家庭に眠っているものがありましたならば持ち寄ってくださいということは、職員の

中でも呼びかけております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今のお答えは食料を、協力しましょうという方ですけども、そうではなくて食べる物にも困っ

ている方にとっては、この情報をどのように活用できるのか。手続き、どこに行ってどういう

ふうにすればいいのか、教えていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 支援を受ける側の立場ということで、特別に町のほうではこういう物資がここにありますの

で、困っている方は持ちに来てくださいというような周知は公にはしておりません。なぜなら

ば支援を受ける人、支援の物資をいただく人が二の足を踏んでそこの建物に入れなくなったり

とかということもちょっと耳にしております。それで、地域住民を深くよく分かっている保健

師、それからケースワーカーさん、ケースワーカーさんも保護に至らない前の人なんかにも関

わっておりますので、そういったところから情報を得まして特に子どもさんがいる家庭につい

ては家庭訪問をしている保健師、それから高齢者については包括支援で支援をして家庭の中に

入り込んでいる人たち、定期的に会議を開きまして食料支援等を行っております。公に周知は

しておりませんが、そういう水面下の情報を共有しながらフードの支援を行っているところで

ございます。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 公にはしていないということで、こちらから関係者がそういう配慮をするということですけ

れども、当然漏れも生じてくると思うんですけども、このフードドライブを、広報を読んだ方

が私もぜひ、うちの家族もぜひそれに参加したいんだとなったときに、建物に入れないからで

きないとかということはまた別の問題だと思うんですよ。当然そういう方はいらっしゃると思

うんです。でも例えば電話を通して、そういう状況を把握して必要な場合にはお届けがあるん

ですよね。そういうことは考えられないんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 今おっしゃられたように配送の制度も今後できていますので、直接、事務所のほうに来て申

請ということでなくても、こちらのほうでそこの点は非常に配慮しまして、先ほど言ったよう

な、誰かに知られるのが嫌だからというところはなくなっていますよということも家庭訪問し

ながらよく周知して、本当にフードの支援をする必要性があるもの、ないもの、そこもよく把

握しまして、この支援を待ち望んでいる人には細かく心を行き届かせて対応していきたいと

思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ぜひそういう配慮をお願いしたいですし、情報の届け方というのは非常に重要だと思います

のでよろしくお願いいたします。 
 それでは最後に７番目にいきますけれども、先日、５月１７日に生活保護法の改正案とそれ

から生活困窮者自立支援法ですね、これが閣議決定されましたね。このうち生活保護法改正に

ついては生活保護費の引き下げということで、貧困にあえぐ人たちにはさらに困る状況が生み

出されるのではないかと懸念されています。この２つの法案を受けて、本町における生活保護

の影響ですね、それをどのように考えていらっしゃるかお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 生活保護費が改正されて、生活扶助基準の見直しがされます。都市部の地域では減額される

方もいらっしゃるかもしれませんが、本町においては減額、廃止になる受給者はおりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 本町では影響ないと。この生活保護費の削減というのは、いろいろな情報を見ますと生活保

護受給者に留まらないということで、どうしてかというと例えば町が実施している各種の施策、
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生活保護、これは例えば保育料とか介護保険料とか、そういうものの施策というのが生活保護

基準をベースに実施されているということで、いろいろなところにこの最低基準というのが影

響しますので、これは大きな影響を及ぼすことになるのではないかという意見もありますけど

も、ここに関してはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 永井議員さんの今おっしゃるのは、生活保護の世帯に関わらずということなんですが、とり

あえず生活保護の世帯の中で言わせていただきますと、これは生活扶助費のみの基準が見直さ

れるというようなものでございます。生活扶助費、これは生活保護の場合は８つの項目があり

まして、それに各世帯ごと県のほうで調査をしまして、それに当てはめてどのくらいの基準に

するかということになっておりまして、具体的にその生活扶助、つまり食料費とか、それから

家賃、被服費、光熱水費などが生活扶助になりますけども、その扶助費の基準が見直される。

しかし、富士川町では生活保護の世帯への影響はないということでしか、今はご回答をするこ

とができないんですけれども、いずれにしましてもほかのものも全部、生活保護の基準に則っ

ていろんな制度が出ていますので、それは各部署で影響があるのかもしれません。ちょっとそ

こについては、私のほうではお答えができません。申し訳ありません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私が今、危惧して申し上げたのは基準が下がるから、そのほかのいろいろな町の施策の補助

がありますよね。そういうところで全部基準が下がってしまうというところで、さらなる生活

保護予備軍をつくってしまうのではないかなというふうに思うわけですけども、そこのへんは

いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 一つひとつのケースを計算しなければ分からないと思いますが、いずれにしても生活保護の

該当者になる方は増えるのかもしれません。ただそこが生活扶助ですので、それによって、今、

生活扶助の部分だけの削減ですので、生活保護の世帯が減るということは今のところありませ

んので、それの関係性があって、生活保護から落ちればいろいろ関係してくるかもしれません

が、とりあえず今のところは生活保護世帯はそのまま確保されるということでございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 分かりました。生活保護制度の今、見直しが進んでおりまして、こうしたセーフティネット、

最後の一線、生活保護というところでそこのあり方に対してはこれは国レベルの施策だと思い

ますので、自治体が直接ということではありませんけれども、しかしそうした住民が増えると
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いうことは、自治体もこうした観点から福祉施策の充実が求められているのだと私は思います。 
 先日、条例改正がありまして障害者の窓口無料化が廃止されました。償還払いということで、

いったん自分で医療費を立て替えてやるというようなことで、私はこれもそれから今の改正に

関しても弱者をどんどん追い詰めていくような形になるんではないかなというふうに大変危惧

しております。ぜひ本町においてはこれを一般論として終わらせるのではなくて、心の、血の

通った温かい対応をしていただいて、世間でよくある孤立死とか、あるいは孤独死とかという

ようなことを起こさない、最後のセーフティネットの役割と責任を果たしていただきたいなと

いうふうに思っております。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告４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。 

休憩 午前１０時５３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０３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、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、質問させていただきます。 
 まず最初に町営温泉施設、まほら、かじかの利用促進計画についてということで、過日の全

員協議会でこういった資料をいただきました。そのときの町長の説明ですと、まほらとかじか

の湯の入浴回数券、これを通常１冊４千円のところを３，５００円で販売を協力してほしいと

いうことで、販売促進者といたしまして町の課長さん、それから町の退職なさって再就職なさっ

ているＯＢの方、それから嘱託職員、臨時職員、町会議員、合わせて３１７人に合計８６４冊、

トータルで年２回販売ということなので、トータルで６０４万８千円。これだけの回数券の、

かじかの湯のほうが４３２万６千円、まほらの湯の回数券が１７２万２千円になりますけども、

これを両施設の販売促進をしてほしいということでお聞きしたんですけども、まずその目的と

期待される効果について、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） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 まほらの湯は平成２１年７月１日から、かじかの湯は平成２３年７月１日からそれぞれ５年

間を指定管理者として経営委託を行っているところであります。しかし近年、福島原発の事故

による電気料の値上げ、円安による燃油価格の高騰など社会経済状況の変化により苦しい経営

状況となっております。 
 こうした中、かじかの湯は営業時間の延長、送迎バスの運行、食事内容の充実等の経営努力

を行い、またまほらの湯においても休館日である第２第４火曜日に営業するなど、集客および
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収益増を図るための経営努力を行っているところであります。 
 今回の販売促進計画は、町の施設である両施設を将来的にわたって安定的に存続させるため、

より多くの方々に積極的に利用していただくことを目的としております。このため、議員の皆

さまや町が関係する職員のご協力を得る中で、販売促進者として入浴回数券の販売をすること

により施設利用者の増加と経営の安定を図るものであります。 
 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） 
 それでは（２）に移ります。 
 議員への具体的販売促進方法の説明はございました。職員の入浴回数券の受け渡し、代金の

回収などの具体的な販売促進方法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。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 職員への具体的な販売促進方法ですけども、入浴回数券の販売方法は職員等から販売可能な

冊数を把握したあと、回数券を配布することとしております。 
 なお、販売した代金は６月末までに納めていただくこととしております。 
 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） 
 そうすると確認ですけれども、これは職員に強制するんではなくて、あくまでも協力してい

ただくと。それから利用促進計画にある入浴回数券の割り当て冊数が決まっていますよね。例

えば特別職とか５級以上の職員というのは、まほらの湯の回数券２冊以上、かじかの湯の回数

券２冊以上、こういうふうに割り当てが決まっていますけれども、これが最低限の協力だよと

いうことだから、これ以上買ってくださいということではなくて、例えば子育てで今現在、経

済的に厳しいので今回は協力できませんと。でも次のときには、協力できるときには購入させ

ていただきます。こういう考え方でよろしいですね。 
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） 

 ただいま秋山議員の言ったとおりです。あくまでも協力が可能な冊数というのは、職員が家

族、友人等にかじかの湯、まほらの湯を利用している方、新たに開拓して今、３，５００円の

期間ですので、有効的にまほら・かじかを、初めてでも結構です、利用してくださいと。職員

が宣伝をして、今後はこうですよということで、そこで買いたいという方に限って、そこでお

渡しをすると。そのあと代金をもらうということでございますので、あくまでもそこに提示し

てある課長級、ＯＢの方というのは目安でございます。それ以上、買ってもらってもなおさら

結構なことですので、なければありませんでしたということでも結構です。また協力をしたい

というふうな職員があれば、また次回に協力を願いたいと思っております。 
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 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） 

 そうすれば課長さんは２冊以上といっても、うちは家族も多いし、近所だから行けるから

１０冊ずつ買うよということであれば、それは自発的に買っていただければいいという解釈で

すよね。 
 最初、職員に入浴回数券を配って代金引換ということではなくて、まず何枚買えるか聞いて、

そして券を渡して６月末日までに代金を納めてくれればいいということだから、売れ残った回

数券は当然お返しして、購入した分だけ金額を払えばいいということで間違いないですよね。 
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） 

 今、議員さんが言われたとおり、あくまでも目安であります。売れ残ったものはまたお返し

したり、なるべくより近い、一応目標を定めまして、町の施設を使ってくださいということで

すので、余れば当然返すことになります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのへんは職員の方、それからＯＢの方に徹底して、そういった解釈でいいんだよというこ

とを、１人でも間違った解釈をすると不公平になりますから。多く、強制的に買わされたと感

じる人と任意で、いや僕は買わなかったよという人と不公平なことになりますから、やはりそ

ういった取り扱いは徹底して、職員の方にも知らしめていただきたいと思います。 
 （３）の質問に移りますけれども、町長は指定管理者制度が続く間は今後、継続的にこの入

浴回数券の販売を行うと説明いたしました。職員や議員の販売促進が指定管理者の収益の一部

を補てんとして常態化することになると考えるんですけども、町長の考え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。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 今回の販売促進計画ですけども、町の施設である両施設を将来的にわたって安定的に存続さ

せるために、より多くの方々に積極的に利用していただくことが目的でありまして、指定管理

者の収益の一部補てんとは考えておりません。また、社会経済状況の好転や利用客の増加が定

着しない限り、今後も販売促進は続けていき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） 

 再質問ですけども、今回の販売促進は胃の痛い人に痛み止めを飲ませるだけの治療と一緒だ

と私は思います。根本原因を放置したまま、入浴回数券という薬に依存し続けるという、こう

いう状態になっていくと思うんです。利用者を増やし、売り上げを伸ばすにはやはり指定管理

者が直接の原因を把握して、計画実行、検証、改善のサイクルをつくって効率的・効果的な運
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営を図ることが最も大切なことであると考えますけども、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） 

 秋山議員の再質問にお答えいたします。 
 まほらの湯につきましても、かじかの湯につきましても指定管理制度を導入しておりますの

で、指定管理者の経営努力というのは、これは大いに期待をしたいと思います。 
 ただ今回、円高による原油の値上げ、あるいは福島原発による電気料の値上げ、そういった

社会要件もあります。そういう中で、これまでも町の職員にもなるべく多く、こういった町の

施設をみんなで利用してほしい、そしてまた利用促進を図ってほしいということは再三言って

きたわけであります。しかし利用客の伸び悩みもありますので、今回、さらにそれを利用促進

することでリピーターも増やすことができます。そういったことを念頭に職員が一丸となって、

協力していただける職員の力を借りながら販売促進をしていきたいということであります。 
 当面、景気の状況がよくなれば、これは話は別でありますけども、別に指定管理をしてあり

ますから、その会社がぼろもうけするなんてことはまずないとは思いますけども、そうはいっ

ても安定的な経営ができるように、これはやはり町の施設でありますので、町が指定管理にし

たからといって、横を向いているわけにはいきません。５年間の指定管理期間しかありません

ので、その後のことも考えていかなければいけない。今の状態ですとたぶん指定管理者がいな

くなる状況。いなくなるということは、町が今度は委託料を払って指定管理にお願いしていか

なければならない状況になると思いますので、そういう事態が起きないように町関係職員にご

協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） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では（４）に移りますけれども、町と指定管理者は管理運営に関する協定を結んでおります。

かじかの湯は、年度終了後３０日以内に事業報告書と自己評価を提出することになっています。

またまほらの湯は年度終了後２カ月以内に事業報告書を提出し、町の承認を受けることになっ

ています。さらに、まほらの指定管理者は利用者に対して定期的にアンケートなどを実施し、

その結果および改善策についての報告を行うことになっております。平成２４年度の報告がす

でに提出されているはずですけども、その内容についてお伺いいたします。 
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） 

 かじかの湯およびまほらの湯の平成２４年度の事業報告等によりますと、かじかの湯は厨房

収入、売店収入、自動販売機の手数料等の収入は伸びたものの温泉利用料収入は減少し、支出

面では光熱水費、燃料費が増加しており、３月末に５００万円の指定補助を受けて、その結果

１６万円ほどの黒字でありました。 
 また、まほらの湯は利用客の減少と光熱水費や燃料費の増加により大変苦しい状況であり、

３００万円以上の赤字であります。こうした状況に対処するため、それぞれの施設において利

用者の増加を図るための各種イベントの開催や営業時間の延長、燃料の高騰や電気料金の値上

 ６６



げに対して省エネ対策を行うなど、経営状況改善に向けて努力をし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） 

 では再質問ですけども、まほらの湯とかじかの湯の売上高と従業員給与と賞与、水道光熱費、

燃料費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。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 ではかじかの湯ですけども、かじかの湯の燃料費ですけども、燃料費が１，４８０万円。そ

れから従業員につきましては、常勤が２人とあとアルバイト９名がおります。 
 まほらの湯におきまして、人件費ですけども２，６９０万円余になります。それから燃料費

につきまして１千万円。水道光熱費ですけども１，５２８万円ぐらいとなっております・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 依田課長、資料が全部そろわない場合はあとで提出を願えますか。そこで分かりますか。で

は、あとで出してください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 一応、聞きますからということで資料をお願いしておいたんですけども、そういうことであ

れば、また資料でお願いしたいと思います。 
 質問３に移ります・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 資料は全部、出ていますか。まだ出ていないでしょう。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 出ていないです。でもあとでということですよね。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 今、出せるそうです。 
 依田課長。 

〇商工観光課長（依田正一君） 
 先ほどのまほらの湯の人件費は２，６９０万円。燃料費につきましては１千万円。光熱水費

につきましては１，５２８万円・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 暫時休憩にします。 
休憩 午前１１時２２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時２３分 

〇議長（芦澤益彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 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） 
 かじかの湯の売り上げでございます。売上高。かじかの湯は５，１００万円の売上高でござ

います。従業員の人件費につきましては、こちらは１，５００万円。それから光熱水費、こち

らのほう一緒でございますけども、光熱水費につきましては１，４８０万円でございます。 
 まほらの湯につきましてですけども、まほらの湯は売り上げにつきまして、総売り上げ５，

９８０万円。人件費につきましては２，６９０万円。こちらは燃料費と光熱水費、一緒にしま

すと２，５００万円くらいの支出でございます。 
 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） 
 かじかの湯が５，１００万円の売上高で、それでまほらの湯は５，９８０万円ですか。ここ

のところ、２３年、２２年は７，４００万円ぐらいの売り上げがありますけども、２４年度は

まほらは５，９８０万円とガクッと落ちたわけですか。 
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） 

 秋山議員さんの質問にお答えします。 
 申し訳ありません。総売り上げで売り上げの原価とかの収支を引きまして５，９００万円。

総売り上げで７，３００万円であります。失礼しました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 決算については先ほどお話がありまして、まほらのほうが３００万円ほどの赤字、それから

かじかが５００万円を寄附していただいて、それで１６万円の黒字ということになっているそ

うですけども、再質問ですけども、町長は今年の２月２１日付けで、かじかの湯の指定管理者

に経営改善の勧告書を出しましたが、なぜ出さなければならなかった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） 

 ２４年度末で、かじかの湯に経営改善の勧告をいたしました。これは２４年度の仮決算で

５００万円程度の赤字見込み、それで５００万円赤字ですと、町のほうの入湯税が約５００万

円ほどありますので、それが回収できないということになりますので、指定寄附をお願いする

中で今後の施設存続のために営業時間の見直しとか、人件費の再度見直しとか、この見直しを

する中には会計管理者といいますか、経営診断士みたいなものも入れて専門的な見地から会社

独自でもやってくださいという部分の経営見直しをお願いしたところであります。 
 それとやはり利用者の増加を指定管理者独自でも図っていただきたい。そしてそれに基づき

まして、地域の皆さんにもファンクラブなるものも１つ考えてくださいというお願いも地域の

皆さんにしたところであります。 
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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） 
 僕が聞きたかったのはそうではなくて、どういう根拠で経営改善の勧告書をしたかというこ

となんですけども、これは管理に関する基本協定書の第３４条に社会福祉法人かじかの会は指

定管理業務の継続が困難となった場合、またはその恐れが生じた場合にはその旨を町に申し出

なければならないとあるんです。町はどういう回答をしなければいけないかというと、同条２項

にかじかの会の責めに帰すべき事由により指定管理業務の継続が困難となった場合、またはそ

の恐れが生じた場合には町はかじかの会に対して必要な指示を行い、または改善勧告を行い、

期間を定めて改善策の提出および実施を求めることができるということになっているんです。

だから、町長が経営改善の勧告をしたということは、かじかの会はもう継続が困難だよと。ま

さにこれを言ったから経営改善の勧告書をしたという、こういう事実ではないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど申し上げましたように、昨年度末近くに仮決算をして５００万円程度の赤字が生ずる

ということから、経営改善の勧告をしたということであります。経営がすぐその場で困難とか

ということではなくて、このままやると経営が困難に至る恐れがあるということから、業務内

容、そして人の配置内容、また利用者の増加、営業時間の改善、そのへんを勧告したところで

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） 

 どう捉えてもこの基本協定書の項目に従って、町長がなさったんだと思います。 
 再質問ですけども、かじかの会の指定期間は平成２３年７月１日から平成２８年３月３１日

までです。指定管理者に将来にわたって安定的に運営していただくために、施設の整備を平成

２３年の７月から３カ月の期間、工事費約７，５００万円かけて大規模改修いたしました。そ

の効果と指定管理者の努力で平成２４年度の利用者は４万９，９９１人となりました。２２年

度に比べると７，０８４人増え、２３年度に比べると１万１，０９３人増えました。売上高も

５，１００万円と。ここのところ３，５００万円くらいで推移したものが、やはりこれだけ売

上高が増えているんですね。先ほど燃料費が増えた、売り上げ収入が落ちたと言ったけれども、

やはりこれだけ増えているので収入も上がっているんですね。しかし、先ほど私が指摘したと

おり、かじかの会は指定管理を受けて２年も経たないうちに困難であると言ってきたとしか思

えないんですよね、町長が経営改善の勧告を出しているんですから。何が原因でこれだけ、５，

１００万円、それから利用者も５万人近くになっているのに経営が難しいのか、どこに原因が

あると指定管理者は言っているのか、その点について町長にお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 かじかの湯の原因は、やはり厨房に１つ問題があったと思っております。厨房も改善をされ
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てきて、今回の経営の中では先ほど課長が言いましたように厨房収入、売店収入、自動販売機

等の手数料の部分は伸びてきておると思います。やはり入場者が増えない中で、温泉施設の管

理に人手がかかっている。ここが一番ネックだと思っています。入場者を増やすことが一番の

改善策ではないかなと思っています。 
 一方、まほらのほうはこれまでとんとんみたいな形できましたが、一番の原因はやはり光熱

水費、あるいは燃料費の値上げ、こういうところが大きな要因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） 

 厨房については、たしかに前はレストラン、７２４万円だったんですけども、去年は改修後

で、９カ月しかなかったんですけども、２３年度で１千万円を超える収入があるんですね。で

すから厨房の問題というのは、昨年度に僕は解消したと思うんですよ。これだけ１千万円、

１２カ月で７２４万円のものが９カ月で１千万円を超えているんです。だから厨房はもうすで

に昨年度で解消したと思うんです、私は。だから町長のおっしゃる、その厨房のほうに問題が

あるというのはちょっと違うんではないかなと思うんですが、再質問をさせていただきます。 
 協定書の第３５条では財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認

めるときは地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理の指定を取り消すこと

ができることになっているんです。今回、この選択肢もあったと思うんですよ。町長、さっき

おっしゃいましたけども、もし引き受け手がなければ委託料を払って町が経営しなければいけ

ないということをおっしゃっていましたけども、そうではなくて経営改善の勧告を出して引き

続いてかじかの湯でやってくださいよということを判断したのはどの会議で、誰がメンバーで

お決めになったのか、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） 

 厨房収入も今年度の途中まで、やはり落ち込んだところがあります。かじかの湯のほうでコッ

クも入れ替えをしながら改善を続け、そして今のような、やや伸びている状況になってきまし

た。一番の原因はやはり利用者の減ということだと思いますが、まほらが休みの火曜日は９時

までやっていただいたものが、８時以降はお客がいないということで８時にしてしまった。そ

れを逆算しますと８時以降、１時間足らずではもう人は行かないですね。８時にするというこ

とは、もう７時以降は人が行かなくなってしまう。そういうところも経営悪化の原因だと思い

ますので、今度の改善勧告の中で月曜日、水曜日以外はすべて９時まで営業ということになり

ました。これから町の皆さんにご協力をいただきながら、販売促進をやることによって人のほ

うは増えてくると思います。 
 それと赤字に陥る恐れがあったことから、私の耳にもかじかの湯は今度、終わるんですかと

いうふうな意見も聞きました。区長さん方にも今のままでは皆さん、危なくなってしまいます

よ、皆さんももう少し協力をしてやってくださいというお話も昨年度にしたんですが、そんな

ことが原因かどうか知りませんけども、かじかの湯は今度、終わりになるんですかというふう

な問い合わせもありました。まだまだリニューアルしたばかりでありまして、そこを楽しみに

している人もおりますから、赤字だからすぐ終わるということではなくて、もう少しみんなで

 ７０



努力をしてみて、それでも駄目な場合はまたいろいろ考えなければならないと思います。 
 今回のこの販売利用促進計画も職員組合ともお話をしましたし、当然、町のほうではこうい

うことをやっていきたいという決定はする中で、そして臨時職員の皆さん、非常勤の職員の皆

さん、代表的な方にもご相談をし、ご協力は惜しみませんということであります。ただ、全員

がそのとおり入るかどうかは別問題として、協力は惜しまないということからやったわけであ

ります。町の関係するいろんな団体もありますけども、そういうところではなくて、町から直

接、給与をお支払いしている皆さんに販売促進をしていただきたいということで、今回の販売

促進計画というのを立て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） 

 これは時間を止めてもらいたいんですけども、私が再質問でお聞きしたのは今回、経営改善

の勧告を出すと決めたのは何を判断材料として、どういう会議でいつ誰が決めたのかをお聞き

したんです。それのお答え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） 

 さっきから言っているように、昨年度末に５００万円ほどの赤字が出るという情報をいただ

きましたので、そのままでは困りますから営業時間等々の経営改善をする。これは当然、改善

勧告書を出すのは町長の名前で出しますが、町の中ではそういった改善をしていこうと。昨年

は福祉保健課が担当部署でありましたので福祉保健課の人たちとそういった方針を決めたわけ

です。 
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、昨年末にそういった申し出があったから町長が判断して経営改善の勧告書を出

させていただくということで、今回、この勧告書を出されたということで解釈いたします。 
 では再質問させていただきますけれども、町長は改善勧告書の中で経費全般を見直して固定

費の削減および変動の支出を改善することを具体的に指示していらっしゃいます。町長の考え

で、今回５，１００万円が売り上げだということなんですけども、かじかの湯の損益分岐点売

上高というものとそれに伴う必要な利用者数というのは、どのくらい考えてこの経費削減とい

うものをかじかの湯に経営改善を求めたのか、数値目標として考えているものがあれば、僕は

数学が得意ではないので赤ん坊に分かる初等数学程度の説明で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） 

 細かいところは会社のほうでそれはやっていることでありますけども、５００万円赤字とい

うことでありましたので、他市町村にすれば３００万円から５００万円ぐらいの赤字部分を委

託料ということで出しておりますが、うちもその委託料を長期で出すのは出せないことはない

と思いますが、２施設となるとやはり８００万円ぐらいにはなります。そうすると将来的にわ
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たって、本当にそれが継続的にできるかなという疑問もありますので、経営改善と同時に２４年

度については会社のほうでなんとかそれをやってもらいたいということから、５００万円の指

定寄附がきたわけであります。２５年度以降は町の職員も一緒に利用者の増を図っていきます

から、ぜひ続けていただきたい。その中であの地域に時田さんという人がおりますので、その

人に経営の中身を再度見ていただくという中で、かじかの湯自体も経営改善を図る、そしてま

た町も利用促進を図るということで、この改善項目については真摯に受け止めてやってほしい

と。そして今後も継続して営業ができるようにということで、改善勧告書を出させていただき

ました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私も町の施設ですから協力は惜しまないわけなんですけども、再質問に入りますけども、３月

１５日にこの町長の経営改善勧告書に対して、かじかの湯の指定管理者から回答が町に出てい

るんですね。経費については利用者の状況で社員の勤務時間を調整する、電気料金やガス料金

の節約、食材の仕入れ見直しなど効率化を進める、旅行業者にコースの企画を提案し団体客を

呼び込むと同時に各施設に共通の割引券を置く。実に１２項目にわたる改善案が出されている

んですね。まず職員とかにこういった利用回数券の販売の協力を求めるんではなくて、指定管

理者自身がしっかり自分で立てた、この改善案に対して実行することが一番大事だと思うんで

すよ。そうすることによって、利用者は指定管理者のメリットである向上したサービスを継続、

安定して受けることができると考えるんです。それはやはり住民の福祉の増進に直接つながっ

ていくと私は考えます。 
 町はこういった改善計画が適切に実施されているかチェックして、指導・監督する責任があ

ると思うんです。町長は経営改善をしなさいと指定管理者に勧告して、町の職員はせっせと身

銭を切って売り上げの手助けをする。入浴回数券の販売促進が指定管理者の経営努力を促すイ

ンセンティブにはならないと僕は考えるんですけども、町長の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） 

 かじかの湯は、これまでも旧鰍沢時代から赤字経営が続いていた施設です。料金の見直しも

同じ町で同じ施設であることから、料金の統一化も町主導で図ってきたところであります。片

方は高くて片方は安い。ただ、かじかの湯は地形的理由からまほらのほうは３時間券です。か

じかのほうは同じ値段で１日券です。そういったハンディキャップもあります。そういう中で

町の職員が町の施設をやはり愛していただく、または外にＰＲをしていただくということは非

常に大切なことであります。今までも言葉の上でも再三言ってきたわけでありますけども、な

かなかそこの実効性が伴わない、そういう中で今回は町の職員一人ひとりがセールスマンに

なって販売促進をしていただく。これは先ほど言ったように昨年度の赤字が５００万円。今回

も５００万円とまではいかなくても、町のほうでも利用者を増やす努力をしますと。そうして

５００万円までいかなくても、他の食堂のほうの売り上げも上がってくると思いますから、そ

ういう中でまた施設は施設として改善をしていただくということですが、改善を１年間、ある

いは半年間、見ていてからではやはりまた手遅れになる状況があると思います。これは町の職
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員も施設も一緒になって、皆さんに気持ちよく利用していただく施設として運営をしていくた

めには、やはり経営が一番だと思いますので、そのへんを一緒になって守り改善していくこと

だと思っておりますので、今回そういったお願いを職員にしたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 再質問ですけども、町長はそういってかじかの湯にチャンスを与えて、もう１回経営改善し

て、職員一丸となって協力するからもう一度やってほしいというお考えだと思うんですけども、

私は逆に指定を取り消して再募集する選択肢もあったんだと考えるんです。毎年やればやるほ

ど赤字、２年前は６００万円、昨年は倍で１，２００万円。また今年も５００万円寄附してよ

うやく黒字にしたということであれば、やはり毎年やればやるほど赤字が累積してしまう。こ

の間の塩の華の商品と同じで作れば作るほど、原価計算がしっかりしていないから赤字が出て

しまう。これと同じ理屈だと思うんですよ。まして経営改善、一生懸命努力しても地形的ハン

ディキャップ、町長がおっしゃるとおりあるから思うように進まないと。指定管理を諦めても

無理もない状況なのかなと私は思います。そうであれば、今の指定管理者にはいったん区切り

を付けていただいて、再募集する方法もあると思うんです。もし町長、公募してもやるところ

がないとおっしゃるんであれば、応募がなければ直営でやるのか、閉鎖するのか、これを考え

るべきだと思うんですよ。今年の３月定例会で同僚の小林進先輩の一般質問に、町長はこう答

えているんですね。「人口の増加が期待できない中、税収の落ち込みや新たな町民ニーズへ対応

していくため、すべての公共施設を未来永劫持ち続けるのは困難である。既存施設の整理統合、

廃止譲渡、他用途への転用を視野に時代に即した公共施設のあり方を方向性を総合的に検討し

たい。老朽化施設や用途が重複する施設につきましては、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、事業を進めたい」このような内容でありました。あれから２カ月

経過しますけれども、再配置計画は進んでいるのかをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、これは通告外の質問になります。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 通告外ではないですよ。関連して質問させていただいていますよ。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 公共施設全体を言っているでしょう。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ですから、まほらの湯のことを考えているのかどうかを聞いているんです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 では、まほらの湯に絞って。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 公共施設の再配置計画は今、進めているところであります。これはまほらの湯、かじかの湯

に限らず、すべての公共施設について今後どうしていくか、検討を進めております。 
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） 
 それは例えば当然、公共施設再配置計画検討委員会のようなものをつくって検討しているん

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今後、必要になればそういう検討会もつくっていかなければならないと思いますが、今のと

ころはまだそこまで至っておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはりそういったことを含めて、町長がおっしゃる指定管理者を、もう手を挙げるところな

んかないよということではなくては、やはりいろんな選択肢の中でどういうふうに、このまほ

らの湯、かじかの湯、さっき町長、３月のときにおっしゃったとおり用途が重複するもの、そ

れを総合的に町の施設、公共施設全体の再配置を決めていくと。その中に、やはりこのかじか

の湯、まほらの湯、前に福祉施設、観光施設、それも含めて考えていくんだと町長、答弁して

いるので、ぜひそれを視野に入れて、やはり短絡的に安易に収益の一部の点を常態化して将来

的に安定な経営を資するためにそういった販売促進計画を進めるんだということは、やはり再

考すべきであって、直接原因を感知する管理運営を自立的にやっていくような方向というもの

を町は責任を持って指導すべきだと私は考えます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、まほらの湯、かじかの湯の利用促進ということが議論のあれになっておりますが、この

施設ばかりではなくて、文化ホールも職員にもできる限り会員になってほしい、そして町主催

の事業のときには販売促進をお願いしている、そういった意味でも同じようなところがありま

すけども、いろんなイベントにしても職員はなるべく出てきてくださいとか、いろんなお願い

をしています。今回も職員に強制的に売れということではなくて、中には１枚も販売促進をし

てくれない人もおりますし、１０枚２０枚も確保したという人もいます。そこは自由にさせて

いますので、強制ということではなく、私のところにも１つ投書がきました。民間であれば企

業の製品を職員に給与の代わりに渡すところがあると。今回も給与の代わりに券を渡したらど

うだといった意味のものもありましたが、公務員は法律で現金で支払えということがあります

から給与に手を付けるつもりも全然ありませんし、皆さんにぜひ町の施設をもっと大勢の皆さ

んに使っていただけるように、一人ひとりがセールスマンになってほしいという意味で今回、

お願いしている部分であります。 
 当然、指定管理者は自らの努力はしていかなければならないと思いますけども、今、一生懸

命やっているところは私どもが見ていても分かるところであります。それにこんな状況であり

ますから、職員がもう一肌脱ぎながら一緒に運営、または集客の増を図っていきたい、こんな

意味で今回の利用促進計画、販売促進計画を行ったところであります。 
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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） 
 それでは時間も押しているので、次の大きい２のリニア中央新幹線建設工事に伴う環境影響

への町の対応についてということで、お聞きいたします。 
 まず１点目ですけども、現在行われているリニア実験線建設工事に起因する環境への影響が

具体的にどのように発生しているのか、町としての現状認識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） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 リニア実験線建設工事が起因する環境への影響につきましては、トンネル工事により笛吹市

御坂町の簡易水道の水源の水枯れや、上野原市秋山の簡易水道の水源となっている河川の水が

枯渇したこと、また高架の日陰で桃、ブドウの作柄に影響が出たなどの日照問題などについて

は承知いたしております。 
 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） 
 それでは（２）に移りますけども、水を飲む者はその源に思いを致せという意味の飲水思源

という言葉があります。富士川町では先人のおかげで飲み水に不自由することがありませんで

した。しかし今後、工事が始まると飲み水や川にも必ず影響が、先ほどの説明のとおり出てく

ると思います。町としてどのように対応するのか、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） 

 お答えさせていただきます。 
 現在、リニア中央新幹線の環境アセスメントが実施されており、今年１０月ごろに環境影響

評価準備書が公表予定であるとともに、おおむねのルートも示されることになっております。

公表予定の準備書には調査、予測、評価、環境保全対策の検討の結果を示し、環境保全に関す

る事業者自らの考え方をとりまとめたものとなることから、この準備書を注視していきたいと

思っております。 
 特に水資源等の保全は地域の方々が生活する上で欠かすことのできない、大変重要な事項で

あると考えておりますので、準備書の内容を精査し必要に応じて環境保全への対策を講じてい

きたいと考えております。また、実験線建設時の他の自治体の事例なども参考に対応していく

ことを考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 では、再質問させていただきます。 
 先ほど課長さんがおっしゃったとおり、笛吹市では現在トンネル工事を開通して、１分間に

１０トンの水が湧き出ていると聞いております。この水は石灰質等を多く含んでおります。ま

たトンネルを掘るときに薬液というものを注入するので、それもその成分の中に入っているそ

うなんです。こういった湧き水を飲料水にするには、笛吹市の出ている水については２年間く

らいかかるんではないかといわれているんですね。これだけの湧水があるということは、地下

水に本来湧き出てくるものが途中で出てくるという解釈もできると思うので、必ずどこかに影

響が出てくると思うんです。現在２４年度の町の上水道取水量というのが年間、約１５８万立

方メートル、簡易水道取水量が約８０万立方メートル、これが今まで何不自由なく、本当に当

たり前に私たち使っているんですけども、こういった水資源がどのように利用されているかと

いう現状を町は把握しておく必要があると思うんです。そうでなければ先ほど準備書が出たら、

またＪＲと協議すると思うんですけれども、ＪＲ東海と被害に関してもし交渉することがあれ

ば、やはり自分の現在どういうふうになっているということをしっかり把握していないと、そ

ういった交渉ごともなかなかうまくできないと思うんです。 
 先日、役場の西の釣堀屋さんがオープンしたんですけども、ここも１週間で２００トンぐら

い水を使っているらしいんです。もしこれが使えなくなったら、やはり死活問題なんですね。

そこで町内の公的施設や民間で使っている飲料水、生活用水、農業用水、工業用水の利用状況

を調査する必要があると思うんです。当然、河川の流量も調査します。調べたデータは、やは

りどこかで一元管理していないと、今どき紙ベースでということは考えられないわけであって、

私が考えるのに上水道とか簡易水道の事務所では、総合的な地図情報システムではないですけ

ども、ここであれば一元的に管理できる情報システムの構築というのは、ほかの部署よりもで

きやすいんではないかなと思うので、そういった費用もＪＲ東海に負担していただくと。そう

いった業務もできるだけ町内にある業者にやらせていただくと。また湧水した水の利用権、こ

れは町が取得して自由にこれも活用できると。こういった、水量や水質がよくなければ利用も

できないんですけども、例えばリニアミネラルウォーターとして販売することもできると考え

ます。将来の水源枯渇に備えて配水池の設置をしていただくと。これらもすべてＪＲ東海の負

担とすると。そして少しでも水が枯れる影響が出たならば、すべてリニアトンネル工事に起因

するものであって、ＪＲ東海は無条件でその対応と補償に当たると。こういうことを今後、早

い段階で準備書を待っての対応ということですけども、やはり笛吹市のほうではもうすでにそ

ういった事例もあって対応もなされているんだから、地域の住民の方々や学識経験者、それか

ら専門家を交えて、ＪＲ東海と詰めていけられる体制というものをつくっていく必要があると

思いますけども、町の見解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） 

 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 ただいま、現象が起こるかということにつきましては、やはりルートの関係、今から明確に

なってくるわけですけども、それらも参考にしながらということにはなるわけですけども、対

策協議会というような、対策に対しての会につきましてはどのような体制でできるか、それに
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ついては検討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） 

 笛吹市ではその水利権を放棄はしてもらったけども、活用していいという協定ですね。これ

がしっかり結んでいないから、今あるものをすぐには使えないという状況らしいんです。です

からそういった先進地と言っていいんでしょうかね、事例があるわけですから、そういったも

のは課長さんのほうで出向いていっていただいて、こちらのほうではあとになるわけですから、

さらによりよい対応ができるようにやっていただきたいと思います。 
 （３）に移りますけども・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山議員、質問の途中ですが暫時休憩にします。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは引き続いて、午前中のリニア中央新幹線建設工事に伴う環境影響への町の対応につ

いてということで（３）に移らせていただきます。 
 工事用車両走行による影響から、地域住民の生活環境を良好に守る必要があると考えますけ

れども、町としてこの点についてはどのように対応するのかお願いいたします。 
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） 

 お答えさせていただきます。 
 工事車両による環境への影響としましては建設機械等の稼働による騒音、資材・機械の運搬

に用いる車両の騒音や交通への影響が考えられます。住民生活に影響を及ぼさないことや工事

車両走行に伴う安全対策などをＪＲ東海に要望していきたいと考えております。 
 またリニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会におきまして、山梨県に対し環

境面への影響などについて、地域住民への説明を十分行うなどの細やかな配慮を要望している

ところでございます。 
 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） 
 笛吹市の取り組みを現状どのようにしているのか、そんなに多くは聞かなかったんですけど

も、例えばこういうこともやっているそうです。子どもたちの通学路に工事用車両が頻繁に往
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来すると。やはり道路側溝が広ければいいんですけども、狭いところ、溝蓋がないところは事

業者のほうに話をして溝蓋の設置、それから通学路の、どうしてもさっき課長さんがおっしゃっ

たとおり工事用車両、大型車が通りますので非常に危険であるということで、通学路の時間帯

のみならず終日、警備員を配置しているというような安全・安心対策を事業者にお願いしてい

るということなので、ぜひそういったことも頭に入れて対応を、ＪＲ東海と詰めていくべきだ

と思いますけども、課長さんいかがでしょうか。 
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） 

 ただいまの児童の安全ということは大切だと思っておりますので、このへんも含めましてＪ

Ｒ東海に要望していき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） 

 ぜひ早めの段階で、町として要望事項をまとめて対応をお願いしたいと思います。 
 それでは、３の峡南北部二病院の統合にかかる基本計画についてということで移らせていた

だきます。 
 まず１点目ですけども、３月定例会で一般質問をした際に一部事務組合の企業長は４月に内

定し発表していきたいと町長、答弁をなさっていましたけれども、今時点で決定はしたのかお

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） 

 峡南医療センターの企業長につきましては、峡南北部二病院の統合にかかる基本計画におき

まして、４月には内定を行うという予定であります。現在、いろいろ交渉はしておりますけど

も、今のところ内定には至っておりません。 
 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） 
 当初の予定どおりにいかないという、一番の原因というものは何が原因になっているんで

しょうか。ネックというか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 作業は進めております。相手の返事がまだ、もらっていない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） 

 相手というのは協定書で町同士、それから山梨県、医大の島田院長も協定書で立ち会ってく
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ださって、協力を全面的にするということで私どもは考えていたんですけども、一番大事な企

業長が今、交渉しているということですけども、なぜそんなに時間がかかるのか、その点につ

いてお聞きいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県の協力、医大の協力等もいただきながら今、進めておりますけども、何せ病院の企業長と

いうことでありますので、本人のそれなりの気構えが重要でありますので、そこのところでは

ないかなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 当初はお聞きしたところ、副院長の佐藤弥先生という候補もあったみたいですけども、どう

も梨大の付属病院の役職と兼務でやることはできないということを特別委員長から報告を受け

たんですけども、それは当初予測できたことだと思うんですけども、その後、今、交渉をして、

まだ承諾を得ていないということですけども、やはり同じ山梨大学の病院から企業長というも

のを派遣していただくための交渉をし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） 

 先ほど言いましたように県と医大との協力をいただきながら今、人選をし、いろいろあたっ

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） 

 決定したら、また報告をお願いしたいと思います。 
 では２の統合本部は、統合病院全体の経営計画を策定する一部事務組合の中枢であると考え

ます。本部長というポストがあるかどうか分かりませんけども、もしあるとすれば、そのポス

トというのは決まっているのか、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） 

 基本計画の中では統合本部長と言っておりますけども、本部長のポストにつきましては、そ

の名称も含めて統合事務組合のほうで検討しておりますが、開院に向けた実務、あるいは開業

に向けた諸手続きもありますので、企業長同様、一日も早く決定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） 

 やはり、この２つのポストが、企業長があって、事務組合の統合本部長、どうしても鰍沢病
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院、それから市川三郷町の病院、それぞれ自分たちの立場があるし、自分たちの条件というも

のはよりよくお互いにしていこうと思うんですよね。そこでやはり行司役というか、中立な立

場で、ではこういうふうにしていこうというリーダーシップをとっている人が出てこないとな

かなかワーキンググループ、いろんな職域でつくったとしても話が思うように進まないことが

あると思うんです。やはりそういったことがあるので、この統合本部長ですか、しっかり決め

ていかないと、なかなかそういったワーキンググループの機能というのはうまくいかないと思

うんですけど、そういうことはないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、言いましたように開院に向けた実務、開業に向けた諸手続きがありますので、診療体系

も含めて企業長、あるいは総務部長なのか統括本部長なのか分かりませんけども、そういう事

務方のトップも早急に決めていきたいと考えています。必要だと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これにつきましても決まり次第、またご報告をお願いしたいと思います。 
 次の（３）ですけども、市川三郷町立病院と老健、鰍沢病院と老健は不動産鑑定中でありま

したけれども、その結果というものは出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） 

 鰍沢病院につきましては、病院と老健の施設のほかＲＦＯの施設機構が所有する土地、建物

の不動産につきまして、施設機構にはこれまでに５回、交渉を行う中で昨年の１０月に第１回

目の不動産鑑定をしていただきました。さらに本年３月に再度、不動産鑑定を実施していただ

きました。今後、ＲＦＯ施設機構の評価委員会での鑑定結果の審議を経たのちに土地、建物の

不動産について譲渡契約を締結することといたしております。 
 また市川三郷町立病院につきましては、病院と老健の不動産鑑定を行いまして、その評価額

と負債額を組合に出資することとして、富士川町においては町立病院と老健施設の不動産と保

有車両、医療機器、医薬品などの評価額から負債額を引いた額を金銭出資することとしており

ます。 
 富士川町の出資金の支払いは保有車両とか医療機器、医薬品などの棚卸しをした額や負債額

も確定するのは明年３月となりますので、不動産鑑定額も明年３月に近いものを求めていると

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） 

 そうすると市川三郷町の不動産鑑定というものは、私たち町民に知らされるというのは来年

の３月でないと正式なものは出ないということですか。 
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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） 
 実際に使う金額は来年３月、なるべくあとの金額が正しい金額になると思いますので、その

金額を用いて公表し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） 

 たしか、例えば評価が３０億円になって、負債が１０億ありますよね。その差額が資本剰余

金ですか、２０億円になりますよね。そうすると、その２０億円については富士川町で出資す

るということになるわけですよね。それが正式に分かるのが来年の３月ということですよね。

そういうことですよね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そういう考えのもとに今、進めておりますので額が確定するのは来年の３月です。ＲＦＯの

ほうも昨年１０月の不動産鑑定をしてもらっています。ただ、実際に買うのは来年の３月にな

ります。再度、評価をするとやはり半年経たないと評価が再度できませんので、ＲＦＯの部分

については、今年の１０月にもう一度したんでは契約行為が遅れますから、この３月の時点の

額を持って一応、不動産の売買契約を結んでいきたい。市川三郷町立病院は今、言いましたよ

うに不動産の確定額と医療機器、保有車両、医薬品の、医薬品は特に棚卸しをしなければ出て

きませんので、不動産の部分だけがあっても今度は、市川三郷町立病院の現物出資額というの

が決まってくるのがその時点でありますので、それから負債額を引いた部分が富士川町の負担

額になると思いますので、途中の額で一喜一憂とか、またいろいろ数字が出るよりも３月に近

い時点で、最後の不動産鑑定の結果と、あと動産の数字を用いていきたい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） 

 そうすると当初予算には、当然盛り込めないわけですよね。その額というのは。出資する額

というのは。そうすると３月時点だから、僕たちの任期もちょうどそのころ終わるので、あん

まり関われないのかなと思うんですけども、もっとできるだけ早くしてくれないと町民にどれ

だけの評価額があって、その差額を町が負担しなければいけないということが説明できないわ

けですよね。そこまでは正式に。内定でも大体このぐらいだよということが分かる時期はない

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） 

 不動産鑑定を２回すれば、この夏の時期、そしてまた来年３月とできるかもしれません。鑑

定料もかかることでありますので、そのへんをどうするかはまた一部事務組合と相談をさせて

いただきますけども、いったん出てもその数字が正しい数字はなく、再度それはまた下がるは
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ずです。負債額も来年３月までどれだけ返済をするかによって決まりますから、確定しない数

字が一人歩きするよりも、やはり最後の確定数字で物事を決めていったほうがよろしいんでは

ないかなと思っています。 
 今、そして県の前の説明のときも分かりやすく、計算しやすく言うと資産が２０億円、負債

が１０億円、そうすると差額１０億円になりますから、これを富士川町が金銭出資するんです

よ、考え方はそれでいいと思います。市川三郷町の負債額はおおむね１０億円ぐらい、これは

今までの例で分かります。ただ１０億円ぐらいで、はっきりした、今年度の返済額はどのくら

いになるかが分かりませんので、これもまだはっきりしていません。おおむね１０億円ぐらい

の話です。市川三郷町の不動産をざっくり考えてみても２０億円は到底ありませんので、ただ

医療機器をどこまでみるのか、そして保有車両をどこまで評価するのかということは、これか

らの作業です。それは動産ですから、不動産の部分はそんな動く部分はないと思います。あっ

ても１０億円ちょっとぐらいの数字ではないかなと思っておりますので、何回も不動産鑑定を

しなくても、最後の不動産鑑定で十分足り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） 

 町民は実際、どれだけ負担があるのかということが一番関心があると思うので、できるだけ

早い時点で分かったら、確定しなければ出せないではなくて、不確定だけども大体このくらい

の見込みはあるということでも、やはり出していただいたほうがより町民はこの病院問題に対

して理解が深まると思うので、その点をお願いして私の質問を終わりにさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告５番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、１０番、神田智君の一般質問を行います。 
 １０番、神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 それでは里山再生の事業についてということで、１番でございますけども、富士川町は約

８０％近くが森林です。松くい虫とかいろんなことで山は荒れています。動物ではイノシシ、

その子どもやタヌキ等、毛が全部抜けている病気が森の中では流行しています。これは疥癬病

です。先日、タヌキの毛が抜けているのを見ております。昔に比べてクワガタやカブトムシも

少なくなってきています。またマダニが問題となっています。山梨においても急速にマダニが

増えております。マダニの媒介によるＳＦＴＳウイルスが発生し、死者が出ている状況にあり

ます。最近、厚労省からその件について注意事項が出ています。また、シカの媒介による山ヒ

ルも増加しています。里山は昔に比べてとにかく暗いです。山道の一歩中に入るととても危険

な状態になっております。山は暗くて荒れております。保水力にも問題があります。里山を明

るくすることで保水力も増し、土砂災害も少なくなることができます。長期間放置され、荒廃

した里山の現状を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） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 神田議員の質問にお答えいたします。 
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 林業での収益が見込めず、林業の担い手不足や森林所有者の高齢化などにより森林の荒廃が

年々進んでいる状況です。特に里山の荒廃は里山の景観が損なわれ、イノシシなどの有害獣の

住みかとなり、農地や集落に被害が発生する原因の１つになっ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） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 現状、把握ということでございますので、暗くて非常に危険な状態ということでございます

けども、それでは２番に移りたいと思いますけども、森林環境税というものが導入されたわけ

でございますけども、個人から年５００円、法人では県民税均等割等で５％徴収しております。

２４年度は２億２千万円を見込んでおります。税収は民有林の間伐等、あるいは里山の再生、

広葉樹林の植栽等に当てています。２４年度事業として県では荒廃林再生、いわゆる民有林の

間伐として甲州市、上野原市、大月市等で実施しております。それから里山再生事業では北杜

市、南アルプス市で実施しております。また広葉樹林づくり推進事業では、都留市で実施して

おります。森林環境税と里山再生事業について、本町では森林環境税を財源とした県事業の活

用を考えているかどうか伺いたいと思います。 
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。 
 町では平成２４年１０月の広報ふじかわに森林環境税を財源とした荒廃森林再生事業、里山

再生事業、広葉樹の森づくり事業の案内を掲載したところです。里山再生事業に関する問い合

わせが数件ありました。町に問い合わせがあった里山は林地化された農地であったため、本事

業の導入は困難なところでした。一方で峡南森林組合が事業主体となり、小室区八雲池周辺に

おいて２千平方メートルを整備した実績がございます。このように事業の問い合わせは、町で

も森林組合でも受け付けておりますので、今後も連携をとりながら森林環境税を財源とした森

林整備を積極的に導入していき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） 
 非常に民有林が多いわけでございますけども、当然、民有林自体も境界線も分からない人た

ちが増えておりますけども、私は森林というのは現状がこうだから駄目、あるいはこうすれば

よくなるという性質のものではなくて、非常に時間がかかるものだと思うんです。そのために

はまずどういう状況なのか、調査をする必要があると思います。当然、このまま放置していた

のでは、先ほど言いました病害虫、鳥獣被害の増加、また保水力もなくなり、土砂災害も増加

します。山林を抱えている富士川町としては５０年後、あるいは１００年後を見据えて行動す

べきだと考えますけども、まず実態の調査とか、そういうものをする考えがあるかどうか伺い

たいと思います。 
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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） 
 現在、調査費という有利な制度がございません。そんな関係で森林の荒廃化について現地調

査という形を取る場合、職員がその事務を執行しなければならないということになりますので

何か有利な助成制度があった場合はすぐにでも調査のほうに入っていき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） 
 そうすると結局、現状のままで見ている、当然、県からそういう補助事業というのがなけれ

ば駄目というわけでございますけども、これを１人５００円で出している森林環境税、こうい

うものを利用して調査とかそういうことはできないかということを、検討する必要があると思

いますけども、どうですか。 
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） 

 ただいまの調査費という考えの中で、答弁のほうをさせていただきました。事業自体は手を

挙げた場合、例えば里山再生事業についても当町でも森林組合のほうで実施しています。実施

するにあたっては当然、調査のほうへ入って事業が可能かどうかということを実証して事業の

ほうを実行していますので、このへんの事業ができるかなという形がとれれば、その場所へ調

査に入ることは可能だと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうすると、こちらから申し込まないと町ではこれを受けてくれないという状況にあるのか。

それとも町、あるいは森林組合、積極的に民有地が荒れているところを整備するという考えは

ないのか伺います。 
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） 

 里山の再生事業というものにつきましては、民有林事業が対象でございます。ですから２４年

４月１日からの環境税で町のほうは１０月の広報を通して、周知のほうをいたしました。その

際、数件あったということで調査のほうをしましたら、ちょっと無理だったということでござ

います。そんな関係上、森林所有者からの希望があれば町が動き出すという状況でございます。 
 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） 
 そうすると町自体では、例えば５０年後はこういう状況にしたい、この地域の里山をこうい
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うふうにつくりたい、そういう計画のもとで動くのではなくて、ここをなんとか整備してくれ

と民間から言われてからはじめて動くというそういう状況で、このまま放置するという状況に

なってしまうと思うんですが、その点はどうですか。 
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） 

 現在は神田議員さんの言っているとおりで、事務のほうを執行しております。前はなんか助

成制度があれば、調査のみという事業執行をできなくても富士川町全体の山間地の森林の状況

というような、調査の補助制度があればすぐにでも手を挙げていきたいんですけども、現状は

そういった有利な助成制度がないので、あくまでも単費ということになるということであれば、

現状、仕方がないのかなということで考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうすると現状そのままと。では町長に聞きますが、このままでいいかどうか、ちょっと聞

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） 

 神田議員の再質問にお答えします。 
 森林環境税、昨年から実施をし出してきております。これはやはりメニュー化をした中でど

れが該当するかという調査をしていますので、そういう中に森林の将来についてどうするこう

するの今、メニューはありません。現状、林地が荒れているところは里山再生事業というのは

ありますが、先ほど課長が言ったようにこの町でもそういう問い合わせがあったんですが、現

状は林地ですが、もとの地番は農地ということで対象外になります。そういうところが多いも

のですから、なかなか手が付かない。そして県も県有林と民有林のほうの指導はしています。

そして森林組合も使いながらやっていますが、森林組合が事業主体になるにしてもある程度の

面積が必要となってきます。まちなかの農地をどういうふうに今後、やっていくかも同じなん

ですけども、それぞれの個人の所有物ですから、町のほうでそこをどうこうするのはある程度、

まとまった計画の中でないとできないというのが現状だと思います。県有林をどうするか、民

有林をどうするかは広い意味で県のほうで林業政策をやっていますので、町のほうも県のいろ

んな事業に呼応する形でやっていくものがあればやっていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 そうすると民有地で、例えば北山は２４人で４５町歩の面積を持っているんですが、その場

合にはここをこうしてくれと申請すればやってくれるんですか。このへんをこの事業に取り入

れられるかどうかを聞きたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
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〇農林振興課長（堀口進君） 
 今、神田議員さんの言われた共有林という形の中では、この事業は採択されません。あくま

でも民有林の中で所有者が共同の中で集まって、森林組合なり町なりに申請があがってきた場

合に調査していくということで、共有林については事業ができないようになっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 一般的に普通の人たち、町民といいますか、山に行かないとか、あるいは住んでいないとか、

関係ないとか、あるいは仕事が忙しい等々、ほとんどの人が無関心だと思いますけども、しか

し実際には森林が荒廃しますと直接、影響が出てきます。特に富士川町は非常に水がおいしい

と言われていますけども、山が荒廃することによって保水力もなくなり、土砂災害の危険も出

てきます。もっと山を大切にする、里山の大切さというものを町民に、全体に分かってもらう

ような方法があろうかと思いますけども、そういう方法があるかどうか、あるいは考えている

かどうか伺いたいと思います。 
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） 

 森林の荒廃については当然、今言われましたように環境税の事業が、メニューがあるという

ことで、今後も前年、１回しかＰＲを広報を通じてしてありませんので、このへんの数を少し

増やして町民に周知のほうを多くしていきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 ぜひおいしい水を溜めるには、やはり里山がきれいでいるということが条件になりますので、

その点をまたお願いしたいと思います。 
 それから次の３番に移りたいと思いますけども、子どものころは当然、みんな西を向いてい

たといいますか、薪を採ったり等いろいろしたわけでございますけども、非常に老齢化、さっ

き言われましたように老齢化、あるいは山の投資がなくなったということで、非常に山が暗く

荒れているわけでございますけども、やはり私どもの住んでいるところで、そういうものの実

態というか、そういう自然の変化といいますか、この異変を子どもたちにも分かってもらいた

いということで、森の大切さ、自然に関する知識をもっと子どもたちに教えるべきかと考えま

すけども、教育長の考えを伺います。 
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） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 森林を保全していく上で、子どもたちに森の大切さ、自然に関する知識を教えていくことは

極めて重要なことであり、森林環境税を財源とした事業の中に森林体験活動支援事業がありま

す。この事業は子どもたちが森林の中でさまざまな体験活動を行い、森づくりの重要性や必要

性を学ぶことで将来にわたり、森林を守っていく心を育むことを目的に創設がされた事業であ
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ります。初年度となりました平成２４年度におきましては、本町の峡南幼稚園を含めまして県

下で６つの教育機関がこの事業を活用したところであります。 
 今後、町といたしましても増穂ふるさと自然塾や２１世紀森づくりの会などと連携をしまし

て、同事業や学校林を活用しながら子どもたちが自然を学べるよう取り組んでいきたいと考え

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 先ほど言いました森林体験活動というのがあるんですけども、これは生徒がする場合は県か

ら１００％の補助が出るということを聞いておりますけども、こういうものを利用して、でき

るだけ生徒たちにそういう森林の実態というか、そういうものを知らしめてもらいたいと思い

ます。 
 それから４番に移りますけども、町内の各小学校の学校林の有無と活用状況について伺いた

いと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 ただいまの、神田議員のご質問にお答えいたします。 
 町内において学校林を所有している小中学校は増穂西小学校、増穂南小学校、増穂中学校の

３校であります。学校林の活用については、増穂西小学校では森林環境教育や自然体験学習の

一環として森林の育成管理のうち、枝打ちや皮むき間伐などを体験しているほか、間伐材の利

用方法などについて学習しております。また森の大切さや動植物の生活の場所である自然の大

切さも学んでおります。 
 増穂南小学校では平成２３年に妙法寺裏の森林を借用し、昨年度より学校林活動を行ってお

ります。活動内容としては学校やＰＴＡ、地域の人とともに「みんなの森発見トレッキング」

を実施し、森の動植物の観察、竹細工などの工作を行っているほか森林環境や林業作業につい

て学習しております。 
 増穂中学校では昭和５２年からＰＴＡの森活動を実践しており、生徒の勤労教育、自然学習

を目的にＰＴＡとともに下刈り、間伐作業などを実施してまいりました。現在では木が大きく

成長してきたということで、ＰＴＡ役員の現地の確認作業と下刈りを行っております。 
 今後とも森の大切さや尊さ、学校林の活用により森林環境教育の充実に努めてまいりたいと

考えております。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 子どもたちに体験といいますか、山へ実際に行ってそれを見る。さっき言いましたように増

中のときでございますけども、中学校のころは下刈り等へ行って、現状はないということです

けども、この前も議員で視察しましたけども、やはりそういう現状を子どもたちに見させる。
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いわゆるＰＴＡだけではなくて、現状こうなって、実際の山の大切さというのを教える。今の

現状で山へ子どもたちを連れて行くのはなかなか、学校林の、増中の場合には非常に危険もあ

るわけですけども、やはり現状を実際に子どもたちに見させる。それも必要ではないかと思い

ますけども、中学３年生ぐらいになりますと、学校林ってここにあるなと、そういう確認作業

をし、その地域の状況を見させる。そういうのも必要ではないかと思いますけども、そのお考

えについて、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 増穂中学校の学校林につきましては植栽をしてから３６年、もう経過しているということで

専門家にも見ていただいて、当分はこのまま保育していけばいいだろうということになってお

ります。学校とも話をしまして、せっかく学校林があるわけでありますので、ちょっと遠いと

ころでありますけれども、生徒たちにも自分たちの学校林を見るというような活動も今後、検

討していきたいということで検討しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 神田智君。 
〇１０番議員（神田智君） 

 以上で、一般質問を終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告６番、１０番、神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告７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、一般質問を行っていきたいと思います。 
 先ほど午前中、秋山議員が２つの温泉施設について指定管理者と、そして町との関係等につ

いていろいろ質問をされましたけども、私は今般、指定管理制度を導入するにあたって、町が

７割を出資して設立された株式会社富士川について質問させていただきたいと思います。 
 前回、３月議会において第三セクターの経営責任者、いわゆる社長の公募を行っているとの

急な話の中で、私は経営責任者の選定方法、ならびに運営母体について質問をさせていただき

ました。 
 すでに３月議会では法人設立のための資本金５千万円のうち、町の出資金３，５００万円も

議決され、そしてさらには社長に居村氏が就任されました。そして残り１，５００万円につい

ては町にゆかりのある４企業から出資していただき、５月２３日に設立総会も開かれ、正式に

株式会社富士川が発足したと伺っております。 
 発足の会議では、トップの経営陣から厳しい意見が出されたとも伺っています。民間企業の

経営トップが参画するという意味では、大いに期待できるものと思っております。そしてまた

つくたべかん、塩の華の運営は今のままでは運営管理に限界がくることも理解しているところ

です。そして来年には、中部横断自動車道の道の駅のオープンも控えています。これら３施設

を一括運営するという考え方は間違ったものではないと思っています。 
 これまで町としても新たな施設、道の駅を地域活性化にどのようにつなげていくのか。施設
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内容、あるいは運営形態等について有識者による検討を行ってきました。検討会の報告が昨年

出されましたが、しかしそこでは指定管理か、あるいは直営かということに議論の中心があっ

たように私は記憶しております。むしろ第三セクターという話は、その当時あまりなかったの

ではないかなと思っています。そういう意味では今回の株式会社富士川という話は、ある意味

では唐突な感じがしております。 
 私は第三セクターという言葉に非常に悪いイメージを持っています。それは皆さんもご存じ

のとおり、２００８年の夕張市の破綻の直接の引き金が観光開発に関わる第三セクターにあっ

たからです。第三セクターという言葉は１９７３年の第２次田中内閣、このときに初めて使用

されました。そして８０年代後半からこの方式の導入が政策的に進められました。当時、国鉄

の民営化に伴い主要鉄道の運営方式として多くの主要鉄道でこれが導入され、そしてまた大規

模な開発事業の推進にも導入されてきました。 
 しかしながら２０００年代に入るころから、膨大な債務を抱え破綻する第三セクターが続出

し社会問題となりました。東京や大阪の臨海開発関連会社がその代表格だともいえます。当時、

テレビ画面に映し出される草でぼうぼうとなった、あるいは廃墟と化した遊園地や建設途中で

中止になった廃墟のような建物、あるいは整備はしたけれども利用価値がなくなった広大な土

地、こういったものがテレビ画面に頻繁に映し出されたのをよく記憶しております。 
 しかしながらなんと言っても衝撃だったのは、あくまでも夕張市の破綻ということでした。

当時、私もすでに議員でしたが極端な話、市民がいなくなってしまうんではないか、あるいは

夕張市それ自体がなくなるんではないかという極端な反応さえ起きたということを非常に鮮明

に覚えています。これを１つの契機として、地方自治体の財政健全化のための市町村合併の推

進と相まって指定管理者制度の導入が進められ、また同時に今では当たり前になりましたけど

も、財政健全化の指標、これを議会において報告するということも義務付けられてきました。 
 ２００８年に国から経済財政改革の基本方針が出され、それ以降、第三セクターの改革に関

するガイドラインやプランが具体的に示されてきました。その最大のポイントは第三セクター

の整備に関する特例措置と地方公共団体が損失補償しない。そして財政負担を明確にするとい

うところにあったと思います。そういったことを踏まえて以下、順次、質問していきたいと思

います。 
 まず第１に今回、いわゆる指定管理制度を導入するにあたって、これまでまほらの湯はいわ

ゆる公募による指定管理ということをやってまいりました。あるいはかじかの湯は随意だった

のか、公募だったのか、ちょっと私、いきさつは知りませんけども、その２つがある意味では

民間による指定管理制度という、この本町においては代表だと思っておりますが、なぜ今回、

３つの施設、まだ１つはできていませんけども、塩の華とつくたべかん、そして将来的には道

の駅という、この３つを運営、あるいは指定管理者制度の導入にあたって、そのために株式会

社富士川を設立したのか、その理由と経緯について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） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 塩の華、つくたべかんはこれまで町の直営で町職員を経営責任者として運営してきました。

原価計算や販売戦略などに欠けていたため、一般会計からの繰り出しが多額となっておりまし
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た。このことから今後は道の駅富士川の経営も加わることから観光振興と地域の活性化、そし

てその収益性も重視しなければならない必要があります。そこで公共性の高い施設運営を民間

人による経営ノウハウを活用することによって、施設の効用を最大限に発揮することが期待で

きるため、町が中心となって株式会社を設立したところであります。 
 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） 
 公共性の高いというところが１つの、今回のポイントになるのかなと思っていますけれども、

まほらの湯も公共性の高い施設です。そういう意味では、例えば公募したけども応募がないと

かということでなくて、なぜあえて町が中心となってわざわざ設立したのか。公募でもいいん

ではないかと私は思うんですけども、そこをお聞きしたいと思います。 
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） 

 今後、道の駅富士川も加わるわけですけども、この３施設につきましては町の情報発信、そ

れから観光に関わる重要な施設、また農村公園等も管理をするような場面がありますので、そ

れらも含めまして観光振興と地域の活性化を目指した施設であるということで、町が中心とな

りまして設立をしたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 まだ、それではなんとなく私には納得できないんですが、それは指定管理制度を導入すると

きに当然、公共性等々については公募する際に１つの条件としてやっていくことになろうかと

思います。ですからあえて、なぜつくったのかとか、やはりもうちょっと説明をいただかない

と、非常に重要な部分だと思いますので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） 

 町にもいろんな公共施設があります。そういう中でまほらの湯、かじかの湯は公募による指

定管理で今、現状のようになっています。まほらの湯、かじかの湯はまさに温泉施設でありま

して、町の施策をどうこう言う施設ではありません。町民の皆さんを中心に利用しやすい施設

運営をしていただければいいわけでありますが、今回、道の駅、そして塩の華、つくたべかん。

塩の華、つくたべかんは交流ターミナルとしてこれまでも建設をし、地域のいろんな産物のＰ

Ｒ、そして地域雇用等々をやってきました。これから造る道の駅も当然、ドライバーさんの休

憩施設ではありますが、地域情報を発信していく施設であります。ここにただ単に民間にお任

せして収益だけの経営をされたのでは、町がせっかくあれだけの多額の費用を使って造る施設

がただ単なる物販をする施設になっては、本来の目的が薄れてしまいます。そこで町が大きく

関与する株式会社をつくり、町の情報発信あるいは施策発信をし、併せて民間の経営陣による

民間のノウハウを活用した経営をやっていただこうということで今回、株式会社ということに
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なりました。 
 道の駅の検討委員会の中でも、当面は直営でそのあとに指定管理を検討したらどうかという

意見もいただきましたが、いずれそういう形をとっていくんであれば、町には塩の華、つくた

べかんもあります。こちらも今、経営が困っている状況でありますので、早くにその３施設を

一体経営できる株式会社がいいだろうということで、今議会に出資金を出し、そしてそれに併

せる形で民間から社長を登用し、株式会社富士川という名称のもとに先月、設立をさせていた

だきました。 
 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） 
 いくらか理解できる、というのはおそらく経営陣よりも町以外の部分についての参画された

企業というのを見れば、地元にそれぞれ皆さん、愛着を持っていらっしゃる経営のトップ陣と

いうことを考えれば、やはりこの施設を町の活性化に、そして先ほど出た例えば人口５００人

アップではないですけども、そういったもっと大きな枠の中で今後活躍、あるいは使っていき

たいという思いがあるから、あえてそうしたというふうに理解すればできないことはないのか

なと思っています。 
 それでは次に２つ目、指定管理の条件、内容ということについてちょっとお伺いしたいと思

います。 
 もちろん本町がつくった第三セクターとはいえ、ちゃんと指定管理者制度ですからそれなり

の条件というのがあるんだろうと思います。本町にはいわゆる指定管理者制度、公募によって、

これまで導入した施設は２つの温泉施設と付属するデイサービスセンターというふうに、ある

意味では理解しています。株式会社富士川の指定管理者の指定にあたって、これまでの温泉や

デイサービス等々ありますけども、その指定管理の条件、あるいは協定内容等、これまでとの

違いというのは何かあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 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します。 
 指定管理の条件につきまして、つくたべかん、塩の華の管理運営を行う条件に関しましては

管理に関する基本協定書を締結することとし、協定期間、備品の貸与、施設の維持管理、修繕

等の内容を定めていきたいと考えております。 
 また基本協定書とは別に年度協定書を締結することとしており、この中で町への納入金や指

定管理料を決めていきたいと考えております。 
 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） 
 １点、まず基本協定書の内容というのは、私、町の指定管理の内容については、これまでも

説明会に出たりして見ているので、ある程度知っているということを前提でお願いしたいと思
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うんですけども、基本的に変わらないのかどうか、それとそういうものと内容的にどこか変わ

るものがあるのかどうか。 
 それと指定期間というのは通常、これまで５年とやっていますけども、これもそのままいく

のかどうか。それと今言ったように、年度協定書の内容というのをもうちょっとだけ説明して

いただければありがたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本協定の中は、５年間はほかのところと変わりません。それといろんな備品の貸与とか、

そういうものも変わりません。そしてあと、もともとの町の備品、あるいは施設の修繕のとこ

ろを決めていく。いくら以上は町だと。当然、新しく株式会社で買ったものは株式会社が

１００％みていきますけども、もともと町のものの場合にどういうふうにしていくということ

を決めていきます。年度協定の中では先ほど課長が言いましたように町への納入金、あるいは

また、今までの指定管理と違うのは広域的施設の部分があります。例えば、今までは駐車場と

かそういうのも全部、一括貸してありましたけども、今度は駐車場の部分というか、先ほど企

画課長が言ったように中には農村公園の部分があったり、同じ施設の中にこの株式会社富士川

とは別個の展示物があったりとか、そしてまた道の駅、塩の華は当然ですが、休憩施設ですか

らトイレを持っています。株式会社だけで営業するんであれば、営業時間だけトイレを開けて

おけばいいわけですが、施設の性格上そういうわけにもまいりませんので、２４時間やってい

る。そのうちの営業とは関係ない時間は、これは町の道の駅ですから、そこのところは出して

いかなければならないという、そういう指定管理料が今度の契約の中に入ってくるところが今

までの指定管理と違うところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは３つ目、第三セクターの責任所在ということで、これは確認しておきたいなと思っ

ていますけども、通常、株式会社ですから第一義的には経営トップである居村氏が代表取締役

ということになろうかと思いますけども、先ほど私、前段で話しましたけども、例えば損失補

てんを町がするのか、しないのか。あるいは何か問題が起こったときにも、刑事上あるいは民

事上の責任は例えば経営責任のトップに問うことになるのか、ならないのか、その点について

どうお考えかお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 株式会社でありますので、その経営は独立した事業主体として、自らの責任で事業が遂行さ

れるということであります。経営者としての職務権限、責任を明確にしているところでありま

す。町が出資者ということで負う責任はあくまでも出資の範囲、株式会社ですから出資の範囲

の有限責任だと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 

 ９２



〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ありがとうございます。有限責任ということですね。 
 次に４つ目の項目ですけども、第三セクターとは言え、やはり本町が基本的な出資母体であ

るということを鑑みると、先ほど有限責任という言葉も出て、いくらかはほっとしている部分

もありますけども、そうはいっても町議会の関わり等について何か仕組み等があれば、考えて

いるものがあれば、お話し願いたいと思います。 
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） 

 ご質問にお答えいたします。 
 株式会社の運営は、経営の自由度の確保と経営責任のバランスをどう取るかが重要であると

ともに、不断の改革と適正な運営を促す体制を構築することが不可欠であると考えております。

このため町では法令等に基づきまして収支実績の報告を求め、予算の執行状況を調査し、必要

な措置を講ずることとしております。また議会に対しましても毎事業年度、経営状況を説明す

る書類を作成し、次の議会に提出することとしております。 
 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） 
 今の議会の報告ということは、自治法にも書いてあるそれを２分の１以上、出資しているか

ら、ちゃんとしっかりそれをやっていくということでよろしいですね。はい。 
 それでは５番目に、移行期間を含めた町職員の取り扱いについてということなんですけども、

現在、聞くところによると単労職２名を含む３名の職員が塩の華、つくたべかんに関わってい

ると。７月１日から指定管理にするということなんですけども、一般には１日に移ればそこで

当然、別会社が指定管理者を請け負うわけだから、町はぱっと手を引くというのが通常だと思

うんですけどもその点についてどういうふうになっているのか、考えているのかお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今年４月１日に総務課付けで参事１名を配置し、新法人の設立までの間、つくたべかん、塩

の華の経営改善とか、指定管理に向けての準備を行ってまいりました。 
 ５月２３日に新法人の設立ができましたので、それ以降は株式会社富士川の総務部長として

塩の華、つくたべかんの管理運営、そして新たにできる道の駅のレイアウト、また物販部門の

内容等の業務を行うこととしております。また商工観光課の地域交流担当に３名配置してあり

ますが、本来でいけば６月３０日で終わって７月１日というのが期限といいますか、日付の境

でありますけども、まだまだ塩の華、つくたべかんも未収金あるいは未払い金等があります。

その３名につきましては、活性化事業特別会計の決算の処理と株式会社富士川が発足して間も

ない、今までの引き継ぎも十分できていませんので、そういう中で今年度いっぱい、併任職員

として勤務させる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） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、参事として行っていた彼が、そのまま現在は株式会社の総務部長というような立場と。

決算処理に時間がかかるので他の職員は併任ですか、身分は町の職員、もちろん給料も町から

出すということなんでしょうか。ちょっとそこだけお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 参事も今、町の職員であります。そして商工観光課の地域交流担当職員３名も町の職員であ

りますから、これは町へまた連れてこなければなりません。 
 参事の場合は今年度いっぱいが職員の期限ですから、今年度いっぱいで退職という形になり

ます。来年は新会社のほうで、すべてみてもらうような形になると思います。 
 商工観光課の３名についても先ほど言いましたように、会社が発足して間もないこと、そし

てまた活性化事業特別会計の決算処理をまだしていないこと。そしてまだ会社が出て間もない、

半年になりますので、今年いっぱいは併任職員として、町の職員ですから、そういう形で塩の

華、つくたべかんへ勤務させる。来年以降はこちらのほうにうまい仕事があれば、こちらのほ

うの仕事に従事していただく、こういう形になると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 移行期間はある程度、余裕を持ってという言い方がいいかどうか知りませんけども、やろう

というのは非常に気持ちとして分かるんですよね。なんと言ってもわが町が造って、今後も頑

張ってもらうという新たな会社ですから。ただ、なんと言うか、いわゆる指定管理に移行する

ということは、もうそこに全部任せるんですか、町長。本来、あるべき姿としては１日をもっ

て、そこで決算もする、そして人員の区別も付けて移行するというのが本筋だと思うんですよ。

だからあんまりこういうことを特例的な感覚でやっていくというのは、決していいことではな

いし、ちゃんとけじめ等をつける必要があると思うんですけども、改めてそこについてお願い

します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 おっしゃるとおりだと思います。しかし新しくつくった会社で関連会社があって、そちらの

人がこちらへ来ていろいろやってくれるならいいと思いますけども、そんなことも視野に入れ

ながら、この年度当初に参事は総務課に付けてありますし、これまでつくたべかん、あるいは

塩の華に配属というか、そちらの会計のほうにいた職員を組織上も商工観光課の地域交流担当

ということで置いてありますので、今年いっぱいはなんとかこれがうまく軌道へ乗ってもらわ

なければ困るものですから、そのへんも支援しながらやっていきたいと。来年からは株式会社

富士川でしっかり、新しい会計年度が４月から始まりますので、それに向けてしっかりやって

いただきたいと思っています。 
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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） 
 そうすると移行期間というのは今年度ということですか、それとも今年ということでしょう

か。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 参事につきましてはこのまま新法人の総務部長、そして町の職員としての任用期間は今年度

で切れていきますので、来年からは民間会社の職員として勤務をしていただくと。来年４月か

らは。３月まではうちの正規職員ですから。 
 交流センターにいる職員もうちの正規職員です。３名は。先ほど言ったように、この４月か

らは商工観光課の担当として置いてあります。商工観光課の仕事も当然、うちの関連３施設で

すから、そちらのほうも関与もしていただかなければなりませんので、そうは言いましても実

際、向こうに行っていろいろあそこのパートさん、あるいは職員の指導もしなければなりませ

んので、併任という形で７月からしながら、併任ですから当然、活性化事業特別会計の決算も

していただかなければならない。そして未払い未収の整備もしていかなければならない。です

から、その活性化事業特別会計が廃止をされたあとでも、中途半端な時期になりますので、し

ばらく入れておくと。今年度いっぱい。うちの人事も４月を境にやっていますので、よっぽど

なんか別の人的必要性が町に出ない限り、今年度いっぱいそちらのほうの事業を遂行していた

だきたいなと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 分かりました。ここでちょっと１点だけ。これは予算にも関わってきて、そのときに質問し

たらどうかなとは思いますけども、この移行期間に施設も今度新たに改修するということで、

この間、説明も聞きましたし、その内容、図面もいただきました。そのとき、実は私たちが富

士川町の１期の議員として塩の華、つくたべかんを視察に行ったときに、すでにその当時、細

かい数字はよく存じていませんでしたけども、かなり町の負担になってきているということ、

特に塩の華を見に行ったときに野菜なんかが外にあって、もっと中の売り場を大きくしたらい

いんではないかという話を当時、したんですね。今回のを見ると、当時、私たちが言った、そ

のときはいろんな規制があって無理ですと。なかなかできないんですよ、補助金だなんだ使っ

ているからというお話だったんだけども、今度はなんか知らないけども、当初、昔、私たちが

言ったようなことを大胆にやろうということになっていて、これはどういうことなんだろうな

と。そういう規制がとれたのか、あるいは株式会社でやるからいいことになったのか。本来は

できたんだけども、実は遠慮していたのか、見逃していたのか、そのへんをちょっと疑問に思っ

たので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。 
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〇町長（志村学君） 
 おっしゃるとおりだと思います。私も前々から部門別の経理をしなさいと。そしてまた野菜

は、東側向きで朝日の当たるところだとすぐ駄目になるからもう少し中へ入れるとか、特に五

開でイチゴを作っている人がおります。いったんはあそこへ出したんですが、日のあるところ

に置いてあると。これではイチゴの商品価値がなくなってしまうということで出さなくなった

経緯も聞いております。そういうことがありましたから、中にしたらどうですかということを

言いましたけども、なかなかこれができなかった。これがやはり、冒頭言いましたように町職

員がそこの管理責任者でいたではなかなかというところであります。今回、民間に変えました

ところ、そういうところがすぐに改善をされてくると。これは民間にしたメリットではないか

なと思っています。 
 規制がどうだこうだというのは、店の中のレイアウトの配置替えですから、レイアウトを変

えるだけですからそれはないとは思いますけども、当時どういう話だったか私もよく分かりま

せんけども、今回こういったリニューアルができるということは、もともと考えていたとおり

の商品配置ができるかなと。中にありました喫茶コーナーも本当に収益率といいますか、坪単

価での収益がないわけであります。そこを今度、ショッピングセンターとしていろんな商品を

豊富にしていくということですから、そのほうがいいんではないかなということで今回、大改

修をすると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） 

 今の話は本当に、もうちょっと職員もいろんな国の規制があるにしてもしっかりとそのへん

は目を光らせながら、いろんな施設の運営にあたってもらいたいと思います。 
 これで大きい１つ目が終わりまして、非常に第三セクターがちゃんと軌道に乗って、参画さ

れている企業の方々が非常に厳しい方だと伺っていますので、大いにその意見を参考にしてや

られることを願っています。 
 それでは大きい２つ目、ハザードマップについてということですけども、わざわざ私、持っ

てきたんですけども、皆さん当然、先ごろ配られて見ただろうし、私もちょうど暇だったので

内容をじっくり見る機会があって見させてもらいました。いくつか細かい点ではあるんですけ

ども、それよりも何よりも一番思ったのは保存版といって仰々しくあるんだけども、これで果

たして活用できるのかということを正直思いました。 
 一昨年から昨年にかけてですか、各地域でいわゆる防災マップ、特に地震ですね。地震につ

いて、避難あるいは危ない地元の箇所等々を図面にしたり、あるいは障害者、弱者がどのよう

にいるのか印を付けて、そういうときにはどこに避難し、そういう方たちをどうやって退避さ

せるか、あるいは救助するかということについて、各地区あるいは組単位ぐらいで大きな地図

を作り、そして貼っておくようにしている、実際。 
 これをもらったので、職員も何人か聞いたんですがあんまり読んでいない方もいたり、私、

正直、これでは本当の意味では役に立たないなと。これだけお金をかけるんであれば、正直な

話、今言ったような形のものをちゃんとやるべきではないかと思っているんですけども、これ

を活用しながら地域住民に今後どう徹底していくのか、あるいは今後の取り組みについてのお

考えを伺いたいと思います。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 防災課長、大森博之君。 

〇防災課長（大森博之君） 
 それでは、ただいまの齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 本町の土砂災害ハザードマップにつきましては、土砂災害と洪水避難地図として災害発生時

における迅速、的確な避難行動や防災意識の啓発などを目的に土砂流失情報や浸水情報、避難

所などを図面上に記載したものであります。 
 このハザードマップの周知につきましては、本年４月に全戸配布をしたところであります。

また町のホームページにも掲載するとともに、ホームページから国土地理院の電子閲覧システ

ムを検索することで、広範な地域の土砂災害警戒区域や浸水想定区域など各種データがまとめ

て閲覧できるようになっております。 
 なお、実践的な取り組みといたしましては今月、平林区において土砂災害の警戒訓練を実施

し、安否確認をはじめ救護訓練や炊き出し訓練のほか、ハザードマップを活用しての土砂災害

講習会を行ったところであります。 
 今後も同様の訓練を土砂災害が懸念される中山間地域で順次実施するとともに、洪水避難地

区におきましても、防災訓練等においてハザードマップの活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。さらに公民館や公共施設などにも掲示できる大判のハザードマップを配布し、周知の

徹底を図ることとしております。 
 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） 
 ありがとうございます。 
 平林でも実施したということなんですけども、それは非常に結構なことだと思います。ただ、

やっぱり地域への説明、あるいは区長会、区会、あるいは組長を通してのきめ細やかな説明の

場というのを設けていただきたいなと。先ほどネットにいろいろ記載されているとは言います

けども、ではお年寄りがネットをやるんですかというとやらないですよ。一番大事なのはやは

り弱者、弱者の人たちに限ってそういうものはそういう情報を得る手段を持っていないし、や

らない。やはり口コミで、あるいは手渡しでそういった、先ほど各地区の避難経路等々ですね、

私たち皆さん、各地区でつくって持っていますけども、そういったものを配布するなり、ある

いはそういうことを通じて説明していくなり、ぜひやっていただきたいなと思うんですけども、

なかなか大変だと思いますけども、改めてよろしくお願いしたいと思いますけども、どうでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 当然、先ほども言いましたように中山間地域では毎年６月が土砂災害の警戒月間になってお

りますので、毎年それをやっていくつもりでおります。また浸水想定地域、平地のほうですけ

ども、そういったところにおきましても今後、区長さんたちに地域の活動、あるいは公民館活

動などを通して、こうしたハザードマップの説明会、講習会を開いていただきたいという要望
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がありましたら、私ども峡南建設部の職員のほうへご依頼するなり、私どもも出かけていって

説明をしたいとそんなふうに考えております。 
 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） 
 とにかくこれが利用されるように、できるだけ取り組みを強化してもらいたいと思います。

これで一般質問を終わりますけども、先ほど第三セクターという話をさせていただきました。

最後に議会で今度８月に、最後の日に研修日程について議決を得るわけですけども、町長も行

かれるという話を聞いています。みんなでいい研修をやっていきたいと思いますので、また町

の方も希望があればぜひ行ってください。 
 以上で、私の一般質問をこれで終わりたいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告７番、６番、齊藤欽也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１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２６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） 
 最後から２番目ということで、もうちょっとなので皆さんよろしくお願いいたします。 
 私は子育て支援体制について、伺っていきたいと思います。 
 富士川町では志村町長の重要政策の１つとして子育て支援課が設置されており、子育て政策

が活発に展開されております。児童センター、放課後児童クラブ、そしてそれらを取り巻く連

携について、今回は伺っていきたいと思います。 
 まず第１番、富士川町には２つの児童センターがありますけども、それぞれの活動状況、利

用状況をお伺いいたします。先ほど長澤健議員さんからもちょっと説明がありましたけども、

よろしくお願いします。 
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） 

 市川議員のご質問にお答えします。 
 ますほ児童センターは子育て支援の育児教室をぴよぴよクラブと称し、０歳から１歳児の親

子と妊産婦、１歳から２歳児の親子、２歳児から就園までの親子と３グループに分けて、各年

齢が月２回ずつ体操や救急法の学習などのプログラムを年間を通じて実施しております。その

ほか毎月第３土曜日に小学生を対象とした工作教室を実施し、昨年から子育てサークル化支援

として幼児食の勉強会や就園に向けての勉強会なども実施しております。 

 ９８



 かじかざわ児童センターは、妊産婦と０歳児から就園前の乳幼児の親子に子育て支援として

の子育て広場を毎週火・木・金曜日に実施し、指導員が絵本の読み聞かせ、体育遊び、エプロ

ンシアターなどを行い、昨年度からは毎月２回、手作りおもちゃやママのための健康教室など

の特別プログラムを実施しております。そのほか毎月第２土曜日に遊び塾を実施し、小学生を

対象にいろいろな体験を提供しております。 
 平成２４年度の利用状況として、ますほ児童センターは年間合計６，３７７人。かじかざわ

児童センターは７，２０８人となっており、利用者数の違いはかじかざわ児童センターを小学

生が多く利用した結果と捉えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の状況をお伺いしまして、２つ目に移りますけれども今、ますほ児童センターが６，

３７７人、かじかざわのほうが７，２０８人ということで、全体的にはずいぶんの人たちが利

用しているんだなと思いますが、ここの２つあるというところで、これのメリット、デメリッ

トをもし感じていることがありましたならば、お聞かせを願いたいと思います。 
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） 

 児童センターが近くにあるということで、子どもたちが気軽に利用できるということがまず

挙げられると思います。また育児支援のプログラムについては、ますほ児童センターとかじか

ざわ児童センターでは、内容と実施している日が違うので両方に参加できるということ。また

好みのほうを選択し、参加できるというメリットがあると考えます。デメリットにつきまして

は、２カ所あるということで１カ所よりも経費はかかっていると言えますが、利用する側の利

便性を考えれば必要な経費でもありますし、あえてデメリットはないものと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私はかじかざわ児童センターができたときには施設がすごく素晴らしくて、本当はこういう

ところがあればいいのになとすごく思いました。ますほのほうはそれに比べて非常に、ある意

味では場所も狭いし、暗いし、非常に使い勝手の悪いなというところでもかなり修繕をされた

りして、使い勝手がいいようにはなっているんですけども、先ほどのメリットの中で近いとい

うようなことがありましたけども、放課後児童クラブも併設してありますよね。普通の一般の

子どもたちというのはたぶん、今言ったぴよぴよクラブとかいろんなところというのは、お母

さんたちがお連れになって、そこまで行きますよね。ということは、近いというのはどういう

方たちが近くて子どもたちがあそこに、児童クラブではない子どもがあそこの児童センターに

通うという機会がそんなに多いのかなと思うんですが、いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
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〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 お答えします。 
 昨年の利用者数を幼児、小学生、中学生、高校生、大人、保護者等でちょっと統計というか

計算をしてみたんですけども、小学生の部分におきまして、ますほ児童センターのほうは児童

クラブではなくてセンターを利用するということですから、クラブ以外の子どもたちのことな

んですけども、ますほ児童センターが９１２人。それに比べましてかじかざわ児童センターの

ほうでは小学生が２，２１６人。やはりまちなかに設置されている児童センターということで

乳幼児および保護者、お母さんたち、それから１回、家に帰って児童センターを利用する小学

生が、やはり近場にあるということでリピーターが多いと聞いております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ここが、別に１つにしてほしいということを言いたいわけではなくて、経費のところで、あ

とで児童クラブのほうのお話をしたいと思うんですが、どうしてもそちらのほうの兼ね合いの

ことを考えてみると一本化して、児童クラブのほうの経費をそちらのほうに流せないかなとい

うようにちょっと思いましたので、メリット・デメリットをお伺いしたいんですが、増穂のほ

うで小学生が９１２人ということで考えてみますと、１日どのくらいなのかなということも含

めて、ここはもうちょっとちゃんと聞いてみないと分からないなと正直思いました。 
 次に移ります。３番なんですが、今、私がちょっと小学生のことだけが今、出ましたけれど

も、児童センターというのは１８歳まで利用できるということで、先ほどの課長の説明ですと、

どちらかというと就学前の子育てのお母さんたちの支援、もちろんそれはすごく大事なことだ

と思いますので、そのまま引き続きしていただければいいと思いますが、中学生とか高校生が

あそこの児童センターに通えるような雰囲気があるのかどうかというのが、私は増穂を見た限

りはあんまり感じられない。鰍沢で、ではどうかといったときにどうなのかなということも分

かりませんのでちょっとお聞きしたいんですが、それも含めて今後どのように充実させていき

たいのか、その政策を伺いたいと思います。 
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） 

 お答えします。 
 町では合併時に子育て支援課を設置し、妊娠時から成人に至るまで専門職を含めた職員が連

携を持って関わり、子育てを支援しているところであります。 
 今後も保育所や児童クラブのさらなる安全性を確保するとともに、ファミリーサポート事業

の拡大、住民のニーズに合わせた児童センター事業を取り入れるなど、子育て支援体制のさら

なる充実を図ってまいります。 
 さらに現在、町では青柳宿などを核とした「にぎわいのまちづくり構想」を進めております

ので、その中に子どもたちが遊べて、お母さん方がくつろぎ交流のできる子育てサロンなどの

設置をしてまいりたいと考えているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 うしろのほうにちょっともっと聞きたいところがありますので、今のはそれの前座みたいな

形で聞かせていただきますのでどんどん進みます。 
 ４番にいきますけども、今度児童クラブのことですが、富士川町には３つあります。その児

童クラブの利用状況を伺いたいと思います。 
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） 

 児童クラブ、３つとも定員は７０人です。ですが平成２５年度当初の各児童クラブの登録児

童数はますほ北児童クラブが１年生が２４人、２年生が２６人、３年生が１８人、４年生が２人

で合計７０人となっております。ますほ南児童クラブは１年生が２１人、２年生が２０人、３年

生が７人、４年生が１０人で合計５８人となっております。さくら仲良しクラブは１年生が

２２人、２年生が９人、３年生が４人、４年生が３人、５年生が４人、６年生が２人で合計４４人

となっております。全体で１７２人の児童の登録があります。 
 利用状況について、登録はしていても習い事等で欠席をする児童もおりますので、平成２４年

度の児童の１日の利用人数の平均はますほ北児童クラブは４５人、ますほ南児童クラブは

２７人、さくら仲良しクラブは１９人となっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の数字的なものは分かりましたけども、その数字というのはこの町にふさわしい数字だと

いうふうにお考えなんでしょうか。というのは私もいろいろ調べさせていただいたんですが、

今、これは山梨県の男女共同参画課のほうから出ているんですけども、この前、これをいただ

いたんですけども、山梨県で共働き率というのが山梨県の場合４９．４％、これは全国で１１位

だそうです。非常に高いんですよね。これが富士川町にぴったり当てはまるかどうかは分から

ないんですが、その状況の中で今おっしゃった人数というのがどのように、富士川町の中では

利用状況がちゃんとできているかどうかというのは、検証したことはあるんでしょうか。 
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） 

 お答えします。 
 検証はちょっとしていないかもしれないんですが、先ほども言いましたように毎日毎日が定

員いっぱいになることはないんですけども、入れ替わり立ち代わりで来ておりまして、今の指

導員の体制でとてもいっぱいいっぱいなところがありまして、もちろん午前中とか、児童クラ

ブは下校時からなんですけども、最初から全員がバッと来るわけではなくて、入れ替わり立ち

代わりということがありまして、最終的に一番、３時半から５時半の間がとても２人では対応

できないようなそんな状況もありますので、定員７０人ということに対してですといっぱい

いっぱいかなという感じはしております。 
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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） 
 たぶんそういうお答えになるんではないかというふうに私も感じていたんですが、行政側か

らみると定員が７０人だから７０人のところをつくればいいという考え方も、それは１つとし

てありますけども、現状的にどうなのかということをやはり考えたほうがいいのかなと思うん

です。というのは今、鰍沢のほうは６年生まででしたか、利用がありますね。南のほうは４年

生までちょっといますよね。だけども、北のほうはまったく２人かなんか、すごく少ない数で

もう７０人、定員だから取れませんと、こういう状況ではないですか。私は、これは教育委員

会から別の資料としてもらったのがちょうどあったのでちょっと調べたんですけども、これは

去年の１０月で２５年度の児童の見込み、これは増穂小学校で計算してみました。計算してみ

ますと共働き率が４９．４％だとしますよね。富士川町も。そうすると今、増穂小学校の１年

生の児童は１１７人、そのときの見込みですけども、ちょっと違うかもしれませんけども、

１１７人いるわけです。それに対して共働き率を掛けると５７．７人なんですね。５７．７人

に対して、北と南で合計を合わせると４７人いっているわけですよ。そうすると１０人くらい

の差なんだなと思うではないですか。２年生になるともっとそれが顕著で４９．８人が共働き

でいくとそうなんですけども、現実に４５人もいっているんです。かなりの率でいっているな

というのが分かって、３年生は実際７７人しかいないんですね、児童が。ここでガッと下がる

んですけども、これに伴うと３８人のところが２５人。私が一番ここで言いたいのは、町長は

４年生まで上げたらどうかということを前ちょっと聞いたんですね。私はそれ大賛成です。す

ごく賛成なんです。４年生をその場で考えてみると、３４人くらいになるはずなんです。そう

すると今のところでは、もしかしたなら足りないかもしれないというのが出てくるんですが、

ここでちょっと教育委員会のほうでお尋ねしますけども、４年生を放課後児童クラブというと

ころで、今、３年生までなっていますけども、４年生という年代は私的には非常に親としては

家の中に１人でいさせるのは非常にちょっとまだ危ういなというのが思うんですが、教育委員

会としてはある、なしはこっちへ置いといて結構ですので、学童の年代としてどういうふうに

考えますか。 
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） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 学校が一番、安定していくのは３年生、４年生が順調に学年を上げていくのが一番安定して

いくと思っています。今の質問でありますけども、当然、学童保育に行く事情が仮にあるとい

たしましても施設の容量の問題、それから指導するマンパワーの問題、この２つがクリアして、

なおかつ事情があれば拡大することは学校としてはやぶさかではないと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今のお答えですと、あればあったにこしたことはないというように私も思っています。実は
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いろいろ調べましたけれども、４年生までの学童、放課後児童クラブで４年生までというのは

あんまりないんです。非常にこれはある意味で画期的で、私もインターネットで調べましたけ

れども、九州であってそれが全面的に、４年生までみたいな感じで取っているんですね。先ほ

ど町長は５００人アップ作戦の中で子育ての充実を挙げていました。そういう中で、いろんな

ものが含まれていますけれども、この放課後児童クラブの状況を町長はどういうふうに考えて

いますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 児童クラブ、これは児童福祉法に基づいて学校とは別に造っている施設であります。放課後

児童クラブはまた学校の空き教室を利用したりしながら、学校の中に造れる施設だと思ってお

ります。これだけ少子化になって各学校もかつての児童数がいませんから、学校に空き教室が

あれば、そこを活用しながら放課後児童クラブができるんではないかなと思っております。 
 ただ、今４９．４％という共働き率がありました。増穂小学校も全体で６００人ほどですか

ら、各年代が１００人としても１年生から４年生すべてが利用すれば２００人、定員がないと

足りないという計算になります。ただ、その中にはスポーツクラブへ入っていたり、うちに帰

ればおじいさん、おばあさんがいて一緒に見てくれる人たちもいますから全員が全員ではない

と思いますけども、北児童クラブのほうは定員いっぱいの登録があり、そして南児童クラブは

若干空いている。鰍沢のほうはもうちょっと空いているという状況の中で、実際には北児童ク

ラブが５０人足らず、そして南の児童クラブも３０人足らず、仲良しクラブも２０人足らずと

いう利用者です。ですからこの定員が登録者イコール定員ではなくて、もうちょっと柔軟性を

持たせられれば、空いている部分がありますのでそこはそういった子どもたちにもっともっと

利用していただけるんではないかなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 本当にそういうところって柔軟に考えていただきたいなと思うんですけれども、今、富士川

町の場合は４９．４％の共働き率の中で、それが１００だとすると平均すると８０％の子ども

たちが行っているんですね。そうすると、私が計算した限り２９年まではぴったりくらいに、

７０人定員だとしてぴったりぐらいになるんだろうなと思っています。 
 ただ、問題はいろいろありますよ。すごく狭いですから、あそこに７０人いたらとんでもな

いことになるなと思いますけども、とりあえず数字的にはできないことはないなということを

考えておりますけれども、またこれを検討していただきたいと思いますけども、５番に移りま

すね。 
 富士川町ではほかの市町村より利用する学童の年齢を上げ、先ほど言いましたけれども、実

態に見合ったサービスを展開していて非常に私も評価していますし、まわりからも富士川町っ

ていいよねということは聞いています。しかし、先ほど課長もおっしゃいましたけども、非常

に人的不足が懸念されています。私たち教育厚生で、５月８日に実際に現地の状況を視察しま

した。ちょうど学童がいるときだったんですけども、非常に現場の先生たちは大変だなと思っ

ています。もうちょっとここがなんとかならないと４年生を上げるとか、それ以前の問題になっ
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てしまうなというところなんですが、ここらへんのところで人的不足も懸念されていますけど

も、どういう体制をとっているのかを伺いたいと思います。 
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） 

 放課後児童クラブは学校でもなく家庭でもない、でも子どもたちにとってほっとする居場所

でありたいと考えております。そのため、各児童クラブに指導員を専従として２人配置してお

ります。また、ますほ北児童クラブとますほ南児童クラブにつきましては、今月から児童が帰っ

てきて一番多くなる午後３時３０分から午後５時３０分までの時間帯に対応するために、３人

の指導員での体制をとっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 ３人の指導員をということなんですが、これは私たちが行ったときはちょっと今、人が足り

ないんですということで、これはちょっと大変だなと実際思いましたけども、今は、では現状

的には大丈夫になっているということでいいんですか。 
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） 

 そのとおりでございます。先ほども申しましたが、一番混む時間でわいわいするときで、と

てもちょっと２人では大変というところを、そういうときのために登録してくださっている指

導員の方にお願いができることになりましたので、今月からそのようにさせていただいており

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） 

 では６番のほうに、ちょっと今のに関連してしまいますので６番のほうに移りますけれども、

放課後児童クラブの運営は時間的に人の確保が難しい。ファミリーサポート制度のようなシス

テムを放課後児童クラブにおいてもつくれないか、人的確保も含めてこれらの充実策を伺うと

なったんですが、今、登録していただいた３人に来ていただくことになったので大丈夫ですと

いうお話だったんですが、もうすでにこの登録制度みたいなものができていて人的なものは充

実しているというふうに思ってよろしいんでしょうか。 
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） 

 専従の指導員の方々が当然お休みをしたりするときのために、できる方というのはお聞きし

て、登録といいますか、お願いはしているんですけども、いついつ来られますかということで

お願いしている状況なので、現在のところはこれでなんとかやっております。 
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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） 
 たぶん現状は今のところはという、そういうところだと思うんですが、これをもうちょっと

確立したいと。私たち教育厚生で２年ぐらい前でしたか、笛吹市の石和で退職した先生たちが

ＮＰＯを立ち上げて、そして放課後児童クラブをやっていると。私はすごいそういうのがいい

なと思ったんですね。町もたぶん、そういうことをやってくれる人がいれば、任せるのかなと

いう気持ちもあるんですが、そういう土台を子育て支援課が音頭をとってやっていただかない

と、なかなかそれって誰がやるのという話になるんですが、そういう考え方はないでしょうか。 
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） 

 現在のところはあくまでも雇用としての指導員の確保をしていきたいという考えでおります。

しかし今後、有償ボランティアとしての人材確保も十分検討していき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） 

 このファミリーサポート制度のようなと書いておきましたけども、これはもともと、ここの

町が考えたわけではなくて、こういうやり方をほかのところがやっていて、それを自分たちも

取り入れたやり方だったと思うんですが、ここは子育て支援課でしっかりと制度を確立するよ

うな、何かの施策をここで持っていくということが非常に大事だと思うんですね。子育て支援

というのはもちろん今、児童センターでいろんな子育てのお母さんたちに来てもらって、いろ

んな提供をしている。これはたぶん、かなりの部分で富士川町もやっている。でも、それって

みんなどこでもやっていることなんです。これで、もう一歩、先に出るということであればこ

ういうサポートする、今度地域を巻き込み、いろんな人たちを巻き込み、退職した先生方もい

らっしゃるし、退職した保育園の先生たちもいらっしゃるしという、もしかしたら学生でもい

いと。そういう何かの仕組みをつくるような形を、子育て支援課が音頭をとってしていただき

たいと思うんですが、もう一度、これは課長に聞いたらいいんでしょか、町長に聞いたらいい

んでしょうか、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） 

 実は私も先日、石和のＮＰＯ法人がやっているそういう施設を見学させていただいてきまし

たけども、そこでもいろんな話があったんですけれども、町でいろいろ、場所はあるんだけど

も、やる人が、場所があってやる人が誰かいないかというのではなくて、本当はこんなことを

やりたいんだけども、場所がないからできないというような、そういうような人たちがいるほ

うが本当は順番的にいいんですよねという話もちょっと出てきまして、富士川町だってそうい

う人いますよということもいろいろお話も聞いたりしてきたので、ぜひそういう人たちを。子

育てサークルの支援なんかもしていますので、そういう人たちがいずれ育っていって、そうい

うものをやってくれてもいいし、先ほども教師を退職した先生とか、元保育士さんだった先生
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方とか、子育て支援課で何かアクションを起こしていかないと駄目だなということは今、そう

いうふうに思いましたので頑張ってやっていきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 たぶん町長は子育て支援課をつくった思いというのは非常に重くて、いつも私はそちらのほ

うの関係を質問させていただいているんですけども、いくら町長が政策を掲げてもそれに職員

が知恵を出し合って、課を超えてやっていくという姿勢が非常に大事になってくると思うんで

すね。今の課長さんの返答を聞きまして非常に心強く思ったので、町長さんはしっかりとそこ

らへんをサポートしてあげてほしいなと思います。 
 ７番目に移ります。児童センターの活動、放課後児童クラブの問題は子育て支援課に限らず、

福祉保健課、そして教育委員会まで関係します。総合的に考えることが大切だと思いますが、

連携できていること、問題点、解決策などを伺っていきたいと思います。 
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） 

 現在、放課後児童クラブでは、子どもたちの児童クラブでの様子や学校での様子を指導員が

担任の先生と連絡し合って情報の共有化を図り、連携をとりながら子どもたちの対応をしてお

ります。また、児童センターの利用者および児童クラブ利用者に２５年度からスタートした富

士川町食育推進計画を基本とした食の指導を行っていきたいと考えております。 
 本年度はぴよぴよクラブ、子育て広場等で保健師による食生活指導、食生活改善推進員さん

の協力を得ての豊かな食とは何かを考えるきっかけづくりをしていく予定でおります。 
 今後も児童センターは児童が学校に行っている午前中には乳幼児期の子どもと母親が集い、

学校が終わると子どもたちが遊びに来るし、お年寄りも様子を見に来てくれるという地域に根

ざした子育て支援の拠点となりますよう、目指していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今、課長がおっしゃったように子育てというのは、いろんな課をまたいで連携をしていかな

いと、ここの富士川町の子どもたちによりよい、すこやかに育つ環境というのはなかなか与え

られないんではないかなと思っております。例えば児童センターには、条例を見ましたら運営

委員会というのがございますね。この運営委員会は２年の任期で、どんな方がメンバーになる

のかなと思ってみましたら児童の育成団体の代表者、民生児童委員、保護者の代表、行政機関

の職員と、こういう方たちが構成メンバーとしていて、たぶん運営委員会をなさっていると思

うんですが、この構成メンバーを見るとかなりの部分でいろんな課のところをまたがっている

なと思うんですが、この運営委員会というのはきちんと開かれてどんな意見が出ているのか、

もし分かりましたら教えていただきたいんですけれども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
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〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 毎年１回ですが、運営委員会を開いております。特に今、児童センターでやっていること等

の話し合い、昨年、私、初めて行きましたので昨年１回経験したわけですが、今どういうこと

をやっているかということを話し合いしまして、協力体制ですね、学校の先生方も見えており

ますし、そういうところで連携できること等をお話ししてやっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 年に１回ということなんですけれども、例えば課長が児童センター、あるいは放課後児童ク

ラブを、就任してそんなに間がないのであんまり言えないかもしれませんけども、自分だった

らばこういうふうにしたいと。こういうふうにしたいけれども、予算的にこういうことがある

から、今この段階ですとか、やはり女性が子育て支援課の課長になりました、そうすると私た

ちは非常に期待をして、分かってくれる人が来たなということで富士川町のお母さんたちはた

ぶん喜んでいると思うんですが、男性が駄目ということではないですよ。そういうことではな

くて、そういう期待を一身に受けているというふうに思っていただいたときに、この児童セン

ターと放課後児童クラブというのは、これは町がやらなければならないという規定ではないん

ですね。私、見たらやってもいいみたいな。児童福祉法で書いてあるのを見ましたら、私はてっ

きり設置しなければいけないと思ったならば、そうではなくて設置してもいいんだよという規

定になっているんですね。ということは、積極的にやるということはどれだけここの町が子育

て支援にしっかりと予算を落として、きちっとやっているんだということをここはやっぱり一

番特徴になるところではないかなというふうに思うんですが、課長さんの今思っていることで

結構ですので、ここの児童センター、放課後児童クラブ、ここを自分としてこういうふうにし

ていきたいというふうな思いがあったらお願いいたします。 
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） 

 今、児童クラブにしても児童センターのほうにしても、職員が本当に一生懸命、いろんな事

業、計画を立ててやってくれておりますので、それになおというと、やはり人的なこともちょっ

と関わってくるかなと思います。今は、今やっていることをより充実させていくべきかなと考

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） 

 就任してそれほどまだ経っていないので、あまり酷なことは言えないなと思いますけれども、

あくまでも施策は子どもに合わせていただきたい。これは基本です。富士川町の子どもたちを

どういうふうに児童センターで守っていくのか、育てていくのか。放課後児童クラブで育てて

いくのかという、そういう気合を持っていただかないと職員の人的な配慮は、子どもたちがこ

うだから、これだけの予算がほしいんだということをやっぱり財政課のほうに打って出なけれ

ば、これはもらえませんよね。私はそういうことを期待しています。こういうセンターが２つ

あるなんてというところはあんまりないんですよね。せっかく２つあるところを、メリット、

 １０７



デメリットといってデメリットはないとおっしゃったんであれば、メリットをどんどん生かし

ていく方向でやっていってほしいなと思いますが、いつも最後に私、町長にお聞きするんです

けども、町長の子育て支援の政策の中で児童センターと放課後児童クラブ、このことの位置づ

けですね。町長の中でどんなふうにこれから展開していきたいのか。また、どういうふうに考

えているのかがあったら、お聞かせください。 
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、先ほども言いましたように合併と同時に子育て支援課を設置いたしまして保育士、

保健師、助産師、栄養士、それに事務職も入れた助産師まで入っている子育て支援課は県下で

うちだけではないかなと思っております。これだけの人たちがこれまでの経験とかいろいろな

ものを生かしていただきながら、既存の施策あるいは事業にこだわらずにもっと妊婦さん、お

母さん、子どものニーズを的確に捉えていただいて、これは放課後児童センターも児童クラブ

も同じことなんですが、それ以外のことも含めて今言ったように既存の考えに捉われずに、妊

婦さん、お母さん、子どもの要望等はどこにあるのかなと、そこを捉えていただきながら施策

展開をしていただければ、もっともっといい町になっていくんではないかなと思っております。 
 先ほどもちょっと課長のほうからお答えさせていただきましたけども、今、町のにぎわいの

まちづくり構想というのを立てています。うまくいくかどうか分かりません。みんながこれに

賛同していただいて、人が付いてきてくれなければ絵に描いた餅になるかもしれません。これ

はインター周辺がにぎやかになったばかりでは町もうまくありませんから、もう少し既存の商

店街のほうを、青柳宿を中心としてにぎわいのまちづくりをやっていこうという構想でありま

すが、そういう中に子どもたちが遊べたり、妊婦さん、お母さんがくつろげたり、そういった

みんなで交流できる、今、核家族化になっていますのでお父さん、お母さんが聞けない家庭も

多いと思いますから、いろんなことをそうやって先輩の意見が聞けたり、そんなような交流の

できる子育てサロンなんかもその中に配置できたらいいかなと、こんなふうなことも考えてお

ります。 
 いずれにしてもお母さん、妊婦さん、お子さんのニーズがどこにあるかをしっかり捉えなが

ら、それに対応していくような施策展開をしてい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） 

 町長の既存な考え方ではなくて、それを飛び越えてその町に合ったものをどんどん出してい

きたいという、そういう思いがあるということは、非常にこの町がたぶんすごく活気づいてい

くんではないかなと私は期待するところなんですが、先ほど長澤健議員さんがお年寄りが子ど

もと一緒に遊びたいんだけど、議員でさえも分かっていないというか知らないんですよ。結局、

こういうところでこういうことをやっているということが分かっていない。ホームページを見

させてもらいましたけども、それはまだまだ周知が足りないというのもありますし、先ほど神

田議員さんから増中の森林の話も出ましたけれども、もしそういう森林の体験ということであ

れば、児童センターが音頭をとって教育委員会と絡みながら、こういうことをやる、ああいう

ことをやるというのもこれも１つの手だと思います。とにかく子どもを中心にいろんな企画を
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立てていただきながらそれに予算を盛っていくと、そういうふうな形でぜひやっていただきた

いなと思います。 
 終わります。 

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、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） 
 質問に入る前に議長に一言、お願いがございます。 
 質問事項の字句訂正を１カ所お願いしたいんですが、よろしいでしょうか。 
 １５ページの農地の活用についての、上から４行目の「８千ヘクタール」とあるのを「８千

アール」にご訂正をお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ただいま、訂正が通告者からありました。 
 「８千ヘクタール」を「８千アール」に訂正ということで。分かりました。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 では質問に入らせていただきます。 
 １．農耕地の活用について。１５ページをご覧ください。 
 （１）農業従事者の高齢化や脱農業、後継者や担い手不足などで遊休農地や耕作放棄地が増

加の方向にあります。平成２２年度の農林業センサスによる当町の有効耕作農地は約８千アー

ルと発表されていますが、当町の総面積１万１，２００ヘクタールの７％前後でございますが、

この農地を遊休農地や耕作放棄地としないための対策をどのようにしているか、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。 
 農地の維持管理の課題として１つは農業従事者の高齢化や後継者不足、担い手不足など人の

問題。２つ目として、小規模な農地が多く生産性に合わないといった問題などがあります。こ

うしたことから町では中山間地域直接支払い制度を導入し、現在１５地区の農業従事者がこの

制度を利用し、農地、水路等の維持管理を行っているところであります。 
 また、平成２４年度に国が創設した次代の農業の担い手を育てるための青年就農給付金制度

を活用し、現在１名に農業の安定に向けた支援を行っているところであります。このほか農地

銀行の活用や農地・水・環境保全対策事業、農地集積協力金制度などを取り入れ、農地の維持

管理に対する支援を行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 大変ありがとうございました。次の質問に入ります。 
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 （２）耕作放棄地の増加を抑え、放棄された農地を利活用する仮称、農地中間管理機構が制

度的に設置されようとしています。農地集積協力事業の現状と今後の本町における農地集積へ

の取り組み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。 
 国では昨年度から農地集積協力金制度を実施しておりますが、本町では現在のところ利用者

はおりません。今後は同制度を利用していただけるよう、広報等によりさらに周知していきた

いと考えております。また、国では各県に農地集積と耕作放棄地の発生防止・解消を目的とし

た仮称、農地中間管理機構の設置を計画しております。この機構は農地の集約、農地の管理な

どを業務としておりますので、設置後は本町でも活用してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（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。ありがとうございました。 
 次に移ります。（３）耕作放棄された農地に繁茂した雑草や立木が隣地の耕作物に害を与え、

有害鳥獣類の住みかや病害虫の発生源となっています。冬場には除去されず放置された雑草類

が枯れ草となり火災の原因にもなることから、当町にはこうした状況が発生しないよう雑草の

除去に関する町条例がありますが、所有者などに適正管理の責務を課していますが、条例の周

知と実効性を確保するための方法について、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） 

 お答えいたします。 
 空き地および荒廃農地に繁茂した雑草の除去に関し、快適な生活環境の保全と近隣農用地の

農業生産の阻害等、不適切な状況を除去することを目的に富士川町雑草の除去に関する条例を

制定し、本条例に基づき昨年度は１４件に通知書による雑草除去の指導を行ったところであり

ます。 
 この通知書により改善されない場合には再度、通知書を送付するとともに電話連絡や戸別訪

問をした結果、１２件については除去が完了いたしました。しかし残る２件については改善が

見られないため、今後は勧告、命令の措置を行うとともにこの措置に従わない場合には農地法

の罰則条項を適用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） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 引き続いての努力をお願いいたします。 
 次に２番目の空き家、廃屋等、危険な家屋に対する対策についてお伺いいたします。 
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 （１）定住人口の減少や高齢化に伴い、管理不十分な空き家、廃屋等が散見されますが、景

観、防災、防犯など安全・安心の生活環境を損なうことにつながる恐れがあります。町は廃屋

や危険物件について把握しているのかどうか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 空き家、廃屋等の問題につきましては、人口減少や少子高齢化が進んでいる本町におきまし

ても対策の必要性が次第に高まっている状況であります。また廃屋の増加は防災、環境、まち

づくりなどあらゆる分野において大きな影響を与えることから、生活環境の悪化や地域活力の

低下などの要因となっております。 
 こうした中、町では昨年度、各区の協力をいただき空き家の調査を実施しており、空き家の

状況や所有者の意向など、現在２００件程度の空き家情報について把握をしております。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ただいま質問しました中の危険物件につきまして、再度関連質問させていただきます。 
 危険物件の中で通学路や生活道路協会に設置されたブロック塀の耐震強度について、伺いま

す。 
 １番として過去の地震被害や想定される南海トラフを起因とする地震に対して、不安はない

でしょうか。見た目だいぶ老朽化したブロック塀等が散見されますが、この点どんなふうにお

考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 それでは、お答えいたします。 
 ブロック塀の耐震についてでございますが、まず昨年８月に発表されました南海トラフ地震

の被害想定では死者３２万３千人、建物全壊等が２３８万６千棟とされております。町では最

近の情報では予知ができないということですので、非常に不安でございます。 
 さて、今ご質問のブロック塀につきましては、法律で最小限守らなければならないことが規

定されております。法律で定められた基準を満たした塀と、そうでない塀とでは地震の際の耐

震に大きな差が出ております。これまでも地震などによる東海の事例が報告され、通学路、避

難路および不特定多数の人たちが通行する道路に面するブロック塀の安全確保は、地域社会の

共通する願いであります。 
 ブロック塀のような私的財産につきましては、所有者の責任において管理するのが基本です

ので、町としましてはブロック塀に対しての対策は直接できませんが、別の角度からの対策と

しまして通学路などに交通危険個所とともに危険なブロック塀がないかなどの現場確認を行い

まして、事前に子どもたち、学校等へ周知を図りたいと考えております。 
 以上です。 
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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） 
 やはり関連するわけですが、これは制度、つまり民法２３４条ではこのブロック塀を建てる

ような場合には、境界から５０センチメートル以上の距離制限の設置条件がありますが、町の

中を見渡した場合、通学路や避難道路と思えるような道路に、見た目大変厳しい、ぎりぎりの

ところに立っているような状況がありますが、この道路管理者としてもしこういうものが被害

につながった場合には、やはり何かの注意喚起を所有者にしておきませんと、職務的な責任が

果たせないと思いますが、道路管理者としてどのような対策をお考えになっているのか、その

点をお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 保坂議員のご質問にお答えいたします。 
 建物のところに建っているブロック、建物も含めてでございますけども、道路管理者として

は建築基準法によりまして建物等、建設する場合につきましては４メートル未満の道路につい

てはセットバックということの中で基準が設けてありますので、建築基準法の規定を指導して

いきたいと思っております。また、今言った危険な個所につきましては、先ほど防災課長が申

したとおり、危険な個所をこちらのほうで把握できましたら、また学校のほう、あるいは所有

者等へその旨を報告していかなければならないと考えております。 
 以上でございます。 

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。ありがとうございました。 
 次の１７ページの（２）へ移ります。先進地の自治体では、空き家や危険物件の所有者に適

正な管理を義務付け、危険な家屋には解体除去など必要な措置を求める条例を制定して生活環

境の保全に努めているところがあります。本町でもこうした条例を参考にして、個々の事例に

適正に対処できるよう条例制定をすべきだと思いますが、町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 空き家等の適正管理に関する条例は、全国で約１３８の自治体が制定しております。その趣

旨については防災・防犯上における空き家管理、生活に密着した景観保全、魅力あるまちづく

りの促進など、自治体により多種多様であります。空き家対策については防災、環境、まちづ

くりなど各分野において、空き家対策条例が必要かどうかの検証や包括的な施策の展開も重要

であると考えております。 
 こうしたことから条例制定の必要性については、各分野における影響や問題点の洗い出しを

行うなど、調査・研究を行った上で判断してまいりたいと考えております。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ありがとうございました。ちょっと視点を変えて、防災課長にお伺いします。 
 最近、火災が頻繁に町内外で発生しております。消防関係者皆さまには四六時中、常在戦場

の体制で町民の安全・安心の生活環境に努力願っていますが、これら火災の因果関係の現状は

当町的にどうなふうな形になっておりますか。もし教えていただければ、お願いしたいと思い

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 因果関係と言われますとちょっと私どもも難しいところなんですが、火災につきましては今、

保坂議員が申されたとおり、非常に多発しております。昨日も長沢地内で発生しております。

私が昨年４月の安全・安心推進室の防災担当になりまして、昨日までで２０件の火災が小火等

も入れて発生しております。こうしたことにつきましては、それぞれご承知のとおり消防団を

通じて予防活動等をしているわけですけども、やはり住民の方々の火災予防に対する認識不足

というのもあろうかと思っております。そうしたことから、町は当然のことながら消防団等と

協力しながら町民の皆さまに火災予防を認識してもらうよう今後、周知していきたいなとそん

なふうに思っております。 
 因果関係と申し上げますと、やはり皆さんの火災に対する認識が少し甘いというようなとこ

ろもあろうかと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂議員、通告以外のことは禁止されていますので。 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ただいまの件、反省いたします。すみません。 
 次の項目に入ります。３．国道５２号線（鰍沢署から追分間）の電線地中化について、お伺

いいたします。 
 （１）旧鰍沢地区はすでに地中化し景観上も整備されていますが、青柳地区はまだ実施され

ておりません。２町合併して町を１つにしてのイベント開催やまち並み保存、景観上からも統

一した生活空間の実現について電柱・電線等の地中化が必要と考えますが、町の考えをお伺い

いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 保坂議員の国道５２号線の電線の地中化について、お答えをさせていただきます。 
 国道５２号の鰍沢警察署から青柳町追分の交差点間の電線類の地中化につきましては、安全

で快適な歩行空間の確保や都市災害による危険からの回避、また都市景観の向上等を図るため
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には必要な事業であります。このため町では毎年国、県の施策および予算に関する提案・要望

の個別事項で、国道５２号の鰍沢警察署から青柳町追分の交差点までの間の電線類の地中化を

要望しております。 
 今後も引き続き、道路管理者であります国土交通省へ積極的に要望してまいります。 
 以上でございます。 

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。ご承知のことと思いますが、このほかには東電柱やＮＴＴ柱など９０本

のコンクリート柱が道路の両側に立っております。当然、電柱があるということは電話線や電

線が網の目のように横断して入っておりまして、非常に混雑をしている状態なんですね。景観

的にもあまりよくないわけですが、もし南海トラフを原因とするような大きな災害があった場

合は倒壊の恐れ等もあるし、主要道路ですから道路交通等も非常に大変だと思います。 
 先日、５月２９日に成立しました改正道路法では区間を指定して電柱設置を禁止し、地下移

設する費用を事業者に融資する制度が可能化されたとこういう記事が載っておりますが、これ

からもこういう行政的な施策をしてくれるような法令も出ておりますから、１つ積極的に働き

かけをしていただきたいと、これは要望でございます。 
 これをもちまして、私の質問を終わります。よろしくお願いします。大変ありがとうござい

ました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告９番、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、これにて散会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ３時３２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２回富士川町議会定例会第３日の本会議に議員ならびに町長をはじめ執行部各位

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、委員会にと慎重に審議をいただき、第２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いたします。 
 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２回富士川町議会定例会第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。 

 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、お手元に配布

した一覧表のとおりです。 
 また議会開会中に行いました常任委員会の報告については、お手元に配布したとおりですの

でご了承ください。 
 なお本日、追加案件として人事案３件、議会行政視察研修案１件、閉会中の継続調査申出書

４件が提案されています。 
 ご審議くださいますよう、よろしくお願いをします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町一般会計

補正予算（第９号）） 
   日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町介護保険

特別会計補正予算（第４号）） 
   日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士川町簡易水道

事業特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の４議案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、承認第５号から８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、承認第５号から第８号までの討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士

川町一般会計補正予算（第９号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第５号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士

川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第６号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士

川町介護保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第７号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度富士

川町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第８号は原案のとおり承認することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第５４号 富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定につい

てを議題とします。 
 去る６月７日の本会議で総務常任委員会へ付託しました議案第５４号について、委員長の報

告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

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、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５４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５４号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
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 齊藤委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、議案第５４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５４号の討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第５４号 富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第５４号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第７ 議案第５５号 富士川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題と

します。 
 去る６月７日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました議案第５５号について、委員長

の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第５５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５５号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、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５５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５５号の討論を終わります。 
 これから日程第７ 議案第５５号 富士川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
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 議案第５５号に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５５号は委員長の報告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５６号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第５７号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部を

改正する条例について 
   日程第１０ 議案第５８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第５９号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第６０号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて 
   日程第１３ 議案第６１号 富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の一部を改正する条

例について 
   日程第１４ 議案第６２号 富士川町交流センター塩の華条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第６３号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第６４号 富士川町消防委員会条例の一部を改正する条例について 

 以上の９議案は条例の一部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５６号から第６４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５６号から第６４号までの討論を終わります。 
 これから日程第８ 議案第５６号 富士川町税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５６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５７号 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条

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５７号は原案のとおり可決されました。 
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 これから日程第１０ 議案第５８号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 
 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５８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５９号 富士川町児童クラブ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５９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第６０号 富士川町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正

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６０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６１号 富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の一部

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６１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１４ 議案第６２号 富士川町交流センター塩の華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６２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第６３号 富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る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） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第６４号 富士川町消防委員会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６４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 議案第６５号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１号）について 
   日程第１８ 議案第６６号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
 以上の２議案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６５号および第６６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６５号および第６６号の討論を終わります。 
 これから日程第１７ 議案第６５号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１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６５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第６６号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第１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６６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１９ 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 これから、議案第６７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
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 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第６７号の討論を終わります。 
 これから日程第１９ 議案第６７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６７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２０ 議案第６８号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第６８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６８号の討論を終わります。 
 これから日程第２０ 議案第６８号 峡南広域行政組合規約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６８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２１ 議案第６９号 道の駅外構工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 これから、議案第６９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６９号の討論を終わります。 
 これから日程第２１ 議案第６９号 道の駅外構工事請負契約の締結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６９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２２ 認定第２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２号の討論を行います。 
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 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２号の討論を終わります。 
 これから日程第２２ 認定第２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、原案のとおり認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２号は原案のとおり認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２３ 議案第７０号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついて 
   日程第２４ 議案第７１号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついて 
 以上の２議案は富士川町人権擁護委員推薦の意見でありますので、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） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７０号および第７１号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第２３ 議案第７０号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めること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７０号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 
 これから日程第２４ 議案第７１号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めること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。 
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 したがって、議案第７１号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２５ 同意第６号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任につ

き議会の同意を求めることについてを議題とします。 
 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） 
 町長からの提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第６号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第２５ 同意第６号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委

員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 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、同意第６号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 発議第２号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを議題とします。 

 提出者 齊藤欽也君から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 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） 
 これで、発議第２号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤議員、しばらくお待ちください。 
 これから、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。 
 これで、発議第２号に対する質疑を終わります 
 齊藤議員、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これで、発議第２号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２６ 発議第２号 富士川町議会行政視察研修の実施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、発議第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２７ 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２８ 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２９ 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３０ 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。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部終了しました。 
 本定例会では条例制定案をはじめ、提案された案件について慎重な中にも熱心なご審議をい

ただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、答弁などにご協力いただき、誠に

ありがとうございました。 
 議員各位におかれましては残された任期をまっとうし、住民の代表として住みよいまちづく

りのため、より一層ご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２５年第２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２９分 
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