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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美         ６番  秋 山   勇 

           ８番  鮫 田 洋 平 ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢       １１番  市 川 淳 子 

１２番  齊 藤 欽 也       １３番  井 上 光 三 

１４番  神 田   智       １５番  小 林   進 

        １６番  齊 藤 正 行 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

        ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 

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

 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良

 会 計 管 理 者 笠 井 千 尋  総 務 課 長 増 原 俊 郎

 企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤 靖

 税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史

 町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利

 子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね   

農 林 振 興 課 長 内 田 一 志  建 設 課 長 細 野 幸 男

 上 下 水 道 課 長 志 村 正 史  教 育 総 務 課 長 野 中 正 人

 生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 小 林  恵 

書    記 樋 口 一 也 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 富士川町告示第５４号をもって招集されました、平成２７年第４回富士川町議会定例会に議

員ならびに町長をはじめ執行部各位にはご健勝にて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１５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２７年第４回富士川町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 第４回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

早いもので、今年も残すところ三週間となりました。 

     １２月に入ったものの、比較的暖かい日が続いています。気象庁の発表によりますと、今年

は日本上空の寒気の流れが弱く、特に東日本では暖冬になる見込みのようです。  

     また南から暖かく湿った空気が流れるので、降水量が多くなるという予報も出ており、天候

の変動には、例年以上に注意が必要と思われます。 

     今年一年の主な出来事を振り返ってみますと、年明け早々に、イスラム国による日本人の人

質殺害予告があり、結果２名の尊い命が奪われるという衝撃的なニュースが連日報道されまし

た。１１月にはパリで同時多発テロが起き、少なくとも１２０名以上の死者がでて、その犯行

もイスラム国によるものと報道され、いまだに世界を恐怖に陥れています。 

 明るい話題では、ＦＩＦＡワールドカップでのなでしこジャパンの活躍や、ラグビーワール

ドカップでの初戦、対南アフリカ戦での日本の勝利は、日本中が歓喜に包まれました。 

     中でも一番の喜びは、本県出身の大村智氏がノーベル医学・生理学賞を受賞されたことでは

なかったでしょうか。このことは子どもから大人まで、多くの人が誇りに思い、希望が持てる

出来事でした。大村氏の「人のためになる」ことを考えて行動するという信条は我々の日々の

生活においても、非常に大切なことであると気付かされました。 

     現在、わが国においては、２０１７年４月に１０％への引き上げが予定されている、消費税

において、国民生活に与える影響が懸念されています。政府は食品など生活に欠かせない品の

税率を低くする、軽減税率を導入する方針を示し、低所得者に配慮した政策を検討しています。

税率の引き上げは、増え続ける社会保障費の安定した確保のために必要とはいえ、国民の日常

に大きな影響は必至であるため、今後、ますます関心が高まっていくものと思われます。 

本町に目を向けてみますと、３月８日には町政施行５周年記念式典が執り行われ、式典の中

で、町の鳥「ハト」と、町の歌「明日を生きる」の制定が行われました。 

また９月には、町の魅力を全国に発信するため、町民も参加したプロモーションビデオが、

全国移住ナビやホームページにアップされ、本町のイメージアップに大きく貢献を果たしまし

た。議会でも６月から８月にかけて１２地区で地区懇談会を開催し、町民と直接、地域の課題

等を話し合いました。今後も峡南医療センターの運営を始め、リニア中央新幹線建設工事に伴

う諸問題など、町のさまざまな課題に対して町民の声に耳を傾けるとともに、町と連携して対

応していく所存であります。 

さて、今定例会は平成２７年度補正予算、条例制定や条例改正などについて審議をお願いす

ることとなっております。会期は１２月１８日までの８日間を予定しております。議員各位に

おかれましては健康への十分な留意と活発な議論をお願い申し上げあいさつといたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

   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、 

 ３番 川口正光君 

 ４番 青栁光仁君 

を指名します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１８日までの８日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から１８日までの８日間と決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名および開催された

会議等につきましては、一覧表としてお手元に配付したとおりです。 

 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１５日の本会議で議事日程により審議をお願い

します。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

ここで、町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

 町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     本日ここに、平成２７年１２月 富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

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

ます。 

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

礼を申し上げます。 

 さて、今年も余すところ、わずかとなりました。年末、年始を控え、多忙な日々が続くこと

と思いますが、御体に十分御留意され、輝かしい新年を御迎えくださるよう、願うものであり

ます。 

それでは、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、その概要を御説明申し上げますとともに、主要な事業への取り組み状況を申し述べ、議員

各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。 
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はじめに、先月、フランス パリにおいて、武装したグループによる同時多発テロ事件が発

生し、１９カ国の１２９人が犠牲になっております。 

また、負傷者も３００人を超えるなど、余りにも残酷な惨劇に世界中が震撼したところであ

ります。全ての犠牲者、ご家族に心から哀悼の意を表すとともに、世界の平和を祈るばかりで

あります。 

国内に目を向けますと、先月、内閣府が発表した我が国の経済状況を見ますと「景気は、一

部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、先行きについては、「雇用、

所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待

される。」としております。 

また、日本経済連の榊原会長は、今月７日、来年の春闘に向けた経営側の方針として、基本

給などを引き上げるベースアップだけでなく、ボーナスや手当てを含めた年収ベースで、今年

を上回る水準の賃上げを呼びかけたいという考えを示しましたが、地方経済を見ますと、景気

にしても、実質賃金にしても、回復基調の実感はほど遠く、一日も早く、実感できる景気回復

を期待するところであります。 

また、今年の大きな動きとしては、１０月５日、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定

交渉の大筋合意がなされました。今回の合意は、幅広い分野に影響を及ぼすとともに、農林水

産業、特に中山間地域の農業に深刻な影響を与える懸念があります。政府においては、これま

で以上に国内農林水産物の品質や安全性に対する国民の理解を深めるとともに、このことは、

食料自給率の低下を招くとともに、日本の原風景である農山漁村の構築が妨げられ、地方創生

を推進するうえでも支障となりかねないものであります。日本の農村漁村を守るためにも、政

府おいては、国内一次産業の振興策を講じるとともに、私ども地方自治体が、農業経営力の強

化や６次産業の育成など、農村の価値を向上させ、その活力が維持できるよう、１５年度の補

正予算案の編成においても、経済対策とともに、地方自治体への安定的な財源を期待するとこ

ろであります。 

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

上げます。 

まず、総合戦略の策定についてであります。国においては、今後の日本創生においても、地

方版の総合戦略は、大変重要な計画として位置付けております。こうしたことから、本町では、

国が策定した「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、町の人口動向を分析し、将来展望

を示す「人口ビジョン」と、今後５か年の基本的な施策を提示する「富士川町総合戦略」を策

定したとこであります。この総合戦略の策定にあたっては、産業界、行政、教育機関、金融機

関、労働団体、メディアなどの外部の有識者からなる「富士川町まち・ひと・しごと創生有識

者会議」を設置し、御論議をいただきながら、本年１０月末に策定したところであります。人

口ビジョンでは、平成７２年の人口を、現在とほぼ同じ、１６，０００人とし、これに向けた

５年間の総合戦略では、基本目標として、「安定した雇用を創出」「新しい人の流れ」「若い世代

の結婚・出産・子育ての支援」「時代にあった地域づくり」の４項目を掲げたところであります。

今後は、策定した総合戦略について、着実に実行する中で、議会のチェックをいただきながら

時代、時代にあった事業展開を行って参りたいと考えております。 

なお、総合戦略を１０月末までに策定いたしましたので、地方創生先行型の上乗せ交付金を
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活用して、土日祝日路線バス運行事業やＩＣＴを活用した魅力ある学校づくり事業を進めてい

るところであります。 

 次に、指定管理者の選定についてであります。「かじかの湯」及び「鰍沢デイサービスセンター」

の指定管理につきましては、平成２８年度末をもって指定期間満了を迎えることから、温泉の

みの管理・運営、デイサービスのみの管理・運営、両施設一括の管理・運営の３選択により、

新たに指定管理者の募集をしたところであります。こうした中、かじかの湯には２社、鰍沢デ

イサービスセンターには１社の応募がありましたので、指定管理選定委員による選定委員会に

おいて、それぞれの応募者から、事業計画、収支予測などの説明を受け、選定基準に照らし合

わせ、審査を行った結果について、答申をいただきましたので、今定例会に、鰍沢デイサービ

スセンターには、現在の社会福祉法人「かじかの会」を、「かじかの湯」には、東京都の株式会

社「ビルネット」を指定管理者とする、指定案件をお願いするものであります。 

次に、トレーニング室の移転についてであります。町民体育館に併設しているトレーニング

室については、リニア中央新幹線建設に伴い、移転・改築を迫られていることから、その移転

先を検討していたところ、フォレストモール富士川から、新たに建設するモールの一部を地域

貢献として町に貸与したい旨の申し出を受けたところであります。この施設の町が利用できる

面積は、現在のトレーニング室が十分に収まる規模であり、これを活用することで建設費の抑

制が見込まれるため、町民体育館内のトレーニング室を、フォレストモール富士川の増設店舗

内に移設することとしたところであります。現在、明年４月オープンを目標に準備を進める中

で、今定例会には移転経費を計上しております。一方、トレーニング室の管理、運営につきま

しては、トレーナーによる指導を求める町民ニーズに対応するため、指定管理方式とし、募集

を進めて参りたいと考えておりますが、応募者がなかった場合も考えられますので、年度内に

は管理運営についての結論を出したいと考えております。 

次に、防災ラジオについてであります。防災ラジオについては、本年９月１０日から運用を

開始し、台風や大雨時などの緊急情報をはじめとする防災・行政情報が、自動受信により確実

に届くことから、購入していただいた多くの皆様から好評を得ているところであります。こう

したことから、１１月から第２次募集を行っておりますが、防災意識の高まりや、防災ラジオ

の機能に対する理解の深まりなどから、現在１００件を超える応募をいただいているところで

あります。 

今後も、情報配信ツールの一つとして、非常に有効である防災ラジオの普及に努め、災害に

強く、安心・安全に暮らせるまちの実現に向けて取り組んで参りたいと考えております。 

 次に、入湯税の免除についてであります。町が設置しております「まほらの湯」及び「かじ

かの湯」につきましては、入湯税の課税対象施設となりますが、「まほらの湯」については、開

設当初から健康増進と町の活性化を目的として、町の福祉エリア内に設置した施設で、町条例

に規定する課税免除施設としておりました。 

 一方、かじかの湯におきましては、観光エリアに設置した施設であったため、地域性も考慮

し、課税対象施設としていたところであります。しかし、この２施設は、福祉や健康の増進と

町の活性化が目的で県の温泉経営許可も同等、利用料も同じであり、また、かじかの湯につき

ましては、入湯税相当額を補助金として交付しており、両施設とも同様な収入で、運営、営業

を行う指定管理施設であります。こうしたことから、「かじかの湯」の入湯税も同じ扱いとする

ため、税法上において検討した結果、問題がないこと、また、明年から新たな指定管理者とな
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ることから、この際、「まほらの湯」と同様に「かじかの湯」の入湯税を課税免除としたいと考

え、税条例等の一部を改正する条例案を提出しております。 

なお、「かじかの湯」の入湯税課税免除に伴い、これまで補助していた運営費補助金は廃止す

ることとしております。 

次に、新ますほ児童センターについてであります。リニア中央新幹線建設に伴い、移転予定

のますほ児童センターにつきましては、現在、整備検討委員会を立ち上げ、規模や機能と設置

場所について協議いただいております。設置場所については、児童が安全に健やかに過ごせて

利用しやすい場所、必要面積が確保できる場所を考慮する中で、現在、増穂小学校を中心に南

側に児童館、北側に児童センターが位置していることから、現在地を中心に９箇所の候補地を

示す中で、設置場所の御検討をいただいております。 

今後は、早急に移転先を決定し、用地の取得に向け諸手続きを行うとともに、施設の機能と

規模を確定する中で、建設に向けて諸準備を進めて参りたいと考えております。 

次に、病後児保育事業についてであります。近年、共働き夫婦の増加や核家族化が進み、さ

らなる子育て支援の充実が求められているところであります。こうした中、本町では、保護者

の子育てと就労の両立を支援するため、病後の回復期にあって集団生活が難しい場合に、安心

して子どもを預けられるよう、峡南医療センター富士川病院の看護師宿舎内に、病後児保育の

準備を進めておりましたが、明年１月４日より開設できる運びとなりました。 

これからも、利用しやすい環境を整えるとともに、広く周知し子育て支援に努めて参りたい

と考えております。 

次に、JR身延線鰍沢口駅舎改築に伴うトイレの設置についてであります。JR東海では、鰍

沢口駅舎建て替え工事に伴い、現在ある駅構内のトイレを撤去し、今後は、新たにトイレは設

置しないとの方針を示しております。こうした中、市川三郷町からトイレの共同設置について

打診があり、協議した結果、鰍沢口駅は、両町の利用者が多く、また、公共交通機関の発着場

所であり、住民ニーズもあることから、共同で設置することとしたところであります。こうし

たことから、トイレを共同に設置するための協定を市川三郷町と結ぶとともに、新駅舎に併設

するトイレが完成するまでの間、富士川町側に仮設トイレを設置することとし、その経費を今

定例会に計上しているところであります。 

次に、プレミアム商品券の利用状況についてであります。プレミアム商品券は、１億２，

５００万円の発行金額のうち、１０月末現在で１億４６５万５千円、率で言いますと８３．

７３％、が換金され、そのうち小売店が７，６８３万４千円、大型店で２，７８２万１千円が

利用されております。 

また、小売店のみ利用できる商品券を見ますと、発行額７，５００万円を既に上回っている

ため、共通券においても小売店で多く利用されたことが伺えます。 

なお、利用期限は明年１月１２日であります。期限が迫っておりますので、使い残しのない

よう、広報して参りたいと考えております。 

次に、鰍沢警察署宿舎跡地の購入についてであります。町民会館移転に伴う駐車場整備につ

いては、明年４月のオープンに向け順調に進んでおります。こうした中、大型バスの駐車場の

確保や、地元から町道上北２号線の拡幅要望があることなどから、町民会館に隣接する鰍沢警

察署署員宿舎跡地６７０㎡の取得について県と協議を進めて参りました。この度協議が整いま

したので、用地取得が可能となったことから、今定例会に所要の経費を計上しております。 
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なお、県の算定額の２分の１の額で購入できる予定であります。 

次に、中部・五開地区への光ケーブルの敷設計画についてであります。本町では光ケーブル

未整備地区の解消に向け、事業を進めているところでありますが、中部・五開区が未整備地区

であることから、これまで各組単位での事業説明会を開催してきたところであります。こうし

た中、ＣＡＴＶ及びインターネットの加入有無についてのアンケート調査を実施したところ、

加入要望が半数を超え、地域の導入の意向が高いことから、財源を確保する中で事業を進める

こととし、今定例会に調査・設計費を計上しております。 

次に、行政組織の改編についてであります。これまで、町の部署が、国の省庁や県の組織に

合わせた縦割の組織であったため、どの部署に問い合わせたらよいのかと言った苦情が多く

あったことから、住民に判りやすい組織とし、効率的で効果的な行政運営ができるよう、明年

度、行政組織の改編を行うこととしております。改編するのは、これまでの総務課、企画課、

財政課を廃止し、新たに、政策、企画部門と広聴広報、対外的庶務業務を所管する政策秘書課

を新設し、人事や給与など内部的庶務業務と財政管理を所管する財務課を新設するとともに、

公共施設再配置やリニア中央新幹線に伴う公共施設移転など、新たな施設整備が必要なことか

ら、施設整備と町有財産の管理、契約業務などを所管する管財課を新設することとしておりま

す。 

また、農林振興課を廃止し、商工振興、観光振興は、農林振興とも密接な関係にあるため、

これらを一元的に所管する産業振興課を新設します。また、建設課については、住民から農道

なのか、町道なのか、と言った苦情を解決するため、農業土木、一般土木を所管する土木整備

課に再編し、そして、まちづくり推進室については、都市計画づくりや都市整備、住宅管理等

を所管する都市整備課として新設するものであります。 

なお、下水道と合併浄化槽を担当する部署も違っておりましたが、下水道関係は上下水道課

に一元化することとしております。 

最後に、峡南医療センターへの融資についてであります。峡南医療センターの平成２６年度

の決算が発表され、当初計画とは大きく乖離した決算内容でありました。この決算内容を見ま

すと、７億円を超える赤字決算であり、また、市中銀行から７億円を超える借入金と、単年度

の資金不足が３億円を超え、資金不足比率は、８．６％でありました。 

こうしたことから、これまで、設置者会議におきまして、医療センターに対し、当初計画と

実情を検証する中で、新たな経営改善計画の作成を指示するとともに、市中銀行からの借入金

の返済方法や財源不足に対する措置などを協議・検討してきたところであります。 

そうした結果、借入金の返済については、医療収入を当てることとし、その不足する運営費

に対しては、両町で貸し付けることとしたところであります。 

そうした中、この貸付金が、全額短期貸付では、資金不足が解消できないことから、この度

の貸付金は、３０年の長期貸付金として、１億５０００万円、短期貸付金として、２億１５００万

円としたところであります。 

また、こうした資金融資とは別に、総務省の省令の改正により、本年度から、富士川病院が

普通交付税の対象病院となったことから、医療センター企業団規約によりまして、本町から、

１億３０００万円余の運営負担をすることとしております。 

これによりまして、峡南医療センターの資金不足比率も、６．５％程度になり、今後、経営

改善を進めていただくとともに、病院運営に支障が生じないよう、措置するものであります。 
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以上、今定例会に提出いたしました主なる案件と主要な取り組みについて述べさせていただ

きました。 

なお、今定例会に提出いたしました案件は、条例制定案件１件、条例改正案件３件、補正予

算案件５件、指定案件２件、字変更案件１件、計画変更案件１件、合わせて１３件の議案を提

出しております。 

提案理由につきましては、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

しくご審議のうえ御決議あらんことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 

     よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第４ 報告第６５号 富士川町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について 

 町長から、本案について説明を求めます。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に報告第６５号の補足説明を求めます。 

 企画課長、田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

 それでは議案第６５号の補足説明をさせていただきます。 

富士川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用に関する条例でございますが、第１条では、行政手続における特定の個人を識

別するための法律第９条第２項には、地方公共団体が条例で定める事務に関して、個人番号を

利用できる旨が規定されております。この規定に基づき、独自に利用する事務の個人番号利用

について、定めることを規定しております。第２条ではこの条例で用いる用語の意義を定めて

おります。第３条では、個人番号は個人識別性が高いことから、通常の個人情報よりもさらに

厳格な管理を必要といたします。ここでは実務機関の責務といたしまして、適正な取り扱いに

必要な措置を講ずる必要があることを規定をしております。第４条では保有しております、個

人情報の利用または他機関への情報について規定をしております。第５条では、条例の施行に

関し必要な事項は町長が別に定める旨規定がなされております。なお附則でこの条例の施行日

を平成２８年１月１日としております。 

以上で補足説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

 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。 

   日程第５ 議案第６６号 富士川町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第６ 議案第６７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する等の条例について 

日程第７ 議案第６８号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案については条例改正案でありますので一括して議題とします。 
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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（齊藤正行君） 

 次に、議案第６６号の補足説明を求めます。 

 総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     それでは議案第６６号、富士川町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例につき

まして補足説明をさせていただきます。１ページをめくっていただきまして、当該条例でござ

いますけれども、第１条から６条までございまして、第１条で、富士川町行政組織条例の一部

改正でございまして、これが大元の改正になります。めくっていただきまして、２ページの第

２条、富士川町行政改革推進委員会条例、それから第３条総合計画審議会条例、第４条特別職

報酬等審議会条例第５条、土地利用審議会条例。それから第６条が、議会委員会条例の一部改

正ということで、行政組織条例の改正の影響を受けて、読みかえ等の部分を持つ条例の一部改

正があるわけでございます。それでは当該整備条例の第１条の行政組織条例につきまして、次

ページ、4ページをごらんいただきながら説明をさせていただきます。 

第１条でございますけれども、課の設置規定についてでございます。旧の第１条１号は、総

務課、２号企画課、３号の財政課。それから９号商工観光課、１０号農林振興課、１１号建設

課というふうに、命名されてございましたが廃止となりまして、新たに左側の方をご覧いただ

きますと、１号が政策秘書課、２号財務課、３号管財課、９号産業振興課、１０号土木整備課、

１１号都市整備課というふうに改変いたします。それから第２条以降につきましては、６課の

廃止に伴いまして新たに６課が設けられ、分掌事務を引き継ぐということでございまして、そ

の中身でございます。旧の第２条の総務課につきましては、２号の職員の人事および給与に関

すること、４号の行政一般に関すること、これらにつきましては、財務課に引き継ぎます。そ

れから５号の契約に関する部分につきましては、一番下にありますが、管財課のほうに引き継

ぐことになります。それから、６号の他の課の所管に属さないことにつきましては、財務課の

方に引継ぎます。なお企画課の部分につきましてですが、旧の６号と１０号、６号の情報公開、

及び個人情報に関すること、１０号のリニア中央新幹線に関すること。これらにつきましては

財務課のほうに引継ぎます。あと１号から９号まで、これにつきましては、政策秘書課に引き

継ぐことになります。それから財務課ですけれども、１号から３号までの財務計画に関するこ

と予算その他体制に関する部分ですけれども、これにつきましては財務課の方に引継ぎます。

それから４号の財産に関する部分につきましては、左の管財課の方に引き継ぐことになります。

なお、管財課につきましては、３号で公の施設の総合整備に関すること、それから４号につき

ましては国土調査に関すること。この部分が新たに、分掌事務としてあがってくる部分でござ

います。税務課、防災課は動きがありません。めくっていただきまして、６ページは町民生活

課の部分でありますが、今回は、町民生活課については、課はそのまま存続でございますが、

生活推進担当の廃止がありますので２号の社会福祉及び保障に関する部分。これは福祉保健課

の方に引き継ぎます。６号の統計に関すること。これにつきましては政策秘書課の方に引き継

ぐことになります。福祉保健課、子育て支援課につきまして先ほどの引き継ぎの部分が加わっ
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た部分でございます。子育て支援はありません。商工観光課でございますけれども、１号から

３号まで商業、工業、観光、企業立地につきましては、産業振興課に引き継ぎます。それから

農林振興課の１号、２号につきましては、産業振興課へ。それから３号は、先ほど申しました

ように管財課のほうに国土調査の部分は引き継がれます。それから４号の農林土木に関する部

分につきましては土木整備課の方に引き継ぐことになります。建設課の１号でございます。道

路河川その他土木に関する部分でございますが、これらは、土木整備課に。それから２号、３号、

４号の公営住宅に関すること、都市計画に関すること、東部開発シビックコア地区整備に関す

ること。これらは都市整備課の方に引継ぐことになります。あと、第２条の部分では、行政改

革推進委員会、それから３条の総合計画審議会。それから４条の特別職報酬審議会。これらに

つきましては、各条文の中に、旧の部分であります課の名前が新しい課の名前にかわっていく

ということでございます。それから、第５条の土地利用審議会も同じでございます。それから、

８ページをご覧いただいていますが、８ページの最後になりますが、議会委員会条例の第６条

の部分の、総務、企画、財政、商工、旧の名前でございますが、これらの課の名前が新しい課

の名前になるということでございます。なお担当ごとの分掌事務につきましては別に、規則で

さらに詳しく規定してまいります。 

以上、補足説明でございます。よろしくご審議のほどよろしくお願いします。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第６７号の補足説明を求めます。 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは議案第６７号富士川町印鑑条例の一部を改正する等の条例について補足説明をさせ

ていただきます。主な改正内容は行政手続きにおける特定の個人を識別するための法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律、以下整備法と申し上げます。この法律の施行による住

民基本台帳法の一部改正に伴い、住民基本台帳カードが個人番号カードに改められることによ

り、所要の改正を行うものであります。次の要旨をごらんください。ページ番号が入ってござ

いませんが、条例及び新旧対照表が両面となっておりますので御了承ください。裏面、新旧対

照表をごらんください。第１条では富士川町印鑑条例の一部改正として、第１４条、多機能端

末による印鑑登録証明を、証明書の自動交付機能を有する機器による印鑑登録証明に改め、内

容を住民基本台帳カードを使用して、民間事業者が設置する多機能端末、その他町が指定する

これに類似する機器による交付を、個人番号カードを利用して、民間事業者が設置する証明書

の自動交付機能を有する機器とする改正であります。次に、前のページをごらんください。第

２条では、住民基本台帳カードが個人番号カードに改められることにより、富士川町住民基本

台帳カードの利用に関する条例を廃止するものであります。附則として、施行期日であります

が、平成２８年１月１日からの施行となります。また、経過措置としましてこの条例施行の際、

現に第２条の規定による改正前の住民基本台帳カードの利用に関する条例、第２条の規定によ

る住民基本台帳カードのサービスを受けている者に対する当該サービスにつきましては、この

条例の施行の日から、整備法第２０条第２項の規定によりまして、住民基本台帳カードが個人

番号カードと、みなされる間は、なお従前の例による規定であります。 

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。 
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〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第６８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） 

     議案第６８号富士川町税条例等の一部を改正する条例の補足説明であります。１３ページの

新旧対照表をごらんください。 

旧の方にございますように、町税条例の第８条から１７条欠番でございます。ここに新たに、

８条から１２条を挿入するということであります。内容に関しましては、いわゆる、納税の徴収

の猶予に関する条例を新たに町税条例の中で規定するという、地方税法の改正がなされました。

それに伴い、こちらのほうに挿入して、規定するものであります。ちなみに、一つ納入期限につ

いて１００万円を超える、納税が困難な場合、担保を徴収提供することで納税を猶予する制度で

あります。基本的には納入期限は６カ月、１００万円を超えるものと、一年以内ということが、

新たに、国税徴収法を準用という形から町税条例の中で規定するということになったものでござ

います。第８条に関しましては、徴収猶予に係る徴収金の分割納付分割納入の方法を定める旨の

条項であります。１４ページにいっていただきまして、第９条は、具体的な申請手続きを１号か

ら６号と定めるものであります。第１５条も同じであります。１６ページにいっていただきまし

て、換価の猶予の第１０条、職権による換価の猶予の手続を定めるものであります。同様に

１７ページの第１１条は、申請による換価の猶予の手続を定める条項であります。１８ページに

いっていただきまして第１２条ということで、１００万円以下、３カ月以内納入できると、こう

いう申請ががあった場合には、それが確実である場合は担保の徴収の必要がないということを定

める条例であります。引き続きまして１８条に関しましては、地方税法の改正に伴い文言の事項

を訂正するものであります。同様にその次の３６条に関しましても、新たに住民税、町民税の方

の書式を定めるものであります。１９ページにいっていただきまして３６条に関しましては、字

句の加除訂正であります。同じページの８３条、軽自動車税でございますが、従前の納期の５月

１日から、同月３１日までということでお願いしたいとこういう趣旨であります。これに関しま

しては、ご存じのように軽自動車税の税率の形態が変わりました。燃費基準がいいものについて

は税を安く、１３年を超えたものにつきましては、税を高くと。こういう改正がなされまして、

それに伴い今まで私どものほうで紙の申告書をデータ入力して、それをもとに課税をしておった

んでございますが、それと併せて地方税協働システム機構の方からデータをいただいて、それを

マッチングさして入力すると。こういう作業が新たに発生いたしました。この作業に関しまして

は、データ提供を今試験的にやっておるところでございますが３月末のほうにならないとデータ

がこないと。それを待ってもう一度、私どものデータを確定して、精査して、課税を決定すると。

こういう作業が非常に複雑かつ煩雑になりますのでそれに対応するために納期の変更をお願いす

ると。こういうものでございます。１３９条に関しましては、過料いわゆる過ち料、不申告に対

する過料のところを、土地保有税の条項に関しましても挿入するという改正でございます。２０条

にいっていただきまして、第１４２条入湯税の課税免除、幾つかあるわけなんですが、第４号に、

いわゆる町で造りました、施設に関する課税免除条項がございます。ここの文言を整備する形で、

具体的には、かじかの湯まほらの湯。それから、地域健康福祉センター内にある温泉施設と、デ

イサービスセンター、これかじかの湯にございますが、その中にあるところを新たに、課税免除

ということをしたいという文言の整備を行いたいとこういう条項でございます。２０ページの第
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４条につきましては、条項の改正に伴う町税条例の文言の訂正であります。２１ページのたばこ

税に関しましては、たばこ税の旧三級品が廃止になりまして、その部分を廃止するということで、

具体的にはエコー、わかば等の税が１１６円くらいから２２４円になりますよと、こういうこと

を言っております。２２ページにいっていただきまして２３条に関しましては、引用する条項の

文言の訂正であります。２２ページに関しましては、いわゆる個人番号、マイナンバー法の影響

を受けまして、条項の文言の削除でございます。同様に、２６ページ第３６条の２に関しまして

も、法人番号というところの文言を挿入することの改正であります。８条に関しましても同様に

法人番号、個人番号というところを訂正削除するというふうになっております。２６ページ

１３９条の２に関しましても同様に、マイナンバー法における、所要の改正でございます。

２７ページの中段にあります１号のところも法人番号、個人番号というところの文言の挿入であ

ります。従いまして２７ページ施行期日第１条にあるところに、こちらの条項を削除いたします。

というのが、補足説明になります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

    休憩を解いて再開します。 

   日程第８ 議案第６９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第９ 議案第７０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第１０議案第７１号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１１議案第７２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計予算補正予算（第２号）

について 

日程第１２議案第７３号 平成２７年度富士川町水道事業特別会計補正予算（第２号）について

以上の５議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

町長から、本案についての提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第６９号の補足説明を求めます。 

財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

     それでは、議案第６９号の補足説明をさせていただきます。補正予算書の裏面をお願いいた

します。（以下、平成２７年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

     第１表歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事

項別明細書の１ページをお願いいたします。歳入歳出ともに款項と補正額を読み上げ、主なも
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のを説明させていただきます。 

（以下、平成２７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、議案第６９号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますよ

うお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第７０号および議案第７１号の補足説明を求めます。 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     それでは議案第７０号および７１号の補足説明をさせていただきます。国民健康保険特別会

計補正予算書の裏面をご覧ください。 

（以下、平成２７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表歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきま

すので事項別明細をお開きください。 

    （以下、平成２７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） 

     次に、議案第７１号の補足説明をさせていただきます。次のページをお開きください。 

 （以下、平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算の朗読） 

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

す。１ページをお開き下さい。 

    （以下、平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 

     以上、議案第７０号および７１号の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願

いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、議案第７２号および第７３号の説明を求めます。 

上下水道課長 志村正史君。 

〇上下水道課長（志村正史君） 

     それでは、議案第７２号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明を

させていただきます。裏面をお開き下さい。 

    （以下、平成２７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ので、事項別明細書の

１ページをお開きください。 

    （以下、平成２７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） 

     続きまして、議案第７３号の富士川町水道事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明をさ

せていただきます。裏面をお開きください。 

    （以下、平成２７年度富士川町水道事業特別会計補正予算の朗読） 

     以上で、議案第７２号、議案第７３号の補足説明を終わらせていただきます。ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由説明と、担当課長の補足説明が終わりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

日程第１３ 議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第７５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（齊藤正行君） 

     次に、議案第７４号および７５号の補足説明を求めます。 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     それでは、議案第７４号、第７５号の補足説明をさせていただきます。議案第７４号につき

ましては、対象施設は鰍沢デイサービスセンターでありますが、指定管理者となる団体の名称

は、富士川町駅前通り２丁目３，７７６番地、社会福祉法人かじかの会、理事長保坂精治で、

指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までとなっております。 

続きまして、議案第７５号でありますが、対象施設は甲州鰍沢温泉かじかの湯であります。

指定管理者となる団体の名称は、東京都中央区日本橋本町４の３の１０、日本橋銀三ビル７階、

株式会社ビルネット、代表取締役海野勝至であります。なお、指定を受けた場合には、県内に

拠点を置くこととしておりますのでこの指定管理候補者が設置を予定しております、かじかの

湯の所在地が括弧書きで明記してございます。指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年

３月３１日までとなっております。これにつきましては鰍沢デイサービスセンター及び甲州鰍

沢温泉かじかの湯の指定管理者の期限が平成２８年３月３１日に終了することとなっておりま

すので、新たに指定管理者を選定する必要があり、本年８月３日から８月３１日までの間、指

定管理者の公募を行なったところであります。公募の結果、鰍沢デイサービスセンターには１社、

甲州鰍沢温泉かじかの湯にには２社の応募がありました。この応募に対して本年９月17日に、

富士川町指定管理者選定委員会を設置し、書類審査による一次審査を行いました。その後、選

定委員による候補者のヒアリング及び選定基準による、二次審査を行い、採点により候補者を

決定し、本年は１０月２８日に町長に答申がなされましたので、本日、公の施設の指定管理者

の指定についての議案を提出させていただいたところでございます。以上で議案第７４号、

７５号の補足説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（齊藤正行君） 

    以上で、町長の提案理由説明と担当課長の説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１５ 議案第７６号 字の区域及び名称の変更についてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

         ―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
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     次に議案第７６号の補足説明を求めます。 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     それでは議案第７６号、字の区域及び名称の変更につきまして補足説明をさせていただきま

す。本年６月の第２回定例会で、富士川町と市川三郷町の境界変更の議決をいただきました。

駅前山王地区の土地の帰属の変更による大字、字の名称変更、名称がそのままになっておりま

したので、これを変更させていただくものでございます。変更前の字の区域、これが市川三郷

町分でございまして、大字黒沢字山王というふうに名称がなっております。３筆ございます。

それを変更後、字の区域としまして、富士川町の区域といたしまして、大字駅前通２丁目字沢

ノ戸にするものでございます。それから、効力の発生年月日でございます。土地区画整理法、

第１０３条の第４項、この規定によりまして換地処分の広告があった日の翌日ということでご

ざいまして、予定といたしましては、明年、２月山梨県広報に掲載されまして、掲載号の翌日

ということで効力が発生するものでございます。以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１６ 議案第７７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

         ―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に議案第７７号の補足説明を求めます。 

 企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     それでは議案第７７号の富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての補足説明をさせて

いただきます。 

この計画につきましては旧鰍沢町が対象地域となっており、計画に掲載された事業が過疎債

の対象となることから、新たな事業の追加と事業の変更を行うものでございます。変更計画の

ページを開いていただきまして２ページですが、変更前変更後が明示されております。区分１の

農業の振興につきましては、中山間地域総合農地防災事業及び、その下に明記されております

農地環境整備事業の事業変更に伴うものでございます。備考欄にですね下線付きで変更が明示

をされております。ページをめくっていただきまして、４ページですが区分の２の交通通信体

系の整備、情報化及び地域間交流の促進の一番下の欄でございますが、道路改良舗装の雨戸線

及び５ページのですね、上から５番目、北新町一号線交差点改良舗装。その下のですね、富士

川公園線改良舗装も事業の変更に伴うものでございます。続いて、７ページでございますが、

真ん中付近にですね、区分３の生活環境整備の地籍調査事業も、事業変更に伴うものでござい

ます。続いて、８ページでございますが、区分６の医療の確保のまん中に記載されてございま

すが、峡南医療センター企業団事業運営負担金をこちらは追加するものでございます。続いて、
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９ページでございますが、山王区画整理事業は事業の変更に伴うものでございます。あと、

１０ページと１１ページにはですね、先ほどご説明いたしましたソフト事業の地籍調査事業と、

峡南医療センターの運営費負担金が再掲をされております。 

以上、補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

なお、２日目の会議は、１４日の午前９時開会となっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

本日は、これにて散会とします。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３５分 
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平成２７年第３回富士川町議会定例会（２日目） 

 

平成２７年１２月１４日  

午前９時００分開議 

於 議 場 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

通告 １番  ８番  鮫 田 洋 平 議員 

通告 ２番  ６番  秋 山   勇 議員 

通告 ３番  ３番  川 口 正 満 議員 

通告 ４番  ２番  深 澤 公 雄 議員 

通告 ５番  ５番  堀 内 春 美 議員 

通告 ６番 １０番  秋 山   貢 議員 

通告 ７番  ４番  青 栁 光 仁 議員 

通告 ８番 １２番  齊 藤 欽 也 議員 

通告 ９番 １１番  市 川 淳 子 議員 

通告１０番  １番  小 林 有紀子 議員 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ８番  鮫 田 洋 平        ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢       １１番  市 川 淳 子 

１２番  齊 藤 欽 也       １３番  井 上 光 三 

１４番  神 田   智       １５番  小 林   進 

１６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 



 ２２

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良 

会 計 管 理 者 笠 井 千 尋  総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史 

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利 

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね 

農 林 振 興 課 長 内 田 一 志  建 設 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 志 村 正 史  教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 小 林 恵 

書    記 樋 口 一 也 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

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

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１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお手元に配付

しておきましたとおりです。 

本日は、一般質問の日程になっております。 

 一般質問の通告者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

します。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１０名であります。 

 これから、通告順に一般質問を行います。 

 それでは通告１番、８番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 

 ８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     おはようございます。師走に入り、朝晩の寒さがさらに厳しくなり、今年も残り半月となり

ました。朝一番の一番バッターということで、目が覚めるよう元気よく質問していきたいと思

います。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。 

     大きい１つ目の、サテライトオフィスの進捗状況についてお伺いします。 

昨年１２月議会で、サテライトオフィスの導入について質問させていただきました。町内全

域が対象地区ということで、導入に向けて前向きな答弁をいただきました。やはり各地での成

功例を見ますと、Ｕターン、Ｉターンの促進や移住定住、雇用にもつながり空き家対策や遊休

公共施設の有効活用にも効果がある施策の一つだと私は感じております。 

そこで１つ目の質問に入ります。先ほどもいいましたが、昨年１２月議会で「導入に向け、

検討する。」という前向きな答弁をいただきました。その後の進展や、現状をお伺いいたします。 

○議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

サテライトオフィスは、都市部の通勤による混雑を避け、企業が本拠地で行う業務と同等の
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仕事が遠隔勤務できるよう、通信設備を整えたオフィスで、全国の山村集落において空き家を

使った事例があるところであります。 

こうした中、本町の平林・穂積地区には既に、光ケーブルが敷設されていることから、本年

８月に東京で開催された、やまなしふるさと農園づくり事業マッチング会において、企業への

農園づくりの紹介と併せて、サテライトオフィスの設置についてＰＲするとともに、町のホー

ムページにおいてもサテライトオフィスへの補助制度について紹介を行って参りました。 

また、町の空き家バンク制度に加え、空き工場を含む、空き店舗バンク制度の導入に向けて、

宅地建物取引業協会と調整中であり、今後、町内の適した施設を紹介し誘致に繋げていきたい

と考えております。 

さらに、先般策定した富士川町総合戦略の「安定した雇用の創出」においても、「コミュニティ

ビジネスモデル事業起業支援事業」に、サテライトオフィスへの支援を具体的な施策として掲

げており、これまで以上に、この助成制度や適地の情報を、サテライトオフィスを導入してい

る企業や、検討している企業向けに、発信し誘致に繋げていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

サテライトオフィスは町の活性化の政策の一つとして必ず人の流れをつくるものだと思いま

すので、引き続きＰＲや、企業への働きかけなど努力をして、目標件数は確か１件となってい

ますが、２社、３社と企業誘致を実現させてほしいと強く願っています。 

それでは二つ目の質問に移ります。サテライトオフィスを誘致するには、最低条件である高

速通信網光ケーブルの整備が絶対条件です。昨年１２月議会で、小林有紀子議員が質問してい

た部分ですが、中部五開地区は光ケーブルの整備がされていないとのことでした。今議会の補

正予算に設計費が計上されており、いよいよ全町を光ケーブルが網羅するのだと思うと、とて

もうれしく思うところであります。そこで現在、全町を網羅していない高速通信網光ケーブル

の現在の状況と、今後の整備方針についてお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えします。 

     現在、富士川町において光ケーブルの未整備地区は、中部地区及び五開地区の２地区であり、

この地域は、総合計画の後期計画において、整備が位置付けられております。このことから、

町内の情報格差解消に向けて中部・五開地区において、組単位でのブロードバンド整備説明会

を開催し、その後、町が行った地域の住民へのアンケート調査の結果、インターネットやＣＡ

ＴＶ等の加入希望が過半数あったことから、事業実施に向け今定例会に光ケーブル整備のため

の設計委託料の補正予算を提出したところであります。今後は、財源確保を図りながら整備を

進めていきたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 
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〇８番議員（鮫田洋平君） 

     再質問させていただきます。今後の財源確保をしながら整備を進めるということなんです 

が、今後とは大体いつ頃になるのか、おおよその目途がわかれば、お答えをお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     今回ですね、設計委託料の補正予算を提出させていただいておりますので、財源確保が整い

次第、できるだけ早めに整備していきたいというふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     財源確保も大変かもしれませんが、関係職員には努力をしていただき、早期の整備、供用開

始が実現できることを期待しております。 

 大きい二つ目の質問に移ります。動画配信についてお伺いします。始めの２点については、

全国への配信についてです。今年度、移住定住のＰＲ動画を作成し、９月にインターネット配

信がスタートしました。全国移住ナビの視聴ランキングで全国８位という、すばらしい結果を

出しています。職員一人一人の努力だと感じました。そして、私たち議員の中でもＳＮＳを活

用し、全国の友達に発信し、視聴を促したことも少しはプラスになったのではないかと思って

おります。これからは、この１２月に開設された富士川町の公式フェイスブックも有効に活用

して発信をしていただければ視聴回数も、今以上に延びることと思います。そこで、全国８位

という結果を出している、このＰＲ動画を今後どのように施策に生かしていくのか、お伺いし

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     質問にお答えします。 

     町では、町の魅力を全国に発信するため、移住プロモーション動画を、町のホームページ及

びインターネットサイト「全国移住ナビ」に搭載し、本町への移住、定住の促進に努めている

ところであります。この「全国移住ナビ」では、スタートアップキャンペーンの一環として、

自治体のホームページ及びプロモーションの動画の全国コンテストが開催されました。 

本町は、プロモーション動画部門で８位となり、町の魅力が全国に情報発信ができたと考え

ております。今後は、ふるさと納税者の増大や更なる空き家バンクの充実、宅地分譲地の拡大

等により、移住・定住に繋げて参りたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     今後も引き続き動画配信を継続し、ふるさと納税者の拡大や移住・定住などの促進に生かせ

るようさらなる発信強化に努めて頂きたいと思います。 
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      二つ目の質問に移ります。再質問のような質問になっていますが回答をお願いします。 

今回、高評価を受け、全国で多くの方が見てくれましたが、引き続き新たな動画を使ったＰ

Ｒをしていく考えがあるかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。 

     町では、動画を使ったＰＲが大変好評だったことから、インターネットを活用した情報発信

は非常に効果的であったと考えております。 

しかし、今回作成した全国移住ナビと同様規模の動画でのＰＲは経費上困難と思われますの

で、当面、９月に作成した動画で町の魅力や施策について情報発信していきたいと考えており

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     当面、現在の動画の配信をしてＰＲしていくということで承知しました。次回、作るとした

ら、制作費がネックになります。もし制作するのであれば、出来るだけ制作費を抑えて、しか

もオリジナリティーのある動画で、移住して富士川町ヘ定住している人たちの生の声や、富士

川町ならではの町の良さを、もっと動画に入れて作成して頂きたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。将来的にですね、今回のような動画を作成する機会があれば、できるだ

け経費の節減を図りながらですね、また、富士川町に定住している方に出演していただければ

ですね、町のＰＲ効果というのも一層高まるかと思いますので、その辺も考慮しながら考えて

いきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

ぜひ、お願いします。 

      三つ目の質問に移ります。ここからは町内の方向けの動画配信についてです。先日、ホーム

ページもリニューアルされ動画もトップページに張り付けられるようになったり、youtubeに

富士川町の公式ページも開設され動画配信ができるようになりました。情報発信手段はいろん

な方法があり、発信自体は費用がかからない物が多くあります。職員が本気で町の情報を発信

しようとしている事がよくわかり、とても嬉しく思っております。 

そこで、いろんな案内や制度、ゴミの出し方など多岐にわたって動画による案内をした方が

文章で案内するよりわかりやすいと思います。動画を作成し情報発信のひとつとして配信する

考えがあるかお伺いします。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。動画による視覚情報は、内容をわかりやすく短時間で伝達することがで

きるため、効果的な広報手段であると考えております。こうした中、今年度、町のホームペー

ジをリニューアルしたことにから、これまで広報誌やホームページにより、文字でお伝えして

いた行政情報を動画でも配信が可能となったところであります。こうしたことから、今後、ゴ

ミの分別方法等の行政情報や四季折々の観光情報を動画により、配信していきたいと考えてお

ります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     ぜひ、そのようにお願いします。 

     再質問なんですが、回答の中に動画による視覚情報は、内容をわかりやすく短時間で伝達す

ることができ、効果的な広報手段とおっしゃいましたが、私も一番よくわかる手段だと思って

います。町民の中には、行政はどんな仕事をしているのかよく分からないとか、手続きの仕方

やどこの課に行けばいいのかわからないなどの声をよく聞きます。そこで、各課の施策や日常

業務、各種手続きの仕方などわかりやすく、発信出来るような動画を作成し配信する考えがあ

るかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     行政情報の中でですね、動画での配信の方が文字情報より、住民に伝わりやすいというもの

があればですね、こういったこうした文字情報とは別にですね、できるだけ動画も方も導入し

ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     更に町民に見える行政、わかりやすい行政を推進していただきたいと思います。 

     最後にもう一つお願いします。 

      動画配信を考えているということなので、現在ＣＡＴＶで町の案内の文字放送や、町の歌の

動画放送がされています。新たに作成する動画もＣＡＴＶでの放送が可能になるのでしょうか。 

    お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     お答えいたします。 

     ＣＡＴＶでの動画配信は可能でありますので、今後は各課で作成する動画をＣＡＴＶで配信
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していくことも考えていきたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

     ぜひ、そのようにお願いします。議会でも開かれた議会、信頼される議会を目指し、全議員

が議会活動に取り組んでいます。全町民が公平公正に情報を取得出来る手段として、ＣＡＴＶ

の整備は必要と思っています。ＣＡＴＶの整備が実現すれば、議会内の懸案でもある議会放送

の糸口にもなります。ぜひ動画を使った情報発信を成功させていただきたいと思います。 

      以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告１番 ８番鮫田洋平君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告２番 ６番秋山勇君の一般質問を行います。 

     ６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     ６番、秋山勇が質問さしていただきます。 

まず、年々膨らむ国民健康保険医療費について質問させていただきます。最近のですね、高

齢化やストレス社会に伴って、生活習慣病や心の病などに苦しむ人が増えてきております。そ

れに伴って医療費も年々膨らみ、６５歳以上の医療費も、全体の半分以上を占める状況になっ

てきております。このまま医療費が増えれば、財政負担がをさらに増加することは明らかな状

況であります。平成２５年度、平成２６年度決算審査意見として、医療費の抑制に向けて今後

も予防対策の推進、後発医療品の普及や、総合健診の受診率の向上等、なお一層の取り組みを

強化していく必要があると述べられております。そうした中、本町の国民健康保険の医療費の

現状をどのように把握しているか伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

国民健康保険被保険者の高齢化、医療の高度化などに伴いまして、医療費は年々増加傾向に

あり、平成２６年度は約１１億９，３００万円となっております。平成２５年度と比較します

と、５，３００万円約５％増となっており、高い伸び率となっています。 

一方、平成２６年度疾病分類別受診状況でみますと、がんが約９，９００万円（８．７％）

です。腎不全が約９，６００万円（８．４％）、統合失調症が約８，１００万円（７．１％）と

上位になっています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君 

医療費が増えれば、町財政を圧迫し、健康保険制度の維持が難しくなります。医療費削減に

向けて町としてどのような取り組みをしているか、伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     医療費抑制対策としましては、調剤費にかかる費用が約２億円であるため、まず、ジェネリッ

ク薬品の使用促進を図ることとし、取り組みとしては、差額通知を送付し、医療費負担の軽減

をお知らせすることにより、利用の普及に努めております。 

また、福祉保健課との連携により、協会けんぽと医療データや特定健診データの調査研究を

協働で実施活用し、疾病の傾向を踏まえ、予防教室など保健事業を実施して、健康の保持増進

を図り、削減に努めております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     医療費適正に向けた、保険者のですねこれは町の機能の発揮、あるいは強化の取り組みとい

たしまして、私の考えといたしましては、特定健診受診率の向上と、健診結果の事後指導や生

活習慣病予防を中心とした健康教室、健康相談をさらに推進する必要があると考えるんですが、

その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの秋山議員のご意見のとおりでして、町としましても、４０歳から７４歳を対象と

しまして、生活習慣病発症予防と、重症化予防を目的に特定健診を実施しております。本町に

おける受診者数は、平成２６年度、受診率５３．５％でありまして、この受診率は年々増加傾

向にあります。また、県内で受診率の順位が、だんだん上位にあがってきておりまして、第４位

となってきております。この経過を踏まえまして、今後も具体的な取り組みとしまして、通知

への勧奨チラシ同封や、広報への掲載、健診追加日の設定など、また、おっしゃられるとおり

今後も福祉保健課との連携で、保健師の健康教育、健康相談などに取り入れることを行いまし

て、さらなる受診率向上対策を図っていきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     先ほどの答弁でジェネリック薬品、医薬品ですね、これを促進するように、取組を進めてお

るということなんですが、町として服用する薬をですね、後発薬品ですか、これジェネリック

ですね、これに切りかえた場合、自己負担の軽減の額を、加入者に周知しているようなことは

何かあるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     今年から、そういった金額も含めて、通知を行なっております。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     もう一点お伺いしたいと思います。町としてですね、医療機関からの保険請求を、レセプト

ですね、これを点検する用意はあるのかどうか、そのへんをお聞きしたいと思います。これは

何を言いますかというと、レセプト情報をもとに、重複、頻回受診者を中心とした、保健指導

等による訪問指導及び、相談の実施をどのようにやってるかというのは、重要になってくると

思うんですが、この辺はいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの多受診、重複受診のチェック及び保健指導という内容でございますけれども、多

受診、重複受診につきましては、リストがチェック機関から上がってきております。それを福

祉保健課の保健師の訪問指導に、来るたびにつなげておりまして、保健師からも、訪問指導の

結果がこちらの方に報告がございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     私は、後期高齢者の県のほうの委員にもなっておるんですが、実はですね、健保のほうなん

ですが、重複受診者の１カ月あたりのレセプト枚数が、何枚以上あった場合では、保健指導を

しますとか、あるいは頻回受信者に対しては、１カ月あたりの受診回数が何回あった場合には、

健康相談をやりますよということを、今進めているようなんですが、町としてもこの辺のレセ

プトの関係でこういう動きがあるかどうか、その辺もお聞きしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     はい。重複受診と頻回受診の対象者といたしましては、国保の対象者リストのみこちらのほ

うでいただきますけれども、毎月ですね、一人及び二人程度の対象者でありますので、教育と

いうよりも個人指導を徹底することが大切だと考えております。 

したがいまして、保健師のほうから直接訪問指導をさせていただき、その理由とか、内容、

及び薬を過剰に服用することを避けるなどの指導を行なっております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     レセプト情報を基にしてですね、やはり重複受診者、あるいは頻回受診者、この辺も、きめ

細かにですね、やっていただければ医療費の削減にも向かうと思うんですが、その辺も、ぜひ、

取り組みとしてやっていただければよろしいかと思います。 

それからもう一点ですね、私の案では、知って得する病院にかかる時の心得、こういうもの

がですね、やはり町としてもですね、住民に周知したらいかがでしょうかということなんです



 ３１

が、ちょっと提案させていただきます。 

まずかかりつけ医ですね、それからかかりつけ薬局の指定の指導。この辺をやることによっ

てですね、かかりつけ医の場合には自分の病名とかそういうのをよく知っているお医者さんで

すから、あるいは受診した場合に、診療した結果なんかもいろいろと、適切にアドバイスして

くれると思います。それから、専門外の病気でもですね、あるいは適切な病院に紹介状を書い

ていただくと。そういうものをやっていただけるのはかかりつけ医になると思います。ぜひこ

の辺もですね、町民に周知していただければよろしいかと。それからもう一点はですね、病院

を変えるごとに診察代がかかりますよという、これを確か、はしご受診ということを皆さん知っ

ていると思うんですが、そこら辺も周知徹底を図っていただけばよろしいかと。それからもう

１点ですね、時間帯によりですね初診料が違うということも、やはり住民に周知したほうがよ

ろしいかとそんなふうに考えておるんですが、この辺の、受診するときの心得というものを広

報でもって周知する意思があるかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの秋山議員のご意見ですございますが、かかりつけ医、それからかかりつけ薬局に

つきましては、国の方でも、こういったことを進めているところであります。今後、こういっ

たことを、住民に周知してまいりたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     ありがとうございました。ぜひ勧めていっていただきたいと思います。 

     次の３問目の質問に入らせていただきます。 

     増え続ける医療費のうち、６５歳以上の医療費が全体の半分以上を占めているということを

先ほどお聞きしました。高齢者の医療費を抑える施策について町の考えをお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問にお答します。 

     ６５歳から７４歳までの国保加入者の、平成２６年度の医療費支出額の上位は、がん、腎不

全、高血圧性疾患の順となっております。国保の疾病分類上では、前立腺がん、膀胱がんなど

の、「その他の悪性新生物」、次に乳がん、胃がんの順に医療費がかかっております。がんの発

症には、喫煙や偏った食事、運動不足、飲酒といった生活習慣の影響が大きいとされておりま

すので、特定健診やがん検診の受診を勧め、早期発見、早期治療に結びつけることが重要であ

ります。 

こうしたことから、町では、健診結果から、運動教室や栄養相談、住民や小中学生を対象と

した禁煙教室を実施しております。 

また、腎不全対策としましては、平成２４年度から、健診の検査項目に腎臓ろ過機能検査を
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追加し、結果説明会や訪問での個別指導を実施するとともに、平成２５年度からは慢性腎臓病

予防教室を実施しております。さらに、食生活改善推進員による、高血圧予防のための、減塩

教室の開催を予定しているところでもあります。 

     なお、高齢者に対しては、こうした取り組みに加え、「いきいき筋力教室」などの運動教室、

肺疾患や低栄養の予防につなげる口腔教室をはじめ、多受診の抑制指導などを実施しておりま

す。今後も、これらの取り組みを進め、医療費の削減に努めていきたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君） 

     町のほうでは、「筋力いきいき教室」とかそういうのを開いておるという答弁がありましたけ

れど、高齢者の医療費を抑えることと、国民健康保険、国民皆保険制度を維持するためにも、

予防医療を中心とした病院に頼らない医療が今後は欠かせませんということなんですね。特に

その中ではですね、三つのことを守ることによって、病院に頼らない医療ということで進めて

いただきたいのは、まず食生活や生活習慣を改善し、趣味や地域の人との交流をして楽しく時

間を過ごす工夫、これは大いにですね、高齢者の場合には地域へ出て、活躍をしていただきた

いということでございます。２番目には健康を維持するため、歩いたり運動を楽しむ。これは

筋力いきいき教室なんかに参加を推進していただけばよろしいかと思います。それから、三番

目がこれが一番必要だと思いますけれど、心と体を休める。生活習慣病は生活の中から起きて

います。食事、運動、睡眠の正しい生活習慣を身につけることが、解消されると言われていま

す。ぜひこの３点を大いに推奨していただいてですね、総合健診も積極的に受診し、保健指導

を受け、早期発見、早期治療により医療費抑制を図ることを期待して私の質問を終わらしてい

ただきます。よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告２番 ６番秋山勇君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告３番 ３番川口正満君の一般質問を行います。 

     ３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     通告に従いまして、産業建設常任委員の立場からも、町内の身近な課題と国の将来の課題に

ついて５点、お伺いします。最初は自主防災や防犯の体制の強化についてです。町には、３８の

自主防災の組織が、防災減災に取り組んでおります。具体的にどのように、町は自主防災の活

動を把握しているかお伺いします。総合計画では、防災防犯の意識の普及と地域防災、防犯の

強化を主な施策として、自主防災組織の活性化や緊急連絡体制の確立を上げています。住民に

は、自主防災組織の必要性を日ごろから啓発して、平常時の訓練と災害時を想定した訓練は重

要です。平常時の防災の活動は、災害に対して緊急通信連絡が、上手くいくこと。また初動の

消火活動など、防災訓練や支障なく避難所に移動できるように、訓練等備えが必要です。自主

防災組織の防災、減災に対する組織の実情について町の把握している状況をお伺いします。 

○議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 
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川口議員の自主防災の体制の強化等のご質問にお答えいたします。 

本町の自主防災組織は、各区を単位として設立され、平成２４年３月に策定しました第一次

富士川町総合計画では、３８団体ありましたが、その後、鰍沢地区の行政区再編に伴い、現在

の自主防災組織数は１６団体となっております。こうした中、各自主防災組織が策定した地域

防災マニュアルは、各区長を中心に、町から区、区から組への情報伝達や救護などの役割分担

を示す組織体制や、初動体制の確立、避難誘導など、地域の実情に即した内容となっておりま

す。 

また、町と各区長の間では、町の防災訓練や毎月の定例日に、無線機などによる情報伝達訓

練を実施するなど、今後も各自主防災組織と共に、災害発生時を想定した備えに努めて参りた

いと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     防災減災については、国も県も町も、その重要性と必要性を考えているところですがぜひ町

民とも、それらについて共有してですね、取り組みをしていきたいと思っております。次の２点

目。県には、自主防災組織研修制度があります。町からの参加状況と、災害時を想定したどの

ような研修をしているか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

     安心・安全な地域づくりの実現に向けて、社会全体で防災・減災対策に取組むためには、そ

の要となる自主防災組織の充実を図る必要があると考えております。 

     このことから、その中核となる地域防災リーダーの養成は重要であることから、山梨県が主

催する地域防災リーダー養成講座への参加を、各区や自主防災組織へ呼びかけ、毎年、多くの

皆様の参加を得ているところであります。昨年度は、町内で開催したこともあり５９名が、そ

して今年は身延町内で開催し、２８名が参加し、自助・共助を前提に災害発生後を想定した防

災対策の講義や、避難所の作り方の体験などにより、防災に関する知識や技能を習得されたと

ころであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     自主防災組織研修制度に、受講された方々は何か資格を取得できるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長 秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

     この養成講座は、６月の区長会を通じまして、各区自主防災組織への周知を図ったところで

あります。その後、今年につきましては身延で行われたわけですけども、資格というものはご

ざいませんが、この養成講座を通じて学んだことを各区自主防災組織への還元をしていただく
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というような形で取り組んでいるところであります。 

〇議長（齊藤正行君）   

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     先ほど、防災リーダーの必要性がありますということですが、各区には防災委員もいたり、   

あるいは、これらの参加者、あるいは消防団等を通じましてさらに町民が、高齢者が安心して

ですね、いざというときに備えられるように、体制を整えていただきたいと思います。 

これらは、町が推進している共同活動の一環であり、よろしくお願いいたします。町全体で

は年１回、防災訓練を行なっていますがそれらの強化も必要と考えます。日ごろの備えと心構

えにより、自助の備えに加えてご近所づきあいの共助が町全体にですね、防災に強いまちづく

り、安心して住めるまちになると思います。よろしくお願いします。 

大きい２番お願いします。タウンミーティングにおいて、町民の要望、苦情について伺いま

す。町長が主宰された各区のタウンミーティングにおいて、町政のＰＲと同時に町長は町民の

声を広聴して、町民の要望、苦情に対して町政に反映していくことも目的でした。町長が何人

かの課長さんたちとも２年ぶりに、町民から生の意見を聞かれてその後、町民の声も、町政に

どのように反映していくのか関心が寄せられています。町長は、その重要性や必要性を考慮し

て町民には優先的なニーズや要望、苦情をなんだと、受け止められましたか。お伺いいたしま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員のタウンミーティングでの町民からの要望についてのご質問にお答えします。 

     町民の皆様の幅広い意見を町政に反映することを目的に、今年６月から９月にかけて、町内

各地区でタウンミーティングを開催いたしました。今回のタウンミーティングでは、本年２月

に策定いたしました、公共施設再配置計画により、地域に影響がある統廃合施設や地域の課題

等をテーマに実施したところであります。 

その際、主に公共施設再配置計画の内容、そして防災対策、リニア対策等に対する意見や各

地区の地域性や実情に沿った課題、要望が出されましたが、地域のニーズは地区ごとにそれぞ

れ異なることを認識したところであります。今回、各地区から出された課題、要望につきまし

ては、すでに対応済みのものもありますが、その中で優先的に実施すべきものとすれば、地域

の活性化対策と安心安全なまちづくりであると受け止めたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     近年、町民をめぐる、さまざまな環境は非常に厳しくなっておって、町に対する期待も日々

高まっております。その中で総合計画では、町民対話集会の開催を年２回としておりますが、

１回になっている状況ですが、どのようにお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     こうしたタウンミーティングみたいなものにつきましては、大きな課題があった時には、こ

れまでもやってまいりました。例えば、合併の問題もしかり、病院の問題もしかり、やってい

ました。総合計画では、こうした全地区を網羅したということではなく、私も、それぞれの地

域の皆さんとは年に数回やっておりますので、それで十分地域の意見は聞けるものと考えてお

ります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     総合計画の大きい柱の中で町民との協働の事業活動が重要と言われております。残念ながら、

この協働の取り組みがやや弱いのかなと。それで今回の主なテーマとしては、公共施設再配置

ということですが、この点やはり町長にはですね、やはり地域住民に広く目を通していただい

て、大きい視野で将来へのですね、まちづくりを仕掛けていくように積極的な取り組みをお願

いしたいと思います。つきましてですね。このタウンミーティングにおいていろんな意見が、

要望が出たわけですが、これらをホームページに掲載する予定はありませんか。議会のほうの

懇談会では二回にわたって、要約を載せたところでありますが、やはり町民に対してですね、

町長との質疑というのが見えるようにお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回のタウンミーティングでもいろんな意見をいただきました。ただ、できるものとできな

いものがあります。それをすべてですね、ホームページで公開することがいいことなのか、悪

いことなのか。例えば、将来展望に係る、中には細かい要望もあるわけです。うちの裏を何と

かしてほしいとか、そういったものもありますんで、すべてを載せるのではなくて、それらを

町が要望として、あるいは意見としてお聞きして、町はしっかり受けとめる中でですね、施策

を展開をしていけるものについては、住民にしっかり説明をしていきたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     やはりまちづくりに関しては参加型で、町民と一体感を持って取り組んでいくようにお願い

したいと思いますし、ホームページを見ましても、先ほど全国へ動画配信ということでいいん

ですけど、やはりホームページには、まちづくりに関して、あるいは地域ごとにですね、もう

少し身近な情報発信力もあわせてお願いしたいと思います。それの関連でですね、３番に移り

ますが、総合戦略の観点です。総合戦略の基本目標では、四つの目標が大きく掲げられ、雇用

の創出策が町民からは非常に期待があるわけです。総合戦略において町内事業所の従業員をわ

ずか２０人増の６，２７８人との目標です。５年で２０人、極めて低目、控え目であり具体的

な施策項目の重要業績評価指数をですね、ＫＰＩの３１年度目標も低めであり、２、３年後に

はやり方次第で達成できそうな目標値です。そこで安定した雇用を創出することに関して各年

度毎の目標値があると思いますが、２７年度、２８年の優先すべき項目に関して、目標値を上

げていただけますか。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えします。 

     富士川町総合戦略の基本目標の一つである「富士川町における安定した雇用を創出する」で

は、数値目標として町内事業所従業員数を６，２７８人、従業者一人当たりの製造品出荷額等

を２，３９１万円としております。 

 また、具体的施策については、事業に対する優先度はありませんが、主なものとしては、企

業誘致事業で平成３１年度までの重要業績評価指数（ＫＰＩ）は、企業誘致１社、また６次産

業化事業で特産品の開発１件としております。これらの事業に対するＫＰＩは、平成３１年度

までの５年間での評価でありますので、平成２７、２８年度といった年度ごとのＫＰＩは設定

しておりません。 

 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     残念ながら、短期あるいは年度ごとの目標が設けられてない。既にこの５カ年の総合戦略は 

２７年度４月からスタートしているわけですが、やはりそれぞれの項目において、各課におい 

て目標を設けて、今年度、来年度、短期中期ですね。そして５カ年ではどれだけを達成しよう 

かという目標を掲げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     総合戦略の中ではですね、５年間のトータルでの数値目標を設定しておりますので、その５年

間で、こういった事業を推進していくということで計画をしております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     ５年間というですね、長いスパンではプランドゥチェックアクションがですね、大雑把、大

まかになり過ぎるわけで、単年度ごとに予算を配分します。あるいは職員の配置、あるいは地

域の協力も必要になります。ですから、各施策ごとに短期、年度毎の目標を設けるべきです。

ここがですね、設けてありませんでは、回答として不満足、不十分と思います。もし、設けて

ないということであれば、２７年度、２８年度各課でですね、再検討してください。いかがで

しょう。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

    先ほども申し上げましたように、総合戦略はですね、５年間の中での計画ということで盛り込

んでおりますので、５年間が長いと今お話がございましたが、私は長いと余り思っていません。

５年はすぐすぎると思っております。この５年間で勝負をするということの中で、事業を盛り
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込んでおりますので、決して５年が長いというふうには解釈をしておりません。その中で事業

を実施し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（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     企画課長から、５年は長いと思わないということですが、やはり、単年度主義で、事業を重

点的に達成消化していくわけですね。こういう中で、この総合戦略の目標を単年度ではどれど

れをやっていくんだというものを各課の若手からも、課長、リーダーからも吸い上げて設けて

いくということを改めて庁内で検討してみてください。あるいは区長会なんかにもですね、投

げて地域的にも協力してもらうように強く要望します。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     今回のですね、総合戦略に盛り込んでいる事業につきましては、重要業績評価指数というも

のを設けております。年度ごとにＰＤＣＡサイクルを実施しまして、その事業について検証し

ていくということでも規定をしておりますので、その規定に従いまして事業の方も実施してい

きたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     はい、総合戦略においても、プランドゥチェックアクションを実行していくということで 

あればなおさらですね、単年度ごとの目標にも刻んでですね、それぞれの施策をきめ細かく実 

行するということで、よろしくお願いしたいと思います。そして、例えば空き家、空き店舗の 

解消、遊休耕作地の活用、地域の防災減災、防犯の活動、地域の伝統文化の継承などを通じて 

地域の活力を向上するために、全員参加の取り組みを進めるべきです。若い世代が、町の魅力 

や地域資源に共感して、移住定住を決意してこの町に来られて、まちづくりに参加できるかが 

試されています。そのためにも、この町にはこういう総合戦略がある。そして、年度ごとに 

我々こういうことをやっていくんだということで、先ほども、ホームページ、という媒体ツー 

ル、あるいは窓口において説明等々をお願いしたいと思います。ぜひ、地域ごとに力、心を合 

わせて目標を設けて実行に取り組むということが必要です。この方向に沿って、町を挙げた取 

り組みを進めるように町長にも、舵取りをぜひお願いいたします。もう一つよろしいですか。 

区長会ですね。これは総務課が中心になるわけですが、区長会にはどのように町から、具体的 

に要請や、支援や助言を行い、協働の活動を推進していくのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     今、総合計画の２番に入るんじゃあないんですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     あっ、はい、お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ２番に入ってください。 
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〇３番議員（川口正満君） 

     はい。 

〇議長（齊藤正行君） 

     （２）へ入ってください。 

     質問をしてください。 

〇３番議員（川口正満君） 

     はい、すみません。 

     総合計画では、自治組織の機能充実への支援として「地区まちづくり計画策定の支援」を挙

げています。今回、総合戦略では、「地域資源を活かしたまちづくりの推進」を挙げています。

どのように区と共にまちづくりを具体化していくのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えします。 

     まちづくりの基本は「人」と「もの」であり、地域にあるものをどうやって活かすか、地域

の人たちをどう関わりを持たせていくかということであると考えております。本町の総合戦略

では、４つの基本目標の一つに「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、

地域と地域を連携する」を掲げ、基本的方向の一つに「地域資源を活かしたまちづくり」を挙

げています。こうした取り組みとしては、町では地域の特性に応じた活動を支援し、各区の皆

さまが、地域資源を活かしたまちづくりに取り組めるよう、平成２５年度から地域力創造交付

金の制度を設けているところであります。 

     また、町の「誇れるもの」「何これなもの」といった観光資源を掘り起こすことで、魅力を引

き出し、地域と一体となったまちづくりを推進していきたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     先ほどの、地域力創造交付金事業ですが、総合戦略では、３件という低い目標ですね。ある

いは先ほどの雇用の問題にも関わるわけですけども、定住移住奨励ということで各区地域にも

協力してもらう必要がありますが、５年で５０世帯を目標とするということです。この点でや

はり もう少し強力にですね、地域各区に協力を求めて協働という形を、大きく推進するとい

うことで、お願いしたいと思いますが、改めて心構えを聞かせてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えいたします。 

地域力創造交付金につきましてはですね、各区が新しい事業に取り組んでいきたいとか、今

年はこの事業に力を入れていくと考えられているものに対しまして、できるだけ地域のアイデ

アを出していただいて、事業に取り組んでいただくために地域力創造交付金というものを交付

しているところでございます。やはり、地域の活性化を図っていくというのはですね、やっぱ
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り最終的には、町の全体のまちづくりを図っていくためには、地域の力をつけていかなければ

ならないと思いますので、そういった、交付金制度等を有効に活用していただきまして、今後

町と地域が一体となって地域づくりを進め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（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     まちづくりに関わってですね、総合計画という大きい柱と、総合戦略が走っているわけです

けれども、ぜひ区長会とは緊密に連携しながら、数年前ですか、地区まちづくり計画というの

が作成されて、それぞれＫＪ法なんかでですね、何々をしたいというのを討議したこともあっ

たわけですが、地域の重要課題、最近の優先課題というものを、先ほどの町長の答弁にも関連

するんですけど、町にもホームページに地域が参加できるようなページもお願いしまして、情

報を共有して共に一体感を持って歩めるようにですね、取り組んでいただきたいと思います。

それでは４番・・・でよろしいでしょうか。次の質問で・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     私が決めることではないので、議員が進めることですので。 

〇３番議員（川口正満君） 

じゃ、４番、身延線の利用状況と問題点の改善について伺います。町は身延線の鰍沢口駅の

トイレ建設費を市川三郷町と分担して設置する案を検討するということです。ＪＲ東海とはど

のように交渉があったのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     昨年１１月、ＪＲ東海静岡支社より、鰍沢口駅舎の建替え及び建替え時に併せ、旅客用のト

イレを撤去する旨の説明がありました。その際に同席した、市川三郷町及び当町担当者により、

直接ＪＲ東海に対し、トイレ設置の依頼をいたしました。 

しかし、ＪＲ東海の方針として、無人駅の場合は、防犯管理上、建替え時に併せて旅客用ト

イレを撤去しており、新たに設置はしないとの返答でありました。これを受け、市川三郷町で

は、今年９月議会にて、本件の一般質問が出され、さらに１０月鰍沢口駅周辺住民から、トイ

レ設置の陳情書が提出されたことにより、ＪＲ東海静岡支社に直接出向き、利用者の意向とし

て、トイレを設置してほしい旨の要望をあらためて伝えたところであります。 

しかし、ＪＲ東海の方針は変わらず、旅客用トイレの設置はしないとの回答でありました。 

当町からは、ＪＲ東海に対し、設置費用の一部負担を求めた経過もありましたが、ＪＲ東海で

は、そのことについても対応できないとの回答でありました。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     駅舎を無人化することで、もう既に工事を着手されておって、でトイレも仮設トイレになっ
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ている状況です。御近所の床屋さんにもですね、その間貸して下さいとか、昔公衆電話もあり

ましたが、それも撤去されている、電話を貸して下さいという声もあったということです。先

ほどの説明でＪＲと町が直接お話もされて、で町長にも費用を分担できないかという案も持ち

込まれたようですけれども、ＪＲ東海のお客様利用者がほとんどを利用されるトイレの建設費

についてですね、２８年度、まあ今年度は両町で、２２０万円、この町が１１１万円と負担と

なっておりますが、２８年度に予想されるトイレ本工事のための建設費などは、どのように聞

いておられますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ２８年度に建設される設置する本トイレの建設費でございますね。はい、今回、補正予算に

計上させていただきました半分の負担の中に、設計委託料の分も入ってございます。設計の方

を１月から３月で行うという市川三郷町のスケジュールがございます。その設計で大体の見積

もりが出てきますので、来年度、補正予算、６月補正予算で計上するというスケジュールに合

わせて、当町でも進めてまいりたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君）      

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     市川三郷町とはですね、峡南医療センター共同案件がある訳です。この仮設のトイレも含め

まして両町の当事者、契約はですね、一つになってそれをこの町が受けるのか、あるいはＪＲ

東海とは１対１で設置をされる、そして契約されるのか、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ＪＲ東海とはということでしょうか。建設主体は市川三郷町が主体となって建設をいたしま

す。富士川町にはその２分の１の負担を市川三郷町から求めてくるというところであります。 

   以上です。 

〇議長（齊藤正行君）      

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     身延線には市川三郷町では既に、市川大門の駅へ職員を派遣するなど、ＪＲ東海と密着した

関係の中で、今回のトイレは、市川三郷町が窓口になって、こちらが説明を受けたり、理解す

る中で協力していくと。いうことでよろしいわけですね。それにつきましても、ぜひ、先ほど

町長もご意見されたということですが、本トイレの建設費は、ＪＲ東海が負担して、そして管

理費は例えば、地域の両町が負担するという、町民にできるだけ負担のないような方向でお願

いしたいと思います。あのＪＲ東日本の中央線の鳥沢駅では、国に対してですね、何とかして

よという意見で、動いているようです。そんなことで、ぜひ、今後ともですね、町には、負担

がかからないようによろしくお願いしたいと思います。 

     次に、身延線の必要性、重要性を鑑みて、どのように利用状況を把握しているか伺います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

     身延線は、静岡県と山梨県を結ぶ、唯一の鉄道路線であり、なくてはならない交通機関と考

えております。 

また、身延線全体の乗車人数は、この数年については、年間４５０万人前後のほぼ横ばいで

推移しており、ちなみに、鰍沢口駅の乗車人数は、平成２６年度、約５万２千人になっている

ことから、必要性についても高いものと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     身延線は峡南地方の公共乗り物として、地域にとり、そして通勤通学、さらに通院などにも

必要不可欠な乗り物です。山王住宅の販売も進んでおり、また、ホリデーバスの利用もスター

トして町は身延線が必要であり重要な乗り物です。中部横断道３年後、全線開通後に間引き運

行などはないと思いますがその対策も必要でしょう。さらに町は峡南３高校の統合に関連して、

新設校を富士川大橋西側へと要望しましたが、身延線の利用状況について私は、車掌さんから

ちょっと聞いたんですけど、赤字だよと。この辺、深刻な経営状況をどのように受け止めてお

られますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     身延線の経営状況につきましては、把握しておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     申すまでもなく、身延線はですね、地域の資源として重要であり、積極的に意義づけそして、

もし深刻な状況であれば、さらに沿線市町とも連携してですね、さらに利用度を高めていくと

いうふうな前向きな姿勢も重要と思います。既に駅舎が壊されてしまい、時すでに遅しと。で

すが全国の例では「あまちゃん」の舞台にもなっており、また、地域と連携して、交流や教室

などのコミュニティー施設や観光案内、ＪＡなどとも売店を設けた成功例もあることを報告し

ておきます。身延線については、以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     質問の途中ですがここで、暫時休憩します。 

休憩 午前 １０時１２分 

再開 午前 １０時２０分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 
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     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     身延線ＪＲ東海に関連するわけですが、今度はリニアの９兆円余りの国の事業に関して町と

地域に及ぼす影響と最新の事業計画案の要求について伺ってまいります。 

リニアは国策事業と言われています。ＪＲ東海単独で事業費用を負担するという在来新幹線

とは全く異なる事業です。ある県内の大学教授は１０年もの長期に係る事業は、収入と費用の

予想が大幅に狂って絶対に失敗すると忠告しています。また南アルプス山脈は１万年前には海

であったが隆起したものであり、地盤が軟弱であり、長大トンネルはリスクが大きすぎると警

告しています。このご指摘はリニア事業は、社会的、経済的に深刻な問題があり環境への影響

の観点から、妥当性、適正さを欠いているということです。町に及ぼす大きな影響の一つとし

て町民体育館の移設問題について、区長との座談会においては小林の北側に体育館を移転して

ほしいとの強い要望がありました。議会の地区懇談会で小林では議会に対して、住民の心情を

酌み取り、町やＪＲに意見してほしいと要望されました。町民体育会館の移設先については、

齊藤議長も小林区民から強い要望を受けていることと思います。町にはリニア高架橋により地

域が分断され、深刻な日影問題や、残地の発生、地下水脈への影響、工事中のさまざまな問題。

地価の下落懸念など、直接間接の大きな被害を受けます。さて町は体育館の移設について町民

の声をどのような方法で吸い上げて、代替地の検討作業に対応していくのかを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     川口議員の、体育館の移設に伴う代替地の検討作業についてのご質問にお答えします。 

     町民体育館の移設につきましては、体育館敷地のほか、相当な面積の駐車場とともに、緑地

の確保も必要なことから、用地の選定は、大きな面積を確保するという条件の中で進めて参り

たいと考えております。 

このことから、代替地につきましては、多くの町民が利用するスポーツ拠点施設であるとと

もに、災害時の避難施設としての役割も担うことから、今後各種体育館利用者をはじめとした

町民の代表により構成する町民体育館を検討する委員会を立ち上げ、規模や機能を検討すると

ともに、適地も検討して参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     町民とともに検討委員会を立ち上げるということですが、ぜひ地元住民の声を基本的に広聴

されて、そして町民の総意に沿った方向と方法で、対応されるようくれぐれもお願いします。 

今回の補正予算でですね、リニア関連の委託金が計上されましたがこの歳入は、体育館などの

移転に関連して、使途されるのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回ＪＲ東海からですね、町のほうに委託金がありますが、これは、リニア担当が行う業務
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に対する委託の部分でありますので、体育館とは何ら関係がありません。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     すみません。リニア関係の業務といいますと、具体的にはどんなことですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今後は、人的派遣も町のほうではしていかなきゃならないと思います。当然この町の用地交

渉に入っていきますから、数年後には人的配置もしていかなきゃならない。今、ＪＲ東海が地

区での説明会をしております。その段取りもうちの職員を使ったりしながらやっておりますん

で、まだ用地交渉には全然入っておりませんけども、これまでの事務事業にかかわる町の職員

の人件費相当分をいただいたということで理解しております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この大きな体育館の移設、それから児童センターの移設と。先行的にこの町には負担が関わっ

てきて、そして沿線住民の皆さんに対する適切な説明、あるいは補償、交渉等もこれから試さ

れるっていいますか、時間と経費がかかってくるわけです。改めて体育館の移設については、

現在、円滑に利用されていること。そして住民の意向を十分に尊重して、町民とともに、住民

により添った対応を県とともに務めるように切に望んでおります。 

二つ目の質問でお願いします。 

地方自治体の長は、ＪＲ東海の収入予測や費用計画がずさんなので、県や国を通じて、ＪＲ東

海に対して新しい事業収支計画書の提出を要求するべきです。夢のリニアに対して、国も県も

期待を寄せていますが、大きなリスクや負担も発生することについて、また、事業計画に対し

て理解が全く不足していて、認識が実に甘過ぎると思います。ずさんの内容と十数年後の収入

計画が、人口減少が経済の環境に相応していないこと、経費計画では、金利など多くの算入す

べき項目も漏れています。また、コスト増加の要因が多くあり当初の計画は瑕疵があると断言

できます。初期の計画をもとに国土交通省が事業を認可しましたが、その計画は、重要な事実

の基礎を欠いている内容です。収入支出の計画が現実性に欠けていて欠陥があります。国も、

自治体も、ＪＲ東海の事業計画を信用してリニアにより利益を期待していきますが、計画その

ものが信頼性に欠けているのです。超高速の技術力に期待していますが、在来新幹線とは異な

り１００％安全安心なのか、環境影響評価も不十分であり違法性が高いと指摘されています。

国交省やは環境省、国会議員、知事さえも適正な情報を提供されていないのです。不十分な理

解のままに夢のリニア計画に乗せられているようです。リニアは知れば知るほどリスクが大き

く、地域と住民に不利益負担が大きく、あんなものいらんのです。このように収入支出の計画

は杜撰であると指摘されています。さて町民に責務を負っている町長はこの事業計画が適正で

あると考えておられますか。ご見解をお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答します。 

     リニア中央新幹線の建設につきましては、平成２６年８月に営業主体及び建設主体であるＪ

Ｒ東海が、全国新幹線鉄道整備法及び同法施行規則に基づき、工事実施計画の認可申請を行い、

これを受けた、国土交通大臣は「技術基準等への適合」、「環境への配慮」、「事業収支を含む工

事費や、完了予定時期」の主に３つの観点から審査した結果、妥当と判断し同年１０月に認可

されたところであります。 

     こうしたことから、町において、改めて事業収支計画を求める必要はないと考えております。 

    以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     甘い収支予測による事業企画は適正なのか。この計画どおり実施できるのかどうか。行政は、

明らかにしていく責任と義務がありませんか。国の将来を揺るがす事業であり、信頼できる計

画を、国会も自治体も国民も要求するべきです。瑕疵ある計画に代えてあるべき適正な事業計

画を開示するべき。そして、適正な計画があってこそ、その認可が適正だと判断できるわけで

す。ＪＲ東海に対して、国を通じて新しい事業計画を速やかに提出する責任と義務があると思

いますが町長はどのようにお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今、企画課長が答えましたように、既に国から認可をされて工事も着手のほうに進む段階に

きております。また町がこの収支予測をいただいてもどうすることもできません。これは国の

事業、そして国の認可でやるＪＲ東海の事業であります。この町を通過することは事実であり

ますけども、県のこれからの山梨づくりのビジョンも、リニア中央新幹線の開業に向けたビジョ

ンを作っております。これは、もう国家的事業で進むプロジェクトでありますので、富士川町

がどうこうするつもりもありませんし、必要もないと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     この国家的事業がですね。大幅に大赤字になる懸念があって、国民にツケが回ってくるとい

う懸念もあるわけです。このずさんな事業計画に対して、町長が見ざる聞かざる言わざるでは、

町民や将来に関して責任を問われませんか。リニアは、リスク、不確実性が余りにも大きく、

多過ぎる事業です。現在の瑕疵あるずさんな計画は国会と国民にも背信しているような内容な

のです。この町でも責任を持って県や国を通じて、ＪＲに対して新しい事業収支計画を提出す

るべきと考えませんか。町の将来への責任と、町民と沿線住民に寄り添った目線から、町長の

見解を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     リニア中央新幹線の誘致につきましては、宮崎で実験をしていたころからの作業であります。

当時は望月幸明知事でありました。この町でもリニアを山梨へということで名前を連ねて、やっ

たわけですが、田中町長の前の町長さんの時代だと記憶をしております。そして、そういうこ

とからですね、山梨県にリニアは来たわけであります。そのときに誘致をしたのも山梨県人で

ありますんでそれらのことも踏まえながら、当時は北海道へリニアを、あるいは東京から成田

空港へリニアをというお話もありましたが、トンネルあるいは勾配、こういった実験もしなきゃ

あならないということで山梨県に誘致をされ、そしてそれを今度、名古屋へ、そして、大阪へ

という運動も進めてきたわけであります。こうした長年の先輩の努力等もありますんで、私ど

もは、このリニアをスムーズに、営業線につなげていくようできる限りの努力をしていきたい

と考えています。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     残念ながらＪＲ東海は、業務遂行能力に劣り、基本計画の信頼性や危機管理能力について疑

問がつくと思います。ＪＲ東海は、不都合な事実を隠していて、国会や国民も知らぬが仏です。

我が国の方向性に関わる重大な国策事業なのでぜひ、見直し計画を直ちに国会に提出すべきで

す。町は責任と行政の義務としても、ぜひ新しい事業収支計画の提出を要求すべきです。以上

再度お願いして、私の意見といたします。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告３番 ３番川口正満君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告４番 ２番深澤公雄君の一般質問を行います。 

     ２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     では通告に基づきまして質問させていただきます。 

年末を迎えまして、今が来年度に向けての予算づくりの時期だと思いますが、ここで、これま

での一般質問の答弁を含めて平成２８年度に向けての取り組みや考え方について何点か質問さ

せていただきます。 

平成２６年６月議会において、日本創生会議が発表した将来推計人口と本町の５００人アッ

プ作戦について質問させていただきました。 

そのときの町長の答弁では、５００人アップに向けては０歳児保育、町有住宅の改修、空き

家バンクの創設を行い、さらに町有地の売却や山王土地区画整理事業の推進等を展開していく

とともに、住民のみなさんにふるさと富士川町に愛着を持っていただいて、そして、その子ど

もたちにもこの地に住んでいただけるような施策を展開していかなければならない、との答弁

をされました。 

そのような中、国において、まち・ひと・しごと創生法を制定し、まち・ひと・しごと総合

戦略の策定に向けての取り組みが動き出しました。 

当町では、いち早く、本年１０月末に富士川町人口ビジョン、総合戦略を策定し、本格的な



 ４６

人口減少に向けた対策の方向づけをされたことに対しましては敬意を表したいと思います。 

志村町長が前々から５００人アップを提唱し、今回、国において地方創生の総合戦略が出て

きたことは当町にとっては追い風であり、この機会をうまく活用して人口アップにつなげてい

くことが重要と考えます。総合戦略では４つの柱として、雇用の創出、新しい人の流れ、若い

人への結婚、出産、子育ての支援、安心な暮らしを守る、を挙げております。 

そこで、ここで１つ目の質問に入ります。かつての答弁にありますように、富士川町に愛着

を持ち、この地へ住んでいただけるような施策は総合戦略において、どのようにとり組んでい

くのかをお伺いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

深澤議員のご質問にお答えいたします。 

町ではこれまで、人口５００人アップ作戦として、０歳児保育、町有住宅の改修、商業用地

の開発、空き家バンクの創設などの事業を行ってきたところであります。 

こうした事業などにより、医療、福祉、教育及び日常品が容易に入手できる環境など住みよ

い町としての基盤が整ってきたところであります。 

こうした中、国のまち・ひと・しごと創生法が施行されたことから、総合戦略の先行型及び

消費喚起事業として、小中学校給食費の助成、プレミアム商品券の販売、子育て世帯応援券の

配付などを行って参りました。 

また、本年度は定住奨励金や病後児保育事業、子ども医療費の窓口無料の対象者の拡大など

に取り組んでおります。 

今後は総合戦略の４つの基本目標である、安定した雇用の創出、新しい人の流れをつくる、

若い世代の結婚、出産、子育ての支援、新しい地域づくりを推進しながら、若い世代の就労、

雇用の創出、出会いの場の提供、出産サポート、さらなる子育て支援策や安全安心な地域づく

りを進めてまいります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

      深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     はい、いろいろな施策をしているのはわかっております。そこで２つ目の質問に移りたいと

思います。４つの柱のそれぞれの項目において、具体的にはどのような事業を２８年度の予算

化に向けて検討しているのかをお伺いします 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

     富士川町総合戦略には、４つの基本目標があります。その基本目標の一つである「富士川町にお

ける安定した雇用を創出する」では、事業経営者の悩みや経営改善などに対する経営サポート事業

や特産品の販路拡大を支援するための事業を行っていきたいと考えております。 

     次に、「富士川町への新しいひとの流れをつくる」では、金融機関等と連携して、町への定住者に
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対する定住者支援事業や定住を促進するための西之入団地宅地分譲事業を行っていきたいと考えて

おります。 

 また、「富士川町で若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」では、町内の独身者の結婚を

促進するための婚活支援事業や町内の企業間や地域の方々との交流の場を提供するための地域交流

事業を行っていきたいと考えております。 

最後に、「富士川町の時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を

連携する」では、峡南地域の各町と連携して観光コースを開発し、観光客誘致につなげる峡南

地域観光連携事業や安全安心な地域の構築に向けた富士川町の強靭化を推進する国土強靭化地

域計画の策定を行っていきたいと考えております。 

以上の４つの基本目標を達成するために、様々な事業を展開しながら、総合戦略を進めてい

きたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

      深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     総合戦略は包括的な計画で、これを実行していくためにはやはり詳細な実行計画が必要と考

えます。それぞれの実行計画についてはどのように、実践していくのかお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

お答えいたします。 

総合戦略では４つの基本目標を定めまして、それに基づき、５年間で取り組みます具体的な事

業を明記してございます。事業ごとに達成すべき数値目標、重要業績評価指標ＫＰＩを設定い

たしまして、ＰＤＣＡサイクルのもとにですね、実施した施策事業の効果を、検証していきた

いと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

      深澤公雄君 

〇２番議員（深澤公雄君） 

 ＰＤＣＡは本当に重要だと思いますので、確実に実行していただきたいと思います。 

次の質問に移ります。婚活について。婚活についてはやはり、平成２６年６月に一般質問さ

せていただきました。そのときの答弁はイベント内容を研究する中で、開催が可能であるか検

討していきたいと考えているという内容でした。総合戦略を見ますと、婚活支援事業が若い世

代の結婚、出産、子育ての支援の項目の中で一番先に掲載されております。大変前向きに検討

されているとうれしく感じております。 

婚活により、若者が結婚することは人口アップにもつながりますし、若い世代の増加は、町

に活気を呼び戻すことになります。全国各地では、町全体を使って、町婚などと銘打って、町

へ若者呼びながら飲食店などと連携した取り組みを行なっているところもあります。 

また平成25年に中部区の有志で、中部小学校の校庭で開催しました、婚活イベントを行いま

したが、聞きますところ、そのときのカップルになった方が一組ですが、近々ゴールインする

というようなことを聞いております。やはり行動すれば結果が出てくるものと感じております。  
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今回の総合戦略において、婚活事業はどのように研究をし、具体化していくのか、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。これまで町では、もみじ祭りにおいて、出会いのウオーキング

を開催したところ、約50名が参加し、その中で成立した１組のカップルが昨年４月に結婚され

たという喜ばしい事例もあったところであります。 

しかし、こうした婚活イベントは、本町や近隣の市町村の事例からもカップルの成立が必ず

しも、定住人口の増加に結びついておりません。 

このことから、今後、婚活支援事業につきましては、婚活者を町内の自営業者や町内の独身

者といった条件をつけるなどして町内への定住を促せるような企画を開催していきたいと考え

ております。 

また、婚活支援事業は、一朝一夕では成果が出にくいと考えておりますので年間を通じて開

催する等、継続的に事業を実施していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

      深澤公雄君 

〇２番議員（深澤公雄君） 

婚活というと、やはり富士川町に住んでいただけるというのが非常に難しいと思うんですけ

ども、男女の出会いですのでなるべく広い範囲でやっていくのも良いのかと思います。その辺

うまく考えてやっていっていただければと思います。 

続きまして４番目の質問に移らせていたただきます。今年３月に一般質問させていただきま

した五開筋の観光連携については、「観光交流拠点なり、塩の華、かじかの湯、つくたべかんの

一体的な戦略を図り、情報発信をはじめ、イベント、周遊ツアーの開発など様々な連携を検討

していきたい。」と答弁されました。総合戦略では、新しい人の流れの項目において五開筋をは

じめ、町内三筋の観光連携はどのように検討され、平成28年度に向けて、新しい取り組みを考

えているのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課長 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

     町内三筋への観光客の誘導の取り組みとして、これまで、平林地区においては、外国人観光

客に対する「多言語化の観光パンフレットや観光案内看板の設置」、穂積地区においては、「ゆ

ずもぎ体験等の農業体験ツーリズム」のほか、穂積筋平林筋を通る、「ゆずの里クロスカントリー

＆絶景ウォーク大会」や「ツールド富士川」の開催、五開地区では、大柳川渓谷を歩く「のん

びり歩こうもみじの里ウォークラリー」を開催するとともに、「誇れるもの・何これなもの」を

募集することにより、新たな観光資源の掘り起こしを行っているところであります。 

また、観光の玄関口として位置付けている道の駅構内の観光案内看板等を利用して、「携帯電

話によるＱＲコードでの多言語化の観光案内、観光資源の動画やナビゲーションによる三筋へ
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の道案内」の制作も現在進めているところであります。 

これら観光三筋の相互連携の取り組みといたしましては、身延線の鰍沢口駅から「ホリデー

バスの運行」や、南アルプス市の夜叉神峠から南部町の貫ケ岳までの尾根伝いを歩く「南アル

プスフロントトレイル」の富士川町内の櫛形山から十谷峠までを第一期整備区間として整備を

行ったところであります。 

今後は、三筋の特徴を活かした新しい流れをつくるために、平林地区では、「陶芸家や写真愛

好家などの芸術文化の村づくり」、穂積地区では、「ゆずの特産品を中心とした地域づくり」、五

開地区では「大柳川渓谷や温泉を利用した健康と癒しの里づくり」を進めて参りたいと考えて

おります。さらに、これらの三筋を有機的に連携させる「周遊ツアーの企画」、「新たな散策ルー

トの設置」や三筋が連携するイベントを企画し、相互連携した観光客の誘導に取り組んで参り

たいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     観光周遊ツアーを考えていると答弁されましたけど、この辺は全国にどのようにＰＲしてい

くのか、そういったものがあれば教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

商工観光課 永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 

     はい、ただいまのご質問にお答えいたします。本年度既に周遊ツアーも企画しておりまして、

富士川町と観光と硯製作体験など６種類のツアーを企画して実施しております。 

観光物産協会のホームページへの掲載、それからローソン、あるいはローソンの富士川町の

インフォメーションコーナーや道の駅へのチラシの設置、観光キャンペーンでのチラシの配布、

バス会社、旅行会社へのチラシの配布、協力いただいております店舗でのチラシの配布を行っ

ております。この結果、今年度も既に現時点で予約も含めまして100名程度の御利用をいただ

いております。 

今後も職員ももちろんこういうＰＲ活動には、努力してまいりますけども、やはりこういう

ことは口コミの力が大きいと思います。ぜひ議員のみなさまにおかれましても、ぜひＰＲ活動

に御協力をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

      深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     先日、もみじ祭りで私も遊歩道を歩かせていただいたのですけど、けっこう県外の人がたく

さん来ていらっしゃったので、ぜひもっとＰＲしてもらい、県外の方にも来ていただけるよう

にしていただきたいと思います。 

富士川町においては、志村町長の考えのもと、人口５００人アップと称し、子育て支援策や、

定住促進策に重点を置かれています。その中で国が進める地方創生の取り組みは、まさに富士

川町の取り組みに合致したもの感じます。 
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これから総合戦略を具体的に取り組むに当たり、今回答弁いただいたことを新たに来年度予

算に反映され、人口が確実に増えることを期待して、富士川町が活気あふれる町になりますよ

う、議員の一人として協力していきたいと思います。 

本日は、以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告４番 ２番深澤公雄君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告５番 ５番堀内春美さんに一般質問を行います。 

     ５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ５番、堀内春美です。それでは質問を始めさせていただきます。 

まず最初に、今年の９月の議会におきまして峡南医療センター富士川病院の救急体制につい

て、私質問をさせていただきました。そのときにですね、日頃富士川病院に、かかりつけだっ

た、患者の方がですね、夕方倒れ、そして富士川病院に救急を依頼したのが６時半。ですが病

院の方は何らかの事情があったと思うんですけれども、救急を拒否され、そしてこの方はあち

こちの病院へ、救急をお願いしたんですがどこも断られ、最終的に峡南病院で、初めはカルテ

がないからということで断られたんですが、再度お願いしたところ峡南病院でそれでは来てく

ださいっていうことで、峡南病院に運び込まれたのが、倒れてから４５分です。峡南病院に運

び込まれたときには、亡くなっておりました。最初の富士川病院でですね、受け入れて診てい

てくれたならば、助かっていたかもしれないんです。富士川病院は、富士川町と市川三郷町と

で、税金を出して経営している病院なんです。私たちの税金で経営している病院がその税金を

払っている町民を診てもらえないなんてそんなことがあっていいのかということで、私は質問

をさせていただきました。そのときの町長の答弁がですね、この方は日中、お酒を飲んで、そ

の後お風呂に入り、お風呂の中でもう亡くなっていた状況でありますと答弁しました。この答

弁、町長、間違いないですね。お聞きいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ９月の定例議会での堀内議員の質問に対する私の答弁についてのお答えをいたします。 

この質問に対しまして、この方は日中にお酒を飲んで、そのあとお風呂へ入ってそのお風呂

の中で、もう亡くなってしまったというふうな状況でありますと答弁をいたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     町長は、この方がお酒を飲んでたということは、どういうふうにして知ったんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     外部の方からのお話であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     外部の方の話を鵜呑みにして、町長はそれを自ら確認をするということはしなかったんで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     当時はですね、その前に一つ同じような事例がありました。山車巡行した後、夜、お酒を飲

んでお風呂へ入った方が、朝、亡くなっていたということがありました。私も一人からの話で

はなくて何人かからの話を総合して、私もその現場にいたわけではありませんので、酒を飲ん

だ後はお風呂に入ってはいけないよねという、話がたくさんあったものですから、私もそう思っ

た次第であります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     これをごらんください。１通の証明書です。この亡くなられた方はですね、日中、以前勤務

をしていたところの退職した人たちで、作っている会がありまして、その日総会があったんで

す。総会が終わった後に料理屋さんで昼食会を行いました。多分、町長が聞いた方は昼食会で、

料理屋さんですから、お酒が出たんじゃないかっていうふうに判断したのかもしれませんが。

これにですね、証明書があるんです。この会の会長とそれから事務局をしている方、これは、

後でお見せしますが、そうそうたる方です。この方々がこの席上、お酒は一切、一滴も出てい

なかったということを署名してるんですね。そこで家族からしますと、救急で受け入れてもら

えなかった。助かる命も、もししたら助かっていたかもしれない。そういう後悔とか悔しさと

かそういうものがあるわけなんですね。そして、議会というこの公の場所で、その故人がお酒

を飲んていたというそういう発言はですね、本人のその亡くなられた故人の名誉を傷つけると

いうことになろうかと思うんですが、そういったことを確認しないで町長が発言してよろしい

んでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     そういう質問がありましたから、知り得た範囲で答弁をさせていただいたところであります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     私もそうですけれども、町長も志村学さんという個人ではないんですね。富士川町の志村町

長という公人なんです。私も富士川町の議員という公人なんです。ですから、言動には、すご

く注意をしなければいけない。そういうふうに思いますね。それから、町長がお酒を飲んで倒

れて、お風呂の中でもう既に亡くなっていたという、その発言ですね。それをこの議場の中で
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したことによって、この議場内に居た人たちは「ああ、お酒を飲んで、風呂に入って亡くなっ

たじゃあこれはしょうがねえや。」というふうな雰囲気というかですね。そういうものになって

しまうわけなんですね。私が言いたいのは、町長の一言によって故人を傷つけた、名誉を傷つ

けたということと、それから富士川病院はですね、酒を飲んでいようが、飲んでいまいが命の

重さには変わりないんです。そこをきちんと救急を受け入れて、診察をしなければいけない。

そういうことなんですね。それがお酒を飲んでいたという発言によって、何かこうおかしな方

向に行っちゃう。多分皆さん聞いていて、酒を飲んでいたじゃそれはしょうがないやっていう

雰囲気になったと思うんです。いや、ありますよ。公人というのはですね。そういう言動とい

うのは気をつけなければいけない。そういうふうに思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センター富士川病院が断った理由ではないと思います。当時は別の理由で緊急搬送

があり診れなかったという理由であると思いますんで、私のこの発言で、富士川病院を正当化

するようなことは全然ないと思います。ただ、先ほど来言っていますように、私も現場にいた

わけではなく、亡くなられた方の、現場にいたわけでもなくですね、外部の方から聞いたお話

であり、それが事実でないとすれば、ご家族の皆さんにお詫びを申し上げたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     先ほど申しましたように、家族からすれば救急に受け入れてもらえなくって亡くなってし

まったという後悔。それに追い打ちをかけるような町長の発言。それというのは家族にとって

ものすごい悔しいことなんですね。ですからはっきりと、この場でですね、家族の皆さんに対

して謝罪をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど言いましたように、事実でないとすれば、お詫びを申し上げたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     この町長の今日の発言をですね、家族が聞いてどんな風なことを考えて、例えば、法的措置

に出るのかその辺どうわかりませんけれども、事実でないならばという前置きをして言った。

だけれども、家族は、こういうふうな証明も出てきておりますし、飲んでいなかった。そこを

素直に謝罪するということはできないんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     今、堀内議員から、そこにそういった証明があると、まだ私見ておりませんけれども、多分

それが正しいんだろうと思います。ですから、事実でないとすればお詫びを申し上げますとい

うことであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それでは、謝罪をしてくださるということでよろしいんですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今、謝罪をしたつもりでお詫びを申し上げますとお答えをしたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それでは、町長が今自分の非を認めて謝罪をしたということは、大変よいことでありまして。

私たちも気をつけなければいけないんですが、人間は生きている間には、間違ったことをして

いないと思っていても、知らずのうちに間違ったことをしているということもあるわけなんで

すね。大事なことは、その間違いに気づいたときに、謝ること。そしてやめること。引き返すっ

ていうことが大事だと思います。これからも町長この辺も気をつけてやっていただきたいと思

います。 

それでは、２番目の質問に入らせていただきます。医師養成のための奨学金についてですが、

現在、富士川病院には医師の派遣がなくて非常に困っている状況ということです。今年のです

ね、何月でしたか山梨県の研修医が激減しているという記事も載っておりました。そこで提案

なんですが、富士川町から医大へ進学して勉強している学生がおります。そういった学生にで

すね、将来富士川病院の方に来て、診察っていうかですね、勤務してもらえるようなそういっ

た生徒に対して奨学金とか、そういったふうな考えはないでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問にお答えいたします。 

     山梨大学などの医学を履修する課程に在籍し、将来、県内の公立病院等に医師として勤務し

ようとする意志があるものにつきましては、県において、「山梨県医師修学資金貸与制度」が設

けられておりますので、その制度を利用していただければと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     山梨県以外で町独自でそういったお考えはないでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 
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〇福祉保健課長（依田一利君） 

     お答えします。現在、山梨大学の医学部に履修している学生も把握はしておりませんけれど

も、どうしても県外へ出ていくとか、卒業してすぐ町の病院ということも出来ずらい方もいらっ

しゃると思いますので、県の方の制度を利用していただいて、将来的には帰っていただければ

というふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほど堀内議員さんから、医師の派遣がなくてという発言がありましたが、富士川病院、市

川三郷病院の医師はすべて医大からの派遣で今、成り立っております。そうした中でですね。

どの医師を個人的な意思で、気持ちで、この病院へ行くというのは山梨県の医療全体の中では

個人医院以外にはないと思いますんで、そういった意味でもですね、県の医学生修学資金の貸

与制度というのは、もう相当前からやっております。昭和の早い時期から始めていますので、

これを使っているお医者さんも、それぞれ、学生のころは、利用しているのですが、県外へ行っ

てもこれは使えますので、県外の医大でも使えるものですので、医師免許を取ってしまうと、

やはり自分の意思による勤務先を選択をするものですから、この貸与者どおりに、確保できて

いないのが県内の状況であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     えーとですね、私がなぜこんなふうなことを提案するかと言いますと、家の近くに一人いる

んですね。医大へ行っている子が。今３年生でしょうか。そしてその子のお母さんと話しした

ときに、将来富士川病院へ来て診察してくれるといいよねといったら、そうですね、そうれば

うちの子どもも、皆さん近所の人たちの診察もできるし、それから私たちも、あそこの息子さ

んが、富士川病院の先生なんだよっていうことでお互いにいいじゃないですかねという、そう

いう話から、こういうことが出てきたわけなんですね。ですから、つばをつけておくは青田刈

りというか、そういうことになるんでしょうかね。そういう意味でお互いに、いいので、そん

なことを提案さしていただいたんですけどいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

この町にも医師の免許を持った方はたくさんおります。医大へも何人か勤めておりますし、

そういう人たちにも本来はこちらへ、勤務していただきたいなという気持ちは一緒であります。

しかし、医大の人事の中でやっておりますから、ご本人にしてもですね、ここへということも

言えないと思います。もし、その人が、今後、医大を卒業されたらご本人の意思で、ぜひ、富

士川病院を希望していただければありがたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     繰り返すようですが、ぜひ本人が富士川病院へ勤務をしたいと。そういうふうに思ってもら
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えるような独自の奨学金制度というのをもう一度考えていただきたいと思います。それではで

すね。次の質問に入らしていただきます。 

救急受け入れ態勢のですね、今年９月の議会で質問さしていただきました。その数字からで

すね、１１月まででしょうか。救急受入れ体制の現状についてお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     あの、確認させていただきたいんですけれど、通告の方には４月から９月という通告でいた

だいているんですけれど、それでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     結構です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     富士川病院における、本年４月から９月までの夜間・休日の救急患者の受け入れ状況につき

ましては、問合せ件数が１，２２１件に対し、受け入れ件数は８６８件、受け入れ不能件数は

３５３件でした。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     私が調べたところによりますと、昨年度は、３３０件ですね。峡南医療センターで３３０件、

依頼がありまして、あっ・・ちがうな・・・あの３３０回拒否していたんですね。そして、２７年

度は、今年に入りまして、少し拒否するのが、減っております。１００人くらい減っておりま

す。これは非常にいいことなんですが、肝心なのは拒否している件数が去年は１４４件、今年

は１４１件になってるんです。受け入れが多くなっているのは非常にいいこと、ただ拒否の数

字が変わらないという、この辺がはが問題になるのではないかと思うので、ぜひですね、町の

ほうからも、この辺のことは、病院のほうへですね、申し出をしていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     受け入れが困難な状況につきましては、病院のほうでの処置困難ですとか、救急対応中とか

手術中とか、というようなところのものがあろうかと思いますけれども、今おっしゃられまし

たことは、また峡南医療センターの方へもお願いをして、極力受け入れををしていただけるよ

うに、伝えたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 

     ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の質問の２番に入りますが、今、峡南医療セン

ター富士川病院も市川三郷病院もそうなんですけれども、ものすごい赤字を抱えています。大

改革をしなければならないときなんですね。一刻も早くしなければ間に合わない。今物すごい、

病気の人でいいますと、物すごい大出血をしている。早く止血をしなければいけない。この方

法をいろいろ考えていかなければならないこの時期にですね。例えばインフルエンザを一つ例

にとりますと、富士川病院はインフルエンザの接種が、１回２，０００円なんです。町内の他

の医者は１，０００円なんですね。南アルプス市も、南アルプス市ってあの・・橋を渡ってす

ぐのお医者さんたちも１，０００円なんですね。そうしますと町民は、自分で運転できる人と

か歩ける人は、１，０００円の方に行くわけなんですね。私は何をいいたいかというと、この

大改革をしなきゃならないときに、何でこんな殿様商売みたいなことをするのかなっていうこ

とがものすごく不思議なんですね。１，０００円で１００人診るのと、２，０００円で１０人

診るのと、全然利益が違ってくるんですね。なぜそういうことに目をつけないのかなっていう

のが気になるんですけど、こういうことは町のほうから言ってもらえるでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     ただいまのインフルエンザワクチンのことについてお答えします。今、議員さんがおっしゃ

られた１，０００円、２，０００円というのは、町からの補助を除いた自己負担分の金額でよ

ろしいですね。はい、ではお答えさせていただきます。 

インフルエンザが流行するこの時期になりますと、病院が開業医より接種料金が高いという

ご意見をよく聞くところであります。この接種料金につきましては、医療機関で一律同額とさ

れているものではありません。 

     また、今年からワクチンの価格が昨年より５００円以上値上がりをしたところでありますが、

西八代郡医師会の開業医は接種料金４，５００円で統一されているのに対し、南巨摩郡医師会

は統一せず各開業医にゆだねているところであります。 

     こうした状況を踏まえて、両地域にまたがる峡南医療センターでは内部で十分検討した結果、

４，０００円に確定したと聞いております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ４，０００円に確定したと今お答えになりましたけれども、そのうち町で半分ですか。そう

しますと、開業医は損してというか、保障の部分を少なくして１，０００円でしてあげてると

いうことですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     開業医の方が仮に３，０００円とか、３，５００円とかという接種料金ですと、町のほうが

２，０００円の接種料金の補助をしますので、１，０００円とか、１，５００円という形にな
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ります。富士川病院の場合は、本年度につきましては、接種料金が４，０００円で本人の負担

は２，０００円ということになります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ですからですね、開業医が５００円収入を少なくして、患者のために１，０００円にしてあ

げている。そういうことも踏まえて患者を増やさなければならない富士川病院も、そういうこ

とに気を付けていかなければならないんじゃないかということを言いたいんです。いかがで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

先ほど、福祉保健課長が答弁いたしましたように、峡南医療センターは西八代郡医師会と南

巨摩郡医師会を両方抱えているといいますか、その範囲に入っています。西八代郡医師会は、

医師会の中でインフルエンザワクチンの接種料金は４，５００円。その中に市川三郷病院が入っ

ているんですね。市川三郷病院は、市川の医師会のエリアの中にありながら、４，５００円に

普通なるんですが、南巨摩医師会は各医療機関といいますか、診療所に料金を委ねてあります

んで、どうなってるかはよくわかりませんけれども、その、４，５００円の中にあってもこれ

をもうちょっと安くしようということで４，０００円の設定をしたわけであります。その辺は

町がいろいろ言うことでなくて、病院が地域の接種料金と比較をしながらですから、十分検討

した中で行４，０００円という設定をされたと聞いたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     くどいようですけれども、町民の中から不満が出てるんですね。ほかの医者に行けば千円な

のに、何で富士川病院だけ２，０００円で、１，０００円の差額があるんだったら夕飯のおか

ずがでるじゃんねと。そのいう噂が怖いんですね。薄利多売じゃないですけれども１０００円

で１００人診るのと２，０００円で、１０人診るのと利益が違ってくるんですね。ですから、

これから大改革をしなければならない、富士川病院はそういったところも気をつけて患者を増

やしていかなくてはならないという時期ですので、そういったことも、あの考えていかなけれ

ばならないじゃないか。町ではあまり口を出さないっていうことを、よく町長はおっしゃいま

すけれども、町の税金でやっている病院に、町が全然口を出さないっていうのも、まあ町長は

企業長という町長と同じ人がいて、何か言えないということをいいますけれども、その辺がど

うも理解できない。町の税金で経営してる病院が、税金を払っている町が口を出せれないって

いうこともおかしい。どうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     出資はしております。１億５千万ほど出資はしていますけれども、税金は今のところ投入は

していません。診療報酬で病院は成り立っています。診療報酬その他の収入で、医業収入で成
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り立っておりますんで、例えば今の接種料金を町から医療センターに、市川三郷も、富士川も 

    １，０００円にしろといえば、その不足分はまた町がお願いをして出していかなければならな

い。こういう仕組みになると思います。町がいうと、これは自由診療の部分ですから、ここを

例えば医療費の無料化と同じように、無料化にしてくださいと言えばその分を全部町が出さな

ければならないですよね。そこには税金が当然入っておりますけれども、このインフルエンザ

ワクチンは、点数で決まっているものではなくて、それぞれの医者なり、また地域の医師会な

りが決めている料金。先ほど来言ってるように、峡南医療センターは西八代郡医師会にも、南

巨摩郡医師会にもまたがっている病院でありますんで、西八代郡医師会と南巨摩のどういう料

金の設定になっているかわかりませんけれども、内部で十分検討した結果、４，０００円とい

う料金を設定したと聞いております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     えーとですね、今町長は税金でやっているのではない。確かに今はそうかもしれませんけれ

ど、これから７億何千万という、税金を投入しなければならないんですね。そのへんはいかが

でしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今期議会に提案してます、医療センターへの貸付金、３億６，５００万ですが、これはあく

まで貸付金でありますので、法律上、借りかえができないという市中銀行から借りかえができ

ないという法律がありますんで、医療センターのほうでは、診療報酬の中から市中銀行へ返し

ていく。そしてそこも診療報酬が減りますんで、運営費がなくなりますんでその部分に、市川

三郷と富士川町で、運転資金を貸し付けるということですからこれは、いずれ返ってきます、

全額。そういうお金ですから税金を投入したという理解では、私はありません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内議員、ちょっと質問からかけ離れてきている気がしますので、気を付けていただきたい

と思います。 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それではこのインフルエンザの件につきましては、これで打ち切らしていただきますけれど

も、町長は貸付をする、これはいずれ返ってくるって言ってますけれども、その返ってくると

いう保障はほんとにあるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     その件は、通告にありませんので、次に移ってください。 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

それでは、４番目の質問に移らしていただきます。ひとり暮らしの高齢者の見守り体制につ

いてですが、私は去年の９月に第１回目の質問をさせていただきました。それは青柳で二人、

高齢者の孤独死が２件立て続けにあったので質問をしました。そのときの町の答弁はそういう
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体制をつくるように努力していきますという答弁でした。そして、その今年のですね６月に、

今度は最勝寺でまた高齢者の孤独死がありました。これは福祉保健課では把握していませんで

したね。それでこういう体制はどうなっているんですかもうちょっと、進めてもらいたいとい

う話をしたんですけれども。よその町では、セブンイレブンとか、それからは生協とか、郵便

局は県でしましたね。新聞配達とかそういったところと、かなりの町がそういうものを進めて

きているんですけれども、私が質問をしてから丸１年３カ月経過しているんですけれども、進

捗状況はどうなんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     お答えします。一人暮らしの高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、地

域の中の見守り・声かけなど支援が必要であると考えております。そのため、地域の中を業務

で回っている、町内の新聞店・牛乳店には、業務を通しての見守りと、異変を察知した際の連

絡・通報について、協力いただいているところでありますが、今年度改めて、協力依頼をした

ところであります。 

また、本年１０月に、町が連絡窓口となる見守り協定を、県と日本郵便株式会社南関東支社

とで、締結したところであります。 

こうした、業者等への依頼とは別に、町民の見守り体制として、定例の民生委員会での研修

会や、区長会等において、地域の中での見守りについて説明をさせていただき、１１月末には、

隣近所での見守り協力のチラシを、組回覧により周知したところであります。さらに、明年１月

には、金融機関１社との、見守り協定の締結も予定しているところであります。 

高齢者の見守り体制については、自助・公助のほかに、隣近所での声かけなどの、近助・共

助が不可欠であります。 

こうした、隣近所での見守り支援は、高齢者の孤立化予防だけでなく、虐待予防や地域防災

などにも繋がるものでありますので、今後も、関係機関と連携を図る中で、充実して参りたい

と考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     牛乳店と新聞店とはもう協力依頼を締結したということですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     協力の締結はしてありませんけども、依頼をしてございます。牛乳店、新聞店に業務中に気

づきがあったら、どんなことで結構ですので、連絡をお願いしますというとことでお願いを再

度しているところです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     依頼したっていうのと締結したっっていうのとは、重みが違うと思うんですけれども。きっ
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ちりと締結をされてはいかがでしょうか。あの、よその町では、先ほど申しましたように、セ

ブンイレブンとか生協とかできっちりと締結を、文書を交換してますね。そういったことはい

かがでしょうか。それからもう一つ、先ほど課長のお答えの中でですね、民生委員の研修会を

したって言いますが、２７年度になってから何回したのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     まず締結の件につきましてですけれども。町が、生活協同組合のパルシステム山梨と、行っ

ております。また山梨県民信用組合、金融機関と今後やる予定です。あと県の方で、もう一方

の市民生協山梨と契約をしております。それと、先ほど答弁しました日本郵便。それとセブン

イレブンジャパンイトーヨーカドーと県がやっておりまして、その窓口にはそれぞれ町を入れ

ていただいております。また、締結はしてございませんけれども東京電力とも、県が見守りの

依頼をしてあるという状況であります。で、民生委員さんの研修会ですけれども、今年、今年

度一度だけですけれど、７月に１度、その件の時間を多く割いてしました。その都度また、２カ

月に１度の民生委員会ですけども、その都度には必要があれば、そこでいろんな情報提供をし

ております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     課長のお答えですと、県の窓口になっているので、そこへお願いをしたと。町独自で、じゃ

ないんですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     今県とって言いましたが県が代表して、それぞれも例えば、市民生協山梨ですとか、日本郵

便とかと提携をしておりますけれども、窓口はそれぞれの町の担当に連絡がくるような形で、

代表して県が締結をしてくれているということです。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それではお聞きしますけれども、例えば韮崎市がセブンとですか、それから甲府市が生協と

かと、そういうふうにきちんと締結をする。それから道志村が・・・えーとどこだったでしょ

うかね・・。それぞれみんなきちんと締結をしているんですよね。その県へお願いするんじゃ

なくて、町独自でどうしてそういうふうに動けないんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     明年の１月に１カ所の金融機関と締結を予定していますけれども。あと、県が締結しておる
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ところについても町独自でまた、協定の締結を進めるようにしていきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     先ほど申しましたように、私がこの質問を始めて１年３カ月たってるんです。１年３カ月の

間に遅々として進まずというのが現状なんですね。それから２６年度は高齢者のひとり暮らし

ご家庭が１，１００軒。２７年度で質問をするときには、４５軒増えてるんですよ。１１４５軒

になってるんです。これはですね、富士川町の世帯から言うと６軒に１軒は、一人暮らしの高

齢者の家なんです。私も一人暮らしです。だから、もうああではない、こうではないではなくっ

て、そういったことはさっさと進めてもらうってことはできないんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課（依田一利君） 

     おっしゃられるとおりでございますので、こちらのほうの手続きでできることは進めていき

たいと思います。また、高齢者の独り暮らしの方、隣近所での、見守りというのが非常に大切

だと思いますので、そちらの方の皆さんの御協力をいただきながら、何があっても、あの連絡

をいただければ対応するようにいたしますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     ぜひ早急に１年３カ月たってもまだ進んでないような状況じゃなくて、そういうことはさっ

さと進めていただきたい。 

     じゃあ、以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告５番 ５番堀内春美さんの一般質問を終わります。 

     続いて、通告６番 １０番秋山貢君の一般質問を行います。 

     １０番 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは、大きい一つ目の教育委員会の事務管理及び執行状況の報告について、（１）お伺い

いたします。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条では、教育委員会は事務の

管理及び執行について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出す

るとともに、公表することになっています。教育委員会では、どのような対応を考えているの

か伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

秋山議員の教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての報告についてお答えをさせて

いただきます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条では、教育委員会は、その事業について、
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点検及び評価を行い、これを議会に提出するとともに公表することとなっております。 

これまで、富士川町では点検及び評価について、実施しておりませんでしたことをお詫び申

し上げます。 

今般、地教行法の改正に伴い新たな教育委員会制度となり、教育大綱も作成したことから、

教育振興計画に基づいた各項目の点検と評価を、平成２７年度分から報告して参りたいと思っ

ております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問ですけれども、今までしていなかったということですけれども、この規定の目的と意

義について、どのようにお考えになっているかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     これにつきましては、意義につきましては、これからの教育行政、町が執行している事業に

ついて反省を踏まえて、課題等を見つけてこれから進めていくというようなことで、評価をし

ていくものだと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そうすれば、２７年度分からつくっていただけるということですけれども、その今のところ

検討している報告書の内容とですね。提出する期日っていうのはどのように考えているのかお

伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     現在考えていますのは、教育振興計画に基づきました、事業の施策の評価、これまでのやっ

てきたもの、それから今後の課題となるようなものを取り上げていきたいと思っております。

また、実施につきましては２８年度中に、提出、公表をしていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     近隣のですね、自治体でどうなっているか参考に、インターネットで調べてみたんですけど

も、中でもですね、あの身延町は総合計画実施に掲げる項目についてですね、その管理及び執

行状況を教育委員会内部において点検評価しているようでございます。今年の８月２４日に作

成した、平成２６年度の報告書では、７２事業の事業費を含んだ概要、それに成果、課題を詳

細に報告をし、教育長もおっしゃっていたとおりですね、次年度の事業執行の改善に役立てて

おります。富士川町でもですね。こういった報告書をですね、ぜひ参考にして作成すべきだと
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考えますがいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     今、議員がおっしゃいましたように今後の、公表また報告につきましては、研究していきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ぜひつくるのであればですね、期日は、必ず翌年度の事業に改善点が反映できる期日っても

のをですね、しっかり守っていただければと思いまして、この質問は終わります。 

次に大きい２の学校給食費の公会計化について、（１）お聞きいたします。 

   現在県内の町村で、学校給食費を私会計で実施しているのは、富士川町だけであります。学

校側からは、何年も前から、公会計化を望む声を聴いていますが、実施する考えがあるか伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

学校給食費の公会計化についてのご質問にお答えいたします。 

現在、本町小中学校の給食会計は、各学校において管理されているところであり、このよう

な会計処理をしている市町村は、県内では７市町となっており、町村では富士川町のみとなっ

ております。 

     現在、公会計処理を行っている町村の給食施設では、給食センター等による協同調理場での

処理がされておりますことから、給食専任の担当が整っているとともに、給食メニューと給食

費が小・中学校ごとに統一されており、会計処理についても軽減が図られているためと考えら

れます。 

     一方、本町小中学校の給食方式につきましては、鰍沢小中学校では共同処理されているもの

の、小学校と中学校での給食費の違いや、他の学校では自校方式となっていることから、給食

費も学校ごとに設定がされております。 

     このような状況の中で公会計化するには、学校ごとに歳入歳出を管理していかなければなら

ないため、事務の繁雑が想定されるところであります。 

     しかし、本町の各学校の給食施設は老朽化が激しく、現在の基準にあった施設への改修が必

要とされていることから、今後、小中学校給食施設のあり方を検討することとしており、セン

ター化が可能であれば、給食費を公会計化して参りたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。 

     近隣の町の状況を調べさしていただきました。平成２６年度の身延町でございますが、西嶋
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小学校と原小学校と中富中学校の３校は、中富給食センターで配送しておりました。年額が小

学校が５万１，８４０円から５万４，５４０円。下山小学校と身延小学校と大河内小学校と身

延中学校の４校は、身延給食センターで配送しておりました。年額は小学校が５万２，１１０円

から５万４，２７０円でした。下部小学校は調理場が設置されており、下部小学校と下部中学

校の給食を、久那土小学校にも調理場が設置されていて、久那土小学校と久那土中学校の給食

を提供しておりました。１食あたりの単価は身延町は町内すべて同じで小学校が２７０円、中

学校が３００円でございました。 

市川三郷町については平成２７年度の状況を調べてみました。三珠学校給食センター、これ

は上野小、大塚小、三珠中、市川大門学校給食センター、市川小、市川南小、市川東小、市川

中、市川南中、六郷学校給食センター、六郷小、六郷中、の３カ所があり、町内の６小学校と

４中学校の給食を提供しておりました。三珠学校給食センターでは、１食あたり小学生が

２５３円、中学生が２９６円。市川大門学校給食センターでは小学生が２５０円、中学生が

２８８円。六郷学校給食センターでは小学生が２５７円。中学生２９７円でございます。 

    身延町では１食当たりの単価は同じでも学年により年額は変動します。市川三郷町では給食

センターごとに１食当たりの単価が違うので、年額も違います。細かいことを言えば、病気や

けがで複数日、欠席する児童生徒がいれば、給食費は変わることもあります。すべての児童生

徒が一律の給食費ではありません。それでも身延町も市川三郷町も公会計で対応しております。

今年度市川三郷町では小学生８１１名、中学生４０５名。合計１，２１６名になります。富士

川町は小学生が７６４名。中学生４１０名。合計１，１７４名になります。市川三郷町では給

食会計を一人の正規職員と、一人の臨時職員で担当していると聞きました。富士川町でも市川

三郷町と同じ規模の給食会計と思われますので、これに同じ人数の職員配置で維持できると考

えますが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     各学校につきましては、各町につきましては、これまで合併前からの給食センターの設置と

いうことで、それぞれ職員を配置して実施してきているということで、現在も継続されている

ことと思っております。本町につきましては、これまでも学校の要望が、教育４者の要望があ

りましたが、その中ではやはり給食施設の老朽化に伴って、施設の在り方、整備計画を検討す

る中で、給食の公会計化を進めていきたいということで、話をさせていただいておりますので、

今後その給食施設の検討会を含めた中で公会計化について検討してまいりたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。現在富士川町では子育て支援の一環として学校給食費の一部補

助制度を実施しております。補助金は保護者からの委任に基づき各学校の、給食費会計に直接

振り込む方法となっております。このため、保護者が支払う給食費は差引額となり、第２子が

半額、第３子以降は無料となります。富士川町全体では７６４名の小学生がいます。給食費の

補助金交付対象者は３６５名います。これに就学援助費などを支給されている児童数を加える

と実に４１３名で、５４％の児童が町から給食費の支援を受けていることになります。中学生
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は町全体で４１０名います。給食費の補助金交付対象者は１６２名います。これに就学援助な

どを支給されている生徒数を加えると１９０名。４６％の生徒が町からの給付費の支援を受け

ていることになります。既に町は大勢の児童生徒の給食会計に直接的にかかわっております。

さらに、公会計化することにより、保護者の申し出により、児童手当から給食費を天引きする

こともできるようになると考えます。公会計化のメリットについて、このようにあると思いま

すが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     公会計化のメリットがあるかと思いますけども、現時点におきましては、これまで、お話を

させていただきましたように、給食施設の在り方を検討していく中で、公会計化についても検

討さしていただきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再度お聞きします。今度はですね、学校給食についてはですね、地方自治法第２１０条に規

定された、総計予算主義の原則にのっとり、公会計により処理すべきだという議論があると聞

いております。公的な施設の管理運営の一つである学校給食は、公会計によって実施されるべ

きであり、学校給食費の徴収は、歳入処理されることが基本という考えでございます。地方自

治法の第２１０条は総計予算主義、つまり町のお金はすべて歳入歳出として取り扱うことを求

めております。今の会計処理では、私会計ですよね、学校会計の給食費は、年度末に収入未済

があったとしても繰り越すことはできないと考えます。翌年年度以降に納入されたお金の処理

は不明確ではないのでしょうか。公会計化することにより、給食費の取り扱いがより明確にな

り、透明性が高まると考えます。そして保護者が指定した金融機関からの引き落としが可能に

なると考えられます。そして何よりも大切なことは学校現場の効果として、学校給食費の徴収

管理の必要がなくなり、事務負担の軽減による教育時間の確保が考えられます。要は子どもた

ちに接する時間を増やすことにつながると考えます。今一度町の考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育長 川手貞良君。 

〇教育長（川手貞良君） 

     議員さんのおっしゃられたとおり、公会計にすることによって、教員の時間もとれるという

ことはあると承知しておりますけども、現時点では、今後の進め方について検討さしていただ

きたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ぜひですね、柔軟に対応していただきたいと思います。 

     それでは三つ目のますほ文化ホールの指定管理者制度の導入について、（１）今年３月の定 

例会で、ますほ文化ホールの指定管理者制度導入について質問した際に、当時の教育長から１ 

年間かけて判断していきたいと答弁がありました。現在の検討状況を伺います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     秋山議員のご質問にお答えします。 

     ますほ文化ホールの指定管理者制度の導入につきましては、現在、県内指定管理者と自治体

に依頼した管理運営の実態調査の取りまとめを行っているところであります。調査内容につき

ましては、平成２６年度実績の収支状況、施設管理の業務範囲、職員の配置状況、その他課題、

意見等についての調査内容であります。 

また、今月に有識者として、ますほ文化ホールが加盟している公益社団法人全国公立施設協

会のアドバイザーを依頼し、管理運営等に係る助言を受けたところであります。 

こうしたことから、調査結果や助言をもとに、教育委員会、文化ホール運営委員会の意見を

伺い、３月までに方針を決定したいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そのときにですね、再質問ですけれども文化ホール運営委員会や有識者との協議を重ねなが

ら、最も効果的な管理運用方法について検討していくと答えていただきましたが、先ほどおっ

しゃいましたその運営委員会、有識者アドバイザーというものを選任したということですけど、

この会議というのは、どのくらいの回数で行われたのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     教育委員会の検討会ですけども、教育委員会内では、文化ホール、所長をはじめ、リーダー

を交えて４回ほど。それから、各調査結果でありますけれども、４月、それから９月、１１月

と各指定管理の方面のですね、アンケート調査を依頼しまして、４月には指定管理導入の状況

につきましてアンケートを、調査を依頼しました。９月につきましては、収支２７年度の歳入

歳出予算についての情報ですね、アンケートを行っております。もう一つ１１月につきまして

は、県内の文化事業を実施している指定管理者に状況をですね、細かい状況をアンケート調査

とりまとめて、現在取りまとめているところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ３月末には、結論を出していただけるということでありますんで、途中にですね、ある程度

固まったのであればですね、また議会のほうにですね、出していただける時期が多少なりとも

早いということであれば、事前にですね、ぜひ出していただければありがたいと思います。 

この質問はこれで終わります。 

     ４の新庁舎の基本構想策定業務についてお伺いいたします。（１）で、今年度の当初予算で、

新庁舎基本構想策定業務として５２９万２千円が予算化されています。その執行状況と事業の

進み具合について伺いますということで、補正予算に盛られているので、ちょっと間が抜けた
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ような質問になってしまったんですけれども、通告したときにはまだあの・・・通告したとき

には出てたのか・・・でてたんですね。そういうことで執行状況と事業の進み具合についてお

伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     秋山議員の新庁舎基本構想策定業務についての質問にお答えをいたします 

     公共施設再配置計画に基づく、新庁舎基本構想策定の委託費は、当初予算に計上いたしまし

たが、施設整備担当を設置したことにより、現在、職員が基本構想の原案の作成を進めており

ます。こうしたことから、今年度、計上いたしました５２９万円の予算については、今議会で

減額措置をさせていただくこととしたところであります。 

     なお、策定にあたりましては、今後、仮称ではありますが、富士川町役場本庁舎整備検討委

員会を設置する中で、原案をお示しし、委員の皆様のご意見をいただきながら、進めて参りた

いと考えております。 

     また、今後は、公共施設再配置計画及びリニア中央新幹線建設に伴う施設の移転整備など、

全体の財政状況を見極めながら、努めて参りたいと考えております。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。確かですね、このときの説明を受けたときに予算の中にですね、

敷地の測量も含むというようなことをお聞きしたんですけれども、この予算の内訳をですね、

当初の予算を立てたときの内訳ですね。測量とかも入っていたと思うんですよね、その内訳を

お願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

    ただ今のご質問でございますけれども、５２９万円の内訳につきましては、後ほど回答させて

いただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問ですけれども、僕の記憶が正しければですね、確かにの敷地の測量が含まれてたと思

うんです。そうであればですね、やっぱり建設場所が決まっていなければ敷地の測量ってあり

得ないと思うんです。この、当初のですね当然、計画を立てる時には実現可能なその、ロード

マップってものをつくる必要があると思うんです。もし、これからですね、検討委員会を設置

してですね。設置場所から議論していくということであれば、当初の事業計画の行程表に甘さ

があったと言わざるを得ないと思うんです。この点はですね。ぜひ反省材料としていただきた

いし、それではこの基本構想を策定するのは、いつを期限とするのかお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     この基本構想の策定でございますけれども、先ほど、町長のほうから答弁させていただきま

したように、今後の公共施設再編計画及びリニア中央新幹線建設に伴う施設の移転整備など、

これから全体の財政状況を見きわめながら進めていくということになります。それから本庁舎

整備検討委員会は、来年度１月以降で動き始めたいというふうに考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     まだこの質問は続きますか。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     はい、あと２つくらい。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ここで暫時休憩します。 

     再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

     ここで総務課長 増原俊郎君から先ほどの答弁保留の質問について、答弁したい旨の申し出

がありましたのでこれを許します。 

総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     先ほどのご質問につきましてお答えをさせていただきます。５２９万円の予算の内訳でござ

いますけれども、測量関係で２４５万円、計画、構想策定関係で２８４万円でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

先ほども指摘させていただいたんですけれども、この測量というのは当然敷地が選定されて、

決まった前提で測量に入るわけじゃないですか。今回この補正予算を減額するということであ

ればやはり、その実現可能なですね、着実な工程を、当局として作成してこなかったというこ

とはですね、やはりもう一度言わさせていただきます。検討委員会を設置してですね、町全体

の財政状況も勘案して実施するかどうかはまた判断するということであれば、検討委員会をつ

くって議論がするんだけれども、ある程度の期間で計画を立てると思うんですけれども、でも

実際に実施するかどうかは、そのときの時点で判断するということでありますけれども、そう

すれば計画は立てたけれども実施できないということも当然あり得るわけですよね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     庁舎の新築につきましては、今のまんまの庁舎ですと、やはり耐震度がありませんから、い

つというのは今、ここで申し上げるわけにはいきませんけども、新庁舎を公共施設再配置計画

にのっとってですね、行政機能を集約した新庁舎を建設したいということで、内部の検討に入
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るということであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは、再質問させていただきます。今回はですね、役場の人材を活用して外注しないで、

新庁舎基本構想を作成するということでありますけれども、昨年度もですね、富士川町の公共

施設の再配置計画を、これ自前で作成していただきました。外部の人材を使わなくてもですね、

今いる職員の方を適材適所に配置することによってですね、こういったアウトソーシング費用

を抑えながら結果を出すということもできるわけです。ぜひですね、これからもちょっと無理

をしていただきながらですね、こういうふうに進めていただければ費用対効果もあがるんじゃ

ないかなと思うんですけども、町としての考えをお聞かせください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

      基本構想は、これからつくっていくわけでありますが、その原案をですね、職員の方でま

あ叩いていると。その原案を示しながら、今度立ち上げます庁舎整備検討委員会の中で、再度、

議していただき、そしてそれを基本構想としていくような形になると思います。最後の構想に

なるときはやはり業者のお願いをしなければできないと思っておりますんで、ただ、職員でで

きることは職員でやってみたいと思っております。それと先ほど測量の２４２万、これはです

ね、現敷地が適しているかどうかということを当初しようかと思ってこの、今ある庁舎の周辺

を、高低差もあります、形状もあんまりうまくないところもありますといった部分の測量をと

いう計画できたわけでありますけれども、その過程の中で、整備検討委員会を立てながら建設

場所を概ね決めたのちにですね、測量すれば間に合うんじゃないかということで今回、減額を

させていただくこととしたところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ４番についてこれで終わらせていただきます。次に大きい５のですね、公共工事の品質確保

の促進に関する法律における発注者の責務について（１）「公共工事の品質確保の促進に関する

法律」では、第７条で発注者の責務を規定しております。町ではどのような対応をしているの

か伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの秋山議員の公共工事の品質確保の促進に関する法律における発注者の責務という

ことで、ご質問がございましたので回答させていただきます。 

     平成２６年６月、品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進のため、公共工事

の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法の一部を改正する法律が施行され、発注者の

責務が明確化されました。 

     この改正により、町では、請負者の適切な利潤が確保できるよう、最新単価を反映した設計
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を行い、予定価格の適正な設定のため、いわゆる歩切りを行わず、設計価格＝予定価格として

おります。 

     また、施工条件の変化等に応じて適切な設計変更を行うため、昨年、設計変更審査会設置運

用指針を策定したところであります。 

 一方、ダンピングによる受注を防止するため、低入札価格調査基準の設定や工事内訳書の提

出の義務付け、また、適切な見積り期間の設定、発注時期を考慮した適切な工期設定等を行い、

品質確保に努めているところであります。 

 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは（２）に移らせていただきます。 

     請負工事のですね、成績評定を実施することは、請負業者の適切な選定や建設業の健全な発

展につながると考えますが、町の見解をお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     請負工事の成績評定を実施するかどうか、町の見解をということでございますが、現在、本

町では、請負工事の成績評定は、実施しておりませんが、総合評価落札方式による入札を、一

部工事において毎年度実施しております。この総合評価落札方式は、公共工事の品質を確保す

るため、企業の技術力、企業の信頼性・社会性など入札価格を総合的に評価するもので、評価

項目には、企業の施工実績や配置予定技術者の能力等があります。 

また、評価に当たっては、県発注工事の過去３年間に完成した工事成績評定点を利用してお

ります。 

この総合評価落札方式を利用することにより、価格だけでなく、すぐれた品質の確保や向上

が図られ、建設業の健全な育成につながるものと考えております。  

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。総合評価方式によるですね、工事成績評定というものが、あり

ますけれども、市町村がですね、発注する工事費が１３０万以上５００万円未満の工事に適用

する小規模工事成績評定要領というのがですね、これは地方整備局が公共工事の品質確保の促

進に関する法律により、実施されている工場検査時の評価の実施にあたりですね、主に市町村

とが発注する公共土木工事における、工事検査時の評価の参考としてまとめた要領がございま

す。これは全国的にはですね、既に導入している町もございます。公共工事の適正な施行と工

事に関する技術水準の向上に、資するとともに、請負業者の適正な選定、並びに指導育成を図

ることを目的するものでございます。評定のポイントは、工事を施工するにあたり、工事品質

の確保に努め、契約の適正な履行を行うことに加え、監督員からの指導や助言を受けることな

く、請負業者が自主的かつ、的確に工事を遂行することが、成績評定を上げるためのポイント
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になります。工事成績評定結果により、入札参加の優遇又は制限等を行うことも可能だと考え

ます。富士川町のですね、建設事業の円滑な執行を図るためにも、誠に理にかなった制度だと

考えますが。町の考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまのご質問にお答えしたいと思います。建設工事業者のランク等を設けておりまして、

それらを評価の一つのものとしております。それから、総合評価の形式の入札というものにつ

きましては、メリットと同時に、今、デメリットと申しますか、入札が完了するまでの期間が

比較的長くなるという問題もございます。それらのことを含めながら、今後も、議員のご指摘

のような形で進めていく部分、検討さしていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     この小規模の工事成績評定というのは総合評価方式の、入札にかかわらず、多分これは、で

きるものだと思うんです。また金額もですね、この要領では１３０万から５００万ということ

になってますけれども、町でですねアレンジして、そして工事業者の施工というものですね正

当に評価して行きながら、適切な業者を選定するという制度になり得る制度だと思うのでぜひ

ですね、検討していただきたいと思います。それでは、この質問はこれで終わらせていただき

ます。それでは６の峡南医療センター企業団への融資について。（１）峡南医療センター企業団

への貸付を行うと聞いていますが、今後町の財政にどのような影響があると考えているのか伺

います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

     秋山貢議員の峡南医療センター企業団への貸付などにより、今後町の財政にどのような影響

があるかというご質問にお答えします。 

     今定例会に補正予算として計上しました峡南医療センター企業団への貸付金につきましては、

企業団が平成２６年度中に運転資金として、市中銀行から借り入れた７３０，０００千円が、

今年度末に返済期限を向かえ、返済にあたって診療報酬等を１月、２月、３月と段階的に充て

るため、その間運営資金に不足が生じることから、２町で３６５，０００千円ずつを支援する

ものです。 

     この貸付金の内訳は、短期貸付が２１５，０００千円で年度内償還、長期貸付が１５０，

０００千円で３０年償還としたものです。 

     これは、全額を短期貸付金とした場合には、資金不足比率が１０％を超え、新たな起債をす

る場合には、許可制となることから、平成２６年度末の資金不足比率８．６％を軽減させるた

め、長期貸付金を１５０，０００千円としたところであります。 

     今回の経費につきましては、留保財源を充当することとし、短期貸付金は年度内に償還され

ることから、歳入に計上してあります。 

     また、長期貸付金は３０年償還のため、毎年５，０００千円程度の返済とはなりますが、町
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の財政への影響はないものと考えております。 

今後も、行政サービスを低下させることなく、町の財政への影響がない範囲で、支援を行っ

て参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。資金不足比率がですね、平成２６年度で８．６％ということで、

これが１０％を超えるとですね、許可制になるんですか。１０％以上ですか。それとも、超え

るとですか。その点について確認をお願いしたいんですけれど。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

     お答えいたします。１０％を超えた場合です。 

以上であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     そうすればですね、２６年度で８．６でやってるわけですけども、再質問ですけれども、経

営しながらですけれども、わかるであればですね、今現在のその資金不足比率っていうのは何

パーセントになるかご存じなのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

この貸付金を貸し付けるにあたって試算したところでありますけれども、企業団から、流動

負債とを流動資産の、金額の提示を求めて試算したところ、このままですと現在は６．５％以

下になるのではないかというような想定をしております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     それでは再質問ですけれども、今議会でですね、先ほどの説明のあった３億６，５００万円

の貸付金が計上されておりますけれども、議会で議決するのは１８日ですね。これからですよ

ね。峡南医療センター企業団の議員さんから、以前聞いたところによると、昨年はですね、職

員に支払う期末手当が足りなくて、一次借り入れをしたと聞いているんですけれども、ちょう

どですね、１２月の期末になると思うんですね。そういった時期ですけれども、借り入れしな

くても、期末手当は職員の方に払えるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

峡南医療センター企業団につきましては、もともとの原資といいますか、現金がありません
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でしたので、資金不足比率というのが出てきます。これは２６年度決算で８．６％でありまし

た。先ほど財政課長が言いましたように、この金額３億６５００万を全部貸し付けにするとで

すね、やはり短期間で返さなきゃならない。全部資金不足を生じます。そこで、長期貸付けと

短期貸し付けが出ているわけでありますけども、１２月のボーナスにつきましては当然資金が

ありませんから、市中銀行からお借りをし、この１２月のボーナスは支払ったと聞いておりま

す。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

 そうするとわが町でも可決してですね、財政出動するということになってもまたこの部分は

一時借り入れで、期末の方は、流動負債が上がるという解釈で間違いないですかね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     上がるかどうかは年間の決算を打ってみなければわかりません。今回ですね、両町で７億３千

万円の貸し付けと、それ以外に富士川町では当初予定をしておらなかった普通交付税の金額が

入ってまいりますんで、その分を１億３，０００万余に、あの、企業団の方には負担をしてい

きますんで、それらと合算しながらですね、やっていく。今回、これが、７億３，０００万は、

２６年度中に、借りた部分であります。これが借り換えのための借金というのは、公営企業法

上、できませんので企業団が、自ら診療報酬等の中から返済をして、そしてそこに、運転資金

が不足をしてくるもんですから、また２町で、そこの部分ををお貸しすると。先ほど財政課長

がいいましたように、２億１，５００万は、今年度中に両町に返ってまいります。あと、残り

の１億５，０００万ずつ、３億円ですが、３０年ですから、２町で１，０００万ずつの負担で

いいわけですから、資金不足率が下がる。で、１町にすれば５００万ずつの、順次返済がされ

てくることになっていると思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問させていただきます。志村町長は１２月３日付の山梨日日新聞に掲載されたコメント

では「当初の予定より赤字が増えているのは懸念するところ。早急に改善計画を出してもらい、

経営的に自立した理由になってほしい。」と話していたとあります。志村町長の考える自立した

病院、これはどういうふうに町長は考えているのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回病院のほうもですね、これまでの中期計画とは別に新たに、改善計画をつくっていただ

きました。原因は、大体皆さんも、我々もわかっていると思います。同じく、そういったコン

サルタントが出したのもですね、しっかりした医業分化をしていくということと、中北地方に

出ていく患者をどうやってこちらに引き戻すかとか、いろいろ出ていると思いますが、それら
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をですね、適切に実行していただきながら、１日も早く借入金のない体制にしていただきたい。

当然、今すぐにはできないわけでありますんで、こういったような２町での貸付金というのは

今後もですね、数年かは繰り返していかなければ運転資金がないんではないかなと思っていま

すが、財政支援を、支出をする部分と、運営ができるように、資金調達をする部分をしっかり

分けながらですね、そこはやっていきたい。財政支援をする部分については、市川三郷病院は

これまでも自治体病院としてやっておりましたから、普通交付税、特別地方交付税の部分を出

している。今度は、富士川町も病院へ参画しておりますんで、その部分はその部分として黒字

化されても、その分は負担をしていきます。それと早くそれをもとにですね、市中銀行から、

借り入れがないような、独自の運営ができるような病院になっていただければと思っていると

ころで、まあ、新聞の取材に対してコメントさせていただいたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

再質問ですけれども、我々も１２月３日に全員協議会で、峡南医療センター企業団のですね、

窮境原因と、改善施策案説明を受けました。それによるとですね、改善計画を実施したとして

もですね、５年後の平成３２年は１億円を超える経営損益が見込まれております。先ほど町長

もおっしゃったんですけれども、いろんな改善施策が出されたんですけれども、今後峡南医療

センター企業団の医療と福祉の質の向上の実現と、行財政の効率化を図るとともに持続可能な

経営を目指すことが求められているんですけれども、今回のですね、改善計画にはですね、コ

ンサルタントの考えは確かに載っていましたけれども、企業団がですね、これまでの改善施策

を実施できなかった理由や、何が不足だったのか、説明されていないと見受けました。しかも

ですね。企業での具体的なアクションプランが数値を出してですね、出されていなかったと思

うんです。町長はこの改善計画をですね、新たな改善計画を出しなさいって、さっきのコメン

トでも言ってるんですけど、この計画についてですね、どんな感想をお持ちになってるのかお

伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターの改善に向けましては、もう、昨年の、２６年の開業以来ですね、資金繰

りが悪化しておりましたんで、何回か私と市川三郷の久保町長さんとも、病院といっしょに会

談をする中で、その中で開設者会議も作りながらですね、やってきました。また、我々とは別

に、役場事務方と病院の事務方とも相当の回数を詰めてきたと思ってます。そういう中でやは

りこう、今年の８月には総務省のほうからですね、公営企業の経営アドバイザーというのもお

二人来ていただきまして、病院の中を精査をしていただきながら、改善のアドバイスを受けた

ところでありますが、いずれもですね、やはり当初予定をした機能分化というのが進んでいな

かったということが、一番大きな原因じゃないかなと思います。この統合する以前もですね、

それぞれが総合病院を目指していた。それではいけないから、統合し、基幹診療型病院と総合

診療型病院に分化をしていく。片方は、収益が出る病院、片方は収益が上がらなくても地域の

医療を守る病院ということで、整理はしたはずなんですが、それが、当初の思った通りの時期

にできなかった。今もすべて出ているわけでありませんので今後、策定した改善計画の中には
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しっかりそこもうたってもらってありますんで、それらをしながらですね、地域に親しまれる

病院になっていくこと、それが経営改善に一番近い方策ではないかなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     確かに、トーマツさんの、コンサルさんの改善計画というのは出てるんですけど、それに向

けてですね、企業団がじゃあどうするんだと、先ほど機能分化がしっかりできてなかったと。

じゃあ、なぜそれができなかったのか。じゃあどういうふうにして、今度は実際にやっていく

のかというのは、私にはなかなか見えませんでした。再質問ですけれども、企業団のこの改善

計画の資料から、もし資金不足比率の計算できるんであればですね、平成２７年度から平成

３２年度までには、あの資料の中では、どういった資金不足比率の推移があるのかというのが、

もし町として把握しておいでであれば、お伺いしたいと思いますけど。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

企業団から提出されました、経営改善計画を見さしていただきましたけれども、現時点の数

値だけでは、資金不足比率を計算することはできませんので、現在は平成２６年度ベースとし

た２７年度の資金不足比率は６．５％以下になるのではないかと、いうような想定のみできて

いる状況であります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     多分そうかな、なかなか難しいもんだなと思ったんですけど。再質問ですけれども、今回は

ですね。３億６，５００万、先ほどの説明ありました、１億５，０００万は長期の貸付で３０年

と。２億１，０００万が短期で２８年３月までということで、１、２、３月の診療報酬で一時

借入金を返済していくということであります。３月末にはですね、両町に４億３，０００万返

済する計画ですけれども。もしですね。これ返済できないという事態になったら、だれが責任

をとると考えていらっしゃいますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     病院はですね、この１、２、３を両町の貸し付金でしのぎまして、年度が変われば、また新

たに借り受けができます。それは、病院の議会の中で、借り受けの限度額を議していただくこ

とになっておりますんで、その借り受け限度額の中は借り入れ可能ですから、町は今年度中に

返ってきますけども、病院は来年度の経費で町へ支出をする。町のほうは、出納整理期間があ

りますから２７年度で十分歳入できますので、今年度の歳入に、見込んでいる。病院の方は３月

３１日で決算期を迎えますんで、新年度で新たに、借り受けをして両町に返済をする。こうい

う約束になっておりますんで、返ってこないということはあり得ないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     再質問ですけれども、議会はですね、富士川町の屋台骨に影響しない、企業団への財政支援

を考えていく必要があると思います。これは先ほど町長もおっしゃったとおり、同じ意識を共

有してると思います。それをしていくにはですね、やはり改善計画のですね、見直しが必要で

あると思います。具体的にはですね、役割区分が変われば人件費がどう変わっていくのか、ベッ

ドの稼働率があがれば人件費が増えないのか。看護師の病院間での異動はどの程度にすべきな

のかななどですね、経費分析を、やっぱり再検討すべきだと思うんです。さらに、先ほど財政

課長が答えていただきましたけれども、資金不足比率が最大の焦点であるにもかかわらず、貸

借対照表部分が一切ないので、これを計算できないんですね。やはりこういったことはですね、

つけ加えていただかないと、我々この計画が妥当性があるものなのかという判断ができないん

です。そしてさらには将来人口の減少を見込んで患者数１％減。共同購入で０，５％ずつ減少

などという数値がございますけれども、この分析数値に根拠を持たせていただかないと、大体、

人口減がこのぐらいの医業収入に影響があるだろうということではですね、とても納得できな

いんですよ。そうでなければやはりですね、峡南医療センター企業団がこの経営を持続できる

のかを判断することは、我々は議会としてはできないと思うんです。やはりそういった数値に

根拠を持たせた、経営改善計画の見直したものですね、やはり、早急に出していただきたいと

考えますけれども、町長の考えをお伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回、病院の方で再度つくりました、経営改善計画が２８年度から３２年の５カ年計画であ

ります。まだ計画を実行してる段階にありませんので、この計画をですね、また実行する中で、

検証しながらですね、再度経営改善計画が必要であれば、また開設者会議等で議していきたい

と思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     我々もですね、具合がわるくなれば当然富士川病院、行って診ていただきます。ですから、

この病院がですね、なくなっていいなんて思っている人は、多分、どなたもいないと思うんで

す。ただ母体の町の経営が揺らぐようなことは、やはりこれは、病院を支援していくためにも、

町が倒産なんていうことになったら、支援も何もないんですね、だからそこをみんな心配して

いるんですね。ぜひですね、その気持ちはですね、地域の保健医療を守っていこうということ

は、我々議員も一緒だと思うんです。ぜひそのへんは誤解なさらないでいただきたいと思いま

す。 

次の質問、７番、富士川町図書館についてお伺いいたします。（１）富士川町立図書館基本構

想検討委員会の答申では、施設の運営方針は今後検討課題と結論付けていますが、現時点では

町としてどのように考えているのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 
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     自席でどうぞお願いします。 

〇生涯学習課長（依田正一君）   

     図書館基本構想検討委員会では、施設の運営方針について、図書館の持つ永続性や長期的展

望にたった資料の収集が必要であり、職員の専門性と資料の知識が求められ、職員を継続的に

確保できるものでなければならないという意見で取りまとめられております。 

こうした中で、委員からは、長期的、継続的という観点から、図書館運営には、指定管理は

なじまないという意見が出されております。このことから、町としては、委員会の提言や委員

の意見に基づき、運営方針を検討して参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     立派な基本構想策定していただきましたんで、それがですね、できるだけ実現できる方向で

ですね。この運営というものもぜひ考えていただきたいということを、つけ加えさせていただ

いて、私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告６番 １０番秋山貢君の一般質問を終わります。 

     続いて、通告７番 ４番青栁光仁君の一般質問を行います。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

 ４番青栁です。初めにですね、防災体制のことについて質問させていただきたいと思います。 

昨年の２月の大雪とか、今年の９月の北関東の甚大な被害、１１月には高温とか多湿でです

ね、ころ柿への甚大なカビの発生とかですね、本当にこの１２月に入ってからも暖かい日が続

いて、異常な気象状況が続いております。 

 国際的には、ＣＯＰ21 が開催されて温室効果ガスによる気候変動を抑えようということで、

日夜協議されて、昨日やっと共同声明がまとまったと聞いております。 

 当富士川町でも防災ラジオの放送が実施されて、購入した町民からは、好評の声が聞こえて

おります。 

防災については、非常に町民の関心が高まっている現状ですが、本日はその中で、水害に関

する防災体制について質問さしていただきます。 

まず一番目に排水機場の管理について伺います。 

各排水機場の管理について、昨年６月の定例議会で質問をさせていただき、長澤排水機場と

青柳排水機場は農林振興課が管理担当、鰍沢の東側排水機場は防災課が管理し、班を編成して

年に数回操作訓練をしていると回答をいただいて一安心したところでありますけれども、この

管理が分かれているというところが、おそらく建設時に目的によって補助金を受けた担当部署

がそのまま管理部署になっていると考えられます。 

いざ災害が発生した場合、この管理体制で機能するかどうか、町民は、異常を発見して役場

へ通報するとき、どの課へ連絡をしたらいいのか管理担当の一元化を図るべきと思います。行

政改革が重視されて、公共施設の再配置が進められており、この定例議会へも課の再編成が提

出されております。担当課の一元化は、最も手近で着手可能な、必要性の高い、合理化再配置

ではないかと思います。一番目の質問として、管理の一元化について町の考えを伺います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

ただいまの青栁議員の防災体制についてのご質問にお答えをいたします。 

本町にとって富士川の歴史は、水害との戦いの歴史と言って過言でないほど幾度もの、水害

に悩まされてきたところであります。こうした中、県などの支援により町内３カ所に排水機場

が整備され、長澤及び青柳排水機場は農林振興課が、東側排水機場は防災課が、排水機場の施

設管理をしておりますが、管理上の支障はありません。一方、排水機場の稼働については、地

域防災計画に基づく配備稼働態勢により、操作を行っているところであります。 

しかし、町内の排水機場であっても、場所によって管理部署が違うという現状において、住

民にとって分かりにくいということであれば、明年度の機構改革に合わせ、すべての排水機場

の管理部署は土木整備課に一元化して参りたいと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     一元化を進めていきたいという回答いただきました。土木整備課でいいかどうかはともかく、

ぜひ、住民にそこが管理課ですよということを知らせるようにお願いをします。 

     では２番目の質問として、災害時には、排水機の稼働ですね、迅速な対応のために、それぞ

れ排水機場に近い電気事業者とか、水道事業者と提携してですね、何か問題があったときは運

転稼働を依頼する、というのはその一元化というお答えがありましたけれども、例えば、農林

振興課に勤務している職員が今鰍沢分庁舎にいるわけですけど、その方が長澤へ駆けつけるよ

りも、近場に電気事業者とか水道事業者がいた場合には提携して稼働運転をしてもらうという

必要もあるんじゃないかと思いまして、その稼働を依頼する、あるいは提携する考えがあるか

どうかを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

防災課長、秋山佳史君。 

〇防災課長（秋山佳史君） 

只今の青栁議員のご質問にお答えいたします。 

近年の大雨や局地的な短時間豪雨などによる富士川出水時の排水機場の対応は、水位観測が

重要であるため、国などの河川観測情報を確認し、迅速な対応に努めているところであります。 

また、平時から排水機場の点検整備を専門業者が行っておりますが、排水機場の運転稼働は、

迅速かつ確実な操作が求められることから、排水機場の専門的な知識や操作方法を熟知し、操

作訓練を重ねた町内在住職員を中心に配備して、緊急時24時間対応に備えているところであり

ます。 

こうしたことから、排水機場の運転稼働は、現状の配備体制におきまして、支障がないこと

から、現時点におきまして、操作業務を委託することは考えておりません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

専門的な職員が24時間対応で、体制を整えているということですから、この排水機場に関す

る質問はこれで終わります。 

次に峡南医療センター企業団についてお伺いしたいと思います。 

はじめに、お断りしておきますが、私より前に質問した秋山議員と重なる部分があると思い

ますけれども、ぜひ懲りずに、答弁をお願いしたいと思います。 

峡南医療センター企業団の平成２６年度決算で、約７億円の赤字決算となり、１０月１日の

山日新聞以来、町民も高い関心を持って注目して、私も町民から質問を受けますが、残念なが

ら説明ができない状況です。１１月２７日の全員協議会において、企業団への財政支援が示さ

れましたけれども、財政改善計画については企業団の議員も、私たち、他の議員の質問に、明

解な回答を示すことができませんでした。個人的にも、地域医療は何とかして残したいとは思っ

ているのですけれども、一般質問通告の締め切り１１月３０日現在では、情報がない中で、今

日の通告が概念的な感想を聞くような、通告になり残念に思っています。１２月１日に、企業

団の議員による全員協議会が開催され、それから１２月３日に、町の議員の全員協議会が開催

され、そこに、中村管理局部長ほか、企業団の３名が出席して、監査法人のトーマツの改善案

の説明を初めて受けました。先ほど秋山議員、あるいは町長の答弁を聞いておりますと、どう

もこれが改善計画とお考えなのか、そういうふうにに企業団から聞いているのか分かりません

けれど、この段階でも、私どもは、あくまでもコンサルタント監査法人トーマツの改善計画案

だというふうな感じで受けとめておりました。 

そこで１番目の質問ですが、企業団の改善計画の実現について町長はどう考えておりますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

青栁議員の企業団の改善計画の実現についてのご質問にお答えいたします。 

峡南医療センター企業団の平成２６年度決算につきましては、７億１２２万５千円の赤字決

算となりました。こうした結果を受け、企業団では、平成２８年度から平成３２年度までの５年

間における経営改善計画を、外部からの指導・助言を受け、策定されたところであります。 

この改善計画では、両病院の機能分化と病床転換を進め、入院収益の増収及び人件費・材料

費の削減等の組織的な改善が示されております。 

この改善計画は企業団がトーマツに委託をして作っていただいたものでありますので、コン

サルの改善ではなくて企業団の改善計画であります。 

今後におきましては、この改善計画を着実に実行していただき、経営の早期改善を図ってい

ただきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     企業団の改善計画であるという回答をいただきましたので質問を進めていきたいと思います。 

２番目の質問として、開設者として、これまでどの様な提言を行ってきたか、また今回の決

算についてどの様な指導提言をしていく考えであるか伺います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センター企業団の規約において「企業団の事業の適切な運営を図るため、開設者会

議を置く。」となっております。開設者である市川三郷町の久保町長さんと私は、この開設者会

議を通して、「地域の救急医療の受け入れ」、「職員の意識改革」などとともに、「地域完結型医

療」の実現に向けた提言を行ってまいりました。 

     しかし、今回の決算状況をみますと、統合時に策定しました「中期経営計画」のシミュレー

ション数値とは大きく乖離している数値となりましたので、その原因の分析をし、今後の「病

院間の機能分化による効率化」や「経営改革の推進」を示した、経営改善計画を策定するよう

指導・提言をしたところであります。 

今後も、改善計画を着実に実行することによって早期の経営改善が図られるよう開設者会議

の中で助言を行ってまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私の質問も漠然とした感想そのような形で、残念でありますけれども、次にですね、最初に

述べましたように、議員として町民に企業団の現状と改善計画を説明する責任を私も感じてお

るところですけれども、行政の長で町民の代表でもある町長も説明責任はあると思います。財

政支援は町民の税金を使うのですから、地域医療を残すために町民の理解を得る必要があると

思います。ところが、私どもが改善計画を知らされたのが１２月３日ということで、トーマツ

の改善計画が企業団の改善計画だとすると、１２月３日に知らされたわけです。 

そこで３番目の質問ですけれども、企業団への財政支援について、その額や改善計画につい

て、町民に具体的に説明し理解を得る、議員も町長も責任があるんじゃないかと思います。と

ころが、日がないわけですよね３日から今日までで、その町民に説明して理解を得る責任につ

いて、町長の考えを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回、峡南医療センター企業団へ支出する額のうち、１億３，９００万円余は、企業団規約

に基づく交付税の算定基準による負担金であります。これは何度も言っているようにこれから

企業団が例えば黒字化してもですね、この負担金は出していく、これは、交付税の算定上、出

すということになっておりますので、これは出していくものであります。 

また、平成２６年度中に企業団が金融機関から借りた総額は、明年３月に返済期日を迎え、

企業団は医業収入等の中から返済することとしていることから、それに伴う資金不足に対し、

企業団が資金ショートを起さないよう、２町で３億６，５００万円ずつを貸し付けるものであ

ります。 

これらの支出について、負担金は、企業団規約に基づき毎年度支出するものであり、貸付金

は、いずれ町に返済されるものでありますが、今後も、企業団の財政状況をみながら、資金ショー
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トを起さないよう貸し付けていかなければならないものと考えております。 

なお、企業団へのこうした資金融資の内容については、町の広報誌で、企業団の経営改善計

画については、峡南医療センターだよりで周知してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今のお答えですと、事後説明ということで、ちょっと疑念も残るわけですけども、お答えい

ただいたことは、秋山議員にお答えしていただいたことを重ねて答えていただいたので申し訳

ないと思いますけれども、ちょっと視点を変えまして再質問ですけれども、企業等の改善計画

は、開設者会議にはいつ示されたのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

まず、先ほどの部分ですが、町民に説明するのも、この議会が通ってないものを先に町民に

説明するわけにはいきませんので、議会の議決をいただいたのちに先ほど答弁さしていただき

ましたように、資金融資の説明は、町民に広報誌を使ってやっていきたいと思っております。 

また、企業団の方も今回の改善計画がまだ企業団の議会のご承認をいただいたのかどうかま

だ分かりません。そういうことでありますので、これは事後とかそういうことではなくてです

ね、まず議会に説明をして、議会の議決を得なければいけない。議決が得られないものをどん

どん広報誌で説明するわけにも参りませんので、それは手順を追っているつもりでおります。 

それと、今回の改善計画はですね、当初は11月末頃この経営改善計画が出ると伺っておりま

した。議員さんに説明した後に我々は詳細を聞いたところであります。その前段での取り組み

状況は、何度か聞いておりますから、そういう状況になるのかはやはり我々が考えていたこと

と、ほぼ同じなのだと、当然、先ほど言ったように、機能分化をまず進める、そして、病院が

しっかり自立できるようにしなければ、中長期計画で当初立てた病院の改築とかそういうもの

もほど遠い話になってしまいますので、１日も早くですね、経営改善をしていただいて、当初

計画どおりに、また、いろんな事業ができればいいかなと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再度質問で、秋山議員と同じところがかぶりますけれども、ちょっと私の方は視点を変えま

すけれども、１２月３日の山梨日日新聞で、志村富士川町長は、「当初の予定より赤字額が増え

ているのは懸念するところ。早急に改善計画を出してもらい、経営的に自立した病院になって

ほしい。」という談話が載りました。私も全くその通りだと思います。ただ記事が事実だとした

ら、１２月３日には、先に述べましたように企業団の改善計画が示されておりませんでした。

あるいは、今町長がお答になったのは、「議員に改善計画を示した後に示された」とおっしゃい

ましたが、まだ改善計画が示されないのに支援を決断したということで少しおかしいと思いま

せんか。お答えいただきますか。 
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〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

今回の７億３，０００万円の借り入れにつきましては、改善計画とは別物であります。改善

計画が２８年度からの計画でありますので。そちらはそちらの方をまた見ながら、支援とか融

資も考えていかなければならないと思いますが。これは２６年度決算をしたときに、７億３，

０００万円市中銀行から借りた部分の返済をどうするかという問題が一つ。それと、３億１，

０００万円余の資金不足が生じているという、この二つを早急に解決しなければ資金ショート

を起こします。公営企業法上は、年度を跨いでの借換えができませんので、２年間の借換えは

できませんから、２６年度に借りた７億３，０００万円を、どう処理するか。これを病院とも

協議をしましたが、月に２億５，０００万円ぐらいの医業収入がありますから、それを充当す

ると。そしてそこに、足りなくなった分を両町がまたお貸しをする。先ほど財政課長が述べた

ように短期と長期にしたのは、資金不足比率を一方で解消していかなきゃなりません。１億５，

０００万ずつというのは、３億１，０００万円余の資金不足が生じておりますので、そこを、

全部短期ですと一度にまた返さなければならないことになりますから、資金不足比率が出るわ

けです。そこを３０年というスパンですると、１年に換算すると１，０００万ということにな

りますので、資金不足比率が、軽減を図られる。財政課長が６．５%程度と言いましたけどもそ

のくらいまで下げることができる。こうしたことによって、これから病院が、いろんな事業を

進めていく上で、病院事業債、借金をしていかなければならない分もあります。機材を買うに

しても、施設を修理するにしても、借金していかなければなりません。その借金が、借りられ

ることになりますので、経営改善計画と今回の融資の部分は別ものだと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

私と町長の考え方は、若干ずれているかと思いますけれども、確かに資金不足と改善計画は

別ものととらえることもできるかとも思いますけれども、１２月３日の当町の議員の協議会に

おける企業団の説明では、企業団としてはこうゆうふうにやっていきますという、表明がなかっ

たんですね。コンサルタントの案を企業団の改善計画とするとしても、企業団としては、この

部分は難しい、例えば、市川大門の透析患者、あるいは先生を全部富士川病院へ移すとかです

ね、これは医者もあるし患者もあることだからこの部分は難しい。だけどコンサルが提案して

いるこっちの部分は一生懸命努力してやりますよとか、その企業団としての意思の表明がな

かったわけです。町長がおっしゃったように職員の意識改革がまだ足りないのかなというふう

に感じておりました。 

私どもとすれば、税金を使って財政支援するわけですけれども、いくら支援するのか、いつ

まで、どんな方向で、利息はどうするんだ、財源はあるのか、町の財政を圧迫しないか、まだ

何にも、だれも、町民に説明していません。確かに議会ではこうして討論しておりますんで、

だんだん分かってきておりますけども誰もまだ町民に説明してないんです。新聞情報だけです

ね。 

改善計画で考える中で、このトーマツの案ですけれども、レントゲンとかですねＣＴ・ＭＲ



 ８３

Ｉなどの病院機器類は、減価償却は１５年です。富士川病院は社会保険鰍沢病院として開設し

てからちょうどその入替えの時期に来ています。最近、町の人から聞きますと、ＣＴをとった

りＭＲＩをとる時になると、富士川病院の先生が、「市川病院へいってとってください」と言っ

たそうです。市川は統合前に新しくしましたから。富士川のものでは、何で院内にあるのにと

れないのかと聞いたら鮮明でないからとのこと。そうするとトーマツの改善計画には、ＣＴや

ＭＲＩの更新の予算も計算されておりません。 

もう一つ、市川病院は建替えの時期に来ております。あるいは協定書にも統合時の了解事項

というようなことも伺っておりますけれども、そのいつ建てるとか、それもこの改善計画案の

中には入っておりません。私としては、黒字にとはいいませんけれども収益改善について非常

に懸念しております。 

そこで４番目の質問に移ります。町としての財政支援について、町長は今回限りと考えてい

るのか、また町民の反対や議会から補正予算による支援を否決された場合はどう対応するつも

りか、考えをお聞かせください。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センター企業団は、峡南北部地域住民への安全・安心の医療を提供し、「地域完結型

医療」の実現を図ることを目的に設置したものであります。 

     こうしたことから、企業団を存続していくことは両町の責務でありますので、今後もしっか

りとした運営を行っていく上で、資金ショートを起さないよう貸付金などの資金融資はもとよ

り、資金不足に対する資本の充実も検討して行かなければならないものと考えております。 

     なお、今議会に提案しております企業団への負担金や貸付金について否決となりますと、企

業団は資金ショートを起し、経営破たんするものと考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今お伺いしますと、これ以外に、一旦ですね救済する方向ないようなお答えではありますけ

れども、例えばですね、どうして３０年でなければいけないんだと、短期資金については、今

年度末に返してもらえる。そのくらいは、２億５，０００万の収入があるわけですから、そち

らで返してもらえるという見込みはありますけれども、１億５，０００万の長期資金について

は何で３０年にしなければならないのか。単にその１０％の改善比率を下げるためなのか。そ

の辺がわかりません。で、もう一つは短期貸付けの返済期日は何日になっているのか。長期貸

付金の返済期日はいつになっているのか。分割返済か一括返済かっていう私も考えを持ってお

りましたけども、先ほど秋山議員の質問に対するお答えの中で５００万円ずつの分割だという

お話がありましたけど、そうであればそうであるなりに３０年間誰が責任を持つんだという疑

問も湧いてきます。どうして、長期貸付金を例えば２年程度ですね長期ですから、２年程度で

も良いではないかと思います。その貸付の期日と長期貸付を何故３０年にしたのか伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

長期貸し付け１億５，０００万ずつ３０年としたのは先程言っておりますように、短期です

と、例えば２年ですると市川から１億５，０００万を、富士川から１億５，０００万ですから

１億５，０００万円返済をしなければならないのですね。そうするとそこに資金不足が生じる

んです。２６年度の決算は８．６％でありましたが、これを２６年度決算しか分かりませんの

で、それをベースにしていくと、安全率も見ながら、資金不足が３億１千何万あったわけです。

その部分を２町でしていく。これを３０年にすることによって１，０００万円資金があれば、

返済できるわけです。そうすると資金不足比率が１０％を超えなくなります。そんなことも勘

案しながら、３０年という長期貸付けになっております。ただ、貸付はこれからですから議会

が通れば両町、企業団と協議をしながら、貸付要綱等を作りながら、貸し付けていくことにな

りますけれども、そういった返済期日はそれでいくと。それと短期については、今年度の収入

にしますので３月３１日に調定を行います。そして、調定から２０日以内の納入期限になりま

すので、４月の２０日までには２億１，５００万は町へ戻ってくる。こういう計算であります。 

今回、１２月議会へ出させていただいたことのは、企業団の方で数カ月分の診療報酬等の収

入から借入を返していくと。そうするとそこには病院は穴が空いてきます。給料も当然そこか

ら払っていかなければなりませんので、そして町が早く貸すことによって、企業団の今まで借

りていた部分を病院が返済できれば、金利も下がっていくわけでありますので、病院の負担も

軽減できるのではないかということで、市川三郷町も富士川町も今議会に、補正予算を提案さ

せていただいたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

再々質問のようになりますけれども、合併特例交付金も毎年１億円程度を減額されている中

で、貸付金のために、今年度は、減債基金の予定を減額し、当初予算の道路計画調査費とか、

先ほども出てきましたけど、庁舎の調査費ですね、そういったものを減額したり、既に町の事

業運営や財政に影響が出ているのじゃないかと。このお金を準備するためにですね、そういう

ふうにちょっと危惧しております。町民の税金を使う以上、貸付金の、今度は町のお金ですね、

町のお金に対する責任は、町長と議会にあると思います。私どももこれを採決するときに軽々

に手を挙げたり、反対をしたりすることもできません。その責任に対する町長のお考えをお聞

かせください。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

町の借入金もこれまで３０年という借金も、相当しております。下水道事業は特に、長期に

わたりますので、まだ、当初昭和62年ごろに借りた借金を今返し続けています。 

地方公共団体としてこの町がある以上は、病院がある以上は、これは、約束事でありますの

で、しっかり契約も取り交わしてきますし、証書も取りますので、そういうことはないものと

考えております。 
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以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

現段階では、町長も、私もこのトーマツの改善計画以外に資料がありませんので、ただ私と

すればですね、その長期３０年の１億５，０００万円は、誰が責任をとっていくのか、この赤

字の７億の企業団の赤字の責任は誰がとっていくのか、今は追及しませんけれども、非常に不

思議な現象です。例えば、この１億５，０００万も長期を、来年当初の２８年度当初に、短期

資金で貸すこともできるわけですね、運転資金ですから。何も長期にしなくてもいいわけです

よ。それが１０％を超えるかどうか、改めて計算してください。 

これで、私の質問は終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告７番 ４番青栁光仁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０５分 

再開 午後 ２時１５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

     通告８番 １２番齊藤欽也君の一般質問を行います。 

     １２番 齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

     それでは、通告に従って一般質問を行っていきたいと思います。 

まず最初に、峡南医療センターについてと、いうことで質問するわけですけども、先ほどか

ら、既に青栁議員、秋山議員等から多くの質問が出されておりまして、かなり重複する部分が

あるかとは思いますけれども、その辺ご了承願いたいと思います。 

まず、第一の質問としまして、峡南医療センターの新年度決算が出されましたが、発足時に

出されたシミュレーションとは余りにも乖離した結果が出ております。この設立に当たっては

ですね、平成２４年度にうちの町が、当時の社会保険病院鰍沢病院を買い取ってと、いうこと

もありましたんで、地区説明会、あるいは地区懇談会でも２度ほどやりながら、いろんな議論

を経て、今日に至ったものだと理解しておりますけれども、あまりにもかけ離れてしまったこ

の原因、なぜなのか、その点について町長のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

齊藤議員の峡南医療センターの大幅な赤字の原因という質問に対してお答えします。 

先ほどらいお話してるもんと重なる部分があると思いますが、御了承いただきたいと思いま

す。峡南医療センターの平成２６年度決算では、７億１２２万５千円の損失となり、発足時に

出されました「中期経営計画」のシミュレーションでは、３億８３４７万５千円の損失となっ

ておりましたので、差し引きいたしますと３億１７７５万円の差が生じたところであります。 

これは、病院事業における医業収益のうち、特に入院収益が計画より大幅に下回っためであ
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り、その主な原因は、「中期経営計画」に示された、急性期機能の富士川病院への集約と、慢性

期機能の市川三郷病院への集約ができず、機能分化、役割分担が計画どおり進められなかった

ことによるものと考えております。 

機能分化、役割分担ができなかったことによりまして、両病院とも、医療資源であります人

員、あるいは病床等が有効に活用できず、病床利用率の低迷につながり、計画に見合った収益

が確保できなかったことが大きな原因ではないかと思います。 

また、当初計画の経営シミュレーションの収入見込みが高かったということも予想以上の赤

字の要因の一つであると考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     先ほど、中期予測３億８０００万余りが最終的な決算では７億余りと、いうことで、大幅に

違ったという話がございましたけれども、ここには当時の地区懇談会で使われた資料なんです

けども、ここにはですね、峡南医療センターの予測として、初年度から黒字になりますと、た

だし、その前提条件はいくつかあったと思います。医師が確保できること、それと、いわゆる

機能分化、あるいは集約、そして、地域完結型医療を目指すという、これが順調に行くという

ことでもって、なおかつ、ことであっただろうと。そして、予算的な面からいきますと、入院

患者病床利用率を３０％前後から７０少しですかね当初の見込み７５％だったかな、というこ

とに改善するという大前提でもって、作られた資料で説明されました。町長は当時町民に対し

て、間違いなく黒字経営になりますと町民に負担かけませんと、いうことと、それと、地域医

療は、大事なんだと。当時ですね、社会保険病院、社会保険庁ですか、これが、いろんな問題

があって解体され、そして、いわゆるＲＦＯが全国の保険病院を整理統合しようとの動きの中

で、最も赤字が多い部類だった鰍沢病院の将来が不安であると、いうこと一つと、それと、国

の地方医療再生交付金、これが示されて、これを活用すればなんとか乗り切って、そして、い

わゆる経営安定化していくんじゃないかと。医大の全面協力と、いうことが前提だったろうと

思いますけれども。それらがですね結局、今になってみると、機能分化は進まなかったよと、

集約もできなかったと。そして、医師の確保というのを当初どおりに、進まなかったと、いろ

んな問題はあっただろうけれども、この件について、私は、町民に対して当然町長は、反省も

含めた説明というのを行うべきだろうと思います。それについていかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今議員さんの示されたものは、この病院発足時に動き出した中期経営計画ではなくて、その

前の計画だと思います。それをもとに、各地区に説明に行き、医療の大切さ、そして、かって

の鰍沢病院は黒字経営をしておりましたが、医師がいなくなったことにより赤字に転落をした

こと。そんなことを言いながらですね、今回こうやって、地域医療をしっかり守っていけば、

まあ、両町も当然、努力をしますし、県も医大も努力をしてくれるという約束のもとに、統合

を皆さんに説明をしていたわけでありますが、今回、当初予定をしておりました、後でつくっ

た中期経営計画では、初年度３億８，３００万ほどの赤字が出ると。それが３年後に、クロス
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をしながら黒字になっていく。これはですね、道の駅なんかも当初は黒字というか、赤字を覚

悟していたんですが、ああやって黒字化されたとか、いろんな要因もありますんで、そのとお

りにはいかないもんでありますけども、今回、予想以上の７億円ほどの赤字を出したというこ

とは、本当に懸念をしているとこでありますんで、そういう中で、先ほど来言っていますよう

に、開設者会議を通じながら、病院のほうにも、改善計画を新たな改善計画、早く作れと、そ

して委託もやむなしということで、ト－マツの委託も了承をしながらですね、今やってるとこ

であります。今回、これで、町のほうも貸し付けも行うことになれば、当然また住民の皆さん

にも、あらゆる機会を通じて、説明をしていかなきゃならんと思っております。ただ、町が身

銭を病院へ投入するのではなく、貸し付けという形でやりますから、このお金はいずれ町へ返っ

てくることになりますんで、今後ですね、そうは言いましても、病院の現金というのは、一般

上でいけば、富士川町が出した、１億５，５００万、市川三郷は、あの物できてますんで、そ

の差額がうちは全然病院に関与しておりませんでしたから１億５５００万。病院はその原資で

運営をしていかなきゃならん、非常に大変だったと思います。そういう中でまあ、中の内部留

保金を活用しながら、運転はしてたと思うんですが、そういうことをしてもですね、市中銀行

から７億３０００万借りなければ２６年度は乗り切れなかった。今回の貸付金はですね、そう

いった部分でありまして、その解消の部分でありまして、経営計画が出たからこれ金を貸すと

かでなくて、２６年度決算に対する資金ショートを起こさないようにということで、両町とも

話し合いを何回か進める中で、こういった形になりました。病院のほんと当初計画との乖離は

ですね、いろんな問題があります。今言ったのは主なものを言いましたけども、細かく言えば

意識改革もできていなかった。そして、今まで異動したことのない両病院ですから、看護師さ

んあるいは、衛生検査技師等を異動させるためにも、非常に苦労が病院ではあったと思います。

今回こういう大きな乖離の出た決算できましたんで、新しい経営改革の中でも、医療資源の活

用というのも入っていますんで、そういう中で、人員もですね、峡南医療センターの職員であ

りますんで、どっちの病院へ行こうが、それは地域医療をしっかり支えるということでやって

いただければと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今、私、一番お聞きしたいのは、やはり町民は非常に今回の状態は私もチラシを出しました

し、新聞記事にも大きく報道されたということもありまして、非常に関心があります。気にさ

れている。やはりそういう状況であればですね、町長自ら、この現状について、町民に理解を

求める、そういった説明を行っていく必要があるんだろうと思いますけど、そこをその一点に

ついてどうお考えかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     まず議会が住民の代表であります議会制民主主義をやっておりますので、議会へ提案をさせ

ていただきながら、これが通って、そしてですね、病院への資金融資も出て、そしてそういう

中で、住民の皆さんが、説明しろということであれば、地域へ出向いての説明は、やぶさかで

はないと考えております。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     資金の支援についての予算の問題は、これを議会で議論して可決するか、否決するかは別と

して、すべきものでありますけども、それとは別の意味で、やはり町民へ当初買い取って病院

経営に乗り出すと、いう時点でいろんな説明をしてきた経緯も踏まえれば、町長としてですね、

その議会の議決後であろうとも、あるいはその前であろうと関係なく、果たすべきだと思いま

す。その点についてだけお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今回の一番のあれは、病院が資金ショートを起こさないように貸付金がメインであります。

当然今後もこの貸付金は出てくると思います。先ほど来言っていますように負担金は、病院が

黒字になっても町は出していくもんだと思いますんで、貸付金をするのはよいなのか悪いなの

かということは、この議会に提案をさしていただきながらご審議をしていただいて、そして、

今後の改善計画もまだ私どもしっかりしたもので、一般の人に出すときには、改善計画は峡南

医療センターの改善計画として出さなきゃならないと思ってますんで、それらも含めてですね、

必要があれば、各地域にまた説明をしたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     その点ぜひよろしくお願いします。 

     あと実は、この医療センターについて、私何回も質問されております。その中で幾つか記憶

に残ってることがあります。その一つがですね、予定どおり医療センターの運営がうまくいか

なくなったときには、県やあるいは医学部に対してですね、要請もし、抗議もしていくと、こ

れは両町一緒になってという話がありました。今回、こういう事態がですね、決算は先ごろ出

たわけですけれども、例えば今年の初年度当初にもある程度事態を把握されていたんだろうと

思います。それ以降、どんな対応されてきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

昨年度の決算が出る前にですね、市川三郷の町長さんと私と病院の企業長と、医大の方には

行ってですね、医師の確保ということはお願いをしてきました。今年度におきましても、また

そういうメンバーでは、年明けには行っていきたいと思いますけども、それ以外に病院の前院

長の島田先生とも、そして今の院長の藤井さんとも、会う機会はたくさんありますんで、その

会った都度ですね、話はさせていただいています。向こうの院長さんがもう、私の顔を見るの

が嫌というくらい、口うるさく言っております。病院のほうでは、新しい診療科も一つほしい

ということで、これは企業長を中心にやっておりますけれども、医大の方もそこんとこは承知

しておりますが、なんせ、行く医師が確保しなければならない。そして、この地域医療で山梨

へとどまってくれる人たちも当初の予定よりもやはりこう県外へ出てしまうのが多いもんです
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から。思うようにできないということありますが、今後もですね、当然この病院を発足させる

ときに、病院はもとより、両町そして県、医大もこの目標に向かって計画に向かってですね、

それぞれが努力をするという約束の基に来てますんで、今後も機会がある度に、そういったお

願いはしていこうかなと思っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今、山梨県の知事はですね、後藤斎知事になりました。当町が、この今の病院経営に乗り出

すときにですね今いろんな議論がありました。私実は当時後藤斎議員の支援者で、２２年の夏

ごろでしたか、この話をお伺いして、確かその秋かなんかに、峡南北部の医療連携かなんかの

部会、当初の最初の部会が確か開催されたと思います。そのころにですね、今の後藤斎、当時

衆議院議員からですね、齋藤君、公立病院はちゃんとやれば儲かるんだよと、資料やるから読

めと言われて、国の総務省からいただいた資料、そのまま私のところに送付してくれました。

その後ですね私は後藤知事とは、ちょっとその点で気まずい関係になったわけですけど非常に

大きかったわけですけれども、確か２２年、２４年ですか、９月２２日に、議会の特別委員会

で後藤先生に来ていただいて、この病院についての考えというのをお伺いしました。恐らくそ

こがですね、理解がある程度、行こうかというふうになった一つのポイントだったのかなと、

いうことを私は感じておりますけれども。ちょうどその後藤斎当時議員がですね、現在、県知

事になられてると。これはある意味では、ラッキーというべきなのか、もっとですね、県、特

に医療センターを設置する過程では医務課が非常に大きく関わってこられましたし、今の知事

が後藤知事ということを考えれば、もっとねちっこく、積極的に支援なり協力を求めるという

ことがあってしかるべきだろうと思いますがその点についていかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     今議員のおっしゃるとおり、後藤知事が衆議院議員のときにですね、この医療再生交付金、

ちょうど民主党が政権をとったりもしたときですが、そういう中で、この地域は、当初から

２５億の医療再生交付金がありました。東部地域は５０億であったわけですが、民主党政権に

なってすべて、数を増やすということで２５億ずつとなりました。という中で、後藤先生のと

ころにも、当時ＲＦＯに行くたびに寄りながら、また、支援をしていただいたわけであります

が、知事が云々というよりも、知事は知事で病院は地域医療はしっかり確保すべきだと、病院

は買い取るべきだというのと議員の当時から言っておりましたんで、今たまたま、またこうし

て山梨県の知事ということになりましたが、山梨県で当時、福祉保健部が中心にですね、やは

り地域医療を地域完結型の医療にやっていこうということで、当時は小沼福祉保健部長かな、

山下、今の副知事が、医務課長、そして、その後もずっと続いておりまして今の福祉保健部長

も医務課長から上がってきてます。こういった県にもですね、こういったことを進めた責任も

ありますんで、先ほど来言っているように町は町でやった責任があります。県は県で進めた責

任があります。医大も進めたわけでありますから、それぞれが当初の、経営計画に沿うような

形で、実行できるように努力をしていくということだと思います。その努力の度合いが、どこ
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までか、というのは、当然人的要員もありますから、今すぐできなくてもですね、当初考えた

計画に沿って、これからも努力をしていきたいと思ってます。知事さんにも会うたびにそれは

言っておりますんでまた、議員さんの方からもですね、お会いするときには、今の状況を説明

したりする中で、この地域にしっかりお医者さんが、配備、配置されるようにお願いをしたい

と思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     もう１点ですね。よくおっしゃっていたのが、金は出すが口は出さないという、医療センター

について、そういうふうにおっしゃってまいりました。先ごろからの議論の中でもですね、医

療センターと町というのは明確に区別をしていくんだと、言ったような多分お考えがあるのか

なと、それは今回の短期長期の、あるいは一時の貸付金の取り扱いについても、そういった面

がかなり色濃く出ているのかなという感じておりますけれども、これから、このような事態を

受ければ、開設者として両町で、より強力な力を発揮すべきではないかと、いうふうに私は思っ

ていますけれども、その点についてどのようにお考えでしょうか。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

 町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

この新たな病院を経営する時に議員さん方も、病院の検討委員会を作っていただきました。

そういった中で、病院経営は独立行政法人がすべきだという意見が大半でありました。ただ医

療再生交付金の期限、そして病院の開設の時期、等々からですね、独立行政法人をこれから作っ

てというのは、これから時間的余裕がないと、そういうことから、公営企業法の全部適用でい

きましょうということで、今、全部適用で発足をさせていただきました。ただ、この経営計画

の中にも書いてあるとおりですね、数年後には独立行政法人も検討していくということになっ

てます。今こうした資金ショートを起こすか起こさないかが大前提でやってますから、その余

裕はないとは思いますけども、これで病院が安定的に経営ができるようになりましたら、やは

り経営体についてもですね、もう一度検討をすべき時期にくるんじゃないかなと思ってます。

公営企業法の全部適用でやったときに、この病院を設置する時には市川の久保町長さんが会長、

私が会副会長ということの設立準備委員会を作りましたけども、運営について、町長が、ちら

ほらするのはうまくないということから、我々病院の公的役職は何もありません。ただ、設置

者としての責務はありますんで、開設者会議を開きながら、やっておりますけれども、今後も

ですね、完全に区分ということではなくて、やはり、両町がつくった病院ですんで、両町でしっ

かりですね、経営内容も確認をしながら、サポートもしながら、病院が地域の人たちにとって、

安心して使っていただける病院になるようにですね、これはやっていかなきゃならないと思っ

ております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

機能分化がなかなか進まなかったというお話がありました。それと今言った口は出さない。
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実は、口を出さない、多分、多くの一部事務組合的な病院がですね、破産していったというの

は、二つなりの三つなりの町村で、いろんな思惑の綱引きが病院経営に反映される結果、効率

のよい経営ができなかったということが一番大きかったんだろうと思います。だからたぶん、

口は出さないというのは、一つのなんか立ち位置というか、いうことになったんだろうと思っ

ています。しかしこの間ですね、市川三郷町の議会をちょっと傍聴に行きました。向こうはも

ともと町立病院を運営していたという立場、私たちは、やはり病院経営がしたことがない立場、

単純にですね一部の町民からは、こんな意見も出てきています。町立病院を、ある意味ではや

めて、富士川病院にすればいいんだというような意見さえ出てきてます。しかしそれは、両町

で合意の上で、峡南医療センターというかたちで２病院をちゃんと運営していこうという大前

提でやってきたことですから、それは崩すわけには決していかないだろうし、例えば企業団に

任せるとはいっても、企業団の勝手な経営理念で、やられてもまたそこはまずい問題が起こる

んだろうと思っています。そういった立場の違いを同時に踏まえておかないといけないと思い

ますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

当然、先ほど来言っていますように、病院の公的役職は何もありませんが、両町でつくった

病院でありますんで、これからもですね、病院経営に問題が生じないように、ただ、そうは言っ

ても先ほど来議員さんから話があった、本体がまいるようなことがあっては困りますんで、そ

の辺は、私どもまた、両町の財政課長も病院と一緒にですね、両町のおかれている立場も理解

をいただく中で、できる限りの融資、貸付金でありますけどもそういうことをしていかなくて

はならない。それと青栁議員さんの時に言いましたけども、今後、この改善計画が運用されて

いきますと、やはり資本の充実というのも考えていかなきゃならんと私は思っております。こ

れにつきましても、両町の財政運営に支障のない範囲で数年かけてということになると思いま

すけども、それらも考えていかなければならないものと思っております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは二つ目、二つ目にちょっと移りたいと思います。赤字を出さない黒字経営を行うと

いうことが病院経営に乗り出した大前提であったんだろうと思います。今回このような事態に

陥って、企業団から改善計画が中期計画とは別にですね、改めて改善計画というのが示された

わけですけども、この実効性について、町長の分析、あるいはお考え、どのようなものかお願

いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

統合時に策定されました中期経営計画では、平成２６年度が３億８，３００余万円の赤字。

平成２７年度が１億９，２００余万円の赤字。２８年度には５，４００万円余の黒字というシ

ミュレーションでありました。しかし、平成２６年度の赤字がですね、７億円を超える大幅な

額となったために、病院の方にもですね原因を究明し、そしてまた外部からの指導助言も受け
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て、経営改善計画を策定するよう申し述べ、そして今般改善計画ができたということでありま

す。今後におきましては、この改善計画を着実に実行していただきながら、経営の早期改善を

図っていただきたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

今ですね、あの改善計画を忠実に実行していただきというお話でした。この峡南医療センター

開設時の時も、同様のお話があったんだと思います。それは、当時つくられたシミュレーショ

ン、これに沿ってやっていただかなければ困りますと。ところが、前回もそれを大きく破綻さ

れました。今回ですね、ここで非常に、大きいなと思ってみたのがですね、２病院で求められ

る医療機能と見直し案というところで、一つが、富士川病院について、一般的な手術や急性期

患者の受け入れ。高度な医療が必要となる患者の中北医療圏への紹介機能、そして市川三郷病

院については、在宅復帰が困難な、長期療養が必要な患者の受け入れ。中北医療圏の急性期医

療機関からの受け皿機能。中村管理者がそのときの説明で、後方支援機能というような言葉を

使ったんですけども、これは既に当初目指していた地域完結型医療というものからは、大きく

異なるんではないかなというふうに私は思いますけどその点についていかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

大きく乖離しているものと思っておりません。富士川病院では一般的な手術や急性期の患者

の受け入れ、これは、そのとおりだと思います。そしてまた、ここは二次医療圏でありますか

ら、脳外科も持っておりませんので、そういった患者に対しては中北医療圏への紹介機能も充

実させるべきだ。これがないと、やはり門前払いをしなきゃならんような形になりますんで、

とりあえずといいますか、どこの病院で見てもらうのがいいなのかそういう機能も、富士川町

病院には求められていくと思います。それと、市川三郷病院は当初から、回復期と慢性期、と

いうふうな形で、中期経営計画の中で出ておりました。そういった意味でですね。在宅の帰宅

が困難な人の患者の長期療養が必要な患者の受け入れをしていく。そして、また、医大とかに

中央病院もそうですが、中北医療圏の中から、そういった回復期、慢性期の方の患者の受け入

れ。これをやることによって、医療の方の医療収益も上がっていくんじゃないかな。こんな視

点から、今回の改善計画では、２病院で求められる医療機能としての見直し案が再度提案され

たことだと思います。当初から市川三郷病院の方は、回復期慢性期を主に診る病院。そして、

急性期の方は富士川病院の方で見る病院。こんなことで計画をしておりましたが、その医療分

化が、機能分化が思うようにいかなかったというのが主な原因だと思っています。それと同時

にそれに併せるように、医療資源である人的、あるいは物的の改善が遅れてしまったと。今回

こうした改善計画にできましたんで、これに一日も早くですね、２８年度からとは言わずに、

早急に着手するよう、また、開設者会議を通しながら、病院の方に、助言をしていきたいと思っ

ております 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
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この改善計画で、私が一番注目してるとこはですね、病床、ベッド数の利用、人数、及び利

用率。それと、そこが一番大きな、たぶん改善点だろうと思ってます。この説明資料のときに

ですね、いみじくも、中村管理局長はですね、ベット当たりの単価数ってのは、確たる裏づけ

のある数字ですと。いう表現をされました。それまで、ベット数、利用率等の説明があったで

すけども、それ以外ついては、そういった裏付けがあったとかなんとかということではなくて、

この部分、単価の部分だけは、しっかりした裏付けがあると表現され、非常に私は違和感を覚

えました。後になって、資料が出された段階でなかなか分からなかったわけですけれども、入

院患者についてですね、平成２６年が約両病院で３万３，５００人。２７年が３万８，７００人。

約ですこれはあくまでも。２８年度からですね、突然これ地域包括病床ってのも入ったり、療

養病床に市川三郷町が、すべて変わったりというようなこともあるんでしょうけども、２８年

から３万８，７００が突然４万９，５００人余りという、利用率は８０％以上といった数値が

示されたわけですけれども、これを見た瞬間にですね、正直、これってあるんですか。という

思いなんですけどもその点について町長どのようにお考えでしょうか。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今、医療の構造改革というのを、山梨県の医療審議会の下部組織としてやっております。こ

れがまとまれば医療審議会へ出されながら山梨県は、２，３００床、病床ばかり減る予定で今

進められているようですが、それがこの峡南地域にあって、どんぴしゃになるかどうかはわか

りませんけれども、今回の改善計画では市川三郷病院は現在の９０床から４０床に減らす。富

士川病院も１５８床から１３３床に減らすという予定で想定をしております。このとおりいく

かどうか、本当わかりませんが、近い将来は、はっきりしてくるんではないかなと思ってます。

単価につきましてはですね、それぞれ病院の方で薬科の部分もありますし、これはトーマツと

いう専門的な医療の推計をするところはやっておりますんで、なんとも私のほうからは言えま

せんけども、市川三郷病院は、この計画でいきますと、すべて一般病床はなくなって、回復、

あるいは慢性期の病床になっていくというところから、２７年度までは、数字がありますけど

も、２８年度以降は、療養病床のほうに入ってくと。それと、外来の部分、透析の部分も２８年

度で今度医療集約をしていくという予定の計画であります。富士川病院の方の単価もですね、

上がったり下がったりもありますが、今、４万３０００円、４０００円ぐらいで推移している

ようですが、それが、４万３０００円ぐらいにおいて計算をしてあるということではないかな

と思っております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤議員、齊藤議員、その数字の、計画の数字については、町で作成しているものではない

ので、ちょっと質問の内容を変えてください。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

この計画、数字はあれなんで、計画的でいきますと、要は、最後の方にですね、例えば医師

の削減とか、事務職員の削減とか、いうことが明記されておりまして、私が感ずるところ、よ

うやく地域の実情に合った病院になろうとしてるのかなと。先ほど、地域完結型というのが壊

れたんじゃないですかという話をさせていただきますけれども、むしろそれでよかったのかと、
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私はそのように感じております。ここで病院についてちょっと終わりたいんですけども、この

間、鰍沢元町長の石川さんとちょっとお会いしまして、その時こんな話がありました。これは

私も皆さんも承知していることですけども、合併以前、旧鰍沢、増穂両町で、社会保険病院を

存続させようという運動を、一生懸命、町長はもちろん、町長でしたんで、一緒になってやっ

てまいりました。それ以前になんか聞くところによると、医大の分院という話がある程度煮詰

まっていたけれども、社会保険病院の解体というか、整理統合というような話の中で、ついえ

てしまったと、だけども今こうやって現実を見ていきますとですね、これからの方針もそうで

すけども、県立中央病院なり、あるいは、医学部なりで高度な医療を受けた患者さんをですね、

近いということもあってこちらの方でできるだけ受け入れていこうという趣旨のようです。そ

ういったことを考えたときに、いま一度ですね、これは将来的な話になるだろうけれども、しっ

かりとですね、その点も考えていくべきじゃないかと思いますけどもその点についてお考えを

お聞かせください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

確かにですね、以前には医大の分院ということで、鰍沢病院を残してほしいという動きが旧

鰍沢町時代にありました。これは医大の上層部までつながっていたかどうか、私ちょっと疑問

がありますが、当時は、島田医大の院長でしたが、そんなことはできませんという返事はいた

だいておる中でですね、医療がなくなっては困るんで、地域医療再生交付金を使いながら、やっ

ていこうと。今も、医大の方からほんとは峡南医療センターに医師の配置があればいいんです

が、それぞれ病院へは張りつけていると。いうふうな医大の方の旧体制もありますが、今回、

経営改善計画を見させていただくとやはり人件費が、公立病院になりましたから、かつてのあ

れよりも富士川病院のほうが上がってきていてる。老健の施設の方もですね上がってきている

とありますんで、その辺の人件費の削減というところが、看護師さんとかお医者さんを削減す

るわけにはいきませんけども、非常勤の医師も本当にあそこまで必要なのかというのもありま

すんで、これは、今度峡南医療センターとして、改善計画をつくりましたんで、その計画が実

行できるような努力をしていただくことだと思います。皆さんも御承知のとおり、自治体が違

うもんですから、向こうの自治体に、私どもがああせよ、こうせよとまでは言えないと思いま

すけども、設置者として、地域の求められる病院としてなっていくような発言は十分できると

思ってますんで、それは今後も続けていきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

実は今回の財政支援についてちょっと質問したかったんですけれども、時間もありませんの

で、またこれは質疑の方でやらせていただくことにしたいと思います。それでは大きな二つ目

に移りたいと思います。 

行財政改革の進捗状況についてと。間もなく合併６年、人件費の削減というのは、合併の大

きなメリットと言われてきました。この間、私もですね、平成２０何年でしたかね、一昨年く

らいですかな、２２年６月ですか、一般質問させていただいております。職員の削減。の計画

についてどうしていくんだという話をさせていただきましたけども、今現在なかなか進んでい
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ないなというのが実感としてあります。当時町長はですね、職員の定数について適正な規模に

ついては、人口１００人に１人と。だから１万７，０００人ならば１７０人と、いうのは適正

規模だと。ご承知のとおりどんどん人口は残念ながら減ってしまいました。今１万６，０００を

切ったと。いうことで仮に１万６，０００だとすれば、現時点で１６０人が適正規模だろうと

いうお話なんだろうけれども、２２年３月８日時点で１８８人。これは、おそらく合併の時に

職員が、塩の華等々にいた方が、たしか２、３人町の職員に雇用されたという経緯もあるんだ

と思いますけども。その後ですね、２２年が１８５人。２７年これ、この間聞いた人数なんで

すけども１７１人。２２年から比べれば、１４人減少。実際１７１人と。これいかんせん、削

減規模というのは、当時の町長の発言からしても小さいんではないかと、いうに思っておりま

すけどもその点についてどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの齊藤議員の職員定数の削減の部分につきましてお答えしたいと思います。 

     町では、簡素で効率的な行政運営を目指し、合併後の平成２３年４月に富士川町職員定員管

理適正化計画を策定いたしました。 

この計画は、合併当時の正職員の総数１８８人に対し、平成２７年度までの５年間に１７５人

まで削減していく目標値を定め取り組んできたところであります。 

こうした中、現在の職員数は、１７１人であり、当初の削減目標数については、すでに達成

しており、目標の職員数より多い削減となったことについては、退職者数が予定を上回ったこ

と、組織の見直しを行いながら適正な採用者数としてきたこと等であります。 

本年度は、次期、平成２８年度から平成３２年度までの５年間の定員管理適正化計画を策定

をしておりますが、急激な人員削減により住民サービスの低下を招くこと等がないように、行

政組織、事務事業等の見直しを行う中で、職員の適正化に取り組んで参りたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今お話の中で、今後５年間について、策定するというお話でしたけども、いつまでに策定さ

れるのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

ただいま策定中でございますが、大筋で出来ておりまして、今年度中に策定を完了する予定

でおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

先ほどの話の中で、私はいつその１７０人でしたか、１７０何人かの目標数値をつくったと、

いうお話がありまして、それは正直承知していなかったんですけれども、一方でですね、その
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急激な削減は、サービスの低下を招くというお話もありました。しかしですね、定数削減の一

方で、臨時職員、あるいは嘱託職員ってのは、大幅に増加しております。平成２２年当時、両

方の合算で１０７人でしたが、２７年現在では１２５人という数値が出されております。約

１８人と。これはどういうことなのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの話ですけれども、正職員と臨時嘱託職員を合計した数値を見ていきますと、平成

２２年は２９２人、平成２３年２９０人、平成２４年２９０人、平成２５年２９５人、平成２６年

２９１人、平成２７年２９６人、ということでございまして、大幅にふえている点はございま

せん。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     増えてはいないけども逆に言えば、大幅ではないけども減ってはいないということですね。

いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

特にですね、臨時嘱託職員の中で、大幅な増減があるのは、保育所であります。子どもの動

向によって、増やしたり減らしたり。そしてまた、今、出産、あるいは育児の休暇も与えてお

りますんで、そうしたときにですね、正規職員が休むと、臨時、あるいは嘱託職員の採用もし

ておりますから、増減はありますが、特に、子どもたちの部分で、これは学校もそうなんです

が、障害を持った子どもが非常にあります。そうすると、通常の保育、あるいは学業に影響が

ありますんで、そういった診断書が取れる子供については、ひとり支援員をつけておりますか

ら、そういった部分で増えております。一般行政事務で増えるようなことはないと思っており

ます。   以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

改善、削減目標が制定されるということなんで、それをまた待ちたいというふうに思います。

それでは、３つ目。大きな３つ目に移りたいと思います。ますほ児童センターと町民体育館の

移転と、項目とした２つに分かれてます。これは担当課の違いによるものです。ますほ児童セ

ンターの移転先ということについてはですね、先ごろ何か検討委員会的なものが開かれていて、

そこで、８カ所ですか、何か候補地が示され、そのうち３カ所ぐらいに絞られて、当局に一任

されたと。いうお話のようなんですけども、これはですね、リニアの移転、開通に伴って３０年

でしたか、までにしっかりしたものをつくらなくちゃまずいということで、進めていると。移

転補償についてですね、前回の議会でしたか、町長の方から来年の秋口くらいには大まかな補

償費っていうのが示されるだろうということもあるんで、早急にということのようですけども、

候補地選定の基準、理由、そして現在どのようになってるのかその点についてお願いしたいと
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思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

     それでは、ただいまの齊藤議員のますほ児童センター移転先の候補地選定の理由についての

ご質問にお答えいたします。 

     ますほ児童センター移転先の候補地選定につきましては、児童が安全に健やかに過ごせ、利

用しやすい場所、必要面積が確保できる場所を条件に、現在、整備検討委員会で、検討いただ

いているところであります。 

     こうした中、第１回整備検討委員会におきましては、現在の設置場所が、増穂小学校を中心

に南側に児童クラブ、北側に児童センターが位置していることから、今ある場所の周辺を候補

地としているところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     続いて小さい２番目ですけれども、同様にですね、先ほど川口議員からの質問の中でも、体

育館についてですね、質問があって、町の方では、利用者、あるいは町民を含んで検討委員会

を今後立ち上げて検討していきたいというお話があったんですけども、体育館についても同様

にリニアにかかるわけで、これも、ますほ児童センターと同じような条件になるのではないか

と思うんですけども、こちらの方の話はなかなか出ておりません。その点についてお考えを伺

いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

児童センターについては、今整備検討委員会を立ち上げて、候補地を何カ所か決定していた

だきたいなと思っております。体育館につきましては、先ほど来も言ってますように、相当広

い敷地が必要になります。体育館自身もそうですし、駐車場にしてもまた、これから建てる建

物については、緑地化というのも必要になると思いますんで、大きな面積を確保するという条

件の中で今後進めていきたいと思ってます。ただ、体育館につきましては、今すぐというより

もですね、補償料もまだわかってない時期でありますんで、補償費もわかってない時期であり

ますんで、今後していけばいいのかなと。体育館についてはその代替えとなるのは、小学校中

学校、規模はありませんけども、小学校中学校、また高校も体育館持ってますんで、それらに

ついては、代替えがまだまだ十分可能だと思っておりますんで、補償料が見える時期に具体的

なことをしていきたいと思っております。しかし今は、その時期も迫ってきておりますんで、

先ほども申し上げましたが、今後、町民体育館を検討する委員会を立ち上げて、規模や機能を

検討してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     体育館というのは多く、数多く小中高校とあるんで、確かにおっしゃるとおり代用はきくの
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かなと、いう面はあるかと思いますけども、ただ、どの体育館もやはり学校体育館ですから規

模は非常に小さいと、いうことを考えればですね、やはりこの部分もですね、ある程度期限を

区切った形で、検討委員会を立ち上げるべきではないかと思いますけども、その点については

いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

     川口議員の時にですね、総務課長の方から説明させていただきましたが、年明けになったら

検討委員会を立ち上げていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

小さい３つ目に移りたいと思います。今の体育館等と同じことですけども、リニアにかかわ

りまして、その跡グラウンドの一部、多くの部分がですね、残るわけですけれども、その部分

について、どのようにお考えなのか、利用等を含めて、お願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君 

〇建設課長（細野幸男君） 

     齊藤議員のリニア建設に伴う跡地利用についての考えを伺うという質問に対してお答えいた

します。リニア中央新幹線の建設に伴い、残った利根川公園の空き地につきましては、現在と

同様に公園として利用することを考えております。利用形態につきましては、リニア計画の詳

細が決定した後、利用できる面積や跡地の形態を考慮し、駐車場や緑地、広場などの地区公園

の機能を損なわないような施設として、検討して参りたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

利根川公園は、もともと河川だと、いうこともあるんだろうと思いますけども、単純に私が

思いますに、例えば児童館をですね、体育館、じゃないグラウンドの例えば東部分に建設する

とか、そういった利用方法もあると思うんですけども、その点についてはどのようにお考えな

のかお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君 

〇建設課長（細野幸男君） 

     今のところ、グラウンドとか体育館へリニアが通る計画でありますし、それについての側道

の計画も予定しております。それによって今のところ詳細が決まってないので、どこにどれだ

け残るということはまだ今把握できておりませんので、その辺の詳細が把握された後で、行なっ

ていきたいと思います。ただ、今のグラウンドの残り地が、児童センターが建って敷地の余裕

があるかっていうと、さほど残ってこないのかなというところは想定しております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 
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〇町長（志村学君） 

今、利根川公園の一部については、神社から借地をしております。この際そこもお返しをす

る予定でおりますんで、そんなに土地が残らんではないかなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     残る残らんは確かに正確な測量も必要なんだろうと思いますけども、検討には値するのでは

ないかなと思います。ぜひ検討を対象に加えていただきたいと思いますけども、それについて

いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

検討はしております。そういう中でですね、ちょうど斜めにこう公園を走っていく形になり

ますんで、残った土地がほんとうに三角とかですね、そういうあれですんで、そこでは無理だ

ろうと。いうそしてまた、工事中ということも含めるとですね、やはり無理だろうということ

で、今、現在の児童センターの周辺である程度の面積が確保できるところを検討していただい

てるところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

できるだけ有効な利用をしていただきたいなと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

もともとが、公園の用地でありますんで、公園に関連する施設は許可になると思いますが、

今度は改めて公園用地の中に児童館というと、都市計画法上、許可が下りるかどうかという問

題点もあります。そしてまたまた、公園の用地がですね。当然リニアが通ると減るわけであり

ますからその部分をやはり緑地として残しておく、あるいは広場として残しておくということ

が重要ではないかなと思っております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

それでは最後の大きな４つ目に移りたいと思います。人口ビジョン総合戦略についてと、い

うことで１つ目としまして、富士川町の人口ビジョン総合戦略というのが出されたわけですけ

ども、これについてお伺いしたいと思います。これまで、町長はですね、人口減、あるいは少

子化対策というものについて特効薬はないと、発言してきました。私も幾つかの質問の中で、

同様の感想を持っております。今回の人口ビジョン、１万６，０００人を実現するとした人口

ビジョン、あるいは総合戦略のですね、ポイントとは何なのか、この点についてお伺いしたい

と思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君）   

     齊藤議員の人口ビジョン総合戦略についてのご質問にお答えいたします。 

     富士川町人口ビジョンでは、４５年後の平成７２年の町の目標人口を１６，０００人と定め

ております。これには、人口の確保が非常に重要なポイントになると考えております。この目

標を達成するために富士川町総合戦略において、今後５年間で取り組む具体的な施策を定めて

おります。 

     この総合戦略では、「安定した雇用の創出、新しい人の流れを作る、若い世代の結婚、出産、

子育ての支援、新しい地域づくり」の４つの基本目標を掲げ、若い世代の就労、雇用創出、出

会いの場の提供、出産のサポート、子育て、教育を支援する生活環境基盤を整備することによ

り、出生率の向上に繋げていくこととしております。 

     また、転入者を増加させる取り組みとしては、町有地の売却、町営住宅跡地の分譲や県営住

宅再整備の推進を掲げております。さらに、民間事業者の協力を得て、居住地を確保すること

で、町外からの転入者獲得に繋げて参ります。 

     こうした総合戦略に掲げた諸施策を着実に展開することで、４５年後においても、現状に近

い人口が確保できるよう取り組んでいく所存であります。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

意気込みってのは非常によく伝わってまいります。一言で言いまして。ただし、現実としま

してですね、国やあるいは、人口問題調査を研究しているところの数字ってのは極めて厳しい

ものがあると。これまでもですね、いろんな施策をやってまいりました。内容をみてますとで

すね、人口減少のその数値の中で、私が一番思ってるのは、合計特殊出生率１．３７がですね、

人口置換水準の２．１になっても、仮になったとしてもですよ、４５年後には、平成２２年１万

６，３００人あまりから、８，５００人、あるいは８，６００人余に減少すると。これ２．１に

なったとしても、仮に。社会減、これは自然の増減の話、仮に社会減がなくてもですね、１万

１，７００人という数値なんですね。社会減がない、要するになくても、現在の１万６，０００人

から、１万１，７００って数値が出ている。社会減がなくても。そうするとその差額１万１，

７８３人と、８，５８２人。この差額を埋めるというところにもっと力点を置いた施策なりな

んなりを出さなくちゃまずいんじゃないかなと、いうふうに思ってますけどその点については

いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。今回の富士川町の総合戦略につきましてはですね、試算をして

おりまして、平成７２年度２０６０年にはですね、何もしなければ、施策に何もしなければ、

７，２６６人まで富士川町の人口は減少していくと。いう中で、今回は、今回あの１万６，

０００人という目標人口の設定をさせていただきました。確かに大変厳しい数字だとは私の方

も考えておりますけれども、今回の１万６，０００人という数字はですね、実現するという数

字というかですね、これ目標値ということで私どもは考えております。この目標値を設定しま
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してですね、今後、先ほどの答弁さしていただきました４つの基本目標を掲げましてですね、

これを着実に実行することによって、これを達成していくということで今回の計画は策定した

ものでございます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

いろんな施策が載ってます。これはほかの確か資料にもですね、今までいただいた資料の中

にも載っていたものが、今回は、こちらの形で整理されて、そして３１年と一つの基準の中で

継続したり、あるいは、もうちょっと目標を高めに設定したりと。いう内容であろうと思いま

す。これはこれでいいんですけれども、問題なのは、１万６，０００人を目指すというときの、

その中身なんですね。なんで１万６，０００人を目指すのかといったらば、今後これ読んでく

と、一言で言うと、現在のこの町の行政を維持していくために、１万６，０００人が必要だと。

これは税収も含めて、あるいは自治組織のありようも含めて必要なんだって話なんですね。先

ほど私あの定数削減、職員定数削減の話をしましたけども、やはり、例えば、社会減がなくて

も１万１，０００、あるいは１万２，０００弱と言われてる中で、今後のまちづくりを考えれ

ば、当然、前提を変えてくと。要するに、今の町をそのまま維持してくことを前提の考えでは

なくして、今後の将来に向かって町も変えていくと、例えば、コンパクトな行政のあり方、等々

に変えてくという視点があってもいんではないかと思うんですけどもその点についていかがで

しょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 

今回１万６，０００人という設定をさせていただきました。これは、今後ですね、町を育て

ていくと言いますか、運営していくところで、低い設定では何もしなければそう自然となって

いきますが、今、日本全体で言えば、２０６０年後の人口ビジョンではなくて、この５年が勝

負だと思っております。というのは、第二次ベビーブームの人たちが、あと５年間しか子ども

産める時間がないですね。ですから、その間に日本全体で何とか人口を増やしていく方策を考

えていかなきゃならん。今１．３いくつの特殊人口出生率を言いましたけども、山梨県では１．

４３ではないかなと思いますけども、これを希望者、子どもが欲しいという希望の数で行くと

１．８３ぐらいなりますんで、それを実現さしていく。そしてまた、今言いましたように、こ

の５年間でほんともう少し子どもを産んでいただかなければ、いくらそれが済んでからの手当

てをしても間に合わないと思うんですね。そういう前提の中でそうは言いましても、富士川町

もこれ以上人口が減ることないように、いろんな方策をしながらいく訳ですが、これは、１万

６，０００に掲げたから必ずをそこに到達できるというものもありませんし、みんなの努力目

標だと思っています。役場だけではどうにもできません。企業の皆さん、住民の皆さんにもご

協力いただきながら、この町がすぼんでいく町ではなくてですね、最低でも今ぐらいの規模で

推移できるように、頑張ってもらう数値目標だと思っております。そのいう中で、当然４つの

この掲げた目標は実行していくわけですが、特に出生率の方がどうしても減っていく。そうい

う中で、この町へ移り住んでいただけるような方策を町としてはやっていく、特に力を入れて

やっていきたいなと。それに農振という壁もありますけども、この辺も、国の方にも働きかけ
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ながら、この町へ移り住んでいただけるような魅力のあるまちづくりを、今後、職員、あるい

は住民の皆さんとともにやっていかなきゃならんと思ってます。今のままやっていくと、どう

しても山梨県の人口が減っていく一番の原因は、就学の機会がない。機会というより就学する

場所がないから、毎年３月にどんと東京の方に人が出ちゃうんですね。大学へ行って、今度就

職をする時に今度就労の場所がない。ですからそのまま東京近郊へ勤めてしまう。そして定年

になると戻ってくる。全員が戻ってはきませんけど、それをまた町では医療費を支給していか

なきゃならん、非常におかしげな循環になっていると思いますんで、こういうのもですね、富

士川町だけではできません。当然県の人口ビジョン総合戦略もありますから、そういうのと連

携をしながら魅力のあるまちづくりをしていく。その結果、今と同じような人口が確保できれ

ばいいな、という目標値でありますんでぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

最後に、二つ目人口ビジョン総合戦略ですね、これの町政における位置づけということにつ

いて簡潔にご説明をお願いします。 

 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。本町では、まちづくりにおける羅針盤としての、最上位計画で

ある富士川町総合計画を策定しておりますが、今回策定した富士川町総合戦略は、国のまち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき、喫緊の課題である人口減少問題に対応するため、人口ビ

ジョンを基に町の目指すべき将来の方向に向けた基本目標や具体的な施策の設定を行い、実施

していくものであります。 

この富士川町総合戦略は、最上位計画である富士川町総合計画の基本構想、基本計画、実施

計画と整合を図っております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

最後にですね、やはりこういった計画ってのは実施計画なんで、希望に対して向かうのは大

いに結構なことだと思うんですよ。希望を設定してそのためにみんな努力していくと、前に深

澤議員の方から地域活性化の話で、商工観光課なんかでいろんな交流人口が増やすためのイベ

ントを開催してやられていると、大いに結構だと思うんですよ。これ地域活性化だと。ただ、

そういうことと、今度具体的に町が現実的に規模が小さくなってく中で、やはりそれを一方で

見据えた形で、計画というのは同時に練っていかなくてはよくないのではないかというふうに

思っております。その点について最後だけご答弁いただければありがたい。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君 

〇町長（志村学君） 
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国の方でもですね、この総合戦略を進めると同時に、コンパクトシティーというのも進めて

おります。コンパクトシティーという言葉がいいのか悪いのかは別として、この富士川町でも、

大きな拠点と小さな拠点づくりというのは考えていかなきゃならんと思います。いろんなもの

を、いろんなところに同じようなものをいくつも作るんではなくて、大きな拠点は、やはり、

５２号線を中心としたところが、大きなこの平地のところは大きな拠点になってくると思いま

す。そうは言いましても中山間も大切でありますんで、そういうところは小さな拠点として、

しっかり今後支援をしながら、そしてその間は、今うちの町では、もう既にやっておりますけ

ども、公共交通機関で結んだりですね。子供たちはスクールバスで送り迎えをしたりする中で、

町全体がそれぞれの地域の特徴を生かした、地域づくりをやっていく。これが富士川町の将来

の平成７２年のころの姿になってくるんじゃないかなと思ってますんで、コンパクトシティー

て言葉は私は使いたくないと思いますけれども、大きな拠点と小さな拠点、それを結ぶパート

ナーみたいなことは、今後やっていかなきゃならないと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     どうもご答弁ありがとうございました。いい町をつくっていくためにですね、いろいろ文句

も言いましたけども、頑張っていきたいなと思います。これで私の一般質問を終わりにいたし

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告８番 １２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 ３時２４分 

再開 午後 ３時３５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

 通告９番、１１番、市川淳子さんの一般質問を行います。 

１１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     一般質問も長くなりましたが、あと２人になりましたので、もう少し頑張っていきたいと思

います。 

     では、質問に入ります。 

     志村町長は「環境の町 富士川町」を提唱しています。富士川町が策定した「一般廃棄物処

理基本計画」（平成２４年度～平成３３年度）の「ごみ処理基本計画」について、伺います。 

 １人１日ごみ排出量の推移の中で、平成２２年度までが示されています。平成２３年度以降の

数値がどのように変化しているのか、状況を伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

一般廃棄物処理基本計画については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「市町村は、
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当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない」とされており、

町の一般廃棄物処理の推進を図るための基本方針となるものであります。 

町が平成２４年度に策定した一般廃棄物処理基本計画における平成２２年度の家庭ごみの

１人１日ごみ排出量は、５５４．２４ｇとなっており、平成２３年度以降は、平成２３年度が

約５７５ｇ、平成２４年度が約５６７ｇ、平成２５年度が約５４９ｇと減少傾向になっており

ます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     今、課長の答弁がありましたが、もう少し詳しく見てみます。この計画は平成２４年に策定

されたものです。この計画書を見ると、平成１８年度からゴミの数値が全部出ています。町は

こういう数字をきちんと出しているんだなぁと改めて感心しました。この数字を見ると、平成 

１８年度は１人１日の家庭排出ごみは５９７．６４ｇで平成２２年度は５５４．２４ｇなんで

す。つまり４３．４ｇも減っているんです。さらに、今課長の答弁ですと、平成２５年度は

５４９ｇです。平成２２年度と比べて、さらに５．２４ｇ減っているんです。これは、すごい

ことなんです。１人１日に出すごみの量ですから。先程から他の議員からＰＤＣＡという言葉

がでていましたが、この家庭排出ゴミが減ってきている要因を、町はどのようにお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

    減量化している理由につきましては、町が長期に取り組んでおりますごみの分別、リサイク 

ルステーションの設置による資源ごみの回収、又リユース食器の町と住民の皆様、協賛企業の 

協力などによる利用負担無料化の利用促進活動などが理由となっていると考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     分析が少し甘いのかなと感じるのですが、もう少し深読みをすると、私はリサイクルステー

ションが町民のゴミに対する意識を大きく変えたと思っています。志村町長になってリサイク

ルステーションを町内のあちこちに設置しました。これは町長が政策として「環境の町、富士

川町」というのを掲げ、リサイクルステーションの設置を実行してきたのですが、曜日や時間

の指定が無く、リサイクルできる物なら２４時間いつでも持っていくことができる、この便利

なシステムが可燃ごみの減少に繋がったんだと思います。町長は、どうお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

   長年環境問題に取り組んできましたので、成果も出てきていると感じております。しかしま

だ、焼却ゴミの減量化が、目標とする1人年間１５０ｋｇに達していません。今２００ｋｇ前

後であります。その原因は何かと申しますと、その一つは事業系ごみの適正排出が徹底されな

いからではないかと思っております。今後はこの点を考えていきたいと思っております。 
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   また、リサイクルステーションを地域に設置し、各区や組で管理をしていただきながら利用

してもらっておりますし、また組に入っていない町民の方も、役場にあるリサイクルステーショ

ンを活用していただいております。しかし、まだまだ分別が徹底されず、資源ごみではない燃

えないゴミ、オイル缶などが置かれていたりして分別のルールが定着してないように感じてい

ます。 

  今後その辺の周知もしながら取り組んでいきたいと思っているところであります。 

〇議長（齊藤正行君）  

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     先日の土曜日、私は東京に行ってきました。なんで東京にいったかというと「スポーツ×環

境保全活動」～環境にやさしい東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会をめざし

てというシンポジウムがあったので、それに参加したんです。結構、有名な人がパネラーで来

ていました。その時、あるパネラーがこう言ったんです。「日本は、環境の知識はあるが、意識

がそれに伴っていない」と。その言葉を聞いた時、私は富士川町の事を思いました。富士川町

の人たちの環境への知識を、意識に変えたのは、リサイクルステーションなのではないかとそ

う思ったんです。毎日出てくるごみの中から、資源ごみを分別する、この知識はあったんです。

知識はあるけれども、分別しても曜日や時間が限られていた時は、面倒になってしまうんです。

で、知識はあっても可燃ごみについ出してしまうんです。でも、リサイクルステーションが近

くにあって、家の中のごみを資源ごみとして、いつでも持っていくことができるようになった

時、進んで分別をするようになったんです。しかも、リサイクルステーションに出してくると、

環境に少しでも良いことをしているから、満たされるんですね。そして、毎日の生活の中で繰

り返しこれをしていくと、知識が意識に変わっていくんだと思いました。良い政策ってこうい

うことなんではないかと思いました。では次の質問に移ります。 

     この計画の中に「家庭系ごみの発生抑制」の項目が書いてあります。読み上げますと、「本町 

の家庭系ごみの排出量は総じて減少していますが、その中では可燃ごみの占める割合が最も多

く、排出量の約８０％以上を占めています。ごみの減量化を進めていく上では、まず可燃ごみ

の排出抑制に対する取り組みを重点的に検討する必要があります。」と書かれていますが、どの

様な検討がなされているのか、伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

家庭系ごみの発生抑制につきましては、リサイクルステーションの設置とその分別品目の増

加、イベントにおけるリユース食器の利用促進とその利用料金の補助のほか、広報誌や環境衛

生委員長の学習会などで、ごみの分別の徹底を図っているところであります。 

今後は、さらなるごみの減量化を図るために、回収率の低いミックスペーパーの分別、事業

系ごみの適正排出、および家庭系ごみの約４０％を占めるといわれる、生ごみの水切りなどの

徹底に努めて参ります。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     今の課長の答弁の中に、生ごみの水切りという言葉がありました。この計画書の中に「ごみ
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の排出抑制・減量化のための方策に関する事項」という項目がありまして、その中で４Ｒの推

進の取り組みの中に、今、課長が言った生ごみが出てきます。「生ごみの減量化・資源化を促進

するため、引き続き効果的な方策等について検討します」と書いてあるんです。 

家庭系ごみっていうのは、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみなんです。そして今言って

いるのは、家庭排出ごみなんですね。家庭排出ごみというのはどういうものかというと、今言った

中から、資源ごみを除いたものを家庭排出ごみといって、先ほど何グラム、何グラムといったのは

家庭排出ごみ。町長が資源ごみをもっとリサイクルするように、リサイクルステーションを身近な

ところに造ったというのも一つの案なんですが、これからとても考えて行かなくてはならない問題

は、私は生ごみだと思っています。この生ごみを何とかすることで、非常にごみの重量が減る。そ

してこれが税金をかけてですね、ごみを運搬したり処理量がかかっていますけれども、ここの一役

を担うんではないかと思っていますが、この生ごみをどうしてもやっつけたい。その方策を何か検

討していますか。どうでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいま、生ごみについての対策をということで、ご質問がございました。確かに生ごみ対策は

非常に重要だと考えております。焼却ごみの約４０％を占めるといわれます、生ごみ対策ですけれ

ども、町の負担軽減や環境対策の面からも非常に重要であり、様々な環境施策を展開してきました

当町においても更に焼却ごみを減量化するひとつの大きな課題だと考えております。現在、生ごみ

に関する住民アンケート調査を実施中であります。今後、その内容および先進事例を調査するなか

で、生ごみの減量化にさらに取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     私、ちょっと調べていただいたんですけれども、実は平成１０年くらいからですね、小学校に生

ごみ処理機を置いたんですね。で、今どうなっているのかなと思ってちょっと調べてもらったんで

すが、今は稼働はしておりません。なぜ稼働してないのかっていうことをお聞きしましたらば、結

構費用はかかったそうなんですが、中の部品が壊れてその修理に非常に大きな費用がかかる。そし

てなおかつ、投入できる食品に制限がある。確かに私たちも見に行ったんですけど、かなりカット

しなきゃいけないとか、こういうものはだめですというのがあって、給食の食品廃棄物が減量した

とかということもあったんですが、多分一番大きな理由っていうのは、近所から２４時間電気で、

カタカタカタカタ動いていると、その振動と音が非常にうるさいと言われたことがあったと聞いて

おります。私は、こんな大がかりなことをしなくて各個人でやるのがいいんだろうなと思っている

のですが、富士川町はここにも書いてあります、８２％が森林、そして４％が農地で３％が宅地な

んです。私がこれから、コンポストをぜひ、試験導入でもモニター制度でもいいからやってほしい

なと政策提言をしたいんですが、ぜひこれをやっていただきたい。これは都会の町中では絶対無理

なんです。地方だから、このちょっとした田舎だから出来る施策です。なおかつですね、私がどう

してもこれをというのは、単なるごみとかではなくてこれから高齢化が進みますね。そして在宅で

看ましょうということになっています。その時に何が一番ネックになるかっていうと、紙おむつな

んです。紙おむつは非常に増えてきます。これは生ごみで処理していると思いますよ、皆さん。食
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品の生ごみを上手く処理してそっちのほうを減らさないと、どんどん焼却ごみはそういう面では増

えていくと思うので、積極的に考えていただきたい。かなり前の話で、コンポストって一回流行っ

たんですね。だけど使い勝手が非常に未熟でして虫が出る、匂いが出るということで止めちゃった

人がいっぱいいるんですがでも今は成功している人が何人もいます。そういう人たちを模範にしな

がらコンポストを利用してそして生ごみでどのくらい減るかっていうことをやってみるべきだと思

うんですがいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     現在アンケート調査もしております。内容も少しかえってきておりまして、見てみますとやはり、

コンポストを使っているから困っていることはないとか、畑があるから埋めているとか、そういう

方はおそらく生ごみは出してらっしゃらないんだと思います。今のアンケート調査の結果、それか

らコンポスト等いろいろあると思いますが、それらを使っている先進地域等の検証をさせていただ

きまして、対策を考えていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     生ごみっていうのは、減量化だけではなくて資源化できるんですね。これを堆肥化できるんです

ね。今、いろんな家庭菜園などを含めて道の駅にいろんな方々が、野菜を出荷していますね。そう

いうところとコラボするというか、そうやって出来たものをそういう人たちにあげるとか、大きな

堆肥を造る工場とか建てた市町村がありますけど、そんなに大げさにしなくてまず、町長がやった

ように身近なところから、リサイクルステーションが非常に大きな成果を得ているとすればですよ、 

    得ているんですが、そういうやり方を富士川町特徴として各個が少しの努力でやってみるというや

り方をぜひしてほしいんですが、町長いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ごみの処理につきましては、長い間の懸案だと思っております。この町でも先ほど来出ておりま

すようにコンポストへの助成もしましたし、生ごみ処理機への助成もしました。生ごみ処理機も以

前流行ったんですが、既に粗大ごみとなって排出されているような状況であります。ごみを減らす

ことにつきましては何も異論はないと思いますが、こういったコンポストも各戸でやるのがいいな

のか、近所でやるのがいいなのか、その辺も調査はしているようなので、それもみながらやってい

きたいと思っております。それと先ほど齊藤議員のときにも言いましたように、今後この町も、大

きな拠点と小さな拠点の準備をしていこうと思っております。小さな拠点づくりの中にも、当然は

いるものはたくさんあると思いますので、そちらの中で十分出来ると思います。町全体のなかでも、

この地域にはそういった生ごみの処理が出来ない地域、あるいは出来る地域とあると思います。そ

んな分布も作りながらですね、重点的にできることを考えていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
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     とにかく実践をしてみて、そして成果がどうだったか、そういうことはそんなに大きな予算をか

けなくてもできるものでしたらば、ぜひ町民の力を信じていただきながら一歩前に進んでいただき

たいなと強く思います。それでは次の質問に移ります。事業系のごみの収集状況についてお伺い

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     事業系のゴミの収集状況についてのご質問にお答えします。 

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「事業所は、その事業活動に伴って生じた廃棄物

は、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされております。 

     このことから、事業活動に伴って出たごみは、少量でも家庭ごみの収集場所に出すことがで

きないため、事業所は町の一般廃棄物処理業許可業者に収集・運搬を依頼するなどしなければ

なりませんが、現状は徹底されておりません。 

町では、今後も広報誌で法律や条例について周知するとともに、該当事業所に通知をするな

ど、現在もしておりますが、事業系ごみの適正排出の指導に努めて参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     先ほどの町長の答弁の中でも、事業系のごみを出しているのではないかと、いうようなご指

摘がありました。１２月号の広報でですね、このように事業系一般廃棄物の適正処理にご協力

をお願いしますということで、大きくここに載っていますね。その横にたまたま野焼きは法律

で禁止されていますというのが載っているんですが、かなり野焼きっていうのはだめだよねっ

ていうのが浸透しているような気がします。なぜそういうふうになったのかっていうと、やっ

ぱりそれって煙がきてすごく嫌だという通報をするってこともあると思うんですが、こうやっ

て一般ごみと事業系のごみっていうのは違うんですよっていうことを周知しているからだと思

うんですね。これはぜひ続けて、こういう広報などを使って周知していただきたい。それから

もう一つ私思うんですが、非常に難しいと思いました。大きな事業所だったらば沢山ごみがで

るのですぐ業者にお願いして、うちもそうですけれども、今ごみが溜まっているので来てもら

いたいというと、じゃあ明後日いきますからということでやるんですね。ところがですね、例

えば小さな飲食店とかスナックとかそういうところっていうのは、本当に家庭で出るようなご

みの量が少しずつ出てくる。でもそれを溜めて業者にお願いしたいといったところで、そのや

り方がどうなのかなって、そこまで徹底するのだったらば、町が音頭を取って例えば週何日は

事業系のごみを集めます、そこで手をあげてくださいみたいな、そういうことでもちろんお金

は出してもらうんですけど、もしも事業系のごみの小さなところを徹底するんだったら、もう

ちょっと町も積極的に旗を振ってもいいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ご意見を参考に、今後取り組んでいきたいと思います。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     では４番に移ります。 

     １１月１８日山梨県は、廃棄物処理計画の骨子案を明らかにし、行動目標を明記しました。

富士川町では今後どのように対応していくのか、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     県が１１月１８日の環境保全審議会廃棄物部会で示した次期廃棄物処理計画の骨子案では、

廃棄物を巡る諸課題の解決に向け、環境への負荷を低減した循環型社会の形成を目指すことな

どを基本方針とし、市町村は、生活系および事業系ごみの発生抑制、再生利用の促進、適正処

理の推進、災害廃棄物対策に取り組むこととしております。  

     これらのことを踏まえ、町の一般廃棄物処理基本計画についても、見直していく必要がある

と考えております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     先ほどから人口ビジョンの話がでていましたが、この計画は１７，０００人で計算してある

んですね。平成３３年までですが。やっぱりこれはしっかりとした目標値を、現実にあった目

標値を掲げていただきたい。中央市はこれ、６月１０日に出た新聞なんですが１０％家庭から

でる焼却ごみを削減しますというように、きちっと出しているんですね。富士川町のごみは、

どこの家庭でも出るものですから、これは私だけとか、誰々だけとかの問題ではないんですね。

これはもしかしたら、全体の意識をあげるためにはごみ問題が、いい素材になるっていったら

おかしいですが、素材になるような気がします。なので目標値をしっかり出していただいて、

それをしっかり広報に載せていただく。そして私は前からそう思っていましたが、環境の町富

士川とするんでしたら、広報に１ページくらいですね、環境に関することを連続して載せる、

そして町のことをしっかりそこで訴える、それで町民の方々に協力をしてもらうというような、

政策的な方向で、連続性がある方法でしてもらいたいと思うんですが、その広報問題と目標値

をしっかり立てるということについていかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     広報に特集を組むということは、大変見える化ということで効果的であると思います。今お

話ししたような成果も上がっていくことと思いますので、確かにこの成果ということも皆様に

見ていただいて、身近に感じていただけることがこれからより一層焼却ごみ減量化対策を推進

することになると思っておりますので、今後広報やホームページなど有効に使っていけるよう

に検討していきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     今度審議することになっていますけれども、組織の再編がありますね。富士川町の組織の中

に再編を掲げていますけれども、全体的に、もちろん町民生活課のごみという問題なんですが 

    各課がそれぞれ持ち寄って、それを町として発信する、ひとつのものとしてみんなが共有しな

がら発信するということは、とても大事なことなのでぜひ今度は、組織編制をした中ではそう

いう成果を私は期待しているんですが、ぜひそんなふうにしていただきたいなと思います。そ

れから、これも関係あるんですがちょっと町長に報告をしたいなと思いまして、資料を持って

きました。実は１０月２５日に道の駅で、自然エネルギー学習会というのをやりました。これ

は子どもたちが４０人くらい来たんですね。環境、ごみに関することなのでちょっとここで言

います。その時にですね、男の子が２０人、女の子が２０人来たんですね。保育園生もいたん

ですが、大体小学校１年生から６年生までなんですが、１年生から３年生までが２０何人かで

半数位だったんですね。その中でですよ、子どもにアンケートを取ったんです。子どもにアン

ケートを取った中に、環境についてどんなことを大切にしたいですか、２つ丸をつけてくださ

いというアンケートを取ったんです。そしたらですよ、町長、一番多かったのがごみを分けて

リサイクルしごみを減らすってでたんですよ。この結果を見た時に、やったと思いました私。

富士川町内の子どもたちが３１人で、町外から９人だったんですけどね。こういう町ぐるみで

やると、子どもたちにそれが根付くんですよ。そしてこの結果をみると、電気や水などを大切

に使うようにする。もしかしたら、学校に太陽光つけていますよね、そんなような事が関係あ

るのかなとか、あるいは森や川などを大切にし、動物や昆虫が住み安くするが１５人いたんで

すが、せせらぎ観察会、ずっと町が１０何年と続けてやっていることですよね。こういうこと

が成果として出てくるんです。これが大事なんだ、こういうのが政策じゃないですか。ぜひこ

ういうことを続けていただきたいなと思いながら、余談になりましたがお話させていただきま

した。では次にいきます。大きな２番です。 

     重度心身障害児医療費窓口無料化について、富士川町は子育て支援の充実を政策に掲げ、

１８歳までの医療費窓口無料化を実施しています。重度心身障害者医療費窓口無料化について

町の見解を伺うということで、（１）番、山梨県が昨年１１月に窓口無料化から一時払いへ変更

し、それに伴い富士川町も窓口無料化を廃止しました。しかし、子育て支援の「格差」をなく

すという観点からも、重度心身障害者の１８歳までの子どもたちを、同じように医療費窓口無

料化にするべきだと考えますが、町の考えを伺いますとありますが、１２月９日にですね、県

が窓口無料４月にも復活という記事が載りました。後藤知事が表明したって書いてあるんです

が、こういうことも、私が出した後、いろんな変化があったのもしれませんが、こういうこと

も含めてこれからどんなふうに町の方針をしていくのか、町長にお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     障がい児の医療費窓口無料化についてのご質問にお答えします。 

     障がい児を含む重度心身障害者医療費助成制度につきましては、県と市町村が共同して障が

い者の健康を守るために、医療費の全額を助成しているものであります。        

この制度については、乳幼児から高齢者まで年齢を問わず、障がいが続く限り安心して医療
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を受けられることが出来るものとして、各種ある医療費助成制度の中でも優先的に利用する制

度として制定されているものであります。 

しかし、国は安易な受診を招くとして無料化を実施している自治体にペナルティーを課して

おり、県は財政負担軽減のため、やむなく重度心身障害者医療費については窓口払いをした後

に自動還付を行う方式に変更した経緯があります。 

一方、子ども医療費の窓口無料化につきましては、市町村独自の制度として実施しているも

のであります。 

こうした中、先般全国知事会、全国市長会、全国町村会の３団体では国を挙げて少子化に伴

う人口問題に全力で取り組むべき時期であり、少子化対策という国の大方針に逆行するとして

障がい児、健常児を含めた子どもの医療費助成に対するペナルティーの廃止について、国に要

請するなどの働きかけを積極的に行った結果、国においても子育て支援充実の観点から検討会

を設置し、子ども医療費制度の在り方について現在検討を進めているところであり、ペナル

ティーについても今後何らかの見直しが考えられると思われます。 

このような国の動きを踏まえ、県では障がいを持つ子どもの医療費助成の在り方について考

慮した結果、明年度を目途に、重度心身障害者医療費助成制度を一定年齢まで窓口無料化する

方向で検討に入っておりますので、県の判断に併せて窓口無料化を実施して参りたいと考えて

おります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     子育て支援の政策として、各町単位でですね、窓口無料化健常児のっていうかこういう言葉

はあまり好きではないんですけれど、子育て支援の一環としてやっているのは各市町村という

ことですが、やはり今町長は、町村会会長というお立場ですよね、私がすごくお願いしたいこ

とは、当然国も県も財政がないことはわかっています。ただ、志村町長がこれからどうしても

必要なことっていうのは、子育て支援というのは絶対必要なんだと政策を打ち出してきたわけ

じゃないですか。それってこの町だけの問題じゃなくてこれは山梨県の問題でもあり全国の問

題でもあるとすればですよ、やはり子育て支援ということを軸に置いて、町として、会長とし

て訴えていっていただきたい。国を相手に、県を相手にですね。それくらいの気合を持ってやっ

ていただきたいと思っています。どうなんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     先ほどから言いましたように、全国知事会、全国市長会、全国町村会、３段階で国のほうへ

は申し入れをしています。町村会と言いましても４７都道府県の町村会長がいますから、私が

どうこう言うことではなくて、ほとんど日本の全市町村で子どもの医療費窓口無料化をやって

おるわけです。そういう中で山梨県の障がい児の医療費無料化、山梨県は障がい者の医療費窓

口無料化をやってきたわけですが、６億円のペナルティーを県に課せられたことから、この制

度を今後も続けるためにはやむを得ない措置として、自動償還払いを採用し、それに市町村も

賛同したわけであります。そうした中で今後も山梨県はペナルティーをもらっても、者の部分
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がありますんでペナルティーをもらっても続けていこうと、２７市町村と県と共同しながら

やっていきましょうという中で今、ちょっとイレギュラーなことをしている町村、あるいは市

もありますが、これは今後、恒久的な制度としてやっていかなきゃいけないと思います。そう

いう中で子ども医療費窓口無料化は国の制度ですから、町の方で十分できますけれども、障が

い者の生涯医療費を無料にするというのは県の制度でありますから、県の判断と併せてやって

いきたいなと思っております。ただ、いろんな市町村で子ども医療費を無料化にしても年齢の

差があります。小６までの市町村もありますし、中３までもある、それもまた入院した子ども

だけを医療費無料化にする制度もあるというように、みんなバラバラですので一概にさあ一緒

にやりましょうというわけにはいきませんが、先進的な自治体がでることによって山梨県の底

上げはできていくんじゃないかなと。そういう中で、この町でもいち早く１８歳までの医療費

を窓口無料化にしたわけですが、町も決して財政が裕福だからやっているということではなく

て、これからもこの町でいい子育てができるような施策として定着していけばいいと思ってい

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     全部繋がってくると思うんですけど、人口ビジョンに繋がってくると思うんですが。先ほど

から何人も病院の問題をやっています。町長の答弁の中で、安心して暮らせる、安心して暮ら

せなければ、子育て支援の町なんて言えないんですよ。ということを考えると、子育て支援と

いうことは、絶対これから必要で人口も子育て支援がなければ増えないわけなんですよ。そし

たら富士川町は、県というより全国に先駆けて環境と子育ては富士川町だねって言われるくら

いの先進的な事例としてぜひ政策に取り込んでいっていただきたいな。もちろん財政のことも

ありますが何を大事にして、何を我慢させるか町民にわかっていただく。それは町民の方々だっ

て子ども事に関してなら、いいよいいよってなるって私は考えていますが、そういうことも含

めてぜひこれから、今までやってきたリサイクルステーションのこともそうなんですが、意識

をしっかり持ってもらうというところに町長の政策をしっかり入れていただきたい。最後にも

う一言だけ町長お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     町を安定的にしていくためにはやはり、医療と教育と福祉と環境、そして日用品が調達でき

ること。これは絶対必要と思っています。その五つ柱のひとつでありますので、これからも財

政許す限りその点には重点的にやっていきたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、通告９番 １１番市川淳子さんの一般質問を終わります。 

     続いて、通告１０番 １番小林有紀子さんの一般質問を行います。 
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     １番 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     １番、公明党の小林有紀子です。本日、最後の質問者となります。皆さま、お疲れのことと

思いますが、最後まで、全力で質問させて頂きますので、どうか宜しくお願い致します。 

      まず、一つ目は、がん対策について質問致します。日本人の死亡原因の第１位は、がんで

あり、死因の３割を占めています。日本人の約２人に１人が、がんにかかると推測されてい

ます。「富士川町健康増進計画」の中でも、町の死因第１位はがんで、死因全体の約２７％を

占めています。「がん対策は、町民の生命と健康にとって重大な課題となっています。」と明

記されています。町民の健康寿命の延伸と、更には医療費削減のため、がんの早期発見・早

期治療が最も重要であると考えますが、がん対策について、町の見解と具体的な取り組みに

ついて、お伺い致します。 

 〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのがん対策についてのご質問にお答えいたします。 

がんの早期発見・早期治療は、本町でも大変重要であると考えており、国から示された「が

ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいて、がん検診を実施しておりま

す。こうした中、本町独自の取り組みとしまして、４０歳以上は指針に基づき実施しておりま

すが、胃がん・大腸がんの検診は、３５歳以上を対象とし、乳がん検診のエコー検査は、３０代

から対象者として実施をしております。さらに、すべてのがん検診については、７５歳以上の

無料化を平成２２年度から行っております。 

また、検診結果で、精密検査が必要な対象者には必ず個別対応し、受診の勧奨を行っており

ます。こうした取り組みを通し、がんを早期発見し、早期に治療につなげているところであり

ます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     日本人の平均寿命は、女性が８６．６１歳で世界１位、男性が８０．２１歳で第４位です。

日本人は健康で長生きだ、日本の医療は世界のトップレベルだと安易に私も安心していました

が、実は、日本だけが、先進国の中で、がんの死亡数が増え続けていて、アメリカの１．６倍

です。日本は世界１の「がん大国」であり、がん対策後進国が現実なのです。そこで、２番目

の質問として、平成２６年度から４年間の計画として策定した「富士川町健康増進計画」では、

がん検診の受診率の向上を目指し、平成２９年度の目標値を、初年度より、胃がんでは２％アッ

プ、肝がんが６％アップ、肺がんでは２％アップ、大腸がんでは４％アップ、子宮頸がんは５％

アップ、乳がんでは８％アップというような、それぞれの目標値を定めています。平成２４年

に政府が定めた「がん対策推進基本計画」では、５年以内に受診率を５０％に引き上げる目標

を掲げています。本町における、がん検診の受診者数と受診率の状況がどのようになっている

のか、更に大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診の対象年齢の方に無料クーポン券の配布を実施

していますが、配布効果と受診率の状況をお伺い致します。 
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〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

本町の国保加入者を対象とした平成２６年度の受診者数及び受診率は、胃がん検診受診者数

は９０６人で、受診率は１７．９％、大腸がん検診の受診者数は２，１１５人で、受診率は４９．

１％、肺がん検診受診者数は２，９６６人で、受診率は７４．１％、乳がん検診受診者数は１，

６５１人で、受診率は５０．１％、子宮がん検診の受診者数は９６６人で、受診率は２４．９％

であり、胃がん検診と子宮がん検診以外は、増加傾向であります。 

このうち、国のがん検診推進事業として５歳刻みの節目年齢の方を対象にした、無料クーポ

ン券の受診率は、子宮がん検診が１９．８％。乳がん検診は２７．５％。大腸がん検診は２３．

４％であります。無料クーポン券の利用期限の前に、再度受診勧奨の通知を送り、受診を勧め

ておりますが、残念ながら前年の受診率より下がっている状況です。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

今お聞きして胃がんと子宮頸がんの受診率が減少しているっていうのと、無料検診クーポン

も利用がなかなか進まないっていう状況ですけれども、本当にがんが町の死亡原因の１位とい

うことで担当課としても、国や県のがん対策基本計画を踏まえてもっと積極的に検診率を何と

しても、いつまでに達成するんだ、町民の命を守る対策として、絶対に取り組んでいくんだ、

との強い決意で、今後、新たな取り組みとして考えられるものがあるのかどうか、特に今回町

は協会けんぽと協定を結びましたけれども、連携して検診率アップの推進に取り組んでいくの

か、そういう意気込みを含めて、お考えをお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問でありますけれども、残念ながら検診の受診者が減っているというのが現

状でございます。中には本人が子宮がん検診等につきましては、病院等に手続きをしてそちら

の方に行っていただくという煩雑さですとかという部分もございます。現在そこの部分につい

て峡南医療センターでも子宮がん検診の受け入れが多少なりともできないかということを検討

しております。また、対象者がわかっておりますので、有る程度の時期になったら勧奨をして

いくですとか、広報等でお知らせをするですとか、手続きをして一人でも多くの人を受診に結

びつけて行きたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     ぜひ、町民の皆さまの尊い生命を守る、使命として更にしっかりと取り組んで頂ければ、と

思います。   

     ３番目の質問として、女性特有のがんとして、子宮頸がんの町の検診受診率を見ますと、平
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成２４年度が３１．５％、その後の精密検査受診率は６０％、その他のがんの精密検査受診率

は８０％から９０％台であるのに対し、いかに低いかがわかります。 精密検査受診率を何と

しても１００％に近づけたい。そのためには、子宮頸がんに対する認識を広め、原因とされる

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）というウイルス感染の有無がわかる「ＨＰＶ検査」につい

ても、もっと周知することが必要であると考えます。現在、子宮頸がん検診として実施されて

いる細胞診と呼ばれる検査方法は、がんの発見率は高いが、がんになる前の細胞（前がん病変）

の発見は、約３０％の見逃しがあるとされます。このＨＰＶ検査は細胞診のＨＰＶの存在を直

接調べるため、前がん病変の発見精度が高く、この検査を併用すると、病変の見落としがほぼ

なくなり、子宮頸がんの予防だけではなく、治療のために子宮を手術で失うことを防ぐことの

もなります。甲府市では、平成２４年度から、特定年齢を対象に併用しています。「山梨県がん

対策推進計画アクションプラン」を見ると、本町でも平成２５年度から、取り組みが記載され

ていますが、「ＨＰＶ検査」導入についての町の考えを、お伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

本町では、国の方針に併せて、平成２５年度から細胞診と HPV検査の併用による検診を導

入しており、特に発症率の高い年代を対象に、２６歳・３１歳・３６歳の方には、無料で受診

できるようにして、子宮頸がんの早期発見に努めております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん）  

     本町でもこの「ＨＰＶ検査」を実施していたことは、本当に素晴らしいことだと思います。

町が先進的にがん対策を進めていることは、若い世代の女性にとって、この町に住み続けてい

くための、安心感に繋がります。再質問ですが、この「ＨＰＶ検査」の導入は、５年間の計画

ですか。今後も継続して頂けるのでしょうか。その点をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ５年間ということでやっておりますので、その間の状況等を検証しながら今後の継続等は考

えて行きたいと思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     先日ですね、乳がんと子宮頸がんの予防啓発のイベントに参加してきたんですけれども、そ

こで、がんの経験者から貴重なお話を伺いました。子宮全摘により、妊娠や出産が出来なくな

ることはもちろんですけれども、排尿障害などの後遺症や、リンパ浮腫に悩み、日常生活が困

難になるなど、深刻な問題に大変に心が痛みました。子宮頸がんは近年、２０代や３０代の若

年層で増加傾向にあります。これから結婚や出産を望む女性が、笑顔で日常生活を送れるよう、
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子宮頸がん検診の「ＨＰＶ検査」の併用検診の継続を宜しくお願いしたいと思います。 

     次に４番目の質問として、平成２４年度に「新・がん対策推進基本計画」に新たに盛り込ま

れた、国の「がんの教育総合支援事業」として、小中学校における、「がん教育について」本町

の見解と取り組みについて、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 

〇教育総務課長（野中正人君） 

     小林議員の小中学校のがん教育についてのご質問にお答えします。 

     子どもたちが早い年代から、がんに対する正しい知識を学習し、自らの健康と命の大切さを

考えることは、健康管理にも大変有意義なことであると考えております。 

     山梨県が平成２４年度に策定した、県がん対策推進計画でも、がん対策の取り組みの中で、

学校におけるがんに関する普及啓発の実施を施策のひとつに取り上げております。 

     こうしたことから、町内の小中学校では、県が作成したリーフレットを使用した学習や喫煙

に関する出前講座を受講しているほか、本年度は鰍沢小学校において、子どもが親にがん検診

を勧める「子から親へのメッセージ事業」を計画しております。 

     今後とも、小中学校の授業の中で、がんに対する普及啓発学習に取り組んで参りたいと考え

ております。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     「がん教育」の目標として、がんが身近な病気であること、がんの予防、早期発見・検診に

ついて関心を持ち、正しい知識を身に付け、適切な対処について理解できるようにすること。

そして、がんについて学ぶことや、がんと向き合う人々を通じて、自他のいのちの大切さを

知り、自己のあり方や生き方を考える態度を育成する。との「いのちの大切さを育む、がん

教育」の視点を基に、本町においても、今お話いただいたように取り組んで頂いていること

は・・・本当に町は進んで取り組んでくださっているなと思いました。また出前授業という

ことで、喫煙の出前授業を受けた中学校では、受講の前後で、がんに対する認識が大きく変

わったという話を聞きました。「日本癌治療学会」のシンポジウムに参加した生徒は「中学生

は大人が思っているほど幼くはなく、がんの授業を受けてきちんと理解できる年齢であるし、

むしろ「がん」という病気を、もっと知り、防げるのなら防ぎたいとも思います。」と発言し

たそうです。その他にも、「将来、検診を必ず受けようと思いました。」、「お父さんのタバコ

を、今日から注意しようと思った。」など、子どもから親への「逆世代教育」も進むと期待さ

れています。町でも今お話があったように子どもから親へのメッセージということで進めて

くださっているように、これからももっと進めていっていただきたいと思います。 

再質問ですが、是非、本町でも県からのリーフレットや資料だけで先生が教えるのではな

く、今言った出前授業ですけれども、がんの経験者や専門家から話を聞く「出前授業」を実

施すべきと考えますが、その点についてお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

教育総務課長 野中正人君。 
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〇教育総務課長（野中正人君） 

     出前授業につきましては、福祉保健課保健師等にもご協力いただきながら、やっているとこ

ろでございますけれども、今後の事業を進める中で、課とも相談しながら授業の内容の検討を

進めてまいりたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君）   

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、前向きに検討して頂けますよう、お願い致します。  

それでは、大きな２つ目の「認知症対策について」質問致します。昨年９月に「認知症初期

集中支援チーム」について質問いたしましたが、担当課からは「峡南地区での共同実施による

対応を検討しているところであります。」との答弁でした。国の「認知症施策推進５か年計画（オ

レンジプラン）」の中に位置付けられている「認知症初期集中支援チーム」は、２０１７年度末

までに、すべての市町村に設置が求められています。１番目の質問として、認知症は早期診断・

早期対応が重要です。「認知症初期集中支援チーム」の設置について、その後の進捗状況をお伺

い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問にお答えします。 

「認知症初期集中支援チーム｣については、認知症総合支援事業として、平成３０年４月まで

に各市町村が実施する事業となります。 

「認知症初期集中支援チーム｣には、認知症に関する専門医のほか、チーム員研修を受講した、

医療系職員と福祉系職員が２名以上必要となります。 

峡南地域には、専門医は無く、専門職も少ないことから、チーム員の編成も難しい環境にあ

り、現在、峡南地区５町共同での設置を考えており、専門医の確保に加え、認知症初期集中支

援チームを稼動させた際のフローチャートなどを検討しております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、早急に対応をお願いしたいと思っております。前回、町長からは、「峡南医療センター

の在宅支援というのもありますので、うまく使えるか検討しながら、地域でしっかり守ってい

ける体制を、と思っている。」との答弁を頂きました。認知症と疑われる症状がある場合に、こ

の専門職で構成される「支援チーム」の方が自宅を訪問し、適切な支援に繋げて頂ければ、早

期対応に繋がり、高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、切れ

目のない支援が受けられます。実際、一緒に生活している家族でも、なかなか本人に病院での

受診を勧められずに診断が遅くなり、症状が進行してしまうケースが多くあります。ましてや、

一人暮らしの高齢者には、周囲の人も言いづらく、行政の支援も届かないのが、現状ではない

でしょうか。再質問ですが、これから、１０年、２０年、５０年先を考える時に、医療と介護

に対する体制を整える必要性を鑑み、峡南医療センターが、峡南５町の地域包括ケアシステム
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の拠点としても、私は必ず必要になってくると、大いに期待するところでありますが、町長は

この点について、どのように考えていらっしゃいますか。お伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターといいますか、今峡南地域で専門医がないということから、飯富病院が在

宅医療センターをやっておりますので、飯富病院を中心に検討が進められていると思います。

そうは言いましても、今回の改善計画の中に地域包括病床がいれてあります。これからはそう

いった地域と連携をした医療機関になっていくように、峡南医療センター富士川病院もそう

いったことも視野にいれながら、改善計画の実施に向け検討をしていると思いますので、峡南

５町の福祉保健課の皆さんと連携をする中で、峡南地域に認知証の初期集中支援チームがない

のも困りますので、必ずどこかには置けるようにしていきたい。そしてまた今後は多分増えて

いくんじゃないかなと思うので、それらに対応できる体制も一緒に検討していただければと

思っております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     峡南５町の中心として、峡南医療センターが大きく存在意義を発揮できるよう、私も企業団

の議員のひとりとして、しっかり取り組んで参りたいと思っております。「認知症初期集中支援

チーム」の設置が進まない間にも、認知症は進行してしまいます。社会全体で孤立化を防ぐこ

とが大事だと思います。 

     そこで、２番目の質問として、年１回、町民が各地区で行う特定健診に、６５歳以上を対象

にした認知症チェックを追加すべきと考えます。認知症チェックの方法は、様々あると思いま

すが、簡単な質問に答えてもらうチェックシートやタッチパネルで操作が簡単に出来るものな

ど、１０分ほどでチェックができます。その結果を地域包括の担当に繋げ、連携していくこと

で早期対応が出来るのではないかと考えます。このことについて町の見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えします。特別健康診査は生活習慣予防のためメタボリックシンド

ローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診になっております。町では、介護認定を受けていない

６５歳以上の方に対して、生活チェックリストを含む元気度チェックを、送付・回収し、町で

行っている介護予防教室の対象者抽出に活用しております。平成２６年度の実績としましては、

配布数４，０４７通、回収数２，９６４通、回収率は７３．２％であります。そのチェックリ

ストの中には、認知に関する項目も入っております。町では、今後も高齢者に対し広く実施を

行う、元気度チェックを継続していく考えでおります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん）    

     家族が、認知症の疑いを指摘するよりも、自然に健診時にチェックして、軽度認知障害かを
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判断してもらえれば、その後の家族の対応がスムーズに行えるのではないかと思っています。

是非、今元気度チェックというのを送付していただいているというんですけれども、やはり顔

が見えませんので、健康診断の時にそこで先生と顔を見ながら、チェックするのも一つの方法

ではないかと思います。 

次に、３番目の質問に移ります。高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、周囲の人

たちの理解と支えが必要です。町で行っている「認知症サポーター講座」を受けて、サポーター

の認定者数は、どれくらい増えたのでしょうか。また、このサポーターによる認知症の兆候発

見はあったのでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     ただいまのご質問にお答えします。｢認知症サポーター｣とは、認知症を理解し、認知症の人

や家族を温かく見守り、支援を行い、暮らしやすい地域づくりをすすめていただくために、講

習会を受講した方になります。今年度の、認知症サポーター養成講座は、地域の集まりの中で

３回実施し、８０人の方が受講し、平成２０年からの累計では、１，３２８人となっています。 

これまでに、養成講座を実施した、企業や団体職員より認知症の相談も寄せられるなど、発見・

支援に繋がったケースもあったところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん）  

     他の市町村で受講している方もいると思いますので、もっと増えているのではないかと思い

ますが、認知症を身近に感じて、普段から適切な対応が出来るよう、多くの方に学んで頂きた

いと思います。 

     再質問ですが、町全体でもっとサポーターの拡大が出来るよう、各自治会、防災、防犯組織、

コンビニエンスストア、大手スーパー、宅配業、交通機関、金融機関、そして小中高等学校な

ど、幅広い分野で、サポーター講座を開催出来るよう、実施回数も増やせないでしょうか。見

解をお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     過日１０月の区長会の折りにも、区長様方にお願いをしたりして、いつでも町に声をかけて

いただければ、担当の保健師、担当者、サポーターの養成ができる職員が、小人数のところで

も参りますので、お声かけいただければいつでも参ります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     是非、推進を宜しくお願い致します。 

では次に、４番目の質問として、在宅で高齢者を介護している家族の、身体的・精神的負担

はどれほど重いか。介護に疲れ、痛ましい事件が後を絶たない背景には、周囲の支えの欠如が、
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大きいのではと考えます。千葉県の千葉市では、家族介護者の支援の充実を目的に、ホームヘ

ルパーらが自宅を訪れ、介護の実技などを教える「訪問レッスン」を１０月から始めています。

市から委託を受けた県ホームヘルパー協議会が実施しています。本町においても、このような

家族介護者支援事業を導入出来ないか。見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

    「訪問レッスン」は、家族介護者支援事業の一つとして、今言った千葉県千葉市で実施してい

る事業になりますが、本町では実施しておりません。介護の現状を見ると、夫や息子など介護

に不慣れな方も増えてきており、介護を日々行っている家族にとって、悩みを打ち明けたり、

介護の方法を学ぶ機会は、介護負担を軽減するために重要であり、必要となることと考えてお

ります。こうしたことから、町では、日々の相談業務や訪問指導の場を活用し、介護について

の相談や、実施方法の助言などを行っております。 

また、峡南地区にある認知症家族会の紹介などを行い、介護の悩みを抱える、家族の支援を

実施しております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     介護を受ける高齢者と同居していなくても、また、将来、家族の介護を考えている人なども、

大勢いらっしゃると思います。生活の仕方、接し方などの、アドバイスやレッスンが受けられ

れば、家族にとって、どれほどの励まし、支えとなることかわかりません。近い将来、要支援・

要介護で認知症の家族を介護する、家族介護者が増えることを考えて、是非、検討して頂けま

すようお願い致します。 

     次に大きな３つ目として、生活困窮者の支援についてお伺いします。１番目の質問として、

近年、引きこもりの高齢化が進んでいます。引きこもり始める年齢が横ばい傾向にあるものの、

平均年齢は上昇傾向にあります。最近では、いったん社会に出てから挫折したことで、引きこ

もり状態になる人が増え、高年齢化に拍車をかけています。また、年齢が高くなるほど、抱え

る家庭の負担は重くなり、支援が難しくなっています。問題は、引きこもりを抱える親がすで

に高齢化しており、本来親の世代が年金を受給するなど社会保障の恩恵を受けている世代のは

ずが、子どもが社会復帰できない、または不就労の状況が続き、果ては生活困窮に至る世帯と

なることが予想されます。本町において、町内の引きこもりの実態と対策について、お伺いし

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

お答えします。県では本年７月に、県内の民生委員の協力を得て、ひきこもりに関する状況

調査を実施しました。この調査は、概ね１５歳以上の学校や仕事、家庭以外の人との交流がで

きない状態が６か月以上続いており、自宅にひきこもっている者、または、時々外出する者が、

どのくらいいるのかという内容で行われました。 

調査の結果、本町の該当者は３１人であり、内訳は４０歳代が１４人、次に３０歳代が９人、
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２０歳代と５０歳代が各３人、６０歳以上が２人となっております。 

状況としましては、「６か月以上のひきこもり」が１０名、「買い物程度の外出はする」が１９名、

２名は無回答でありました。 

また、該当者への病院等の治療や福祉サービスの支援状況については、「受けている」が１２名、

「受けていない・わからない」が１９名となっております。 

こうした状況を受け、県では、本年１０月に、精神保健福祉士等の資格を持つ相談員を２名

体制で配置した「ひきこもり相談窓口」を新たに設置し、住民への相談・支援を行っておりま

す。町としましては、県を始め関係機関との連絡体制を強化し、引き続き住民からの相談受付

のほか、民生委員への協力依頼や、保健師等の訪問、関係支援機関への紹介など、当事者や家

族のニーズに沿った対策を進めております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     公明党が全力で取り組んできた「生活困窮者自立支援法」が４月から施行されましたが、山

あいの秋田県の藤里町では、福祉の拠点「こみっと」を事業化するため、引きこもりの実態を

社会福祉協議会が独自で訪問調査し、１５～５５歳の町民１２９３人のうち、１１３人が長期

の不就労で引きこもっていること、半数以上が４０歳以上であることが判明。町では、「こみっ

と」の開設に合わせ、各地区・各団体を回り、説明会を開催。地元紙に掲載したことで、説明

会の度に、引きこもりの家族が集まってきたそうです。今では、引きこもり者・不就労者・身

体障害者や高齢者が世代を超えて支え合う事業を通し、地域づくりに繋がっているそうです。 

     こういう、実際自分たちが訪問、調査をしてその人たちを本当に外に出し、そして地域と共

に生活できるような事業に繋げていったという、本当にすばらしい取組みをされているなと思

いましたけれども、本町においても、県が今ひきこもり調査をされて町の人数もわかりました

けれども、そういう人たちに対して町としてもしっかりと支援が行き届くように、支援が必要

な人たちが見過ごされてしまわないように、就労支援に繋げられるように対策を早急に進めて

いくべきと考えますが、町の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     今言われましたように、町でも３０名からの方がいらっしゃいますので、少しでも就労等に

繋がりますように、今後相談業務等を続けながら、努力をしたいと思っています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

行政や民間団体だけではなく、地域住民も参加し、生活困窮者を支援することによって地域

のつながりを再構築していく、地方創生の基盤づくりにもつながるものと考えます。積極的に

検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 ２番目の質問として、厚生労働省の調べによると、世帯の所得が国民の平均的所得の半分

を下回る家庭で暮らす、１８歳未満の子どもの貧困率は１６．３％。子どもの６人に１人が貧
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困家庭で暮らしている計算で、世帯の割合は、ひとり親家庭に限ると５４．６％に上ります。

貧困による経済格差は、子どもの教育格差にも繋がります。成長後も希望の仕事に就けず、収

入が低いままになるなど、「貧困の連鎖」が大きな問題となっています。子どもの貧困対策とし

て、まずは、町内の子どもの貧困の実態調査を実施することが重要と考えますが、町の見解を

お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

子育て支援課長 望月ひとみさん。 

〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

ただいまの小林議員のご質問にお答えします。 

本町の貧困の実態については、生活保護世帯が５３世帯あり、そのうち１８歳未満の子ども

がいる世帯は４世帯、また、住民税非課税世帯１，７７２世帯のうち、１８歳未満の子どもが

いる世帯は１０３世帯、非課税のひとり親世帯は６６世帯であります。 

また、こうした子どもがいる世帯への貧困対策といたしまして、教育基本法及び学校教育法

の規定に基づいた就学援助費の支給や、保育料減免などの支援を既に行っており、さらに平成

２７年４月から施行された生活困窮者自立支援法により、県と町を挙げて相談支援の強化も

図っております。 

町ではこのように、困窮家庭の実態を把握し、支援事業を進めておりますので、あらためて

実態調査は必要ないものと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     実態調査はこれ以上必要がないということでしたけれども、幾重にも取り組んでいくという

ことは大事ではないかなと思います。本当に狭間に埋もれてしまう子がいないように、ぜひ取

り組んでいただきたいなと思います。考えられることの一つとしては、小学校１年生を対象に、

家庭の状況を聞き取り、アンケート調査をするなど、また、妊娠届けをした時に、母子手帳を

受け取る妊婦さんに、経済状況や周囲の人間関係について、聞き取り調査を行い、誕生する子

どもの家庭環境をいち早く把握するためにもそういう調査をすることも、大変大事ではないか

なと思います。町の就学援助を受けている割合や、貧困率が高いとされるひとり親家庭に支給

される児童扶養手当の受給者、または、歯科検診で未処理の虫歯のある子ども等、子どもの貧

困につながる恐れのある要支援者を早期発見し、早期の支援につなげていくために、考えられ

る手は、いち早く打っていただきたいと思いますので、ぜひ考えられることを、皆さんと担当

課の方でももっと知恵を出し合って埋もれてしまう子が内容にしていただきたいと思っており

ます。声をあげられない本当に困っている人を、一人でも多く支援につなげられるよう、担当

課の皆さんには、御苦労をおかけしますが、子どもの貧困は町の未来を左右する重要な課題で

すので、宜しくお願い致します。 

     最後の質問ですが、現在１５歳の子どものうち、生活保護世帯や児童養護施設、ひとり親家

庭の子どもに教育支援などを行わなかった場合、社会が被る経済的損失は２．９兆円に上り、

政府の財政負担は１．１兆円増えるとの試算の発表がありました。貧困によって満足な教育が

受けられず、進学や就職のチャンスを広げられなければ、生まれ育った家庭と同様に困窮に直
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面する「貧困の連鎖」が繰り返され、社会全体にとっても大きな損失になる、ということです。

「生活困窮者自立支援制度」では、子どもの学習支援が自治体の任意事業となっています。本

町においての、学習支援に対する見解をお伺い致します。 

〇議長（齊藤正行君） 

     議長から申し上げます。 

富士川町議会会議規則第９条第２項の規定により、この会議は時間を延長します。 

福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

ただいまのご質問にお答えします。 

生活困窮者自立支援制度の主な支援内容については、必須事業である自立相談支援事業を始

め、任意事業として、学習支援事業、就労準備支援事業等があり、福祉事務所設置自治体が実

施するものであります。 

このため、福祉事務所を持たない本町においては、峡南保健福祉事務所が、この制度に基づ

く事業を行うこととなります。 

一方、町では、これまで、子どもの学習支援に関しては、奨学金制度を始め、経済的理由に

より就学が難しい児童生徒を対象に、就学援助制度による学用品等の支給を行っております。 

また、昨年７月からは、基礎学力の定着と学習意欲の向上を目的に、月２回、土曜日に、補

習学習の場である「学力向上フォローアップ事業」も実施し、学習できる機会を提供している

ところであります。 

今後も、多様な課題を抱える生活困窮世帯にも十分配慮する中、必要な家庭に必要な支援が

行き届くよう、福祉事務所は基より、教育委員会や学校と連携し、適切な学習支援ができるよ

う、取り組んで参りたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     特に東京都足立区では、「未来へつなぐ、あだちプロジェクト」として、素晴らしい先進的な

取り組みをしています。足立区では、今年度を「子どもの貧困対策元年」として、「子どもの貧

困対策担当部」を新設し、貧困対策実施計画案には、土曜日や放課後の小・中学生向けの「無

料塾」やひとり親の就労支援策などの、既存の取り組みに加えて、新規の支援策では高校を目

指す中学生向けの学習支援など８０事業を盛り込んでいます。最後にもう一つ質問ですが、富

士川町の未来の宝である、子どもたちが健やかに成長できるよう、足立区のような先進的な取

り組みを参考に、こういうところへ、ぜひ行政視察に担当課で行っていただけないかと思いま

すが、そういう取り組みについてどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     福祉保健課長 依田一利君。 

〇福祉保健課長（依田一利君） 

     東京都足立区に方へ先進的な事業をやっているということで視察研修をということですけれ

ど、まずその辺を学習させていただいて、今後どうするかということを考えていきたいと思い

ます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 

     しっかりと具体的に取り組んでいただけますよう、調査・研究していただけますよう、どう

か宜しくお願い致します。 

以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

以上で、通告１０番 １番小林有紀子さんの一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

 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 ５時０１分 
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１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（齊藤正行君） 

 平成２７年第４回富士川町議会定例会３日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただき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１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

 議長から報告します。 

     本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたとおりです。本日は質疑の日程になってお

りますが、議案第６５号の条例制定案件につきましては、お手元に配付しました議案付託表の

とおり、総務常任委員会に付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。質疑の回数は

富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力ございますようお願いします。  

  以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

ここで、堀内春美議員から昨日の一般質問の発言で一部取り消したい発言があるとの申し出

がありましたので、これを許します。 

５番 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 

     それでは議長のお許しが出ましたので、昨日の私の発言で、誤った内容を申し上げてしまっ

た箇所がありましたので、その部分についての発言の取り消しと、関係議員へのお詫びをいた

します。その誤った発言というのは、ひとり暮らし高齢者の見守り体制についての質問を行なっ

た際、質問の最後に関連して要望を申し上げようしましたが、結果的には通告にないものとし

て、議長から制され、発言が叶わなかった部分の前置きです。具体的には、鮫田洋平議員が役

場の職員が、誰がどういう仕事をしているか、ホームページに載せたらどうかと申し上げた部

分です。これは私の間違いであったので発言を取り消します。また、鮫田議員には誤った引用

をして申しわけありませんでした。お詫びいたします。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     自席にお戻りください。 

ただいま、堀内春美議員から昨日の一般質問の発言中、議員の申し上げた発言について取り

消したいとの申し出がありました。 

お諮りします。この発言部分についてを取り消すことにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

よって、この発言は取り消されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 議案第６５号 富士川町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について 

これから議案第６５号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第６５号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第３ 議案第６６号 富士川町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第４ 議案第６７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する等の条例について 

日程第５ 議案第６８号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案については条例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

６６号から６８号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     １２番 市川淳子さん。 

〇１１番議員(市川淳子さん) 

     議案第６６号に、ついて質問をさせていただきます。提案理由はですね。住民の多様なニー

ズに伴う新たな行政課題に対応するためということで、今回の再編の条例改正ということに

なってますけれども、この組織をですね変えるということは非常に大きい改革というふうに私

は思ってます。例えばですね、前、町長は子育て支援課ってのをつくったんですね。これは町

長は政策としてつくったんですが、今回の組織編成はちょっとなんか内容的に違うのかなと思

いまして、今回の組織編成に対することをちょっとみましたけども、仕事の分担を明確化して

るのかなというような感じなんですが、今回はこの組織編成の再編をしたものは何が狙いでで

どのような効果が期待されるのか、質問したいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回の組織編成のことについての質問にお答えいたします。今回、大幅な課の名称の変更を

いたしました。内容的には担当は、それぞれ動きますんで、住民の皆さんにそんなに大きな混

乱は起きないんじゃないかなと思ってます。今回、こうして組織改編したのは、簡素で効率的

な、そして住民にわかりやすい行政組織にするために行ったものであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     はい。多分そういうことが狙いなんだろうなと思うんですが、町民はですね、比較的それが

今度、例えばどこに行けばわかるのかということが、役場に来ていろんなことを聞けば、ああ、

あの課に行ってください、この課に行ってください、今度こうなりましたということでいいと
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思うのですが、もう一つ疑問があることは、これ職員に対して、大きな組織編成だと思います

けれども、組織ってのは上から下に流れてくるわけですけれども、末端の職員の人たちがです

ね、この組織編成が再編がですね、しっかりと何でこういうことをしたからこうなるんだ、だ

からこういう仕事ですっていうことをはっきりさせるためには、末端まで、この組織編成の意

味をですね、意義をしっかり理解していただけなければいけないと思うんですが、その辺はど

のような形で、なさるつもりでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     合併した時にもですね、課の再編て言いますか、新しい組織体制で旧町村でわからない部分

がありましたのでそういった冊子をつくって各戸に配付をいたしました。電話番号、そして課

の名称、業務の内容全部入れたものを出しました。今回もそれを今年度作る予定でおりました

けれども、合併六年目になりますので、作る予定であったんですが、組織改編ということもあ

りましたんでこの組織が、ご了解いただいた後に作って各戸に配布をする予定でおります。そ

してまた、課の名称もですね、今まで長年、漠然と聞いてきた総務課、何をするなのか、まず

わからないと思います。今後は財務と内部的庶務をする財務課という名前になってます。これ

は国の機関なんかも財務課というのが、今通っておりますんで、そんなに混乱は起きないんで

はないかなと。ただ今までの名称が、頭の中に入ってるとちょっと戸惑うことはあるかもしれ

ませんけども、そういった課の名称と課の業務分掌、そして電話番号、位置等も含めたですね、

また、冊子をつくって、全戸に配布をする予定でおります。職員はですね、当然、この行政組

織とそして業務分掌表のこれに基づいて仕事をしておりますんで、新たな仕事がきても、これ

はどこの課が分掌しなきゃならないかというのはよくわかると思いますんで、それらについて

は、行政組織条例のもとに事務分掌規則というのをつくってありますんで、そちらの方で十分

対応できるようにはなっております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     ３回目ですけども、この組織再編をするに当たっては多分課長の方たちにお集まりになって

いただいて、いろんな案を出していただきながら、やられたのかなと思いますけれども、末端

の職員にしてみれば、その何で変えたんだろう、総務課は何で無くなったのとか、いろんなと

ころの疑問が出てくると思うんですが、そこらへんの課長さんたちがしっかりとですね、今回

のこの条例を改正して組織を編成した部分をしっかりととらえていただいて、それが効果的に

町民の方に効果が出るような形をとっていただきたいと思います。そのためにはほんとに全職

員がですね、この組織編成を理解していただいて、何のためにこういうことをしてるかってい

うことは、しっかりやっていただきたいと思います。 

     終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     他に質疑はありませんか。 

     １２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
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     １点というか、２点ほどお聞きしたいと思うんですけども、毎回行政組織の再編というと、

担当、所管がどうなっているのかということで、私も頭の中がこれをいただいたときに、やっ

ぱり組みかえるのに非常に苦労したんですけども。この中でちょっと気になるのが１点ありま

す。というのは、これまで情報公開。個人情報に関することと情報化の推進という部分で、企

画課で一括担当されていたけれども、今度これがですね、政策秘書課の方へですね、情報化の

推進に関することが秘書課。個人情報の公開や、情報に関することが財務課という振り分けに

なったわけですけれども、私からすると、特に個人情報の管理、あるいは情報公開という問題

になれば、むしろ、政策秘書課なのかなっていう思いがあったんですが、その点についてちょっ

と伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ただいまの質問にお答えいたします。政策秘書課の情報化の推進は役場の事務業務の情報化

の部分であります。特に、計算センターとかですね、広域の組合との連携、そしてそれは峡南

５町が共有してる部分もありますんで、そういう部分の計算センターとの接続の部門の情報化

であります。ここに情報化をおきながらですね、広聴広報もありますんで、ホームページのほ

うも一緒にできるということで、ここは並べておいてあります。もう一つの情報公開及び個人

情報に関することは、文書管理の部分とかですね、そういう内部的なことでありますんで当然

外部からの請求にこの財務課でお答えをしてくということになりますけども、県庁で言えば、

私学文書課が扱っている部分であります。そんなことで、内部的行政ということで、財務課の

方に置かしていただいております。手続等々は、今までとなんら変わることはありません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     もう１点、最近ちょっと気になっとるんですけども。峡南医療センターについてですね、議

員さんの方からいろいろ質問出されます。そのときに、この質問は例えば財政課なのか、福祉

保健課なのか、あるいはこれまでだと企画課なのか、ということで、基本的には福祉保健課が

担当ということになっておりますけども、町との関係でいえば財政面が非常に大きな]課題に

なってくるということを考えれば、事具体的に企業団についてのですね、部署っていうのをど

こに最終的に全部置くのか、そこをちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターはですね、医療の部分でありますので、福祉保健課が担当しております。

そこに、貸し付ける、例えば貸付金、あるいは負担する負担金にしても、福祉保健課を経由し

て財政課に上がってきますんで、一義的にはこれまで通り福祉保健課で全てわかるはずです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     はい。わかりました。以上で終わります。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑ありませんか。 

     １３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     私もこの６６号のところ行政組織の再編ですけれども、少し違和感を感じるところがありま

したので。まず、これをですね、改正しようというのは、いつごろからそういうふうな話があっ

て、どういう、これ町長の政策的な意図もあると思うんですが、どういうところで議論をして、

ここまでまとめてこられたのか、その時期的なものとそのまとめてこられたというのは、どう

いう形でまとめてこられたのかということをちょっとお伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの質問にお答えをさしていただきたいと思います。今回の改正でございますけれど

も、１年ほど前からこの改正について、論議を始めておりまして、具体的には６月から進めて

まいりました。それから・・・時期だけでよろしいでしょうか。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     例えば、改正する組織を作ってやったのか、課長だけでやったのか。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

原案につきましては、総務課のほうで取りまとめをして、その後政策会議を開きましてです

ね、原案を作りまして、それから行政連絡調整会議、これも行いましてその後は政策会議を３回

ですか、行いまして取りまとめたところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     私が違和感を感じたのはですね、この名前ってのは町民もだんだん覚えてくると思うんです

よ。覚えてここの課でこれをやっているなっというのは慣れだと思うんですが、違和感を感じ

たところは事務分掌で財務課で、職員の人事給与をここでやるというのがですね、どうもよく

わからない。財務っていうのは本来でいけば財政の事務なんですよね。私も長いことこういう

ところで仕事やっていて、人と金とは別の部署がやるべきだということを言われていたんです

ね。特に人事をやるところは、皆さんの労働組合というのがあるかどうかは分かりませんけれ

ども労働組合は管理職は入りませんと。全体が入れないわけじゃないですけれども、慣例で、

ほとんどの管理職は入れない。人事をやってる人も入れないんですね。ですから、人事はやっ

ぱりいわば町長の直近のところの担当課でやるべきだという、私はそういう考えを持ってたん

ですね。ですから本来でいくと、こう作っていくと、政策秘書課が人事をするのかなと思った

んですが、ここで、財務課に人事を持ってきて、大丈夫かなという考えがあるんですが、ここ

のところの町長の考えをお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 
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     井上議員の質問にお答えいたします。懸念するところはよくわかりますけれど、これまでも

そういった意味から人事と、財政は別にしてきて、財政は一担当でも財政課をつくってきまし

た。ただですね、こうやって税財源が厳しい状況になりますと、職員をどのくらい採用するか

というのも財務がやはり関わってきます。県庁なんかでも、財務だけをやってるところは経理

という名前を今使ってます。人事と財務をやるとこだけ財務という言葉を使ってます。これ実

際の人事をやるんではなくて定数を管理する部分の人事ですけれども。そんな意味もありまし

て、そしてまた、国の機関を見てもですね、国の出先機関では、総務課というのはありません。

ないところが結構あります。そこは人事も財務も一緒にやってますんで、財務課というのがあ

ります。総務課がいいなのか、財政課がいいなのかそこのところで、今後やっていくには職員

の、正規職員にせよ、臨時、嘱託職員にせよ、職員を増やす、あるいは削るというときには財

政に関わってきます。その部分が一緒にできればもうちょっといいのかなと。大きな組織にな

りますと、町よりも大きな組織なりますと、やはり財政と人事は分けた方が、これは懸命かも

しれませんけども、県内の町村を見ましても総務課の中ですべて財政も人事もやっているとこ

ろもありますんで、そういった意味からですね、これからも政策秘書という名称もですね、町

村ではめずらしいかもしれませんけども、市の場合だと担当が持ってます。これは対外的な庶

務をやるところ、そして政策立案企画、これらを一緒にしながら、そして町の根幹的な土地利

用とかですね、工場誘致とかそういった企画、政策企画部はここですべてできるように、今回、

政策秘書課を設けさせていただいて、総務の一部と財政の部分を一緒にした財務課。これに「務」

がついているのは庶務の「務」だと思っていただける、内部的な庶務をするのは財務課。対外

的の庶務をするのは政策秘書課。こんなふうな大きな思惑の中で、課の中の業務は分けさせて

いただいております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

     そんなところは今後やり方で、円滑な事務ができるようになるんじゃないかなと思っていま

すけれども、後一つですね、役場の業務というのは、県とかなんとかの縦割りじゃないんです

けれども、これまで県とのですね、県あるいは国とのかかわりで、関わってきた部分があって

それがこうゆうふうな改正をすることによって、支障が出るようなことはないということでよ

ろしいんでしょうか。そこだけ１点お願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     今回の改正につきましては、先ほど町長が申しましたように、内部行政につきましての、取

りまとめ、関連の高いものを集めております。そういうことから申しますと国県とのつながり

関係につきましても、齟齬はないという、齟齬が発生するようなことはないだろうと思ってい

ます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

わかりました。３回ですから、終わります。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑ありませんか。 

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     私も細かいところで、質問さしていただきますけれども。全く、井上議員、齊藤議員が質問

したところが、私も重なっていますけれどももう１点、ぺージでいくと６ページになりますけ

ど、旧町民生活課にあります、４番、５番、生活環境に関することを廃止して、町民生活に関

することを政策秘書課に持っていくと。で町民生活課というのは従来どおり存続するんで、町

民生活に関することが政策秘書課に移って、住民の方からわかりづらいんじゃないかなと思う

んですよね。この中身と、移した根拠っていいますか。教えていただければと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの青栁議員の質問にお答えをさせていただきます。現行の町民生活課の６号の・・

失礼しました。５号の町民生活に関することという部分は、念頭に置いておりますのが、男女

共同参画、あるいは国際交流、それから公共交通等につきましてですけれども、これを[政策推

進のほうに持っていって、住民生活の推進に関すること、というふうに、定義付けをさせてい

ただいたところであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     関連ですけれども、そうすると町民生活課の方へは町民生活に関することっていうのは、あ

えて削らなくてもよかったんじゃないかなと。住民の方から見てですね、生活に関することは

町民生活課に問い合わせればいいんだってうイメージがありますんで。その辺はいかがでしょ

うか。残しておいて、残しておく中で政策秘書課の方へ住民生活の推進という新しい分掌になっ

てますけども、そうであれば町民生活課の方へ、町民生活に関することっていうのは残してお

いてもいいんじゃないですかね。ごみから始まって、何でも。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     町民生活課の方ではですね、生活環境に関すること。窓口業務に関すること。町民の生活に。

身近なものにつきましてはそのまま残しております。なおこれは、課の分掌のですね、大きな

くくりになっておりますので、個々には、組織規則のほうでですね、細かく分掌を分けており

ます。そんなふうにご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     先ほど町長がおっしゃったように、広報等で町民にその分掌を知らせるということであれば

削っても、さし障りないのかなとも思います。それと、あと１点ですね、５ページの旧の企画

課の１０番にリニア中央新幹線に関することと。これが財務へ行っていますね。これは今後
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１０年から先の問題なんで、この辺は、対外的な事務になるんで、政策秘書課のほうがいいん

じゃないかなと私の感じなんですけども、それについてお答え願います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     リニア中央新幹線が財務課にあることについてのご質問にお答えをいたします。リニア中央

新幹線はこれから、昨日の一般質問の中でもちょっと言わせていただきましたが、今後はリニ

ア中央新幹線の用地事務所、これは県の機関でありますけども、そこにも人を出していかなきゃ

ならん部分と、また町内のいろんな、諸事業についてやっていかなきゃならない。これはです

ね。町の政策に関する部分とはまた違うと思いますんで、内部的な庶務をする財務課の方に分

担をさせたところであります。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

文言までは直すのは難しいかと思いますけれども。住民にわかりやすいとことであれば、リ

ニア中央新幹線事務に関することとかですね。字を加えてもらえればちょっとイメージが変わ

るんじゃないかなと思いましたんで。 

以上で私の質問を終わります。あっ、答えていただけます。 

〇町長（志村学君） 

     今の部分につきましてはですね、財務課の５ページの７番に他の管理、他の所管に属さない

ことは財務課がすべてすることになります。リニアも宙に浮いてしまうとこの会にいきますの

で、そこに入れてありますが、リニア中央新幹線の事務というか、うちで、特にやる事務とい

うのはないですね。新幹線についてはいろんな相談事とか、苦情もあるだろうし幅をもってお

いたほうがと。事務というと今度そればかりにとらわれてしまう部分がありますから。ここは

あくまでもですね。こういう事務はこの部署でやるんだよという、大きなものであります。こ

れの後にまだ、もう少し細かい業務分掌が出てきますんで、そちらのほうでは用地とか、補償

の相談とかいろいろまたあるかもしれません。ここの場合はですね、関することってあります

から新幹線にかかわるものはすべてここでやるんだという意味で、ここは記載をさせていただ

いております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

最後ですけれども、そうするとあの、例えば・・・・ 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁議員。終わっています。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     終わってます。３つ終わりました。・・・すみません、ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに、質疑ありませんか。 
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     （ありません。） 

    質疑なしと認めます。 

    以上をもって、議案第６６号から６８号までの質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第 ６ 議案第６９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第 ７ 議案第７０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算(第２号)につ

いて 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１０ 議案第７３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

     以上の５議案については、補正予算案でありますので一括して議題といたします。 

これから議案第６９号から第７３号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     一般会計補正予算の峡南医療センター企業団への貸付金について、質問させていただきます。

１２月３日に全協の折にトーマツのほうから、改善計画が出されたんですけども、その改善計

画の中に２病院に求められる医療機関の見直し案がありました。富士川病院に求められる医療

機能として、一般的な手術や急性期患者の受け入れ、高度な医療が必要となる患者の中北医療

圏への紹介機能。市川三郷病院に求められる医療機能として、在宅復帰が困難な患者、長期医

療が必要な患者の受け入れ、中北医療圏の急性期医療機関からの受け入れ機能。各病院２項目

ずつ４点挙げてあります。しかしこれに対する改善計画が、この前全く示されていなかったん

ですけども、当然改善が示されると思っていたのでちょっと私も理解できなかったんです。

４ページに、経常損益シミュレーションのグラフがあるんですけれども、これがもういきなり

回復している状況で、これに対して町が３億６５００万円もの大金を財政支援するということ

ですけども、どのように理解してこの財源支援をするのか、これをちょっとわからないですけ

れども。 

〇議長（齊藤正行君） 

     暫時休憩します。 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時３５分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

トーマツの改善計画という部分の中においては、２８年からのものが今そこに、手元にあるわけ

でして、確かに、財政支援をしているわけですので、その辺が分からなければ、支援をしていいか、

悪いかということの判断がつかないということはよくわかります。そういうことでありますので一
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度、控室へ戻っていただいて、そこでお話しをさせていただきたいと思います。 

ここでまた、暫時休憩します。全議員でお願いします。 

休憩 午前１０時３６分 

再開 午前１１時０２分 

〇議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     ただいまの深澤議員の峡南医療センターの改善計画についてのご質問でありますが、今回、議案

で出しております補正予算は、峡南医療センターの平成２６年度の決算に伴う財政融資であります。

この決算に伴う問題は二つあります。一つは、平成２６年度に市中銀行から借りた７億３０００万

円について、峡南医療センターが自力で、診療報酬等の医業収入から返済をしていく。そうすると

運転資金が足りなくなりますんで、市川三郷町と３億６５００万を貸し付けるものであります。も

う一つの問題は、資金不足比率が生じておるということであります。率でいくと８．６％、金額で

いくと３億１０００万円余という数字でありますが、これも解消しなければならないということか

ら、今回、両町で３億６５００万貸し付けるうちの１億５０００万円を長期貸付。そして残りの２億

１５００万円を短期貸付。これは今年度中に両町に戻る予定でおります。それと、もう一つ負担金

が１億３０００万円余ありますけども、これは総務省の省令改正に伴う、当初予定していなかった、

富士川町から、関与している病院への普通交付税で算定される額の負担金、これを提案しておりま

すので、今回は改善計画あるなしにかかわらず、これは２６年度決算の処理と、そして病院が資金

ショートを起こさないための措置として計上したもんでありますんで、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

     はい、わかりました。私も子どもたち次の世代に、絶対にこの医療センターを残してもらわな

ければ困るという気持ちで、質問させてきました。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     １０番 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     一般会計補正予算ですけれども、事項別明細の１３ページ。ここにですね、農林水産業費で

鬼島地内法面工事ということで８００万計上されておりますけれども、この具体的工事の内容

についてですね、お伺いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     それでは、鬼島地内の法面工事の詳細につきまして、お答えいたします。場所はですね、鬼

島地区中部住宅北側の山の崩落個所になります。これはモルタル吹付による法面工事でござい

ます。施行延長が１８メーターで、施行面積は約２０２㎡。簡易法枠工法で実施したいと考え
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ております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確か、我々も大雪は降った時に現地を見たところだと思うんですけれども、そこがこの

２００㎡でですね、その効果のある施工ができるのか、お伺いいたします 

〇議長（齊藤正行君） 

     農林振興課長 内田一志君。 

〇農林振興課長（内田一志君） 

     大雪が降った場所ではなくてですね、今年の５月に崩落した箇所になります。町道から上の

約２０メーターから３０メーター上側の山の崩落箇所でございます。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     わかりました。私の思い違いということで、これについては結構です。もう１点ですね、事

項別明細の１２ページ、先ほどの企業団の貸付金の３億６５００万円ということですけども。

１点ですね、昨日一般質問をした中でですね、町長と私の理解が違った、この企業団の改善計

画、先ほど話が出ましたけれどもね。これはあくまでも町長は、トーマツに委託して企業団が

作ったということで町長はご理解いただいているんですけれども。私がですね企業団からいた

だいた資料でいくとですね、１ページはですね、トーマツ案です。ということなんですね。病

床区分とか病床機能、これがですね、１ページと２ページでは、整合をしてないんですね。市

川三郷と富士川病院のこの病床の利用ってのが違うんです。で指摘したら、こういったあくま

でも１ページはトーマツ案で誤りではありませんと。２ページが企業団案ですということを企

業団の事務局から回答をいただいているんです。ですから、町長はこれは企業団の改善計画案

だとおっしゃいますけれども、企業団とすれば１ページはトーマツ案、２ページは企業団案と

いう理解をしているということを指摘しておきたいと思います。それから中身についてもです

ね、企業団の数値を使っていると言うとこともあってですね。これは企業団とコンサルの混在

した計画案であって、企業団自体の計画案とは、到底理解できないということだけ指摘してで

すね質問したんですけれども。先ほど町長がですね、資金不足比率、これが８．６ということ

だったんですけれど、昨日一般質問で１２月の期末手当はどうなさったんでしょうかね、とお

伺いしたらですね、借入れしたというんですね。今現在平成２７年度の資金不足比率をお聞き

したら６．３％じゃないかということを聞いたんですけど。ということであればですね。我が

町が、財政出動をしなくてもですね、この１２月の期末手当３００人以上の職員の方がいるん

で、例えば一人６０万と計算しても、１億８０００万という、２億近い融資を市中銀行から受

けれたということだと思うんですよ。であればですね、何も富士川町で財政出動しなくてもこ

うやって借入れができるということをこの１２月期末手当の融資を受けたということで考えら

れるんですけど、この点については町はどうお考えなんでしょう。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 
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〇町長（志村学君）   

     秋山議員の企業団の資金繰りの件についてお答えいたします。今回の３億６５００万円につ

きましては、平成２６年度借り入れの返済に対する、企業団の運営資金が不足する部分に対し

ての貸し付けであります。平成２７年度は、またいずれそれは出てくるかもしれません。企業

団が自己の医業収入が重複しない限り、また同じ問題は出てきます。来年の９月頃に２７年度

の借り入れについてというまた貸付もあるかもしれません。そのときには、先ほど言った長期

貸付が１億５０００万で推移いたしますと６．５％ぐらいの資金不足比率になりますんで、明

年度も想定しているのは、短期貸付でまわっていけるんじゃないかと、こういうふうに思って

います。今回の貸付けは平成２７年度ではなくて、２６年度の市中銀行から借りた借入金の返

済に伴う、病院の運営費不足に対する貸付金であります。 

     以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     もう１点ですね、財政課長が答弁してくださったのが、１０％を超えると県の許可っていう

ことだそうですけれども。これがないと融資を受けられないということですけれども逆に考え

ればですね、１０％を超えても、資金不足比率の２０％までの制限の範囲内であれば、許可を

受ければですね、資金不足比率の１０％超えても市中銀行が貸してくれると。今回貸してくれ

るわけですから、借りられるわけじゃないですか。こう考えるんですけど、いかがですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

ただいまのご質問にお答えいたします。資金不足比率のというのは、流動負債、それから流

動試算を差し引いて全体の試算に対してどれぐらいの不足をしているかということでありまし

て、２６年度決算で８．６％でありました。制度でいきますと１０％を超えた場合には、県知

事の許可がないと起債が借りられないということになりますけれども、いわゆる１０％を超え

るということは、イエローカード状態であるということでご理解いただきたいと思います。で

２０％に達した時点でレッドカード。その一歩手前のイエローカードの時点で起債の許可を得

るとなりますと、資金不足等の解消計画も立てなきゃならないというような状況になります。]

これの理解が得られなければ、起債が借りられないという状況でありますから、簡単に許可が

得られるというようなものではないと判断しております。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君）  

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     逆にですね、そういった資金不足比率を解消するだけの詳細な改善をを出さないと貸してく

れないというであればですね、なおさらですね、実効性のある改革プランを出していかないと

借りられないということじゃないですか。逆に、そうした方が、実効性のある企業団がさらに、

改善したプランを立てるって考えられるんですけど、そういう考えと違うんでしょうかね。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 

     議員さんおっしゃるように、資金不足等の解消計画と、恐らく経営改善が同じようなもので

ないかというようなご理解だと思いますけれども。端的に言いますと同じようなものになろう

かと思いますけれども、そうはいいましても起債というのは、ある建設事業を起こす場合に、

その建設費に対してどれぐらいの財源があろうかというような部分で、起債を起こすわけです

ので、詳しいもうちょっと詳細の資金不足の解消計画を立てない限り、恐らく、その事業に対

しての起債が認められないのではないかとように考えております。そういう意味からでは、改

善計画があってその中に詳細の資金不足等の解消計画もあってしかりべきものではないかとい

うように理解しております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君）  

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     まさにですね、財政課長がおっしゃるとおり、これを言うとですね、また違うよというんで

すけど。改善計画にですねそういった資金不足比率の解消と、いうものがですね、目に見える

形で出てこないから、先ほどの深澤議員のように質問が出ると思うんです。ぜひですねその点

は、開設者としてですね、今までも十分言ってきてると思うんですけど、さらにですね町長に

は、厳しく指摘をお願いしたいと思います。 

以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     それではいくつかお伺いしたいと思います。まず事項別明細の歳入、３ページ。簡単な質問

なんでお願いしたいと思います。財産収入の鬼島地内の町有地貸付。この場所と内容について、

お願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

     町有地貸付のこの財産収入でございますが、これは鹿島地内に、中日本高速道路株式会社か

ら出たトンネルの残土を、残土置き場として貸した部分の貸付料でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     次に、同じ歳入ですけども、次のページをお願いしたいと思います。４ページの繰入金、過

疎地域自立促進基金繰入金の、一般産業運搬収集業務事業で２１００万円計上されています。。

この内容についてお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 
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     こちらにつきましては、一般会計の衛生費の方で資しております、一般廃棄物の運搬収集業

務事業というようなことで、鰍沢分に該当するものを過疎債を充当してるといような状況でご

ざいます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     大体そうかなと思っておりました。ありがとうございます。次に歳出でお願いしたいと思い

ます。８ページ、２款総務費のところのですね、峡南広域行政組合計算センターへですね、１９万

５０００円という負担金が計上されています。この内容についてお願いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     総務課長 増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 

     ただいまの件についてお答えいたします。これにつきましては、軽自動車税のシステムの改

修費用ということで各町に負担金として、請求されておりますものです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     同じく、総務費のところですけども、９ページの６項６目ですね、生活推進費のところに鰍

沢新駅仮設トイレ設置ということで、負担金ということで、１１１万３０００円と。これは事

前に説明も受けています。鰍沢駅の解体に伴って、駅のトイレが必要だということで、市川三

郷町からの要請もあって、差し当たって半分負担すると。今後ですね、本トイレについても、 

半額負担というところまでは決まっているという話です。実はこの話から本当にこの予算の時

初めて聞いたというのが実情でして、当然両町でも、長い間議論されては来たんでしょうけれ

ども、できればもっと早く説明が欲しかったという思いはありますけども、今後ですね、この、

維持管理は市川三郷町の行政区域のトイレということなんですけども、その点についてはどの

ようになっているのかお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町民生活課長 佐藤洋子さん。 

〇町民生活課長（佐藤洋子さん） 

     ただいまの鰍沢口新駅の仮設トイレ設置等の補正予算についてのご質問ですけれども。今後

の維持管理等につきましてはまだ詳細には決まっておりません。今後はいろいろな維持管理経

費の見積もりを出しながら両町で負担の無いように、できるだけ負担のないように検討してま

いりたいと考えております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）   

     今回の補正予算は仮設トイレの総額の２分の１をそれぞれが出していこうということであり

ます。今これの中には、設計業務費も入っておりますんで、それをもとに、多分６月ごろにな

るんではないかなと思いますけども、本トイレの方も、２分の１ずつでいきましょうという話

にはなっております。そしてその後の維持管理ですが、上水道は富士川町の上水道を使わなけ
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ればならない。そして、下水道は当然市川三郷町にありますから富士川町の下水管には流しま

すけれども、その負担は市川がしていかなければならない。そして電気代、水道代がいろいろ

これから出てきますんで、維持補修費も出てくると思いますんで、それらを見ながら、水道代

をじゃあ富士川町がみて終わるなのか、そして、電気代等々は市川の方で出すなのか、規模も

まだ出ておりませんから、それで年間の維持経費を見ながらですね、今後両町で詰めていきた

いと思っております。基本的には、半々ということになると思いますけども、今後両町で詰め

ていくこととしております。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今の件についてはですね、両町の協議と。ただしこれはあくまでも行政区域は市川三郷町の

トイレということなんで、その辺は少し頭に入れてほしいなと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）   

     今、行政区域の話が出ましたけども、行政区域が本当に入り組んでまして、事務所の所在地

は多分市川になるんじゃないかなと思いますが、トイレの設置場所はどこになるかまだ分かり

ません。駅の中がですね、スーっと切れてるんじゃなくて、こう入り組んでいるところですか

ら、通常は市川三郷町にある鰍沢口駅ですが、実際図面を見ればどっちがどうだかよくわから

んとこであります。またあそこを利用する人は、両町の人がほとんどで、人数は分かりません

けども、ほぼ鰍沢の駅前は当然使うだろうし、鰍沢の皆さんも使うんだろうし、市川、大同部

分です。市川本町のがほうから使う人は少ないかもしれないですが。半々くらい使ってるんだ

ろうということで、乗降客のカウントはできませんので、皆が使い勝手がいい駅になってもら

えるように、半々ということで協議をすすめてところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     次に１４ページです。土木費のところで３点ほどお伺いしたいと思います。まず１点目は、

２目の道路改良舗装費のところで、委託料。青柳３２号用地調査業務と。これ７００万円の減

額ということなんです。当初予算を見ますと、約１０２０万円ということなんですけど、あま

りにも幅が大きいので、その理由についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君）   

     ただいまの質問にお答えします。青柳３２号線用地測量調査業務の減額なんですけども、当

初これは路線用地測量設計業務があったということの中で、ここは当初は、ある開発に伴いま

して、路線をいれていくということがございました。その中で開発の方が途絶えたということ

の中で、用地測量の方を減額して、路線の方の測量だけということの中で、今回減額で用地測

量部分を減額しております。以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
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     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     次にですね、その下、工事請負なんですけども、北新町交差点舗装工事費ということで

２９３０万円と。非常に私の目からすると、非常に金額が大きいのかなと。産業建設でも今日

現地を確認にいきたいなと思っていますけども。このへんの金額の算出の根拠をちょっとお願

いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君）   

     この北新町１号線交差点でございますけれども、これ社会資本総合交付金事業で、いくつも

の、今ここに工事がある中のいくつもの路線の中で、まとめて補助金申請をしています。その

中で、北新町１号線というのは改良して舗装して開放しなきゃならないということの中で、こ

この舗装の面積は約２５００㎡、面積的にあります。それと、ラウンドアバウトなんで、いろ

いろな標識類がいっぱい付きます。現地はまだできてないので、見てもちょっとわかりません

が、ラウンドデリーということで、交差点の中心部には光で、左方向にカタカタ動くものも付

けなきゃならないということで、舗装工事の割には、金額がのしているという、そういう設備

的なものを付けることで高くなっている状況でございます。以上ございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今のでよくわかりました。次にですね、１５ページ。同じ所ですが、道路整備交付金事業で、

大椚大久保線改良工事費が９９０万円減ということすけれど、この理由についてお願いしたい

と思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君）   

     大椚大久保線道路改良工事につきましては、この道整備交付金事業で補助金申請をした時に

満額がつかなかったということの中で、減額です。うちの方で申請した分、全額に補助金がつ

かなかったということの中で減額でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     次に１６ページ、教育費。社会教育総務費のところの太鼓コンクール出場補助ということで

４２万１０００円計上されております。ここでお伺いしたいのは、この４２万１０００円の補

助の内容とそれとですね、こういったことはよくあることだろうと思うんですけれども、ルー

ル上の基準、補助の基準みたいなことについて、簡潔に説明をいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     生涯学習課長 依田正一君。 

〇生涯学習課長（依田正一君） 

     齊藤議員の質問にお答えします。補助金のも太鼓コンクール出場の補助金が、４２万
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１０００円でありますけども、これらは１１月１日に、太鼓フェスティバルのジュニアコンクー

ル山梨県大会がございまして、鷹座巣鼓組がですね、優勝をいたしました。２８年の３月２０日

に大分県で行われる全国大会に出場をいたします。予算につきましては、全体の予算の中では、

１１１万６０００円ほどかかるもので、これは、ＪＲの計算でＪＲ市川大門駅から大分の駅ま

での料金と、宿泊費でございます。それに伴いまして、県の連盟激励金が、これは１２万。そ

れから、県日本太鼓財団の交通費が２０％でこちらにはですね、１５万３６００円ということ

で、合計２７万３６００円でございます。これを全体で１１１万６０００円から２７万

３６００円を引きますと８４万２４００円になります。この額の２分の１をですね、補助とい

たしまして、町の限度額としまして４２万１０００円と。こちらにつきましては、体育協会の

全国大会の補助規定に準じまして、計算をしてこの金額を計上させていただきました。 

     以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     最後の質問ですけれども、１２ページ。先ほどからたびたび出ている、峡南医療センター企

業団への貸付金について、お伺いしたいと思います。要は赤字が出たんで、これは穴埋めしな

いとならないんで、それの方法としては貸し付けて、短期については、一旦町へ早急に戻して

もらうと。一方で長期もすると。これはあの現状からして仕方ないことだなと思っております

が、ただ、議員さんもそうですし、町民もそうなんですけども、こういったことがたびたび、

仮に繰り返されていくとなると、大きな負担になるんじゃないかと。いつまで貸付なりなんな

りという手段を講じていくのかという点について、心配されています。私も心配であります。

その点についてですね。これが例えば一時出して、今年だして、来年はもそんなに必要なかっ

たということであれば、そう大した問題ではないんですけれども、これから、そういったこと

が、規模が膨らんでいくことになったときにですね、どのようなところでどのように判断され

るのか、お考えがあればお伺いしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     医療センターへの貸付金について、ご質問にお答えします。当分の間はこういうことをして

いかなければならないんじゃないかなと思っております。これは、この前の中期経営計画の中

においても、まあ３年間は黒字化はちょっと難しかったですし、そして今回出ております、示

された改善計画の中でも３２年に至っても１億円余の赤字が想定できるということですから、

そういうことを１年でも前倒して、黒字化できるような改善をしていただかなきゃならんと思

います。ただ、先ほど来、言っていますように１億５０００万円を長期貸付することによって、

資金不足比率の６．５％程度に下げる事が可能であります。まだ２７年の決算をまた見ても見

ないと詳細のことは分かりませんけども、今現在では、当分これでいけるんではないかという

ことで、同じ貸付をするにも次回からは、短期。その年度に戻ってくる方策で貸付を考えてお

ります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     今の答弁で、このように理解していいのかだけ確認したいんですけども。要は短期について

ですね、これが何回か多分繰り返していかなければいけないだろうと。だからまあ、何年かに

ついては、やっていきたいと。ただ長期についてはですね、これ以上しないよと。いうふうな

考えだと、そういう姿勢だということでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今のところの考えはそのとおりであります。ただ昨日も答弁をさしていただいたように今後

ですね、やはり資金がもともとはありませんでしたから、両町の財政に負担がない範囲でです

ね、いずれ資金充当も検討しなきゃならないと思っています。短期貸付と同時にですね、当時

は、１億５５００万の資金しかありません。その中で運営をしていくってのは、あれだけの大

きな病院をしていくのはちょっと苦しいのかなとゆうことありますから、これは市川三郷町と

協議をする中で、両町の財政に影響がない範囲で数年かけてでもですね、少しずつ資金充当し

ていかなきゃならんということも考えております。これはまたそのときに議会のご理解をいた

だかなきゃならんことでありますが、当面は、短期貸付けで、しのぎながら、言葉は悪いです

が、自転車操業を当分していかなきゃならんという状況でありますんで、今回もやむなく３億

６５００万の貸し付けを決めたところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     はい、ありがとうございました。あと１年じっくりと様子を見させていただこうと思います。 

     以上で私の質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。   

     ４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君）   

     ２点質問をさせていただきたいと思います。歳出の８ページの１番下、総務費のふるさと納

税報償６０８万円ですね。たくさん送っていただくんで、カタログ等も作って送らなきゃなら

ないと思いますが、いくらあったのか。この６００万は、どういうふうに使うのか。それをお

答えいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

     ご質問にお答えいたします。ふるさと納税の寄附の現在の状況でございますが、１１月末現

在で２７６７件ございます、申込金額につきましては１１月末現在で１８１２万４０００円で

ございます。先ほどもう一つありました、報償費の６０９万８０００円ですが、こちらにつき

ましては、平均の返礼品としての代金、３２００円かける１９００件を予定して計上しており

ますので、合計で６０８万円を計上さしていただきました。 

     以上でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君）   

     わかりました。ふるさと納税が、たくさん入ってくるのはありがたいことですけれども、そ

の分県税が減るわけでして、そういったことも勘案してこのまま全国的にふるさと納税がいい

のかどうかということはまた別な議論もあると思いますけれども、理解いたしました。 

それでは、１２ページ。先ほど皆さんが質問している峡南医療センター企業団への貸付金で

すけれども、私としてはですね、交付金は問題ないと。それから、２億１５００円の短期貸付

も年度内に返済されるということで問題ないと。問題は１億５０００万の長期がどうなのかと。

先ほど町長のお話にもあった、当面自転車操業になるんじゃないかという、それでその言葉の

中にも、短期資金で、両町の財政に影響のない範囲で、言葉は悪いけれどもころがしていくし

かないと。いうような意味合いのお話がありました。それと私も同じ思いです。というのは

２６年度決算において７億、まあ資金不足は３億１０００万ですけど、７億３０００万の赤字

が出たと。これに対する、市中銀行からの借入れがあって、借り入れを返済する、企業団の収

入で返済する、そうするとまた、運転資金が足りなくなる。２７年度の運転資金は、先ほど町

長は２６年度決算に対してっていうお話でしたけど、２７年度の運転資金今現在の、運転資金

が足りなくなるから両町で貸し付けるというふうに、理解をしたいと思います。そこで、過日

１２月３日ですか、企業団が、改善計画を説明した中で、いったいこれはいつ借りたいんだと

いう質問をしましたら、早ければ早い方がいいと。金利負担も減るという答弁をしましたけれ

ど、あれはやっぱり間違いだったと。借入金で公営企業法で、借入金で返すことはできないか

ら、早く貸してやっても早く返せないわけですね。どういう返し方をするのかなって考えたら、

国保連へ診療報酬を請求するには、月末締の翌月１０日でというのが、介護施設や病院の会計

上のものです。それを考えると１１月末に閉めたやつは１２月１０日までに、国保連に請求書

を出して、例えば１月に振り込まれる。トータルその１１月１日に診療をした診療報酬は１２月

に請求して、１月に入ってくると向こう３カ月かかるわけですね。そうすると例えば１２月に

この資金を出してやったとしてもこれで返すわけにいかないんで１１月分の診療報酬の１月に

帰ってくる。これが２億５０００万。で１２月分が２月に帰ってきて２億５０００万。１月分

が、３月に返ってきて２億５０００万。まあ７億５０００万が入ってくる。そうすると２億

５０００万ずつ、分割で７億３０００万返すのか、それは企業団の考えですから、答弁は要り

ませんけど、いずれにしても、３月末に、最終の返済をするという形しかないと思うんですね。

早く出してやってもこれでは、お金は返さないわけですから、運転は楽になりますけどそこで、

１億３９００万の交付金と２億１５００万、両町でいくと４３００万。４３００万プラス１億

３０００万当町の交付金の負担金ですね。それだけすれば、そこだけで、５億数千万の運転資

金が出てくるということであればですね。１億５０００万出さなくても、昨日の答弁にあった

ように、当町の財政は、３月３１日現在で返してもらえばいいんだけど、最長財政調整がある

から、４月２０日までいいということであれば、短期資金でですね、また、月末に貸してやれ

ばいいし、あるいは４月から来年度運転資金として、貸し出しをしてやれば短期資金でですね、

そうすれば、回っていくんじゃないかという計算ができるんです。それとあの改善計画という

よりか、川口議員も質問してましたけど、月次決算がある程度出ていればですね、１１月まで

もう、診療報酬の実績に出てるわけですね。１２、１、２、３と・・・ 
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〇議長（齊藤正行君） 

     青栁議員、質疑の時間です。質疑をお願いします。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     はい。それでは、この１億５０００万を長期でなくてもいいんじゃないかという質問をし 

たいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

     ただいまのご質問にお答えします。昨日の一般質問の折にも回答さしていただきましたけれども、

長期貸付をした理由というのは、資金不足比率を下げるために長期貸付けをするのだということで

ありますので、１億５０００万円ずつ出すことによって２町で３億になります。３億が長期に回る

ことによって、８．６％であった資金不足比率が、６．５以下に落ちるのではないかと。３億がな

い限り、資金不足比率が落ちないわけですから、これが２７年度末で１０％を超えてしまいますと、

やはり起債制限にかかるというな状況であります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     先ほどを続けて言ってしまいそうになりましたけども、今の答弁にありましたように、先ほど来、

資金不足比率が１０％を超えちゃ困るということが一つの判断だと思いますけれども。企業団の計

画でも２７年度末は３億８０００万ないし４億近くの赤字ということですから３億は改善されてる

わけですよね。そういうことから考えると、１億５０００万の融資がなくても、資金不足比率はそ

んなに上がらないんじゃないかと思いますけど、この辺はいかがでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

     今回の町が資金不足比率として判断しているのは、２６年度決算において、企業団が８．６％の

資金不足が出たと。算定根拠としたのも２６年度決算をもとに、２７年度ここから２町から貸し付

けをした場合にどの程度の流動負債になるのか、流動資産が出てくるのかということを想定のもと

に、資金不足比率を算定した結果、６．５以下になるのではないかということでありますので、現

時点の資金不足比率ではなく、あくまでも３月３１日までにいった時点が６．５以下になるのでは

ないかというような判断をしてるところであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     確定した数字によって、計算しているというお答えだと思いますけれども、私の方が想定さ

れるという数字でも、資金不足比率はそんなに上がらないというふうには感じております。そ

れで、交付金と、短期貸付金は運転資金として明年１月でも、できるだけ早く貸し付ける。こ

れは、病院を、頑張らせるために必要かと思いますけれども、１億５０００万については明年

度の、例えば臨時議会でも３月の本会議でも、十分検討する時間があるんじゃないかと。なぜ

ここで決議をして、いつ実行しなきゃならんのかなと。それがわかったらお答えいただきたい。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

     先ほども申し上げましたけれども、今回２町で１億５０００万ずつ合計で３億を貸し付ける

ことによって、資金不足比率が解消されるということであります。企業団の決算というのは３月

３１日現在で計算を打つわけですから、今、貸し付けをしないと３月３１日の決算は打てない

という状況でありますから、４月以降に貸し付けたのでは、企業団の決算には反映されないと

いうことになります。したがいまして今回補正予算で１億５０００万も、長期貸付けも、含め

させていただきました。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     三つを起こしますけれども、今私が質問したのと違ってましたので。私は４月に貸すという

のはその前段階といったことで、今質問したのは、３月議会あるいは、明年臨時議会を開くに

しても、そこで決まれば、３月末に間に合うんじゃないかと。ここで決議して、その１億

５０００万、どうでも長期を考えるであれば、決議次第１２月末までに融資してやる、運転資

金を全額。ということではなくて、３月末までにもう少し検討して決めてやればいいじゃない

かという質問をしたんです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     財政課長 齋藤靖君。 

〇財政課長（齊藤靖君） 

     大変失礼いたしました。今回の一連の３億６５００万円ずつ貸し付けるという話の中では、

２６年度に借り入れた、返済が３月３１日末を持って期限となるということにありまして、全

体の中で決めたことですので、これだけ切り離して、臨時議会なり３月の議会ということは考

えずに１２月議会に上程をさせていただいた次第です。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

     質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質問はありませんか。 

     ３番 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     議案６９号、医療センターの貸付金に関してですね、先ほども出ておりますけど、資金の面

で２つ、業務支援の面で１つ質問をさせていただきます。この医療センター事業。当初は黒字

だったんですが今７億円という大きな乖離が出ているわけですけども。まずは、適正な経営管

理をしていただくこと。そして町民に安全なですね、病院をしていただくということですけど。

資金管理の面ではですね、先ほど出ています、基本的なことですけども、単年度と短期、例え

ば３カ年の資金管理計画表、これは当然、町の方は入手されてると思いますが、ちょっと議会

の方ではね、全員協議会の中でお返事はなかったんですよ。だから、あちらに投げているとい
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うふうな状態ですけども、その点、当然お持ちだと思うんですけどもそれを議会にも見せてい

ただけるかどうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     病院の経営計画につきましては中長期経営計画ということで、全議員さんにお渡ししてある

わけではあります。それで、こういった赤字が出ましたんで、今回は新たな改善計画というこ

とですが、これまでは、当初決めた中期経営計画で運営してきております。全議員さんに、お

手元にいっているはずであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

補正予算の今計上されているものの、内容についての質問でなければ困ります。 

大丈夫ですか。 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     補正予算に関しまして、３億余りのですね、この町から資金をするんだという中で、一つの

考え方として、資金管理不足に対する支援と経営改善計画は離すんだよと。いう案もあります

けども、やはりこの計画性がねしっかり、健全な適正なものかどうかということはですね、しっ

かりと精査していかなきゃいかんと思うんですね、それが基本なんで、今の町長の資金管理に

関してはちょっと中期的にはあるということですが、短期のですね、やはり資金をどういうふ

うに回転していくのかなと。その資金を貸し付けるのに資金計画が本当に月次なり、単年度な

り３カ年なりが、あるんですよね・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 

     川口議員、企業団に貸し付けるんだから、その管理は企業団が行うということですよ。 

〇３番議員（川口正満君） 

ええ、それを貸し付けるのは町ですから、そういうものをしっかり入手した上で、じゃ、貸

してあげましょうということになると思うんですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     昨日もお答えをいたしましたけども、今回の短期貸付につきましては、町は平成２７年度の

予算で貸付をいたします。３月３１日に、調定をいたしますので４月の２０日までには返って

きます。病院も、新年度で予算調達をして、両町に２億１５００万ずつは返す予定になってお

りますんで、そういった短期の部分については企業団とは十分話をしております。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     これはまだ一つ目の質問に関連してですけど。ちょっと繰り返しですけれども、残念ながら、

そうしますと資金管理計画表は、町にはお手元には届いていないということですね。議員団も

送っておりますけれども、残念ながら議員団も承知してなかったという状況なんで。残念なが

ら資金管理票はお手元にはなかったとをこということですか。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君。） 

今現在はまだ、当初決めた中期経営計画で、病院の方は動いております。これは承知をして

おります。２８年度からは新たな改善計画でやっていきたいという話は聞いております。その

資金計画につきましては、これは病院の内部で作ることであります。仕上がれば当然町のほう

にもそれはいただく予定でおります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは二つ目の質問で、よろしいですね。資金に関しましてですね、 

〇議長（齊藤正行君） 

     何を聞いていくのか分からないんですけど。 

〇３番議員（川口正満君） 

先ほどまでは、一つ目の質問に対して再確認をしてたんです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     補正予算書のどこを聞くのですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     補正の関係で、貸付をするわけですね。 

〇議長（齊藤正行君） 

     その質問は、先ほど話をしたとおりじゃないですか。 

〇３番議員（川口正満君） 

     だから、一つ目は資金貸し付けに関する資金管理表について質問をしたんです。 

〇議長（齊藤正行君） 

     このことについての質問をしていただくんです。 

     暫時休憩をします。 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午前１１時５５分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

     川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 

     それでは、再確認ですけど残念ながら、町長の答弁には資金管理計画がお手元になかったと

いうことを確認してですね、質問を終わらせていただきます。なお、他に業務支援上のことも、

福祉保健課長に聞きたかったのですけれど、それはちょっとないと。はい、終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑はありませんか。 

     ６番 秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）   

     １４ページのですね、８款の土木費の中の２項の意向の道路橋梁費というんですか、ここの
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ですね、長寿命化橋梁補修工事１１００万円減額されておりますけれど、これはどういう理由

で減額したのかその辺をお聞きしたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

     ただいまの秋山議員さんの橋梁長寿命化橋梁補修工事の減額の件なんですけれども、これも

他の工事と一緒に、社会資本総合交付金事業という補助金の事業の中でやってまして、その中

で申請をしたんですけれども、これも満額内示の補助内示がなかったということの中での、減

額でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）   

     そうするとですね、今回減額して、補正予算で減額してますよね。これは本予算でまた復活

するということでよろしいですかね。あるいはもう一点はですね、補修箇所。やはりこれは、

国土強靭化計画の中の一環だと思うんですがね。これは災害が出てからじゃおしまいなんです

よね。だから、この辺はですね、本予算でまた復活するのかどうか。早急にやったほうがよろ

しいかと思うんですが、その辺をちょっとお聞きたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     建設課長 細野幸男君。 

〇建設課長（細野幸男君） 

     この橋梁の長寿命化補修計画ということは、町道にかかわっている道を、５カ年でどれだけ

するという計画を作ってございます。その中で、随時、早くやらなきゃならない橋梁を補助金

申請して、出しているんですけども、やっぱり、国のほうから満額つけばそれだけの橋梁の工

事はできるわけなんですけども、これは減額になりましたのでまた、来年の補助金で長寿命化

の補助金を請求していくわけなんですけど、そこでまたついた予算の中で工事をしていくとい

うことになります。ちなみに今年は、この長寿命化の補修工事のほうで、１２橋の修繕をして

おります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山勇君。 

〇６番議員（秋山勇君）  

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

すみません。１点だけを確認させてください。９ページをお願いします。９ページの総務費

の文化ホールのことで、舞台音響設備リース料でマイナスの１３００万と、ちょっと金額多い

ので、これの内容を教えてください。 

〇議長（齊藤正行君） 

    生涯学習課長 依田正一君。 
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〇生涯学習課長（依田正一君） 

    それでは、市川議員の質問にお答えします。ここに文化ホールの舞台音響設備のリース料、減

額の１３００万とございます。これにつきましては、当初文化ホールの音響設備のですね当初予

算でもらせてもらいました。６月の補正で、工事のですね債務負担行為は、１０年間に渡るとい

うことで債務負担行為が発生するということで、２７年度中は入札および契約の事務について

２７年度中にはできないというふうなことで、債務負担行為を出させていただきました。それに

伴いまして、今年、工事のリース料につきまして来年度から、発生するというふうなことで、減

額の１３００万ということで減額をさせてもらった次第です。 

    以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     すみません。よくわからなくて、申し訳ないです。これは今まで借りていた機材みたいなも

のがなくなるのか・・・すみません。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     文化ホールのですね音響設備につきましては、リースでやるということ、リースは数年かか

りますんで、その部分を明年度以降債務負担行為で出させていただいております。そして今年

度工事をするわけでありますけども、今年度中工事がかかるということから今年度のリース料

は不要になっていると、こういうことであります。その部分の減額であります。 

〇議長（齊藤正行君） 

市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

また後で詳しく聞きます。あの内容は、要するにそのリース、機械を入れ替える工事をする

間は・・・・。はい、じゃあ確認しますね。３回目ですよね。確認します。こういうことで理

解していいかということで確認さしてください。今音響の設備があります。それを、入れかえ

をするために、リース料は、入れ替えする工事の期間は発生しないのでマイナスしたと。そう

いうふうに理解してよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     そのとおりであります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     １５番 小林進君。 

     病院の問題いろいろの問題、質疑を聞いてまして、今議会のことで中身は言いませんけれど

も、本町においては常任委員会、特別委員会、いろいろな委員会があるわけですけれども、い

ろいろな諸問題において、総務課長、聞いてくれ。今後において議会に相談すべきものは、事

前に相談をしていただきたい。 
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〇議長（齊藤正行君） 

     質疑の時間なので、質疑をしていただきたい。 

〇１５番議員（小林進君） 

     いやいや、医療センターの貸付金の中身のことは今まで論じましたから、いろいろ言いませ

んけれども。今後においてこの予算の駅前のトイレにしても、いろいろな問題が常任委員会に、

諮っておくべき問題等々が、僕はあると思うんですよ。前の議会でもそういう発言をしてきま

したけれども、今後において、そういう問題のときには各常任委員会を使うなり、各委員会に

働きかけをしてもらいたいことを総務課長にお願いをして質疑を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第６９号から７３号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１１ 議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第７５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。 

以上の２議案については指定管理者の指定案件でありますので一括して議題とします。 

これから議案第７４号および７５号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     時間が過ぎてるんで皆さんに怒られますけども、簡単に一言お願いしたいと思います。 

今回の指定管理者の指定についてですね、資料をいただいておりますけれども、基準である 

６０という数値をいずれも下回ったということの中で、意見が付されております。それはそれ

でいいんですけども、指定管理者、５年間と長期にわたるわけですけれども、その期間に例え

ば指定管理者からもうこれ以上できないよと言われるような事態が発生してはならないんです

けれども、そういった場合にどうされていくのか。ちょっとその辺についてお伺いしたいと思

います。 

〇議長（齊藤正行君） 

企画課長 田辺明弘君。 

〇企画課長（田辺明弘君） 

ご質問にお答えいたします。５年間という指定管理期間ということで、指定管理をうちのほ

うで行わせますので、その期間内にもしですね、できなくなったということは、あってはなら

ないことだと思いますけれど、あった場合にはですね、それなりの取り決めに基づいて措置を

なされるものと思ってます。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

もう１点、今取り決めということを聞きましたけども、その取り決めの内容が、指定管理者

を募集する時の要綱にもあるということなんですが、ちょっと簡単にひとつお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 
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お答えいたします。指定管理者のですね契約条項の中にその辺を盛り込みますので、そうい

うことででご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

以上で、質問は終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第７４号及び７５号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１３ 議案第７６号 字の区域及び名称の変更についてを議題とします。 

これから、議案第７６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７６号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１４ 議案第７７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

これから、議案第７７号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     すみません。質問させていただきます。これの１１ページ。自立促進計画の変更のところで

１１頁というところに、峡南医療センター企業団事業で経営負担金というところが追加という

ことになってます。これを変更することで、どういうメリットというか、ここに入れるという

ことは、どういうふうに解釈すればよろしいんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君）      

これは過疎地域自立促進法に基づく計画でありまして、この計画の中に今回、１１ページに

あります、峡南医療センター企業団に対するに運営負担金を追加したということは、１億

３０００余万円を、交付税の算定基準に応じて町が今後出していきます。その中の一部に、過

疎債を入れていく。過疎債はご存じのように、７０％がまた交付税でこの町に帰ってくるとい

うことになりますんで、できるだけ有利の起債も使いながら負担はしていくということでこの

中にいれさせていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 
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市川淳子さん。 

〇１１番（市川淳子さん） 

     じゃあ、終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第７７号の質疑を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。 

ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１２時１０分 
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平成２７年第４回富士川町議会定例会（４日目） 

 

平成２７年１２月１８日  

午後２時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

 

日程第  １ 諸般の報告 

日程第 ２  議案第６５号  富士川町行政手続きにおける特定の個人を識別するた 

 めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例の制定について 

日程第 ３  議案第６６号 富士川町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する 

条例について 

日程第 ４ 議案第６７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する等の条例について 

日程第 ５ 議案第６８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 ６ 議案第６９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第７０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号) 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１０ 議案第７３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１１ 議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第７５号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第７６号 字の区域及び名称の変更について 

日程第１４ 議案第７７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第１５ 議案第７８号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を 

             求めることについて 

日程第１６ 議案第７９号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を 

             求めることについて 

日程第１７ 発委第 ３号 富士川町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

日程第１８ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１９ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２０ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

  （追加日程） 

        日程第 １ 発議第 ３号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対 

する付帯決議について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 

 

 １番  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 

 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 

 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 

 ８番  鮫 田 洋 平        ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢       １１番  市 川 淳 子 
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１４番  神 田   智       １５番  小 林   進   

１６番  齊 藤 正 行 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 川 手 貞 良  

会 計 管 理 者 笠 井 千 尋   総 務 課 長 増 原 俊 郎 

企 画 課 長 田 辺 明 弘  財 政 課 長 齋 藤  靖 

税 務 課 長 磯 野 英 秋  防 災 課 長 秋 山 佳 史 

町 民 生 活 課 長 佐 藤 洋 子  福 祉 保 健 課 長 依 田 一 利 

子育て支援課長 望月ひとみ  商 工 観 光 課 長 永井たかね 

農 林 振 興 課 長 内 田 一 志   建 設 課 長 細 野 幸 男 

上 下 水 道 課 長 志 村 正 史  教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 

生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 

 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

議会事務局長 秋 山 俊 男 

書    記 小 林  恵 

書    記 樋 口 一 也 
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開会 午後２時０５分 

〇議長（齊藤正行君） 

 本日は、第４回富士川町議会定例会４日目の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第４回定例会も、本日が最終日

となりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 諸般の報告。 

 議長から報告します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 なお本日、追加案件として人事案２件、発議１件、閉会中の継続調査申出書４件が提案され

ています。 

 ご審議をよろしくお願いします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第２ 議案第６５号 富士川町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について 

去る１２月１５日の本会議で総務常任委員会へ付託しました、議案第６５号については、委

員長の報告を求めます。 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

――――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

長澤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６５号の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって議案第６５号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 

長澤委員長、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６５号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６５号の討論を終わります。 
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これから日程第２ 議案第６５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第６５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６５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第３ 議案第６６号 富士川町行政組織の再編に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第４ 議案第６７号 富士川町印鑑条例の一部を改正する等の条例について 

日程第５ 議案第６８号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 

以上の３議案については、条例の改正案でありますので一括して議題とします。 

これから議案第６６号から第６８号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６６号から第６８号までの討論を終わります。 

これから日程第３ 議案第６６号について採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第４ 議案第６７号について採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

これから日程第５ 議案第６８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

日程第６ 議案第６９号 平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 

を議題とします。 

     １２月１８日付けで、青栁光仁君ほか１名からお手元に配付しました、議案第６９号平成
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２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する、修正動議が提出されました。 

したがって、これを本案と併せて議題とし、修正案の提出者の説明を求めます。 

４番 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

４番青柳光仁です。それでは議案第６９号についての提案説明を行います。 

まず皆さんのお手元にお配りしました、資料を朗読さしていただきます。 

２ページ、３ページの内訳をお話しするわけですけれどもその前に、お配りしました資料の

真ん中に川口正満と、いうミスプリントがございますので、申し分けございません、私の提出

のやり方が悪くてミスプリントが発生しましたんで、この部分を抹消しておいていただきたい

と思います。 

――――― 修 正 動 議 朗 読 説 明 ――――― 

これから、修正提案の理由説明を行います。 

川口正満議員共同提案でございますけれども、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計

補正予算（第３号）に対する減額修正案を提出する根拠について述べさせていただきます。保

健衛生費のうち峡南医療センター企業団運営費を財政支援する貸付金補正予算３億６５００万

円のうち、１億５０００万円については、２７年度３月末までの企業団の資金繰りが示されて

いないため、短期貸付けが妥当なのか、長期貸付けが妥当なのか、判断できない現状にありま

す。そこで、１億５０００万円の長期貸付金についてだけ検討時間がないので、減額修正案を

提出いたします。１２月３日に、全員協議会において、２８年度の企業団の改善案の説明を受

けたあと、企業団に３月末までのというか、３月末日現在の両町への短期貸付金の返済財源に

ついて資金繰りを照会いたしましたが、照会事項に答えていただけませんでした。したがって、

企業団から資金繰り票及び債務負担比率試算表が提出されるまで、今回の補正予算から長期貸

付金を減額し、もし皆さんの御賛同がいただけて、修正案が成立いたしましたら、議長、議運

の委員長に１月か２月に、臨時議会を開いていただく申請をする。あるいは企業団の資金繰り

にしたがって、３月定例議会で間に合うものであれば３月の定例議会に改めて、それまでに検

討したいと思います。これが修正案を提出する理由であります。 

以上です。 

     青栁光仁君、その場にお願いします。 

これから、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修正案

の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

１・２点確認をしたいんですけれども、この補正予算にこの本会議で質疑がありました。質

疑があったときに、町長からはですね、このままでいくと資金ショートを起こすという発言が

ありましたけれども、今回の修正案ですと、１億５０００万円減額してと。この１億５，０００万

円減額した場合にですね、資金ショートを起こさないという判断であったんでしょうか。その

辺のところを伺います。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 
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〇４番議員（青栁光仁君） 

井上議員のご質問にお答えします。私の、何ていうんですかね、あくまでも予想です。資料

が提供されておりませんので、あくまでも予想ですけれども、町長も議長も何回か発言してお

られますように、両町から資金支援される貸付金７億３０００万円は、今、医療企業団が、市

中銀行から借り入れをしております、７億３０００万に充てることはできません。そうすると、

売上から返済していくしかない。昨日の全員協議会におきましても議長から例えば、１月に２億

５０００万、２月に２億５０００万、３月に２億３０００万を返済して、それは医療収益の方

からですね、というお話がありました。それで、運営資金、月々の給料とか、材料仕入れとか

諸経費支払いは、両町から、財政支援した資金で払っていくと。そうするとその間一番問題に

なる３月末日現在で両町へ４億３０００万返さなきゃならん。その資金が残るかどうかという

計算をすると、残らないんですよ。どこかで借り入れをすると思うんです。それはどこで借り

るかは、企業団の判断ですけれども。じゃ、両町が支援しようと、何ていうんですか、地域医

療を残したいというのは、一般質問でもお答えしましたけれども、私の気持ちを伝えましたけ

れども、地域医療を残したいんだけれどもその資金繰りによっては、これで足りるのかと。長

期資金がこれで足りるのか。あるいは短期資金で支援する部分は３月末に返ってくるから、そ

れはいいと。だけど、もっと資本投下するとかですね、支援する方向はもっといろいろあるじゃ

ないかと。わずか１週間か１０日で判断しろというのが難しいんで、原案に対して全く反対と

いうことではなくて、時間が欲しい。で短期資金と交付金の中の富士川町が支援する１億３，

９００があれば１カ月２カ月は回ると。そういう気持ちで、これは予想です。資金繰りが出て

いませんから私には分かりません。私の思いと予測でもって現額修正案を提出いたしました。 

〇議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

これはじゃあ、予測で大丈夫だろうと。大丈夫だろうというかそういう判断があったという

ことですね。もうひとつ、ちょっと重要なところなんですが、この資金繰りというかですね、

支援については市川三郷町と富士川町で、同額のものをこれは両町で話し合ってですね、出そ

うということですよね。一方の市川三郷町では、これは可決して出しましょうと。富士川町だ

け例えば今回１億５０００万出せないという、もしそうなった場合のその混乱というかですね、

その辺についてはどのように考えているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

今お伝えしましたように、全面反対ということでなくて、時間が欲しいと。１００メートル

の道路を造るか造らんかというときに２カ月も３カ月も皆さんと討議をしました。それなのに、

総額７億以上に対して、わずか１０日余りで判断しろと。時間が欲しいということです。で短

期資金については、３月末に返ってくる。交付金は、そのままお使いいただく。それだけ資金

があれば、１カ月２カ月は回せる。３月末の時点が心配なんです。ところが何にも資料がない

から私も井上議員の質問に答えることができません。それと市川との足並みということですけ

れども、私どもは１億３９００万の交付金をそのままスルーさして、２分の１ですか、そのま

まスルーさして、お使いいただくと。それで短期資金は市川に沿って出すと。でも私どもは富
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士川町の議員ですから、富士川町からじゃあ、３億、５億というような案が出た場合ですね、

町の財政と事業運営に支障はないか。これを富士川町の議員として協議、判断しなければなら

ない。そのために時間をくださいと言ってるわけで、市川に足並みを全く揃えないとかそうゆ

うことを言ってるわけではありません。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

３回目ですから、もう一点だけ。私たち、青栁議員がおっしゃるとおり富士川町の議員です

から私も、富士川町の財政のことは大変心配しています。一方ではですね、富士川町が市川三

郷町と一緒に持っている、地方公営企業法を全部適用した病院を経営してるというところもあ

りますよね。町の責任として、公営企業の病院を持っている町の責任として、私はこの貸し付

けの部分以上にですね、総務省が出している繰出基準に基づいたお金を出すべきだという、こ

れはまた別の判断ですけれども。そういったことであればこの貸付は当然あってしかるべきだ

と思いますけれども、その町の責任という考えはどういうふうに考えていますか。最後の質問

ですけれども。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

お答えします。病院も私ども富士川町のものです。町の中を走っている道路も橋も私たちの

ものです。それで、じゃあ新しく橋を造ろうと。あるいは橋をたてる住民からの要望があった

と。病院から貸し付けを依頼されたと。その場合に、住民から出た設計図が２ｍだったと。橋

の幅が。いや思い切って３ｍにしたらどうだ、４ｍにしたらどうだと。こういう議論はあって

しかるべきだと思います。予算はどうなんだと。ところが企業団のほうから、その資金繰りが

出されていない。検討の判断のしようがない。２８年度以降の計画案は出されておりますけれ

ども、それに基づいていって５年先でマイナス１億。私も一般質問でも話しましたけれども、

黒字にしてくださいということを言ってるんじゃないんです。赤字でも、町の病院だから地域

医療を残さなきゃならんから支援していかなきゃならない。しかし、向こうが材料を出してく

れなければ、判断のしようがない。逆に、井上議員に質問したいくらいです。資金収益がおわ

かりになっているかどうか、３月末のですね。４億３０００万の返済財源をどうするか。お聞

きしたいぐらいの気持ちであります。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

３回だから終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほか質疑ありませんか。 

     １１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     じゃあ確認させてください。今の青栁議員さんは時間が欲しいと。いうことでおっしゃって
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ましたけれども、資金繰りの表がないからわからないんだというようなことをおっしゃってま

したけれども、町はですねこの１２月に、この予算を補正で出してきた。当然私はですね、今

病院がどういう状況になっていて、病院のほうからも、もうなるべく早く欲しいんだというこ

とを、再三、町のほうに依頼をしてるということは聞いています。そういうことを聞いたとき

に、この１２月の補正予算で組めるという判断をしたからここに出せるというふうに思ってる

んですが、その点はどうお考えですか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

市川淳子議員から質問がありました。私も全面反対でなくて一部修正で出しております。短

期資金の２億１５００万、それから交付金の１億３９００万を皆さんが議決されれば、それで

回っていきます。先ほどの話で、市川が議決したかどうかわかりませんけど、井上議員の話で

は市川が全額議決したとなれば５億以上のお金が、出るわけですね。で市川議員に逆に聞きた

いのは、できるだけ早く出してほしいということですけれども、７億３０００万円の両町の財

政支援は、ここでは使えません。そうすると１２月、使えるのは給料、材料支払いが２５日と

か月末にある、その部分に充てる、１月の運転資金に充てる、２月の運転資金に充てるしか公

営企業法上使えないんです。どんなに早く出しても、まあ２億５０００万とか３億しか使えな

いんです。そのことを御存じでしょうね。以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     まあ一つの同じ財布ですから。お金には色がないわけです。それはどういうふうにやってい

ただくというのは、別に法に触れるようなやり方を企業団がするとは思っていません、私は。

じゃあ別の質問にしますね。資金不足比率、資金不足っていうのをご存じだと思いますが、今

８．６％をこの予算通りにすると、６．３％になるというところで考えて、この数字を出した

と。いうことなんですけれども、この点に対してどういうふうな御理解をしていますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

昨年３月の決算期時点で、８．７％の資金不足比率。今８．６％とおっしゃいましたけど。 

８．６９何がしになりますから約８．７％と。その件につきましては、流動負債の動きにかか

わってきます。ですから私どもの知らないところで１２月に賞与資金、ボーナス資金を借り入

れたということを耳にしていますけど、いくら借りたか、どこで借りたか、確定はされており

ません。そうすると先ほどいいましたように、３月末現在で４億３０００万の資金をどこかで

調達しとかなきゃならん。それを両町から支援されたお金は運転資金にしか使えない。その場

合に、どっかでもう一回いくら借りるかわかりませんけど、それは企業団の判断です。そうし

た場合、資金不足比率は、流動負債の動きによって変わってきます。私が先ほど、提案理由で

述べましたように、その資金不足比率の予測表。それから３月末日までの運転資金ですね。そ

れの予測表。実はこの細かいことをいいますと、管理部の局長にも、お問い合わせしました。

でもお答えいただけなかった。、例えば４月から１０月までの売上には変動するということを
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おっしゃったんで、４月から１０月までの平均値を充てて、仮計算でもいいと。足りるか足り

ないかということを見ていただきたいと。できれば教えていただきたいというお話をしました

けど、これから私もやってみますという、お返事でした。いや、やってみますことはまだやっ

ていないのかと、私も本当にがっかりしました。それからもう１点、市川淳子議員が、法に触

れるようなことをしない、とおっしゃいましたけど、公営企業法でお財布がお金に確かに色は

ありませんけれども、手元に１億円しかないのに、７億３０００万円は返せないんですよ。両

町からお金を借りてきた、その資金でしか返せない。会計監査が入れば一発でわかりますよ。

企業団議員の会計監査委員が見たってわかりますよ、どの通帳から７億３０００万円を返した

かってことは。それは違法なんですよ。そこだけ。ご理解をお願いしています。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     私は８．６と６．３のこと、８．７になりますとかというお話だったんですが、この部分で

１番貸し借りの部分で、短期と長期にわけてやったと思ってますけれども。青栁議員さんは、

終始お金が足りる足りないというところに、足りるんだったらば、月末でも３月末でもいいじゃ

ないかっていう話なんですが、なぜそこまで町は財政的に困っているというか、要するに

３０００万、ボーナスで借りたということをなんかちょっと聞いたってお話ですよね。ていう

ことは火の車なんですよ。要するにそれを借りなければなないぐらい。で、一刻も早く資金を、

その運転資金に回したいというのは、これはわかりますよね。そういうことで返済するお金と

かということではなくてですよ。今、実際に火の車になってるところに、借りる側では一刻も

早く借りたい、これは借りる方の立場になれば当然だと思うんです。町も財政的に今、１億５，

０００万をいろいろやりくりして、長期で貸しても、これは町としてやっていけるという話だっ

たならば私は、そこは町の財政課とそのやり方を信じてやってもいいと思うんですが、そうい

う考え方はできないんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 

お答えします。全く市川議員が想像することと同じであります。ただ医療企業団のほうから

資料を見せていただいていないので、詳しくお話しすることはできませんけれども、先ほど橋

の話をしましたけれども、橋も病院も私どもの町の事業の一環であります。お金は使います。

ただ設計図も何もなくて、お金を出すわけにいきません。で、資金比率、資金比率ということ

でおっしゃいましたけれども、資金比率を低下させると１０％を超えると、要は不良企業団と

いうことで県知事の推薦がなければ国からお金を借りられないと。ただそのお金を借りるのは

運転資金じゃないんですよ。何か機械を買う、鰍沢のＭＲＩが古くなってます。ＣＴも古くなっ

てもう１５年経っています。買い替えをしなきゃならん。そういうときの債権を起こすときに

しか何て言うんですか、その資金不足比率は使えないと思うんです。あるいは市川病院を建て

直す、そういうときの借金なんです。だからこの３月で６．７だから８．７だから、何か病院

にその計画があるんでしたら、私もそれに従います。だけどそれも発表されてません。市川の

病院を建て直すのが、平成３２年に建て直すという申し合わせになってるようですけど、その

とき借金するために資金不足比率が必要だということであれば、来年度までに改善するように
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両町が資本投下するとか、もっと長期資金をたくさん貸してあげるとか、いろんな方法を検討

しなきゃなりません。とりあえずこの今、市川議員のおっしゃったように、今ほんとに給料支

払いも大変なくらいの状況じゃないかと思います。だから短期資金はお使いください。交付金

をお使いください。だけど長期資金をそれに使ってしまうと、町の道路も橋も、その１億

５０００万については３０年間、別の資金を考えなきゃならん。だから、もう少し時間をいた

だいて、議員間で良く勉強しましょう。で企業団からは、資金繰り表をいただきましょう。４月

になったらどうせまた、支援してあげなきゃならんと思います。それはどなたも予想がついて

いると思います。それでよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

あの質問は終わりますけど、イエローカードが出るところにですよ。もう町が財政措置をや

るってことなんですよ。要するに状況をよくしないと、市中銀行でもどこでも返してくれない

わけですよ。その町が何にもしなくて・・・・ 

    （齊藤欽也議員：議長、それは討論ですよ。） 

はい。そうですね。終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     （ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって修正案の質疑を終わります。 

青柳光仁君、自席にお戻りください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     これから、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の修正案の討論

を行います。 

討論ありませんか。 

まず、修正案に反対の発言を許します。 

１３番 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 

それでは、修正案に反対の立場で討論をさせていただきます。特に、文章では整理してきま

せんでしたけれども、先ほどの質疑の中にもありましたけれども、私は町の責任は何かなって 

ことを考えると、やはりここで町の責任として貸付金を出す必要があるのかなというふうに思 

います。さかのぼってみますとですね、この峡南医療センターは何のために開設したのか。我々、

この病院の統合問題については、長い間、議会でも議論をしました。地域医療を守るために、

そのためには、どういう方法がいいかということで生みの苦しみの中でこの峡南医療センター

が設置されたと、私はそういう理解をしております。設置形態は富士川町と市川三郷町が開設

している一部事務組合の地方公営企業法の全部適用の病院であるということですね。地方公営

企業の公立病院というのは、この総務省の基準によりますと、本来であると自らの経営、ここ

はちょっとメモしてきましたけれども、地方公営企業の公立病院は、自らの経営による受益者

からの収入を持ってサービスを提供するための経費に充てなければならない、ということを独
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立採算の原則がある。ただし、一方ではですね、当該自治体からの一般会計が負担すべきもの

とする経費負担の原則があるとこれが定められているんですね。繰出基準の中に経費負担の原

則の中には、これは本来受益者負担になじまず、一般行政として行うべきものを効率性や技術

上の理由から企業の業務とあわせて行う事務で、経営に伴う収支をもって充てることが適当で

ない経費というのがあるんですね。またもう一つは、公共的な見地から行うことを要請される

活動に要するもので、経費そのものの性質としては受益者負担によって賄われることが適当で

あるが、いかに能率的な経営をもっても事業の採算性を求めることが客観的に困難なものと認

められる経費というのは、これはやっぱり自治体が負担すべき。それからもう一つは、災害復

旧その他特別な理由により、必要がある経費と。こういうくくりがあってこの繰出基準の中に

は、１６項目ぐらいでしょうか、病院事業に対しては基準があるんです。その中には、例えば

救急医療であるとかですね。例えば精神科病棟であるとか、小児医療であるとかということに

ついて細かくあってその基準にのったものは自治体が経費を出すべきであると。その自治体が

経費を出すべきであるという繰り出し基準に基づいて、その一部が普通交付税として出されて

いるんですね。その普通交付税として出されている部分は繰り出し基準からいくと、その一部

にすぎない。他の公立病院というのはその繰出基準まで、自分たちの自治体で繰り出し基準を

設置して病院に充てている経費があるということですね。そうしたことで、私たちは地域の医

療を守ってくださいという町民の強い要望で、こういった形で峡南医療センターが開設されて

きたんですね。住民のためには何があるか。例えば福祉なんかは町の事業としてやっている部

分もあります。じゃ医療はどうなのか。全部企業団を設置したんだから、企業団が全部も賄う

べきかというと、そうではないと私はそう思ってます。自治体として、総務省で、国でですね

こういう基準で自治体が持っている公立病院は責任を持ってやってくださいと。ですから他の

自治体の病院も赤字の中をその自治体が、工面してやっと、黒字にはならないけれども、とん

とんになるように調整をしてるんですよね。そこが町の責任なんですよ。町の責任を果たして

いなくてですね。企業団からは両町に対して、繰出基準に沿った支援をしてくださいっていう

のが多分あったと思うんですけれども、富士川町では今まで病院を持っていませんから、その

辺のところが全然わかってない部分があると思います。ですから、企業団として今回、７億

３０００万というのは、先ほど青栁議員が言ったように、流動負債の部分ですよ。流動負債で 

資金不足比率の出すところのちょうどそのところに、一時借入金っていうのが２６年度生じた

部分がそこで計算すると、資金不足比率が８、いくつとなってくるんですよね。だからそれが

あって、企業団から両町に対して、何とか支援くださいと。２６年度の決算ではここの７億

３０００万の資金不足比率の計算上、一時借り入れがありました。２７年度だってまだ、その

２６年度の決算があって、２７年度が裕福なるわけがないんですよ。引き続いていますから、

２７年度だって、先ほど青栁議員でいくと１２月の賞与についても借り入れがあったという話

がありましたけれども、一時借り入れは膨らんでいくんですよね。その２６年度の一時借り入

れは、２７年度末までには精算しなければならない、これは公営企業法で決められたとおりな

んですね。そこで企業団では両町に何とかしてほしいと。これは早い時期に来たんですよ。で

両町では調整をして１２月の議会で、その辺を話し合ってですね。足並みそろえてやりましょ

うということなんですよ。それがここで、「いや、うちの町は、まだ議論が進んでないからこの

部分は減額しましょう。」ってなると、これは私は企業団の方で、どうなるかなとこれが一番心

配なんですよ。今企業団では、職員全員もですね、我々企業団の議会にいってますから、企業
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団議会では、もっと職員は意識改革をしなさいということを、しょっちゅう言ってるんですけ

れども、今やっと職員全員もこの事態に真剣に取り組もうとしているところを、今回修正でで

すね。減額して、うちの議会が可決したとなったら、「何だ、富士川町は私たちのところはそん

なに、どうでもいいのか。」というふうに、まあ、修正案を出された方もどうでもいいとは思っ

てないと思いますけども、結局ですね今まで今日の議会の討論のところまで何日間かありまし

たけれども、議論しましたけれども、じゃあ、病院はいらないと言ってるのか、いやいらない

とは言っていません。私は町の自治体の責任として、やるべきことをやっていない部分があっ

て。やるべきことをやらなければならないのにですね、自治体がそこまで金を出す必要がない

と。それだったら、病院なんかやめてしまえというふうに、私はそういうふうにとってしまう

んですよ。自治体の責任としてやらなければならないことをこれからまたもっとやる必要があ

るというふうに思ってます。もう一つは先ほどちょっと質疑の中で言いましたけれども、市川

三郷町でやはり反対もあったと思いますけれども、こう出しましょうと言ってですね、市川三

郷、開設者である富士川町、それから企業団と三者がこれから、一生懸命やっていこうとして

いるときに、足並みがそろわないということになると、企業団だってどうでしょうかね。本当

に今回の経営改善策が、まだちゃんとしたものではないという、皆さんの話がありますけれど

も、あれだけの経営改善策出したっていうのは、短時間で出したというのはですね、その分析

使ったデータというのも公表されているデータですから、例えば、何年か前の積み重ねのデー

タではなくて、例えば、市川の町民がどこでどう言っている、富士川町の町民がどこでどう言っ

てるっていうデータがすべて出てきてそれに対して、今回の経営改善策が出てきているんです

よ。かなりのデータの中で、やっぱり短期間でやってきている。だからそれで正しいかどうか

を判断できませんけれども、そういうところがあって出してきたんものですから、今回ですね、

うちの町だけがこうやって修正案で可決したとなると私は、かえって改善していこうというと

ころに支障を来たすんじゃないかなとそんな思いもありますので、ちょっとまとまりがありま

せんでしたけれども修正案には反対をしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、修正案に賛成者の発言を許します。 

９番 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 

それでは修正案に賛成の立場から討論したいと思います。地域医療を守るために、病院経営が

軌道に乗るまで、峡南医療センター企業団への貸付金を出すことには否定はしません。しかし、

トーマツが作った改善計画を見る限り、今後の病院経営に不安を感じてしまいます。１５日の

質疑でも改善計画に対する質疑を打ち切られ、しっくりいかないまま、傍観するしかありませ

んでした。漠然と病院経営が厳しいから、貸しましょうという考えでは解決策は見えないと思

います。億単位のお金を無条件で融資するということに驚いている町民も多々います。民間企

業が金融機関から融資を受ける際には、とても厳しい審査と金融機関が納得する返済計画を

しっかりとつくり、その返済が滞らないよう身を粉にして働き、そこからさらに利益を上げて

いきます。しかし、平成２６年度の峡南医療センター企業団は、膨大な融資を受けながら、さ

らに町が基金を取り崩して貸し付けることになりました。どうしても理解ができません。医業

収益を上げなければ、今後も借金は雪だるま式に増えていくのは目に見えています。だからこ
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そしっかりとした、改善計画を出してほしいと思います。その計画が出るまで多少融資を待た

せてもいいと、僕は判断しました。この修正案は融資しないと言っているわけではありません。

企業団としてのだれもが納得できる、改善計画が出た時点でこの長期貸し付けの１億

５０００万円を出しましょうと言っているんです。実行性に欠ける改善計画のまま、３０年も

置くのは無謀に感じるのは僕だけではないと思います。企業団の改善計画を出してもらい、納

得した上で融資することが、正しいことだと僕は思います。町民の安心な暮らしを守るため、

病院は必要です。しかし、病院への融資で今後、富士川町の財政を圧迫し、町民のサービスを

低下してはなりません。今後、公共施設の再配置計画を初め、多くの財源が必要となってきま

す。町としていくらまでなら、融資できるのかを明確にし、既に４分の３を過ぎている、平成

２７年度の決算でも貸付が続くようなら速やかに、地方独立行政法人化を考えるなど町の考え

も示すべきということもつけ加えておきます。以上、企業団が改善計画を出して納得した時点

で融資をするべきと考え、修正案に賛成します。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、修正案の反対者の発言を許します。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     それでは修正案に反対する立場で意見を述べさしていただきます。改善計画が、具体性が欠

けるとかそういう話が出てますけれども、企業団の議員としてですね、皆様に具体的なお話が、

これまでできなかったのかもしれませんけれども、それは私たちの責任かもしれませんけれど。

ここに来てですね。先ほど井上光三議員さんもおっしゃってますけれども、今一年経って、決

算が出てそして病院も私たちも、町民もですね、こんなに大変なんだと。こんなに病院は赤字

になっちゃったの。っていうことでそれで今、改善計画が急ピッチで出されたわけです。何を

具体的に、どういうものを見せてくれれば改善計画として認めてくれるのか。そこが私にはよ

く分かりません。私が病院の方から寄せられた改善計画を、中間で１回見ていただいて、この

前全体を見せていただきましたけれども、それは非常に膨大な資料の中で、この峡南の人口が

どのくらい減っていく。どの年齢がどのくらい減ってくのかとか、どの疾患が一番多いのかと

か、いろんなことを全て調査して、そして傾向と対策を立ててるわけです。具体的に具体的にっ

ておっしゃいますが、何をもって具体的にするということを言ってるのか。もっと改善計画を

しっかりと組み込んでいただきたい。読み込む・・・ 

〇４番議員（青栁議員） 

     議長、発言を許可していただいてよろしいでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 

     まだ、討論の途中です。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

     ということなので、私は、改善計画を進めていけば、必ずその青栁さんがですね、資金繰り

のことで非常に心配なさって、そして、修正を出されましたれども。今ですね、とにかく大変

だからお金を貸してくれっていうのは、当然それはおかしい話ってのはよくわかりますけれど

も、内容もきちんとこうだからということでしっかりお示しされてるんです。先ほどの８．６と

いうところの計算式のこうなってますよってことをしっかり、もうちょっとちゃんと言えばよ
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かったかなと思ったんですけれども。銀行とか、県とか国とかが出すお金っていうことでその

１０％はイエローカードだと言うけど、国とかですねそういうところだけじゃなくてですよ。

普通、民間の銀行とか金融機関でもですね、どのぐらいの資金不足比率があるかというのは当

然見ながら貸す、貸さないということを判断するわけですよ。そのときに町がどの程度、力を

入れてやってるかっていうことだって当然、町は全く手を掛けなくて、育てもしないのに全て

市中銀行の方からお金を借りるって、これはありません。なぜならば公的な病院だからです。

この病院を建てる時に、病院を統合するときにですね、非常に難しいとは言われたんですよ、

この人口が減る中で。こういう病院をやると赤字と。そこで皆さん、すごいさんざん議論して

そのときに、その当時ですよ、その当時、独立行政法人がいいんじゃないかとかという話も出

ました。その当時ですね。だけれども、最終的にもこうやって統合して、先生もですね、ドク

ターも、８月には、来年の８月には、一人こちらのほうに来てくれるんではないかということ

で、調整を一生懸命してる中ですので、どうかこの、１億５０００万をしっかり、町もですね、

そのぐらいだったら大丈夫ということで言ってるわけですから、それは町の行政の財政を信じ

ながらですね私たちはさらに改善計画を押し進める立場として、議会が一体となって、病院の

方、そして町と一緒に病院をですね何とかするという方向で考えることのほうが私は絶対得策

だと思ってます。なので、今、１億５０００万を、後で貸すっていうお話ではなくて、今、こ

の予算を通過していただいて、すぐに資金的な支援をしていただきたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に修正案に賛成者の発言をします。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 それでは、青栁議員の修正案に賛成の立場で討論をしたいと思います。 

青栁議員が出した、峡南医療センター企業団への貸付金、３億６５００万円のうち長期貸付

金１億５０００万円を削減するという修正案に賛成の立場であります。峡南医療センターは市

川三郷町立病院と独立行政法人年金健康保険福祉施設整備機構から、本町が買い取った現在の

富士川病院の２病院の経営統合を行うために発足し、昨年４月に開設しました。本町では初め

ての病院経営に乗り出すこともあり、平成２４年度には、各地区において住民説明会を２度に

もわたって開催しました。当時、多くの住民からは、不安の声があがりましたが、志村町長は、

説明の中で病院統合による経営であり赤字にはならない、黒字経営ができる。また、県や議会

との連携により、医師不足も解消される。この地域で高度医療が行われ、そして地域医療が確

保される。という説明を行い、そして、町民やあるいは一部議員さんの反対を押し切り、鰍沢

病院の買い取りと峡南医療センターによる病院経営を実現しました。この時には社会保険病院

鰍沢病院の存続を求めるという方策や、あるいは独立行政法人というような話もなされました。

しかし、開設からわずか一年半の今日、運営資金が足りない、このままでは破綻する状況にあ

るから、町から融資する必要があるとして、今議会に補正予算を提示しました。余りにも突然

の提案であり私としては非常に判断に困惑しているのが実情であります。医療センター開設か

ら２カ月経った昨年６月、３億８０００万円の初年度赤字予測が出されました。その時に、当

時、当初は７６００万円の黒字と予測されてきたものとは大きくかけ離れており、大変驚きま

したが、そのときの説明は２年目から黒字になるという説明であったと思います。また。その

昨年の６月議会の中では町長、企業団が独立したものであり基金は、企業団が独自に調達する
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から、町は資金を出す必要はないと説明しました。そして、今日ここに至っております。私た

ち議員がこの切迫した状況を知ったのは、今議会の前の１１月中旬であります。また、医療セ

ンターの改善計画が出されたの１２月であります。昨年の６月以降、これまでいったい何をし

ていたのか。企業団及び町長の姿勢に不信感しかないのが今の私の思いであります。しかし、

切迫した状況を踏まえるならば、短期の融資をすることはやむを得ないものと思います。しか

し、町民は何も知らされていません。また、当面の少なくとも今後６カ月間の資金繰りについ

ての具体的な方法の説明もありません。このような状況で、丸ごとはいそうですかと、認める

ことはできるものではありません。今回の貸付金について町は３億６５００万円を全部長期貸

付けにすると、町政への影響が非常に大きいとして、長期短期の融資にしてありますが、そう

であるならば、住民サービスへの影響は多大であるとしても町民の理解を得ながら、町の計画

している事業を大幅にカットするぐらいのことが必要ではないかと思います。先ほどから自治

体の責任というようなことが言われました。そしてまた、改善計画が示されていると。あるい

は短期でつくった。大変、企業団、苦労しているというお話ありましたが、とても今日ここに

至るまでの間の様子を見るにつけ、そのような努力をどこでしてきたのかと疑いたくなる気持

ちであります。いずれにしても、もっと議論が必要です。そして、町民への説明、理解も必要

であると思います。長期貸し付けの部分について、今回は保留し、来年１月末あるいは２月初

頭に結論づければよいと思います。その間に議会の議論を深め、また、町民への説明、理解を

得るべきであると思います。これこそが町民に開かれた議会であり、町民とともに歩む町政の

姿であると思います。よって。本減額修正案について賛成いたします。 

以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 

     次に、修正案に反対者の発言を許します。 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６９号、平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の修正案

の討論を終わります。 

これから、議案第６９号の修正案を採決します。 

お諮りします。 

本修正案に賛成の方は起立願います。 

（ 賛成 ５、 反対 ９ ） 

着席してください。 

起立少数です。 

したがって、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修正

案は否決されました。 

これから、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の原案の討論を

行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第６９号平成２７年度富士川町一般会計補正予算（第３号）の原案の討

論を終わります。 
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次に、議案第６９号の原案を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成 １０、 反対 ４ ） 

起立多数です。 

したがって、議案第６９号については、原案のとおり可決されました。 

ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時０９分 

再開 午後 ３時２１分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

１０番 秋山貢君。 

〇１１番議員（秋山貢君） 

     議案第６９号に対する付帯決議について動議を提出します。 

〇議長（齊藤正行君） 

     ８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

秋山貢議員の議案第６９号に対する付帯決議の動議について賛成します。 

〇議長（齊藤正行君） 

ただいま、秋山貢くんから、議案第６９号に対する付帯決議について動議が提出されました。

この動議は１名以上の賛成者がありますので成立しました。 

議案第６９号に対する付帯決議についての動議を日程に追加し、追加日程として議題とする

ことについて採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この動議を日程に追加し、追加日程第１として、議題とすることに賛成の方は起立願います。 

〇１４番議員（神田智君） 

     何の動議だか、中身がわからない。 

〇議長（齊藤正行君） 

議案第６９号に対する付帯決議についてであります。中身ということではなくて、付帯決議

ですから・・・・ 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時２６分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

日程追加について、賛成の方は起立願います。 

起立多数です。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることは可決されまし

た。 
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これから書記に、追加議事日程を配付させます。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２７分 

再開 午後 ３時２８分 

〇議長（齊藤正行君） 

     休憩を解いて再開します。 

追加日程第１ 発議第３号 議案第６９号に対する付帯決議についてを議題とします。 

はじめに、動議提出者の説明を求めます。 

１０番 秋山貢君。登壇してください。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

それでは説明さしていただきます。 

（発議第３号朗読説明） 

次のページをご覧ください。 

（議案第６９号に対する付帯決議朗読説明） 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、趣旨説明が終わりました。秋山貢君、しばらくお待ちください。 

これから、発議第３号についての質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

確認したいことがありますので質問させていただきます。この附帯決議の内容に対しては、

提案理由に対しては、全く異論はございません。ただ裏面の中の下から、６行目のところから、。

ちょっと私がこれはどうなのかなと思うのでここらへんをちょっと質問をさしていただきたい

のですが、下から４行目のところに、地方独立行政法人方式への移行について、積極的に検討

する必要があると考えると。これはですね、富士川町議会としては積極的に検討する必要があ

るような感じに思われるんですが、これは議会としては全くこの独立法人のことはですね、今

のこの議会でですよ、統合する時はいろいろ勉強会しました。でも今のこの議会の中では、こ

ういう話し合いは全くなされてないんですが、これは、個人的な意見ということでいいんでしょ

うか。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君 

〇１０番議員（秋山貢君） 

これはですね。定例会の会期中、一般質問、質疑を通してですね、町長からも答弁をいただ

きまして、町長も、当企業団発足時にはですね、数年経ったら、独立行政法人を含めた経営形

態の見直しは、考えていかなければいけないという答弁をいただいておりますんで、できれば

ですね、そういった計画の前倒しの実行をお願いしたいという意味で、ここに書かさせていた

だきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
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そういうふうにおっしゃるんですが、付帯決議については反対しませんけれども、この文面

がどうしてもひっかかるのはですね、富士川町議会としてこの、独立行政法人方式のことを

全く話し合ってない中で、突然ですよ、先ほどから突然、突然って話がありますが、突然付

帯決議でこの方向で町は考えて検討してくださいっていうのは、これはちょっとおかしいの

ではないかと思って、ここに質問させていただいたんですが、もう一回そこら辺をお答え願

えますか。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確かにですね議論してないんですけど、我々がですね、ゼロベースから、この独立行政法人

の形態についてですね、勉強会していくっていうのは非常に難しいと思います。であればです

ねせっかく企業団の方でも、そういった当初の計画があるのであれば企業団でまず、検討して

いただいて、独法のメリット、デメリットそれから地方公営企業法の全部適用から、独法に移

行が本当にスムーズにできるのか、そういったことを検討していただいて、ある程度ですね、

骨格が固まった時点で、議会として、勉強していく方がですね、ここは効率的であるし非常に

ですね難しい難題に取り組む方法としては、よりよい方法だと考えております。 

〇議長（齊藤正行君） 

     市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

これは個人的な見解なのかもしれませんけど、私は付帯決議の内容としてはなじまない。こ

の具体的にですね、こういう方向をということは、その例えばですね、改善策の見直しをもう

一度一緒になって町も考えましょう、町の議会も、私たち企業団議会としてやってますけども、

全員のこの議会が一丸となって改善のことも一緒に町も考えましょうってことだったらわかる

んですが、一方向が、一議員の中で示されてまって、その方向でいきますよというのが私にとっ

てはどうしてもここがひっかかるんですね。で質問させていただきました。 

〇議長（齊藤正行君） 

秋山貢君 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     これは新公立病院改革ガイドライン、これは平成２７年３月３１日、総務省自治財政局長か

ら出てるんですね。もともとの前ガイドラインというのは平成１９年１２月２４日付で出てる

んです.。その中にですね、どういったことが公立病院の改革の基本的な考え方が出ているかと

いいますと、例えばですね。病床利用率７０％未満の病院が相当数あると。こういった病院に

ついてはですね、新改革プランにおいて地域の医療提供体制を確保しつつ、病床数の削減、診

療所化、再編ネットワーク化、経営形態の見直しなど、再度抜本的な見直しを検討すべきであ

ると。それからですね。まだございます。地方公営企業法の全部適用、こういったですね病院、

全部適用によってですね、初期の効果が達成されない場合には地方独立行政法人化など、さら

なる連携形態の見直しに直ちに取り組むことが適当であると、いうことでこれは国がですね、

ガイドラインで示してるんですよ。でこの基本の改革ガイドラインでは、これにですね、沿っ

てできるだけ検討してください、それは地域性、当然考えます。それから地域医療構想、県が

示した平成２５年度のベッド数の削減、そういったものも専門性を持たせて、このガイドプラ
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ンに沿って検討していくべきだと。これは総務省で述べているんです。ぜひそのへんはご理解

をいただきたいと思います。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

じゃ、もう質問できないから、終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

１２番 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

     ごくごく簡単に、一点だけお聞きしたい。この、付帯決議の文面の中にですね、案易な財政

支援という言葉が使ってあります。先ほど、修正案がありまして、まさにここに安易な財政支

援をそのままやってはならないという思いで、私は賛成討論させていただいたわけですけれど

も。秋山議員のことですから当然付帯決議の効力等々については、十分ご承知だと思いますけ

れども、何で安易な財政支援だめだよという一方で、今回は修正案に賛同されませんでしたけ

ども、この附帯決議という形で提案されたのか、その辺のお考えだけお聞かせください。 

〇議長（齊藤正行君） 

     秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

確かに修正案には賛同できませんでした。というのは僕も、いろんな多方面から考えを得ま

した。でも、今、町長も確かおっしゃっていたと思うんです。止血している状態なんです。緊

急搬送をしてとりあえず、この人は一番先に診なきゃいけないと。いう病人がいたときにです

ね、いろんな議論はあるけれども、まず止血をしてからそれから対策を考えていく。こうでな

いと人の命というのは、僕は救えないと思っています。ですから、大変、青栁議員のお考えも

僕は腑に落ちていると僕は思ってます。でもこの緊急事態、緊急避難的措置をしなければ病院

が助からないというであれば、やっぱり僕には、修正案には賛同することはできませんでした。

それから、この帯決議の効力はですね。確かに法的には、何もないと思います。そうは言って

もですね。これだけの確かに短い８日の会期中ですけれども、ほとんどの議員さんが、この貸

付金に対して、お考えを述べたと思うんです。これだけの白熱した議論をただ賛成だけで済ま

しては、僕たちの議会の活動を町民にですね、先ほど、齊藤欽也議員がおっしゃいましたが、

開かれた議会、それから、町民と寄り添う議会、そういったことをですねやっていくには、こ

ういったことの一つずつの積み重ねが僕は町民の皆さんに信頼される議会をつくっていく一つ

の方法だと考えております。 

以上です。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 

ありがとうございました。また一緒に頑張っていきましょう。 

以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 

ほか質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、発議第３号についての質疑を終わります。 
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秋山貢君は、自席にお戻りください。 

これから、発議第３号についての討論を行います。 

討論ありませんか。 

まず、反対者の発言を許します。 

１５番 小林進君。 

〇１５番議員（小林進君） 

     ２７年補正第３号に対する付帯決議反対の討論をいたします。開設、２年目の峡南医療セン

ター企業団は両町の理解のもと本年度末までに２６年度の借入金を返済し、なお、今後の経営

改善に向けて、第三者機関による分析や助言を得ながら、企業団自身による新たなと経営計画

を策定し実現するため、鋭意努力しているものと認識しています。企業団が経営破綻する瀬戸

際にあって、町が財政支援することは決して安易なものではなく、経営の試算でも、５年先に

まだ、１億円余の赤字が見込まれるなど、予断を許さないところでありますが、企業団による

最大限の努力のもとで一刻も早い経営の安定と、黒字化を図ってほしい。町では考える支援を

し企業団の事情を理解しつつ、見守っていただきたいと考えるものであります。あえて付帯決

議することに反対をいたします。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に賛成者の発言を許します。 

８番 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 

付帯決議に賛成の立場で討論いたします。私も、このまま峡南医療センター企業団の経営改

善が進まず、今後もこうした財政支援を続けていかなければならないとすれば、町自身の財政

が圧迫され、町民サービスの低下につながり、町、行政へ影響するのではないかと心配です。

しかし、町民が安心して暮らしていくには医療の確保が必要だと思っております。医療の確保

を実現するには、先日、町長も新聞で自立した病院をと言っていたように、企業団自身に頑張っ

てもらい、町が財政支援することで企業団自身の改革が先送りにならないよう、改善政策施策

を確実に実行していただき、今後は、地方独立行政法人に移行することも視野に入れ検討して

いってほしいと思っています。議会からも、企業団議会へ５名の議員団が町を代表していって

いますので、バックアップをする意味でも、町から助言することが必要だと思います。よって、

この附帯決議に賛成いたします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、反対者の発言を許します。 

１１番 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 

私はこの付帯決議にに反対する立場で意見を述べさしていただきたいと思います。先ほどか

ら質疑で秋山議員さんの答えを聞いたんですけれども、附帯決議というものに対して、あの鮫

田議員さんも突然、独立行政法人の方向っていう。でも附帯決議という内容です。私は、提案

理由は全然問題ないと思っております。ただ、こういう文面というのは非常に公式的なものな

ので、ここはしっかりとやっていかなきゃいけないということであえて反対をせざるを得ない

立場です。付帯決議をするときの、これって当然個人的な意見で、附帯決議って出すんで、そ

れは構わないと思うんですが、先ほど滔々と国も県もとかという話をここでされましたけと、
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そういうことこそまず、議会のほうで話し合って云々かんぬんがあって、賛成反対っていうか、

私は賛成、私は反対という中で付帯決議を出すんだったら、私は全然問題ないんです。やはり

やり方が違うんじゃないかというところで、どうしても引っかかる。地方独立行政法人方式と

いうのはまだ議論されてないんです。これがですね、一議員がですね、ここで話をしてここの

場でですよ。ここの場でそういう方向で検討してくださいよというのは議会の意見として出

るってこと自体に、私は非常に違和感を覚える。なので、私はこの附帯決議には反対いたしま

す。 

〇議長（齊藤正行君） 

次に賛成者の発言を許します。 

２番 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 

私は、付帯決議に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。医療業界は今後、今以上に

厳しい環境になると思われます。人口減少はもちろんですが、平成２９年４月からは、消費税

が１０％に上がる見込みです。健康保険証を使っての診療費は非課税です。しかし医療機器や

いろいろなもの、例えばガーゼを一つ買うにしても消費税はかかってきます。この税負担を転

嫁する先はありません。今以上の経費コストの負担が厳しくなります。また国は、病床が過剰

だと不必要な入院や長期療養が増えるとして、山梨県では２０２５年までに２５％の削減を求

める報告書を公表しました。今日の新聞にも出ていましたけども、在宅医療患者は昨年、１日

当たり推計数が１５万６０００人。３年前の約４割増えています。また、入院者数も、３年前

の調査からは、２％減少しております。在宅医療へのシフトが進んでおります。私の知り得る

つたない情報でも、これだけ厳しい状況が、今後待っていると思われます。そして、峡南医療

センターは、皆さんご存じのとおり、今非常に厳しい状況です。先ほどから議員の皆さんも、

自転車操業だということを言われていますが、未来永劫自転車操業では困ります。私は峡南医

療センターは、峡南地域の核施設として、次の世代に引継がなければならないと強く感じてお

ります。そのためにも、この附帯決議にありますように、改善計画の見直しと経営方式の移行

も含め、積極的に且つ早急に実施すべきと考えます。 

以上で賛成の討論とします。 

〇議長（齊藤正行君） 

 次に、反対者の発言を許します。 

討論なしと認めます。 

以上をもって、発議第３号についての討論を終わります。 

これから追加日程第１発議第３号について採決をします。 

異議がありますので起立によって採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成 ８、 反対 ６ ） 

着席してください。 

起立多数であります。 

したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
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日程第 ７ 議案第７０号 平成２７年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号)につ

いて 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２７年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２７年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に 

ついて 

日程第１０ 議案第７３号 平成２７年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

      以上の４議案については、補正予算案でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第７０号から７３号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第７０号から第７３号までの討論を終わります。 

これから、日程第７ 議案第７０号から、日程第１０ 議案第７３号までを一括して採決 

します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７０号から議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１１ 議案第７４号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第７５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 

以上の２議案については、指定管理者の指定案件でありますので一括して議題とします。 

これから、議案第７４及び７５号の討論を行います。 

討論はありませんか。 

（ な し ） 

以上をもって、議案第７４号および７５号の討論を終わります。 

これから日程第１１議案第７４及び日程第１２議案第７５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７４号及び７５号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１３議案第７６号 字の区域及び名称の変更についてを議題とします。 

これから、議案第７６号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 
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討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第７６号の討論を終わります。 

これから議案第７６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１４ 議案第７７号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

これから、議案第７７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７７号の討論を終わります。 

これから、議案第７７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１５ 議案第７８号及び 日程第１６ 議案第７９号の２議案は富士川町人権擁護委員候

補者の推薦につき議会の意見を求める案件ですので、一括して議題とします。 

町長から本案について提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

       ―――――  提 案 理 由 説 明 ――――― 

〇議長（齊藤正行君 

町長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。 

したがって議案第７８号、及び議案第７９号については質疑と討論を省略します。 

これから、日程第１５議案第７８号及び、日程第１６議案第７９号を一括して採決します。

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 
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したがって、議案第７８号及び議案第７９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（齊藤正行君） 

日程第１７ 発委第３号 富士川町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを議題とします。

発委第３号の提出者の説明を求めます 

１０番 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 

     ――――― 提 案 理 由 説 明 ――――― 

〇議長（齊藤正行君） 

     以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 

この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第３号については質疑と討論を省略します。 

秋山委員長、ご苦労さまでした。 

これから、日程第１７ 発委第３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

〇議長（齊藤正行君） 

日程第１８ 総務常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第１９ 教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査申出書について 

日程第２０ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査申出について 

日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について 

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、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

お諮りします。 

各委員長から、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

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

〇議長（齊藤正行君） 

     以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 

議員各位には、慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますこと厚く御礼申
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し上げます。 

また、町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁にご協力をいただき

ありがとうございました。 

今年も２週間余りとなり、何かと気忙しい年の瀬になりました。皆様方におかれましては、

季節柄くれぐれもご自愛の上、年末年始をお過ごしくださいますようお願い申し上げ、平成

２７年第４回富士川町議会定例会を閉会します。 

起立願います。 

ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時００分 

 

 

 

 

 


