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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 富士川町告示第３５号をもって招集されました、平成２５年第３回富士川町議会定例会に議

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

ございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２５年第３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３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。 
 ９月に入り朝夕は涼しさを感じる陽気となりましたが、今年の夏は県内においては猛暑日が

１６日間も続き、７月には甲府市で日本一の最高気温４０．７度を記録した日もありました。

全国的に猛暑と水不足が深刻な問題となり、本町でも平林のさくら池の水を農業用水として活

用するなど農家にとっても非常に厳しい夏となりました。 
 一方、西日本や日本海側では数十年に一度の豪雨に見舞われ、各地で被害が発生しておりま

す。気象庁では８月３０日から豪雨など重大な災害が起こる恐れが高まった場合に発表する特

別警報の運用を始めました。中山間地域を抱える本町にとりましても、台風や豪雨による土砂

災害への警戒が必要となっています。 
 また９月２日の午後には埼玉県から千葉県にかけて突風が発生し、大きな被害をもたらしま

した。気象庁は３日に竜巻と断定し、被害が出た地域は１９キロメートルにもわたりました。

自然災害の恐ろしさを改めて実感したところであります。 
 このような中、９月１日には東海地震が発生したことを想定し、町内の各地区において総合

防災訓練が行われました。東海地震が発生すると本町では震度６強の揺れが想定されています。

防災訓練は地震をはじめ風水害などに対する心構えや地域の助け合いの大切さなど、日ごろか

らの災害への備えと実践活動の重要性を改めて認識したよい機会であったと感じております。 
 国内では秋の臨時国会に向けて政府与党の動きが活発となり、消費増税、環太平洋連携協定

（ＴＰＰ）交渉の年内妥結や集団的自衛権のあり方などが焦点になっています。 
 また明日９月７日からブエノスアイレスで始まる国際オリンピック委員会総会では、

２０２０年のオリンピック開催都市が決定されることになり、東京への招致が気がかりのとこ

ろであります。 
 県内では８月２９日からＪＲ東海による山梨リニア実験線の試験が再開され、１４年後の

２０２７年の開業に向けて期待が高まっています。一方、今月はより詳細なルートが公表され

ることになっており、本町にとりましては町を縦断するルートが予想されることから、さまざ

まな課題や影響に対して本格的な対応を迫られるものと思います。これには議会としても積極

的に関わりを持ちながら、当局とともに対応してまいりたいと思います。 
 町内に目を向けますと、７月２７日に行われたふじかわ夏まつりＲ５２はこれまで以上に多

くの人で賑わいをみせていました。また８月のお盆を中心に町内各地区で行われた夏祭りでは、

帰省された皆さんと町民の皆さんとの旧交を温める場面が見受けられ、ふるさとのよさをあら

ためて感じることができた機会となったものではないかと思います。 
 ８月２０日に行われました中学生模擬議会では増穂中学校、鰍沢中学校の生徒１４人が一般

質問に登壇しました。町長をはじめ執行部各位の出席をいただき、町議会の本会議さながらの
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緊迫した雰囲気の中で行うことができ中学生の鋭気に頼もしさを感じた模擬議会となりました。 
 富士川町の将来を担う若い世代が、この模擬議会を通じて学んだことを今後のまちづくりに

生かされる日が来ることを大いに期待しているところであります。 
 さて、今定例会は条例制定や平成２５年度補正予算、平成２４年度決算などについて審議を

お願いすることとなります。決算審査は特別委員会を設置し分科会方式で審査を行い、その後、

全体会で討論することとしています。これにより慎重かつ丁寧に内容の濃い審査ができるもの

と考えております。 
 定例会の会期は９月２０日までの１５日間を予定しております。議員各位におかれましては

健康に十分ご留意され、活発な議論をお願い申し上げ開会のあいさつといたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ２番 長澤健君 
 ３番 秋山貢君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   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２０日までの１５日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２０日までの１５日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職氏名および監査委員の出納検査

報告などにつきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 このほか議員各位には各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さまでした。 
 なお、富士川町議会議員行政視察研修実施報告書については、お手元に配布したとおりです

のでご了承ください。 
 なお、川住道夫代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にご苦労さまです。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては１０日の本会議で議事日程により審議をお願い

します。 
 今定例会までに受理した請願は、先にお手元に配布しました請願文書表のとおりです。 
 請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 
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 以上で、諸般の報告を終わります。 
 ここで町長よりあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。 
 本日ここに平成２５年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては公私とも大変ご多忙の中を全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。また

日ごろから町政推進のため、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上

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

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

びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと思います。 
 さて今年の夏は高知県四万十市で４１度の気温を観測し、日本の最高気温を塗り替えるなど

話題になりましたが、県内でも甲府市や甲州市で気温が４０度を超え、特に甲府市ではこの夏、

３５度以上の猛暑日が３１日間あり、猛暑というより酷暑が続く厳しい夏となりました。 
 本町でも７月、８月は雨がほとんど降らない状況が続き、稲作農家にとっては深刻な水不足

が生じたことから、さくら池の農業用水を放水するとともに塩沢川からの取水時間を延長する

などの対策を講じたところであります。 
 一方、九州・中国地方および東北地方では大雨により浸水被害や土砂崩れなど災害に見舞わ

れ、また関東平野を襲った突然の竜巻はランクＦ２とされましたが住宅の屋根をもぎ取り、車

を吹き飛ばす強さでありました。災害に見舞われた地域の皆さまには、心からお見舞いを申し

上げるとともに一日も早い生活再建と復興を願うところであります。 
 当地域は昨日のまとまった雨で干ばつは一段落したものの、地球温暖化が進むとこうした被

害が今後も地球規模でさらに増えるのではないかと懸念しているところであります。 
 このような中、政府はわが国の経済の基調判断として景気は着実に持ち直しており、自立的

回復に向けた動きも見られるとし、先行きについては輸出が持ち直し、各種施策の効果が発現

する中で企業収益の改善が家計所得や投資の増加につながり、景気回復へ向かうことが期待さ

れるとしております。 
 また政策の基本的態度として、大震災からの復興を加速させるとともにデフレからの早期脱

却と経済再生の実現に向けて全力で取り組むこととしております。このため経済財政運営と改

革の基本方針に基づき、経済財政運営を進めるとともに日本再興戦略を着実に実施することと

しております。 
 今後、秋の臨時国会に向けては消費税の増税時期やＴＰＰ、憲法論議などの動向が注目され

ますが、一日も早く地方も実感できる景気回復を期待するものであります。 
 それでは、町の主なる取り組みについて申し上げます。 
 まず、防災訓練についてであります。 
 東日本大震災の発生から２年半が経過いたしましたが、東海地震につきましても３０年以内

に８割を超える確率で発生することが予想されており、南海トラフ巨大地震の発生も懸念され

るなど今後大災害に備え、自助・近助・共助・公助を基本とした取り組みが必要とされており

ます。 
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 本町でも９月１日、防災の日を中心に各地区で防災訓練が行われ、自主防災組織を中心に災

害対策本部の設置訓練や通信訓練、初期消火訓練とともに各地区の災害対応マニュアルに沿っ

た訓練を通して「人を知る」「地域を知る」「災害を知る」ことができたのではないかと考えて

おります。 
 また町におきましても本庁舎会議室に災害対策本部を設置し、各区との情報伝達訓練や避難

所設置訓練、物資調達訓練などを行い、災害時における初動体制の確認を行うなど今後想定さ

れる大規模災害に備えた訓練を実施したところであります。 
 次に峡南地域の医療再生についてであります。 
 峡南医療センターの開業に向け、社会保険鰍沢病院の土地建物の不動産について、７月２５日、

峡南北部二病院統合事務組合と独立行政法人年金保険福祉施設整理機構、いわゆるＲＦＯにお

きまして４億４，３００万円で譲渡の仮契約を行い、８月１２日の二病院統合事務組合の臨時

議会の議決をもって本契約となったところであります。残る保有車輌や医療機器、医薬品等に

つきましては明年３月末に額を確定し、譲渡契約を締結することとしておりますが、不動産の

譲渡契約が成立したことにより、今後は富士川病院へ院内保育所を設置するとともに救急医療

や専門的な医療を提供する医療センターにしてまいりたいと考えております。特に救急医療を

担当する富士川病院は３６５日眠らない、救急車は断らないなど住民が期待する病院となるよ

う準備を進めているところであります。 
 次にタウンミーティングの開催についてであります。 
 本町は合併して４年目を迎えましたが、町ではこれまでさまざまな課題に積極的に取り組ん

でまいりましたが、施策の第一に掲げました「みんなで考え一緒に築くまちづくり」を進める

ため、タウンミーティングを実施することとし、これまでの町の取り組み状況を報告する中で

地域の課題や今後のまちづくりについて、地区地区の皆さまと意見交換を行うものであります。

８月１０日の米地区を皮切りに１１月２４日の大久保地区まで町内１５地区で開催し、町の

皆さまからの貴重なご意見やご提言をいただく機会とさせていただきたいと考えております。 
 次に、平林生活改善センターおよび十谷生活改善センターについてであります。 
 平林生活改善センターは昭和５３年３月、十谷生活改善センターは昭和５４年３月に農林業

の振興および住民福祉の向上を図ることを目的に農林水産省の補助金を受け、集会施設として

建設した施設であります。しかしこれまでの利用状況を見ますと、地区の公民館としての利用

が中心となっていることから、今後さらなる地区の自主性や裁量により使い勝手のよい施設と

して利用していただくため、当地区へ譲与したいと考えております。こうしたことから今定例

会に譲与に伴う廃止条例を提出いたしております。 
 次に平林保育所、五開保育所についてであります。 
 平林保育所は昭和３７年４月、五開保育所は昭和３８年６月に開設し、地域の皆さまにもご

協力をいただく中で運営をしてまいりました。しかし子どもの減少により平成１６年３月から

は両保育所とも休止となり、平林区の子どもは第一保育所へ、五開地区の子どもは第五保育所

で受け入れをしているところでありますが、今後におきましても両保育所は継続した子どもの

入所が見込めないことから廃止したいと考えております。こうしたことから廃止に伴う保育所

条例の一部を改正する条例を今定例会に提出しております。 
 また施設につきましては建築から長い年月が経過し、老朽化が進み現状のままでは使用する

ことは困難でありますので施設の解体を行い、跡地につきましては今後地域とともに相談する
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中で有効な活用を図ってまいりたいと考えております。 
 次に鰍沢小中学校のプール建設についてであります。 
 鰍沢中学校体育館東側の駐車場に整備する学校プールは２５メートル、６コースの大プール

と保育所幼児も入れる小プールおよび管理棟を併設した施設にする予定であります。すでに実

施設計が終了いたしましたので、今定例会に建設のための工事請負費と建設工事管理業務委託

費を計上させていただいております。ご議決をいただいたのちは１０月に入札を執行し、工事

に着手し、来年の６月の完成を予定しているところであります。 
 次に中学生議会および女性議会についてであります。 
 新町となりまして初めて中学生議会を、８月２０日に本議場で行ったところであります。実

施にあたりましては、芦澤議長をはじめ議員の皆さまにはご協力をいただき深く感謝を申し上

げます。増穂・鰍沢中学校３年生の１４名の中学生議員が一般質問に立ち、できる限り本会議

に近い形で実施したところであります。一問一答の形で進め再質問を取らない形式とし、質問

内容は町の施策の広範にわたりましたが、それぞれ各担当課長等から答弁を受け、中学生にも

貴重な経験ができたものと感じております。 
 また議場に入れない生徒には会議室にモニターを設置し、議会の様子を視聴したほか議会の

運営についても説明を受けるなど町の事業、施策を学習するなど有意義な模擬議会を行うこと

ができたのではないかと思っております。 
 また中学生議会に続いて、男女共同参画のまちづくりを推進するにあたり多くの女性に議会

や町政の理解・関心を深めていただけるよう、今月の２９日には女性議会を計画しております。

この女性模擬議会は、各種団体から選出された１８人の女性議員が一般質問を主体とした模擬

議会を体験していただく中で、女性ならではの視点から生活に密着した課題についてご質問や

ご提言をいただけるものと期待をしております。議員の皆さまには女性議会開催にあたりまし

ても中学生議会と同様にご指導・ご協力をお願い申し上げます。 
 次に和太鼓フェスティバルの開催についてであります。 
 「第２８回国民文化祭やまなし２０１３」が平成２５年１月１２日から１１月１０日までの

３０３日間にわたり「文化の風とあそぶ～みつめる・こえる・つなげる」をテーマに山梨県の

全２７市町村で９５の事業が展開されております。 
 富士川町で開催いたしました１月１９日・２０日の和太鼓の祭典、また４月２１日の山車巡

行まつりでは関係者をはじめ、多くの町民の皆さまのご協力をいただく中で大盛況のうちに終

えることができました。こうした中、町といたしましてもせっかくこれまで盛り上げてきた和

太鼓や山車に対する機運を一過性のイベントで終わらせることなく、今後も引き継いでいけた

らとの考えのもとに、和太鼓につきましては１１月に文化ホールにおいて県下の和太鼓愛好者

を集めた和太鼓フェスティバルを開催し、和太鼓の町として定着させていきたいと考えており

ます。また２年後には合併５周年となりますので、その記念事業の一環として山車巡行まつり

を開催したいと考えております。 
 次に指定管理者の再指定についてであります。 
 まほらの湯につきましては、平成２１年４月から（株）まほらを指定管理者として指定して

おりますが、明年３月にその指定期間が満了を迎えます。（株）まほらはこれまで利用客からの

苦情もなく安定した経営を行ってまいりました。しかし昨年は、急激な円安や原発事故等の影

響により燃料価格や電気料の値上げにより厳しい経営状況となりましたが、そうした中にあり
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ましても営業日の拡大やコスト削減を図るなど、集客および収益増を図るための経営努力を行

うなど、適切な管理運営が行われているものと判断したところであります。 
 こうしたことから、まほらの湯の管理運営に関する基本協定書により指定期間の更新をする

場合は、指定期間の任期満了の６カ月前までに指定管理者に指定期間の更新の申し出をするこ

とになっておりますので、先般（株）まほらに更新を申し出たところ、引き続き指定を受けた

いとの旨の回答がありましたので、公募によらない指定管理者の指定として今定例会に案件を

提出しております。 
 なお今回、再指定することにより現在の入浴回数券の使用期限が平成２６年３月末となって

おりますが、その使用期限は平成３１年３月末まで有効となることから入浴回数券の販売向上

につながり、ひいては安定したサービスはもとより利用客の増加と経営の安定化が図られるも

のと考えております。 
 次に殿原スポーツ公園弓道場改修工事についてであります。 
 弓道愛好者の皆さんから要望のありました弓道場の射場改修は、このたび改修工事が終了い

たしました。また相撲場の跡地に建設中の駐車場につきましては現在鋭意工事を進めており、

１１月には完成の予定でありますので、完成後は利便性もよくなり、より安全に弓道が楽しめ

ることとなると思います。 
 最後にリニア中央新幹線についてであります。 
 ２０２７年、東京・名古屋間の開業を目指すリニア中央新幹線につきましては現在、環境ア

セスメントを実施しているところでありますが、おおむね終わったようでありますので、この

９月にはその準備書が公表されるものと思います。本町は小林から十谷までを縦断するルート

になると思われますが、この間には民家もあると思います。今後、ルート案を見る中でしっか

り環境等の対応をしてまいりたいと思っております。 
 なお今定例会に提出いたしました案件は報告案件１件、専決処分案件２件、条例制定案件１件、

条例改正案件４件、条例廃止案件１件、不動産譲与案件２件、補正予算案件７件、公営企業会

計剰余金処分案件１件、指定案件１件、組合規約変更案件１件、区域外道路認定承諾案件１件、

決算認定案件２件、町道路線認定案件１件の合わせて２５件の議案を提出しております。 
 提案理由は議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審議の上、

ご議決あらんことをお願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長のあいさつを終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 報告第５号 平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とします。 
 町長から、本案について説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況につきまして報告

をさせていただきます。 
 まず項目の実質赤字比率、それからその下の一般会計と特別会計を合わせた連結実質赤字比

率ですが、いずれの会計も赤字を生じておりませんので傍線で表記してございます。 
 続いてその下の実質公債費比率は１０．１％、その下の将来負担比率は３６．７％でいずれ

も右側の早期健全化基準を下回っております。 
 次に平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況について、報告をい

たします。 
 富士川町水道事業会計、富士川町簡易水道事業特別会計、富士川町営農飲雑用水事業特別会

計、富士川町下水道事業特別会計、富士川町箱原農業集落排水事業特別会計、いずれの会計に

おきましても資金の不足を生じておりませんので、同じく傍線で表記してございます。 
 以上、報告させていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 
 次に監査委員から、平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の川住道夫君から報告を求め

ます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

〇代表監査委員（川住道夫君） 
 本日は、大変ご苦労さまでございます。 
 議長から指名をいただきました代表監査委員の川住でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 
 ただいま、町長および担当課長から説明がございました平成２４年度富士川町財政健全化判

断比率の算定基礎係数について審査を行いましたので、その結果についてご報告いたします。 
 それではお手元の資料の、報告第３号の裏面に意見書が添付されておりますのでご覧いただ

きたいと思います。 
 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきます。 
 （平成２４年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 
 以上で、平成２４年度富士川町財政健全化等審査意見についての報告を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町一般会

計補正予算（第２号）） 
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   日程第６ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）） 
 以上の２議案は承認案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第９号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 （以下、専決処分書の朗読） 
 承認第９号の補足説明をさせていただきます。 
 一般会計補正予算書の表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表 歳入歳出予算補正の内容につきましては、事項別明細書より説明させていただきま

す。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、承認第１０号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 承認第１０号の補足説明をいたします。 
 （以下、専決処分書の朗読） 
 次ページの補正予算書の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町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。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の承認第９号および承認第１０号の補足説明が終

わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第７ 議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７２号の補足説明を求めます。 
 子育て支援課長、秋山千秋さん。 

〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 それでは議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定についての補足説明をさせ

ていただきます。 
 子ども・子育て支援法の施行にあたり、町が行う子ども・子育て支援に関する施策について

調査・審議をするための合議制の機関を設置する必要があるため、本条例を制定するものであ

ります。 
 第１条で会議の設置について、第２条で所掌事務について、第３条で組織について規定して

おります。また第４条から第６条で委員の任期、会長および副会長、議事について、第７条で

庶務について、第８条で会議の運営についてそれぞれ規定しております。 
 附則として、この条例は平成２５年１０月１日から施行としております。また報酬等を伴う

付属機関の委員となるため、富士川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正を行っております。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第８ 議案第７３号 富士川町税条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第７６号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案は条例の一部改正案でありますので、一括議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ４議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７３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７３号 富士川町税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 
 地方税法施行令の一部を改正する政令および省令の改定に伴いまして、この条例を提出する

ものであります。 
 条例本文により説明いたします。 
 大きく分けて２つになります。条例のところの改正、第４７条の２、第４７条の５、以下は
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条例の附則の改正および改廃になります。 
 第４７条の２第１項の条例の改正につきましては、年金法の改正によりまして年金特別徴収

の対象者の除外規定の見直しに基づく条例の改正であります。 
 ４７条の５に関しましては、年金所得の仮の特別徴収のときの算定額の見直しによるもので

あります。 
 引き続きまして下の附則７の４に関しましては寄附金特別控除における特別控除の特例、文

言としては「配当所得」を「配当所得等」に改めるという形の条例の改正になります。 
 その下の附則第１６条の３、こちらも同じく「配当所得」を「配当所得等」という文言に直

すと、こういう条例の改正になります。 
 一番下の欄、下から４行目、附則第１９条の見出し中「株式等」、これも「一般株式等」、こ

ういう文言に直す改正であります。 
 めくっていただきまして附則第１９条の２でありますが、上場株式にかかる譲渡所得等の分

離課税を新設したことに伴い、規定の新設になります。 
 １９条の２でありますが、その下にいきまして２とありますところは文言の改正によりまし

て「１９条の第１項」とあるのを「附則１９条の２第１項」というふうに読み替える。および

先ほども出てきましたように「一般株式等にかかる譲渡所得の金額」とあるのを「上場株式等

にかかる譲渡所得の金額」と読み替えの規定を整備するものであります。 
 附則１９条の３から１９条の２に関しましては細目の掲載であることから、これを削ること

とされましたので、それに準じる形で町税条例に関してもこの規定を削除するものであります。 
 附則第２０条に関しましても、ここは条項目の繰り上げになりますので、それぞれここに記

載してありますように条項の制定を改めるものであります。 
 最後になりますが、附則２０条の５に関しましては先ほどと同様の理由で規定を削除という

形になります。 
 いずれも施行期日に関しましては、ここにございますように平成２８年の１月１日、４７条

に関しましては平成２８年の１０月１日、附則に関しましては平成２９年の１月１日という形

の改正でございます。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７４号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 それでは議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について補足説

明をさせていただきます。 
 今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法施行令および施行規則の一部改

正に伴う改正であります。 
 附則第５項について、法改正に合わせて改正したもので上場株式等にかかる配当所得等につ

いての規定の整備です。 
 附則第８項では、同様に株式等にかかる譲渡所得等についての規定の整備です。 
 附則第９項につきましては、上場株式等にかかる譲渡所得等の規定を新設しました。 
 １０項から１２項までは、項ずれの整理です。 
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 １６項の字句を整理し１３項に改め、１７項を１４項に整理しました。 
 附則第１項、施行期日は平成２９年１月１日からとします。 
 第２項で経過措置として、平成２８年度までは従前の例による規定としました。 
 以上になります。よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第７５号の補足説明を求めます。 
 子育て支援課長、秋山千秋さん。 

〇子育て支援課長（秋山千秋君） 
 それでは議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例についての補足説明を

させていただきます。 
 現在、休所となっている富士川町立平林へき地保育所および富士川町立五開へき地保育所に

つきましては、施設の老朽化や児童数の減少により将来的に児童数が見込めない等の現状を地

域とも話し合いを行い、理解をいただく中で廃止をすることとしたものであります。 
 本条例第２条、保育所の名称および位置の表中、町立平林へき地保育所および町立五開へき

地保育所の各項を削除するものであります。 
 附則として、この条例は平成２５年１０月１日から施行することとしております。 
 例規集は第２巻の７７３ページとなります。 
 以上、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第７６号の補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 議案第７６号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
 本条例の改正でありますが、町営住宅に入居するには連帯保証人が必要でありますが、現在

本町では連帯保証人は山梨県内に住所を有する者となっており、県外から本町へ移住を願う

方々は町営住宅に入居を希望しても、連帯保証人が県内在住者となっているため入居できない

ケースがあります。このため、県外からの転入希望者に対しても町営住宅に入居できるよう連

帯保証人の要件を緩和するため、第１１条第１項第１号中「居住し、かつ」を「居住する者」

に、「で町長が適当と認める者」を「その他の規則で定める」に改正を行うものであります。 
 附則としましては、この条例は平成２５年１０月１日から施行としております。 
 例規集でございますが、第２巻の３１０６ページでございます。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の議案第７３号から議案第７６号までの補足説明

が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１２ 議案第７７号 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例についてを議題とし

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第７７号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第７７号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例 
 富士川町生活改善センター条例（平成２２年富士川町条例第１５０号）は廃止する。 
 附則 この条例は平成２５年１０月１日から施行する。 
 平林と十谷の生活改善センターにつきましては、町民の福祉の増進と生活改善に資すること

を目的に国の補助金を活用いたしまして、町の施設として設置したところでございますが、現

在ではその利用実績から見て、ほぼ地区の専用施設となっております。これによりまして地域

の自主性や裁量による運営を図っていただくことが必要であるということで、本条例を提出す

るものでございます。 
 例規集は第２巻、２３０５ページから２３０８ページをご参照ください。 
 以上でございます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第７８号 不動産の譲与について 
   日程第１４ 議案第７９号 不動産の譲与について 

 以上の２議案は不動産譲与案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第７８号および議案第７９号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 議案第７８号と７９号の補足説明をさせていただきます。 
 第７７条の条例廃止とともに施設を地区に譲与するため、この議案を提案するものでござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の議案第７８号および第７９号の補足説明が終わ
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りました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０８分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第１６ 議案第８１号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１７ 議案第８２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１８ 議案第８３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第１９ 議案第８４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第２０ 議案第８５号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第２１ 議案第８６号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の７議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ７議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８０号の補足説明を求めます。 
 財政課長、田辺明弘君。 

〇財政課長（田辺明弘君） 
 それでは、議案第８０号の補足説明をさせていただきます。 
 一般会計補正予算の表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表 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。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８１号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田一利君。 
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〇町民生活課長（依田一利君） 
 それでは、議案第８１号の補足説明をさせていただきます。 
 特別会計補正予算の表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２５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。 
 （以下、平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で、議案第８１号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８２号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 議案第８２号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙のうしろのほうをご覧ください。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
 事項別明細書でご説明いたしますので、ご覧ください。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第８３号、第８４号および第８６号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 それでは、議案第８３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。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして、議案第８４号の補足説明をさせていただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町下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。 
 （以下、平成２５年度富士川町下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） 
 引き続き、議案第８６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。 
 詳細につきましては、水道事業会計補正予算説明により説明させていただきます。 
 ２ページをお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算朗読説明） 
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 以上で、補足説明を終わらせていただきます。ご審議をよろしくお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、議案第８５号の補足説明を求めます。 
 商工観光課長、依田正一君。 

〇商工観光課長（依田正一君） 
 議案第８５号の補足説明をさせていただきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算の朗読） 
 事項別明細書により説明させていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、詳細な説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の議案第８０号から議案第８６号までの補足説明

が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２２ 議案第８７号 平成２４年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

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

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８７号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 それでは、議案第８７号の補足説明をさせていただきます。 
 昨年４月１日施行の地方公営企業法の一部改正によりまして、利益剰余金の処分が条例また

は議会の議決を経て行うことになりましたことから、今後の企業債の償還や建設改良資金とし

て積み立てを行うものであります。 
 平成２４年度の未処分利益剰余金の処分につきましては、前年度繰越利益剰余金５６７万９，

９５３円に当年度純利益１，７０１万２，０２７円を合わせた当年度未処分利益剰余金２，

２６９万１，９８０円のうち２００万円を減債基金に、１，５００万円を建設改良積立金に積

み立て、残額の５６９万１，９８０円は翌年度繰越利益剰余金処分として処分しようとするも

のであります。 
 以上で補足説明と終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２３ 議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８８号の補足説明を求めます。 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 それでは議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定についての補足説明をさせていただき

ます。 
 管理を行わせる施設といたしまして、まほらの湯であります。この施設の指定管理につきま

しては、富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第５条、公募によ

らない指定管理者の選定第１項第４号により富士川町最勝寺１５１４番地、株式会社まほら、

代表取締役社長 依田忠を再指定するものであります。 
 指定の期間につきましては、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までとなります。 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２４ 議案第８９号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第８９号の補足説明を求めます。 
 総務課長、鮫田和博君。 

〇総務課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第８９号の補足説明をさせていただきます。 
 議案の次のページをお願いいたします。 
 この規約の変更は、峡南広域行政組合の構成町である身延町の人口が平成２２年国勢調査の

結果１万５千人以下となったため、規約の第５条中、身延町の議員の定数を「三人」から「二

人」とし、合わせて峡南広域行政組合の議員の定数を「十三人」から「十二人」に変更する改

正であります。 
 このため各町の議員定数は人口１万５千人以上の市川三郷町、それから富士川町が３人、人

口１万５千人以下の早川町、身延町、南部町が２人となります。 
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 なお、この規約は平成２５年１１月１日から施行となります。 
 また議案の表記がほかの議案と違いまして、漢数字の表記になっているかと思いますけども、

これにつきましては峡南広域行政組合の規約が縦書きで表記されているため、議案についても

漢数字を用いて表記することとなっておりますので、漢数字となっておりますのでよろしくお

願いいたします。 
 以上です。よろしくお願いします。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２５ 議案第９０号 区域外道路の認定の承諾についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第９０号の補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 それでは議案第９０号 区域外道路の認定の承諾についての補足説明をさせていただきます。 
 今回、区域外の道路の認定の承諾をしていただく路線でありますが、市川三郷町、富士川町、

山王土地区画整理事業の実施に伴い、市川三郷町の町道分として認定する区画道路が本町の行

政区域にまたがるため、道路法第８条第３項および第４項の規定により提案したものでありま

す。 
 認定の承諾をいただく路線は４路線であります。表の４路線についてでございますけども、

第１路線目の黒沢山王１号線でありますが、この路線につきましては起点および終点とも富士

川町駅前通り２丁目となります。 
 次に黒沢山王２号線および黒沢山王３号線でありますが、終点がそれぞれ富士川町駅前通り

２丁目となります。 
 ４路線目の黒沢山王５号線でありますが、起点が富士川町駅前通り２丁目となります。場所

につきましては、裏面の地図をご覧いただきたいと思います。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

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

休憩 午前１１時４９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 認定第３号 平成２４年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２７ 認定第４号 平成２４年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について決算の概要説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の決算概要朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、認定第３号および第４号の補足説明を求めます。 
 説明者は、簡潔明瞭な説明をお願いします。 
 まず、認定第３号の補足説明を求めます。 
 会計管理者、齋藤和彦君。 

〇会計管理者（齋藤和彦君） 
 それでは、平成２４年度富士川町の一般会計及び特別会計決算につきまして補足説明をさせ

ていただきます。 
 決算書ですけども、総括表が２枚ありまして、その次に一般会計の決算書があります。一般

会計決算書１ページをご覧ください。 
 （以下、平成２４年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 次に国民健康保険特別会計でございます。 
 ７ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上が一般会計、特別会計の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願

いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、認定第４号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 認定第４号の補足説明をさせていただきます。 
 ２１０ページ以降が水道事業会計の決算報告書となっておりますので、１ページをお開きく

ださい。 
 （以下、平成２４年度富士川町水道事業会計決算報告書朗読説明） 
 以上で、補足説明とさせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の決算概要の説明ならびに担当課長の認定第３号および第４号の補足説明が終

わりました。 
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 ただいま議題になっています認定第３号および第４号については、委員会条例第６条の規定

によって決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。 
 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、認定第３号および第４号の決算認定については決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することに決定しました。 
 ここで、委員名簿を配布します。 
 （ 配 布 ） 
 お諮りします。 
 ただいま設置されました決算特別委員会の委員選任については、委員会条例第７条第１項の

規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、決算特別委員会の委員は名簿のとおり決定しました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 決算特別委員会の委員は正副委員長互選のため、議員控え室へご参集ください。 

休憩 午後 ２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１５分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 休憩中に決算特別委員会を開き正副委員長の互選を行いましたので、議長から報告します。 
 決算特別委員会の委員長に望月邦彦君、同副委員長に深澤勝雄君がそれぞれ互選されました。 
 議案付託表、決算特別委員会日程表および現地視察日程表については、議会終了後配布しま

すのでご了承願います。 
 次に監査委員から平成２４年度富士川町一般会計、特別会計及び公営企業会計（水道事業会

計）の決算審査に対する意見書が添付されていますので、代表監査委員の川住道夫君から報告

を求めます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

〇代表監査委員（川住道夫君） 
 決算審査の結果の報告に入ります前に、まずこのたび行いました決算審査におきましては町

長さんをはじめ、関係職員の方々には大変お忙しい中をご協力いただきまして、おかげで日程

どおり無事に終了できました。このことに対しまして厚く御礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
 当決算審査に対する意見書につきましては、一括して報告をさせていただきます。 
 なお、時間の関係もございますので１ページと１９ページの結びの部分のみ朗読させていた

だき、報告に代えさせていただきたいと思います。あらかじめご了承願いますようお願い申し

上げます。 
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 なお、省略させていただきますページにつきましては、後日ご確認をしていただきたいと思

います。 
 それでは、お手元の資料により報告させていただきます。 
 議案書の認定第４号の裏面に意見書が添付されておりますので、ご覧ください。 
 まず、１ページ目をお願いいたします。 
 （以下、平成２４年度富士川町一般会計・特別会計・公営企業会計（水道事業会計）決算審

査意見書朗読説明） 
 以上で、決算審査意見書の報告を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 
 川住代表監査委員には、誠にご苦労さまでした。厚く御礼を申し上げます。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 動議を提出します。 
 決算審査に必要な資料の提出を望みます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 保坂議員の動議に賛同いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ただいま１５番、保坂實君から決算審査に必要な資料提出を望む動議が出されました。 
 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 
 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を議題とします。 
 ここで１５番、保坂實君から決算審査に必要な資料の説明を求めます。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 申し上げます。 
 提出資料の一覧表につきましては、平成２４年度社会福祉協議会一般会計決算書ほか２４件

ございます。読解します。 
  １．平成２４年度社会福祉協議会一般会計決算書。 
  ２．平成２４年度各行政委員会および各種委員会等、会議開催数。 
  ３．文化ホール決算・予算の推移（平成２０年から平成２４年まで）。 
  ４．平成２４年度文化会館自主事業収支報告書（催しものごと）。 
  ５．平成２４年度臨時職員月別人数、産休人数・介護休暇取得者。 
  ６．平成２４年度年間保守業務委託一覧表。 
  ７．平成２３年度市町村普通会計決算の状況。 
  ８．平成２４年度各小中学校児童生徒数。 
  ９．平成２４年度各保育所園児数。 
 １０．保育所保護者負担金の各保育所収入未済額（５年間の件数と金額）。 
 １１．平成２４年度保育所時間延長・一時預かり保育利用状況。 
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 １２．平成２４年度町営バス決算（バス資料により）※デマンドバスを含む（登録者数、運

行回数、利用者の人数が分かるもの）。 
 １３．平成２４年度農村振興総合整備事業進捗状況。 
 １４．平成２４年度平林みさき耕舎及び平林活性化組合決算書。 
 １５．平成２４年度公共下水道普及率一覧表。 
 １６．平成２３年度、２４年度まほらの湯決算書。 
 １７．平成２３年度、２４年度かじかの湯決算書。 
 １８．平成２３年度、２４年度つくたべかん決算書、塩の華決算書。 
 １９．平成２３年度、２４年度追分館決算書。 
 ２０．出生児推移状況について（平成２０年から平成２４年まで）。 
 ２１．平成２４年度ゴミの収集分別状況について。 
 ２２．平成２４年度ゴミの処分費、一覧表状況について。 
 ２３．リサイクルステーション設置条件（平成２０年から平成２４年まで）。 
 ２４．太陽光発電システム設置補助状況（平成２０年から平成２４年まで）。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實議員、自席にお戻りください。 
 これから、決算審査に必要な資料提出を望む動議を採決します。 
 お諮りします。 
 決算審査に必要な資料提出を望む動議を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、決算審査に必要な資料提出を望む動議は可決されました。 
 提出資料については議会終了後、配布しますのでご了承願います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２８ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、認定第５号の補足説明を求めます。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 認定第５号 富士川町道路線の認定についての補足説明をさせていただきます。 
 今回、認定させていただく路線でありますが、市川三郷町町、富士川町山王土地区画整理事

業の実施に伴い、富士川町が施行する区画道路の３路線であります。 
 はじめに駅前山王１号線でありますが、起点終点とも富士川町の駅前通り２丁目となります。

延長が約８３メートル、幅員は６メートルでございます。 
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 次に駅前山王２号線でありますが、起点につきましては富士川町の駅前通り２丁目。終点が

市川三郷町の黒沢であります。延長は約２１８メートル、幅員はやはり６メートルであります。 
 続いて駅前山王３号線でありますが、起点終点とも富士川町の駅前通り２丁目であります。

延長が約３０メートル、幅員は４メートルでございます。 
 なお、このうち駅前山王２号線につきましては終点が市川三郷町の行政区域にかかるため、

区域外道路の認定の承諾を求めることになります。 
 認定路線の場所につきましては、裏面の地図をご覧いただきたいと思います。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時３６分 
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平成２５年第３回富士川町議会定例会（２日目） 

 
平成２５年９月９日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 一般質問 

通告 １番  ４番 齊 藤 正 行 
通告 ２番  ２番 長 澤   健 
通告 ３番 １２番 望 月 邦 彦 
通告 ４番  ９番 堀之内 美 彦 
通告 ５番  ５番 市 川 淳 子 
通告 ６番  ８番 永 井 寛 子 
通告 ７番  ７番 井 上 光 三 

通告 ８番  ６番 齊 藤 欽 也 

通告 ９番  ３番 秋 山   貢 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  堀之内 美 彦       １０番  神 田   智 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第３回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２５年第３回富士川町議会定例会第２日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお手元に配布

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

制限といたします。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、質問回数を無制限とすることに決定しました。 
 次に、発言時間について申し上げます。 
 今定例会において、会議規則第５６条第１項の規定によって質問についての各議員の発言時

間を３０分以内にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、各議員の発言時間を３０分以内とすることに決定しました。 
 一般質問の通告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。 
 なお、本日は報道機関から写真撮影の申し出がありました。これを許可しましたので、ご了

承ください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は９名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
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 それでは通告１番、４番、齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 
 まずはじめに今年は猛暑が続き、長雨が降らず農家にとっては非常に深刻な水不足が続きま

した。町として的確な対応をしていただきまして、なんとか収穫ができるというような状況に

なっていると思います。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 それでは質問に入りますけども、昨年より富士川町学校適正規模・配置検討委員会を設置し

協議され、提言を受け教育委員会として学校規模適正化基本方針がとりまとめられ、発表され

ました。７月に児童の保護者や地域への説明会が行われ、その報告を受けたところであります。 
 学校適正規模適正化基本方針の内容については、少子高齢化が進んで児童が減少する中では

仕方がない苦渋の選択であるということは理解しています。中部小学校は来年度、児童が１人

になってしまう。鰍沢小学校に統合するというようなことの中で大変残念でありますけども、

地域の人たちも理解をされているというふうに伺っております。 
 西小についてでありますけども、６月の発表以来、何度か地域の人たちとお話をさせていた

だく機会がありました。また児童の保護者の方たちとも話をさせていただきました。その中で

地元の声を少し述べさせていただきます。 
 昨年あたりからの話の中では、地元で生まれた子どもがいないから、あるいは地元の子ども

が増穂小学校に入学するから学校はいらないと。町で決めたことだから仕方がないというよう

な意見がありました。私も仕方がないのかなと思っていましたが、ここへきて地域の人たちか

らすれば、増穂西小学校ではなくて平林小学校なんですね。時間が経つにつれて平林小学校が

なくなることに、本当にそれでよいのかと。これまで学校を守る活動をしてきたのかと、そん

な声が出てきまして、なくすことは簡単ですけども、造ることはもう二度とできないというこ

との中で、いろんな意見を伺いました。 
 今回、中部小学校と増穂西小学校が同時に閉校するということになりますが、地域や環境が

違いますことから少し強引な方法ではないかと、そんなふうに思います。 
 地域の人たちからすれば、結論を急ぎすぎているという感がするという意見を聞いています。

条件付きで１年、ないし２年の猶予をお願いしたいというのが地域の皆さんの答えでございま

す。条件というのは、やはり児童の数であったり校舎の耐震化という問題になるかと思います

けども、児童が減少している当時、旧増穂町の時代にはなんとかその児童を増やすということ

の中でいろんな取り組みをして、保護者、それから区、学校、コミュニケーションが取れてい

たというふうに聞いています。しかし最近はあまりそういう機会がなくて、平林に住んでいる

子どもを西小学校に通わせている人もいるわけですけども、なかなかそういった機会がなくて

学校についての話し合いがされてこなかったということが実情のようです。 
 大変難しいことでありますけども、平林の区としてももう一度努力したいというのが区から

の皆さんからの意見であります。そこでなんとか１年ないし２年、猶予をいただきたいと。そ

の間に児童を増やすということは、できるかできないか、それはまた未知数だと思いますけど

も、やはり地域の声というものは非常に大事だろうと。教育委員会の方針についても、やはり

教育の方針もそのとおりだと思いますけども、小規模校がなくなるということについて、やは

り地域の声は大事にしていったほうがいいではないかということで、今、質問をさせていただ
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きました。このへんについて、大変難しい判断でありますけども町の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤正行議員の、小学校の統合についてのご質問にお答えをいたします。 
 富士川町教育委員会では「今を未来を力強く生きる ふるさと富士川人づくり」という基本

理念のもと、学校教育行政における教育環境の整備・充実に努めているところであります。し

かし本町の児童生徒数は年々減少しており、小学校５校のうち複式学級を編成している小学校

が２校あり、３校が過小規模校となっている状況であります。 
 こうした中、教育委員会では将来を担う子どもたちの良好な教育環境を提供するために、ど

のような学校の適正配置が必要であるかを検討するため、昨年度、富士川町小中学校適正規模・

配置検討委員会を設置し検討していただき、本年３月に答申を受け児童生徒数の減少などを背

景とした本町が抱える学校の過小規模化による課題に対応すべく議論を重ね、本年６月、学校

規模適正化基本方針を策定し、地域の説明会やご意見を伺う中で協議を進めてきたところであ

ります。 
 町では８月にこうした教育委員会の検討結果、方針を受けましたので、この教育委員会の考

え方を尊重してまいりたいと考えております。 
 しかし、両校の統廃合の時期につきましてはもう少し時間がありますので、地域の考え方や

議会の論議も踏まえ、幅広く検討したのちに結論を出してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今の町長の答弁の中でありますけども、地域の考え方や議会の議論をということだと思うん

です。８月に教育委員会のほうから町のほうへ答申があったということでございますので、と

いうことになれば、結論を出す前にもう一度、地域の皆さんとどういう形でもよいと思うんで

すけども、話し合いを持っていただけるという解釈でよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 教育委員会からは教育委員会の考え方をいただきました。子どもたちの教育環境ということ

を視点に考えていただきましたので、教育委員会の考えは尊重をしていきたいなと思っていま

す。 
 ただ、明年度からという答申がありますけども、その結論を出すには１１月ごろで十分では

ないかと思いますので、今しばらく時間がありますので、地域の方のご意見、そしてまた議会

の動向等を踏まえながら最終的な結論を出していきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ということであれば、地域の人とも話し合いをもっていただけるということだと思います。
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それから議会とも議論をということでございます。議会も今、特別委員会をつくってあります

ので、ぜひ特別委員会の中に町長も同席していただいて議員の意見も聞くという、こういう機

会も設けていただきたいと、こんなふうに思っていますけどもよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 呼んでいただければ、いつでも参加いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 では、それは特別委員長にお願いしたいと思います。 
 しっかり地域の声に耳を傾けていただきたいと。それから結論を出していただきたいという

ことを強くお願いいたしまして、次に移ります。 
 ２番目ですけども、基本方針の中に南小学校については少人数教育を必要とする児童の対応

のため継続配置とするものの、今後の児童数の推移によっては統廃合等の検討を行うとありま

す。ずばりこれは何人になれば検討を行うというのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 山梨県においては、小中学校適正規模検討報告書で望ましい小学校の規模について、学校規

模はクラス替えの可能な１２学級以上、学級規模は２０人以上が望ましいとしております。こ

うした中、本町の学校規模適正化基本方針は適正規模について、１学年１学級を下限とするこ

とを基本としております。また、各学年に２人以上が在籍することも望ましいと考えておりま

す。これらを踏まえる中で、増穂南小学校については基本方針の中で当分の間、現状での配置

を存続することとしました。 
 今後における統廃合の検討については、全校児童数ということだけではなく、入学児童の推

移や学年間の状況など、学校全体の教育環境を見据える中で判断してまいりたいと考えており

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 今、私もずばり何人というようなことを、検討するのかということをお伺いしたいんですけ

ども、学校全体の教育環境を見据える中で判断したいというような今、答弁だったと思います。

なぜ今、このことを聞いたかといいますと今回の統廃合の問題が出て、やはり南小学校の児童

や保護者、そして地域の人たちが心配をしているんだと思うんですね。そういう中で、いつそ

ういう形で閉校ということになるのか。今回のように結論を急ぐかのようなことになれば、や

はり今２桁の児童がいたにしても、そういうふうになるんではないかということを心配してい

るんだと思うんです。そこである程度の、もちろん教育委員会としてはいろんな今の児童数と

か学年の問題とかということがあると思うんですけども、やはりそういう人数みたいなものを

分かりやすく示していくというのも地元の人たちにすれば、安心ができるのかなというような、
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そんな感がするんですけどもそのへんはいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 答弁いたします。 
 児童の推移につきましては、向こう６年間についてはもう出生数で推定値が出ますので、そ

の地域に生まれた児童がその学校に通うということが前提でありますので、そういう部分でい

けば公表は可能かと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 今、教育長の答弁の中で要するに今の現状の中で、そこに生まれた子どもがそこに育っても、

そこの学校に入るかという部分のところが非常に難しいのかなということは、私も理解は今で

きます。そんな今の状況の中で、今こういう問題が起きているんだろうということも分かりま

すので、そのへんの部分については、井上議員と永井議員が同じ質問をまた出しているような

ので、またそのへんはそちらに任せたいと思います。 
 次に移ります。 
 西小学校がどうなるかという部分については、そのことによって変わってくるわけですけど

も、学校が閉校になれば来年からスクールバスを走らせるということを教育委員会の説明の中

ではありました。存続していただけるのであればということなんですけども、あればの話で申

し訳ないんですけども、西小学校に児童を増やすということが目的で、今までは教育委員会で

児童を下から上に送っていたと、そういう経過があるわけですけども、逆に平林の児童を増穂

小学校には、なんらそういうことはしていなかったという経過だと思うんです。もちろんその

旧増穂時代からこれは続けてきたことで、生徒を増やしたいということだったと思うんですけ

ども、もし今回、存続ということになればどのようになるのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 答弁をさせていただきます。 
 当町におきましては、これまでも特別な事情により就学すべき指定学校の変更を行う場合に

は、通学に関しては保護者の責任において送迎することを原則としてきたところであります。

しかし増穂西小学校につきましては現在、朝の送りのみ教育委員会が行い、帰りは定時定路線

のバスを利用しているところであります。 
 今後、小学校の統廃合対象地域には、中学生を含めたスクールバスによる送迎をすることと

し、児童生徒が安全に通学ができるよう配慮してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 ありがとうございます。 
 今の答弁を聞きますと、どういう形になっても来年度からはスクールバスを走らせていただ

けると、そういう解釈でよろしいでしょうか。確認をさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 そのとおりでございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ありがとうございます。スクールバスということで、安全な通学ができるようにしていただ

きたいと思います。 
 それでは、次の質問に移ります。フットサル場についてであります。 
 私もこう見えても若いころはサッカーをやっていまして、この議場の中にも実は増穂クラブ

でサッカーをプレーした方が、この中に４人はいると思っております。そういう関係で、私も

サッカーについては関わっているということの中で質問をさせていただきます。 
 昨年の１２月議会で鮫田議員が質問をしていますけども、利根川公園内のゲートボール場を

フットサルができるように人工芝に改修してということでした。そのときの町長の答弁ではバ

レーボールがかつて屋外で行われていたが、今は屋外では行われなくなったと。フットサルも

屋内で行われるではないかという答弁でございました。私もそのとおりなのかなと思っていま

す。 
 そこで私は、今あまり使われていない中部小、西小、南小の体育館、それと閉校されている

五開小の体育館を改修していただいて、フットサルができるようにしていただきたいと思って

います。フットサルはサッカーと違いまして５人で１チームがつくれる手軽なスポーツです。

フットサルのボールはサッカーボールと違い弾まないボールですから、まわりをネットで囲ん

でいただければ、壁を壊すようなことはないといわれております。 
 そしてこれをまちおこしにつなげたいと思っています。中山間地域の小学校に町内はもとよ

り町外から人を呼びたいと、こんなふうに考えています。現在、やはりこういう愛好家という

のは２０代から３０代、ちょうど子育てをするような方たちもかなりいると聞いております。

そこでそういうことも含めた中でやっていただければ、おそらくこの地域の中山間地の学校に

来たことがないという人が多く来るんではないかと思います。もしかすれば、ここに住みたい

というような人が出てくるのかもしれませんし、また人口アップ作戦の１つに加える価値はあ

ると私は思いますので、町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員のフットサル施設についてのご質問にお答えをいたします。 
 フットサル競技は基本的には室内競技でありますので体育館を使用しますが、ボールが当

たったときの壁への衝撃は、他の室内ボール競技に比べて比較になりません。このことから本
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町では貸し出しを行っておりませんが、周辺の市町村でも貸し出しを許可しているところは少

なく、増加傾向にあるフットサル愛好者に対して競技可能な施設が少ない状況であります。 
 そこで閉校した五開小学校体育館や統廃合の検討対象の中部小学校、西小学校の体育館は一

般の方々の利用が少ない現状でありますので、競技人口も増加しているフットサルを活用して

地域へ人を呼び込むことも一つの方策だと考えております。 
 今後、フットサル場として可能な体育館につきましては、地域の皆さまのご意見も伺いなが

ら施設の改修を進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ぜひ愛好者も多いわけで、それだけまた、多い中で使える体育館が少ないという部分があり

ますので、ぜひとも考えていただきたいと思います。 
 今の話でいきますと、南小を除いた３つの小学校というようなことでよろしいでしょうか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 フットサルのコートの基準というのは縦が２５から４２メートル、横が１５から２５メート

ル、あとは体育館の大きさに合わせてセットすればいいわけですが、増穂西小は２８メートル

の１７メートル、南小が２９メートルの１８メートル、中部小学校は２５の１８、五開小も

２５の１８、２５で最低のところをとりますと壁にぴったりネットが付くようになりますので、

先ほど可能な体育館についてはという答弁をさせていただきましたが、今のところできそうな

のは西小、南小ができますので、南小につきましては現在、統廃合の対象地域ではありません

けども、体育館の利用状況等を見ながら先ほど質問にもありましたように、地域へ人を呼び込

む一つの方策だと考えますので地域の皆さんの意向を聞きながら、できる施設については改修

をしていきたい、こんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ２５メートルから４２メートルという部分がたぶん関わってくるんだと思うんですけども、

その中で練習とか公式な試合をするとかということでなければ、十分それは２５メートルで

あってもできるんだと思うんですね。１メートル減らして２３メートルと。そういう中でも十

分できると思うんですね。それはそういう中でやるということも、はじめから規定した中で使

用する人も来ますので、サッカーの場合はこういうコートを自在にやっていますので、ぜひそ

ちらの分も考えていただきたい。やっぱり、五開も中部も利用したほうがいいんではないかと

僕は思うんですけども、いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 五開小学校につきましては、今、校舎跡地も含めて地域の皆さんと協議しているところであ

 ３７



ります。また中部小学校はこれから、地域の皆さんと統廃合になれば跡地の活用方法を検討し

ていきます。西小につきましても、そういった部分は出てくるんではないかなと思っておりま

すけども、今言いましたようにフットサルに使えて、そこにまた大勢の人たちが町内外から来

ていただければ、地域の活性化にもつながると思いますので、地域の皆さんのご意見をお聞き

する中で、地域の人たちがこういうふうに使いたいんだということであれば、そちらを優先し

たいと思いますので、特に今までどおりで、バレーボールを年に数回やる程度であれば、フッ

トサルのほうに切り替えてもいいのかなと、こんなふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 では、ぜひそのへんも検討していただいて、あんまり検討が長くなるとうまくないので、やっ

ぱり早く進めていただきたいと思います。 
 それでは、次に移ります。 
 利根川公園テニス場は、とても素晴らしいテニスコートが完成しました。多くの町民や町外

からも利用者が増加していると聞いています。しかしトイレは隣接する公園のトイレしかあり

ません。今、そのトイレを使用するような形になっています。もともと公園のトイレというこ

とで、何年前ですか、もう造られてかなり時が経っていると思います。それから正面に蓋があ

るんですけども、あれはおそらく防犯のためにああいう形にして中も見える、あるいは隠れる

ところは隠れるみたいな、そういうことであのパネルが張って、目隠しにしてあるトイレだと

思うんです。ただ、もうああいうトイレの造り方って今はないと思うんですね。昔はああいう

形があったかもしれませんけども、今はああいう形がないということだと思うんです。そうい

う中で、あそこを利用している女性の方、中学校のスポ少なんかの人たちはやっぱり、どうも

威圧感があるようなことを聞いています。せっかく立派なコートができたので、なんとかトイ

レもそれに見合ってといいますか、合うような形でなんとか改修をしていただければと思うん

ですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 齊藤正行議員の、利根川公園テニス場に隣接するトイレについてのご質問にお答えします。 
 利根川公園テニス場に隣接するトイレにつきましては昭和６２年に建設され、設備は便器を

備えた個室、手洗い、男子トイレには利用効率向上のために並列された小便器が設置してあり

ます。外観は目隠しを組み合わせたパネル式で、防犯面にも考慮した構造となっております。 
 テニスコート完成後、トイレの利用頻度が高いことは承知しておりましたが、特に問題はな

いいとの認識でいたため改修計画はありませんでしたが、トイレ利用者が不便を感じているも

のにつきましてはご意見をお聞きしながら、より気持ちよく利用していただけるよう改修等に

ついて検討してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 やっぱり６２年ということですので、おそらくその間、手は入っていないんだろうと思いま

す。決してきれいとは言えないと思うし、建物も古いということの中で、ぜひ利用する子ども

たちの意見も聞きながら改修ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告１番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、２番、長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは通告に基づいて、質問したいと思います。 
 まずはライフラインの整備についてであります。 
 全国的に公共施設の老朽化が進んでいる中、インフラ整備費は今後、膨大に膨らむと予測さ

れます。ぜひこれは先送りせずに、徐々に整備していかなければなりません。特に上水道の整

備は生活していく上で必要不可欠であります。今は行政のおかげで上水道がしっかりと整備さ

れ、蛇口を捻れば当たり前に水が出るので、われわれは水に不自由したことがありません。し

かし阪神・淡路大震災や東日本大震災では長期にわたり、ライフラインが断水するもろさが露

出されました。東海沖地震も３０年以内に８割の確率で起こるといわれています。大震災に備

え、町でも水道管の整備に力を入れるべきだと考えます。 
 そこで１つ目の質問ですが、震災後、水道管の耐震化は進んでいますが、現在の上水道と簡

易水道の耐震の状況を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 長澤議員さんの、水道管の耐震化の現在の状況についての質問にお答えします。 
 上水道では、平成２２年度から特に耐震性の優れた高密度ポリエチレン管と大きな伸縮量と

離脱阻止機構を有するダクタイル鋳鉄管を主に、水道管の新規敷設や老朽管等の敷設替えに使

用しております。 
 簡易水道においては、老朽管の敷設替え事業におきまして上水道と同様の水道管を使用して

おります。 
 上水道では水道管総延長１０万５，１５３メートルに対し耐震管は２，５７１メートル、耐

震化と考えられる管は１万６，２４９メートルで、合計１万８，８２０メートルで全体の１７．

９%になります。 
 簡易水道では水道管総延長３万９，９９４メートルに対し耐震管は５８メートル、耐震化と

考えられる管は５，５７４メートルあり、合計で５，６３２メートルで全体の１４．１%にな
ります。 
 耐震管は材料代が比較的高価であり、敷設工事費用も高額になるため計画的に水道管の耐震

化を進めているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 今のお話でいくと上水道が１７．９％、簡易水道が１４．１％とまだまだ耐震にはほど遠い

状況でありますけども、この町の財政の部分もありますけども、今後くるだろう東海沖地震に

おいて早急にぜひ整備をしてもらいたいと思いますけども、この残りの部分というのは今後あ

とどのくらいの年数で耐震工事を進める予定でしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 残りの部分についての耐震管は、今の計画でございますと主な部分は下水道の整備に伴って

耐震管の敷設替えをしております。それから残りの部分は今現在で何年に全部入れ替えるかと

いうことはちょっと分かりませんが、毎年毎年その予算の中で重要な管路から進めてまいりた

いと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。まだまだ耐震のほうは進めなければいけないと思いますので、そうはいって

も財政の部分がありますので、水道会計の実情に合ったペースで全管、整備のほうは進めてい

ただきたいなと思います。 
 それでは、２番目の質問のほうに移ります。 
 １９８８年、今から２５年前ですか、石綿管の規格は廃止になりました。そしてそれに伴っ

て新規に石綿管を使うということはなくなりました。１０年ぐらい前でしょうか、アスベスト

による粉塵災害というものが問いだされてまいりました。ただしアスベストというのは肺から

吸い込んで石綿肺という病気を発症するものであって、飲料水としての健康への影響というも

のはなく、ガイドライン値を定める必要がないという結論が出ています。しかし石綿管という

ものは劣化による腐食や酸性土壌による侵食、また衝撃に非常に弱いという問題があります。

全国的に石綿水道管の撤去が進んでいますけれども、町内にはどのくらい石綿管が使用されて

いるのか、詳しい数字が分かれば教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 町内にどのくらい石綿管があるかというご質問にお答えします。 
 上水道においては、平成２４度末で石綿水道管の撤去が完了しましたので現在は使われてお

りません。 
 簡易水道では、平成２４年度末時点で約５７０メートルの石綿水道管が使用されております。

これは水道配水管として使われている部分が多く、計画的に敷設替えによる撤去を行っていく

予定であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 その簡易水道の中の５７０メートルというのは大体、場所的にはどのへんに埋設されている

んでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 簡易水道の５７０メートルの水道管のある位置ですけども、鰍沢警察署より東の戸川左岸の

町道沿いに１８３メートルほど、それから蓮華寺前から南に稲荷神社というのがあるんですけ

ども、その西を通って蓮久寺の東を通って鰍沢税務署入り口の信号、５２号線に向かう方面に

３９０メートルほどあります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 主に鰍沢のまちなかにあるということですので、ぜひそのへんの工事のほうも進めていただ

きたいと思いますけども、ではその次の質問のほうに移りますけども、町内のこの石綿水道管

を撤去するのにはどのくらい費用がかかるものでしょうか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 お答えします。 
 鰍沢本町簡易水道におきまして、老朽管敷設替え事業としまして、石綿水道管の撤去にかか

る費用は約５，４００万円ほどとなります。この敷設替えには、国庫補助事業を活用して整備

する考えでおります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 簡易水道特別会計なんですけども、平成２３年度で約６，７６６万４千円、平成２４年度で

８，９６３万３千円がこの一般会計のほうから毎年繰り入れられているんですけども、この特

別会計に一般会計が繰り入れられているところは大いに疑問を感じますけども、その状況で国

庫補助金を使っているんですけども、例えば捻出する金額の割合というものはどのくらいにな

るんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 国庫補助金の敷設替えに関する国庫補助金につきましては４分の１が国庫補助金になります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 残り４分の３は、この簡易水道特別会計のほうから出すということなんですけども、この一

般会計から非常に繰り入れられているんですけども、もしこの工事をやるとすれば、さらに一

般会計のほうからも捻出してしまうんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 町の簡易水道の収入源は使用料でございます。そのほかの部分につきまして工事費の足りな

い部分、国庫補助金以外は町の繰入金を今、使っていかなければできない状況であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 非常に簡易水道特別会計も厳しい状況だと分かりますので、ぜひその簡易水道特別会計の実

情に合ったペースで、ぜひ取り替えることを要望したいと思います。 
 また撤去に関するところで、ちょっと再質問なんですけども、このアスベストというものは

非常に撤去作業のときに吸い込む危険性がありますけども、このアスベスト撤去の施工を、た

ぶんやるとしたら水道業者になると思いますが、この石綿作業主任者、石綿障害予防特別教育

というものを受けていなければ作業ができませんけども、このへんの業者の教育、また業者の

選定というものはどのように考えているでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 今の水道事業業者におきまして、選定時にそのへんを確認して行いたいと思います。今言わ

れた主任を持っているかどうか、そのへんの確認を行いたいと思います。たぶんで申し訳あり

ませんが、たぶんそれぞれ石綿管を扱っていますので町内業者が持っているかと思います。確

認はちょっとしてございませんので申し訳ございません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ぜひこの部分は、健康にも害をする作業でありますので、しっかりと業者のほうにも教育を

してもらいたいなと思います。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。 
 旧増穂地区では、山間地を除いた地区が上水道であります。また旧鰍沢地区は全町すべて簡

易水道でありますが、今回、合併したのでぜひ上水道のほうに移行できないのでしょうか。ま

ちなかである鰍沢北、中、南区は上水道に移行して管理を簡素化すべきだと思いますが、当局

の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
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〇上下水道課長（細野幸男君） 
 お答えします。 
 合併以来、町では水道事業における統合を検討してまいりました。その結果、鰍沢本町簡易

水道は上水道への統合が望ましいことから、水道事業経営変更認可申請の手続きを進めており

ます。この統合は水道施設の維持管理だけではなく、簡易水道特別会計から鰍沢本町簡易水道

事業を公営企業会計へと移行するものであり、経営統合に必要となる簡易水道の施設・設備を

資産として整理する必要があります。 
 現在、統合後の上水道経営状況を精査し、施設整備をどのように進めていくのか、水道料金

体制も考慮して統合事務を進めているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、鰍沢地区のほうではまだ石綿管が非常に残っているということで、石綿管があれば、こ

の上水道とつなげると、割と石綿管というのは圧に耐えられないというところもありますので、

ぜひこの石綿管工事そのものを先に進めていただきながら、この上水道への移行を進めていた

だきたいなと思います。 
 それでは、次の質問に移ります。 
 上水道、簡易水道とも今のところは台帳管理をしていますけども、作業効率を上げるためデー

タ管理に変える考えはあるのか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 データ管理についてのご質問にお答えします。 
 水道管の管理については上水道、簡易水道とも台帳のみでそれぞれで管理しておりますが、

水道管の敷設替えによる更新作業を随時行うには、データでの管理が効率的であると考えてい

ます。 
 今後、簡易水道と上水道との統合を機にどのようなデータ管理システムがよいのか、検討し

ていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 このへんのデータ管理なんですけども、今、役場職員の中にもパソコンができる人はいると

思います。その中でエクセルやワードというものが使える職員もいると思いますので、このデー

タ管理をするのは、台帳管理をすれば何年かに一度、コンサルに頼んでそのたびに経費がかか

るのでお金がかかります。そのへんをもっと難しく考えずに職員に、例えばゼンリンのこの地

図の上に耐震工事をした管は青にするとか、していない部分は赤にするというような仕分けを

したり、また上水栓の位置とかそのぐらいのことはたぶんできると思いますので、そしてその

横に管の経とか、あと施工年を貼り付けたりすれば、それで十分、水道管というのは管理でき
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ると思います。そうすれば大きな経費の削減になると思いますので、ぜひそのように経費のか

からないデータ管理を検討していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 上下水道課長、細野幸男君。 
〇上下水道課長（細野幸男君） 

 そのシステムというのを考えているのが、基本的に最初にデータ管理システムを導入しまし

て、それによってあと訂正は、やっぱり自分たちで訂正できるような、そういうことを考えて

経費を、その後、更新をしていくのは自分たちの手でその上に書いていくということを考えて、

どのようなものがいいかということを検討していきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。ぜひそのような形でやっていただきたいなというふうに思います。 
 それでは次に大きく２つ目の質問ですけども、町道平林伊奈ヶ湖線の整備とふるさと自然塾

の活用についてですが、まずは町道平林伊奈ヶ湖線の工事が今、進んでいますけども、これは

いつごろ全線開通になるのか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 長澤健議員の、町道伊奈ヶ湖線の全線開通についてのご質問にお答えいたします。 
 町道平林伊奈ヶ湖線の全体計画は、林道大久保平線から県道平林青柳線までの延長２，

６００メートルであります。本路線は平成８年度より県道平林青柳線側から順次整備し、平成

２４年度までに約８億９千万円の事業費を投入し、１，４００メートルの改良工事を施工して

おります。そのうち集落内の６００メートルにつきまして、供用を開始しているところでござ

います。 
 今年度以降は残区間１，２００メートルの改良工事を進めていきますが、未供用区間の舗装

工事を併せ、約３億から４億円の事業費を要する見込みであります。 
 道路事業につきましては、国の補助事業で実施していますので予算の状況もありますが、全

線開通については平成３３年度ころになる見込みであります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 全線開通が平成３３年ということであと８年先ということですけども、それでは町長のほう

に質問ですけども、この平林伊奈ヶ湖線、これだけ大きな経費をかけて工事がされていますけ

ども、その建設する目的というものの町長の考えをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 平林伊奈ヶ湖線の必要性というご質問について、お答えをしたいと思います。 
 これは先ほど答弁いたしましたように、平成８年度から継続事業でやっています。そして当

時さくら池の周辺整備も行いましたので、そこに行きやすくするため、そしてまた県道平林青

柳線から林道大久保平線までの間につきましても、平林の集落内を通っておりますので、集落

内の道路の拡幅も必要でありますし、今言いましたようにふるさと自然塾への連絡道として、

現状では大型車輌が入れませんので、道路の拡幅を合わせてやっているところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、町長の答弁を絡めまして次の質問にいきたいと思います。 
 今、県道平林青柳線も拡幅の工事が進んでいます。町長が言ったとおり、大型車両が通れる

ようにしているということで、この大型車輌が通れるようになれば活用方法というものもいろ

いろ広がってくると思います。今、八ヶ岳少年自然の家の林間学校のように多くの学生を呼ぶ

ことができ、平林区の活性化にもつながると思いますけども、この活用方法の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 長澤議員の、町道平林伊奈ヶ湖線の整備とふるさと自然塾活用についての答弁をいたします。 
 ふるさと自然塾は地域の自然との直接の触れ合いを通して、環境保全意識を高めるとともに

自然を生かした地域の活性化を進めることを目的とした施設であります。 
 現在の利用状況は平成２４年度の自主事業に１７６人、またコテージとテントサイトを使っ

た宿泊やバーベキューなどで９００人ほどのご利用をいただいております。しかし１回の利用

はいずれも少人数で団体での利用は年間２、３件であります。 
 今後、町道平林伊奈ヶ湖線が全線開通すれば大型のバスも乗り入れることができ、団体客を

はじめ大勢の利用客が見込まれることから、受入態勢を確立した上で学校の課外授業の利用を

はじめ、冬場の動物観察会やかんじきの体験プログラム等も検討したいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、受入態勢を確立したらという答弁をいただきましたけども、それは宿泊施設の部分をも

う少し大きくするという考えでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 大型バスが入りますと４０、５０人の団体の利用客が入ってきます。この受入態勢を確立し

たいということは、そこで指導をする職員のことです。職員１名につき大体１０名くらいまで

しか指導できませんので、大勢来た場合の指導の増員ということを考えております。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 今の現状でいくと多くの人は増員ができませんけども、せっかく大型バスが来るようになれ

ばそういう大勢増員することはできますけども、そのへんで受入態勢の整備というものは考え

ているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 受入態勢ですけども、大型バスが自然塾まで直接入れることによりまして、先ほども言いま

したようにいろいろな事業を受けることができます。これに伴いまして、先ほどの受入態勢で

すけども、どうしても人数的に説明員、指導員ということが必要になります。そのへんは計画

的に時間を区切ったりして計画的に事業、それから観察、そういう事業に取り組んでいくよう

に考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 宿泊施設をまた造るということではなくて、そういう生徒を受け入れてそこで日帰りとかで

もそういう授業をするというような考えだと思いますけども、せっかく大型が通れるように

なっていますので、今後その施設を有効活用できるようにぜひこれからも検討していただきた

いと思います。 
 以上で、僕の質問を終わります。 

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

休憩 午前１０時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０７分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告３番、１２番、望月邦彦君の一般質問を行います。 
 １２番、望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 それでは、通告によりまして一般質問を行います。 
 合併して誕生した新しい町富士川町もすでに３年半が経ちました。町民の皆さんの融和と一

体感の醸成が図られる中で、まちづくりも順調に進んでいるものと確信をいたしているところ

でございます。 
 しかし合併前のそれぞれの町で取り組んできた事業も、大きく前に進んでいる事業もありま

すが、またその反面、方向性の見えない事業もあります。例えば旧増穂町時代の東部開発事業
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はすでに完成をみるのみとなりましたし、しかし旧鰍沢町の取り組んできた国の合同庁舎の誘

致や鹿島落居トンネル、地域間の情報格差については遅々として進んでいません。 
 そこで今回は私が旧町時代取り組んできた思いや町民の声を代弁して、大きく分けて３点ほ

ど質問をさせていただきます。 
 まずはじめに国の合同庁舎の整備促進についてでありますが、合併前の旧鰍沢町においては

シビックコア地区計画において国の合同調査整備促進を図るため、平成１２年に検討委員会を

立ち上げ山梨県や国土交通省、財務省に要望運動をしてきました。その結果、５年後の平成

１８年１月２４日付けで、国の同意を得て計画が進んできたものと理解をしています。この計

画では国家機関の建築物として鰍沢区検察庁、甲府地方法務局鰍沢支部、鰍沢税務署、鰍沢労

働基準監督署、鰍沢職業安定所、簡易裁判所の６つの機関がありますが、このうち裁判所を除

いた５つの機関を１つの建物に集約する、いわゆる国の合同庁舎整備促進であります。その建

設場所として鰍沢病院の跡地にお墨付きをいただいたものと認識してきました。 
 合併して３年半が経過しましたが、この間どのような推進活動をされてきたのかをお伺いい

たします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 望月邦彦議員の、国の合同庁舎の整備促進についてのご質問にお答えをいたします。 
 国の出先機関を１つにまとめる合同庁舎の整備につきましては、旧鰍沢町時代の平成１２年

から検討をはじめ平成１８年１月にシビックコア地区整備計画を策定し、周辺整備の促進を進

めてまいりました。 
 合同庁舎の建設は本町の峡南圏域の行政サービスの向上に大いに寄与するほか、鰍沢地区の

中心市街地の賑わいに溢れたまちづくりを推進する上で最も期待している核施設であり、拠点

施設になると認識しております。 
 しかしながら、平成２１年に国の出先機関を巡る統廃合の検討などを理由に建設が凍結され

てきましたが、昨年度より防災機能の強化が必要との判断から一部の庁舎については優先して

整備が始まったところです。 
 これまでも旧鰍沢町時代から国に再三の要望をしてまいりましたが、合併以降については平

成２２年６月に関東地方整備局に伺い、また平成２３年１０月には知事と国土交通省に伺い、

直接大臣や営繕部長に早期事業化をお願いしたところであります。 
 また今年の２月には関東地方整備局の営繕部長ともお会いし、町が行っています周辺整備に

ついて状況を説明し、国の考え方、事業の促進の状況等についてお聞きする中で、早期の事業

化を強くお願いしたところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 合併して３年半のうちに今言われたような国への要望活動等も町長さん、していただいてい

るところでありますけども、この問題につきましてはシビックコアということで、鰍沢地区に

おきましては電線の地中化や児童館、あるいは甲西バイパスの整備等も進めてきたわけであり
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ますけども、そちらのほうは大まか進んでおるところでございますけども、この合同庁舎の推

進が非常に遅れているということでございますので、このへんについて、これからも進めてい

ただきたいと思っていますが、今のその国の合同庁舎を誘致する場合、あと鰍沢病院の跡地が

あるわけでありますけども、ここの跡地の面積がどのくらい確保されているのか。不足するの

か。それともこれからもう少し必要だということがあるのか、そこらへんについて分かる範囲

内で質問をしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 合同庁舎の建設場所の面積ということでございますけども、旧鰍沢病院の跡地が３，９６６平

方メートル、約４千平方メートルを確保してございまして、平成２２年に国との協議の中で国

の施設が現在の町で取得している面積で足りるかどうかということをお聞きしておりまして、

今の面積の中で収まるという回答をいただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 面積については今の旧鰍沢病院の跡地で賄えるというようなことでございますけども、今の

この土地を維持管理しているのはどこの課が担当して、たぶん町の所有になっていると思うわ

けでありますけども、そのへん、どのくらいの投資をしているかということが分かったらお願

いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 今の維持管理という件でございますけども、今、その跡地につきましてはまだ土壌検査等が

ございますもので、それにつきましては建設課のほうで行っております。今までその土壌調査、

あるいはこれからその一部、鉛が出てきているところがありますので、その処分等も行う中で、

今まで２５０万円ほどの経費をかけているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 今の旧鰍沢病院跡地の総面積について、町の所有になっているというふうに思いますけども、

当然、買い取っている部分もあると思うんですが、そういった総額的なものはどのくらい全体

で投資をしているかということが分かりましたら。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 お答えします。 
 鰍沢病院の跡地の土地の買収でございますけども、これにつきましては当時６，７００万円
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ほどかかっております。それとあと鰍沢病院の建物の解体費用がございまして、この設計と解

体工事にかかる費用が約１億円かかっております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 それはまた次へいきますと、その５つが仮に合同庁舎に入るとすると、そこらへんの土地の

売却とかいろんな問題がありますから、こういったものについてはかなり、ツーペーになって

いくとかいろいろな問題が出てきますから、それはそれとして今後の課題だというふうに思っ

ています。 
 それと次に移っていきますが、民主党政権時代にコンクリートから人へというふうな政策の

展開もあり、また国の出先機関を縮小するというふうな逆風もありましたけども、ここ３年ほ

ど続いた民主党政権もこのたび自民党、公明党の連立政権になってきたわけでありますし、ラ

イフライン等の促進もかなり図られるんではないかというふうに思っていますので、今後さら

にどのような取り組みをしていくのかをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 国におきましても、合同庁舎の建設はシビックコア計画の核になる施設との必要性は認識し

ておりますけども、国の出先機関改革等、いまだに不透明な問題がありまして事業化には今し

ばらく時間がかかるというお話であります。 
 しかし町にとりましては、地域の発展と行政サービスの向上のためにも必要な施設でありま

すので、今後も引き続き県と連携をとりながら早期事業化に向け、働きかけを行っていきたい

と考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 それを推薦するにつけて、旧鰍沢町においては平成１２年ごろ検討委員会を立ち上げており

ますが、これからそれを本当に力強く推進していくためには、何か検討委員会的な形のものを

立ち上げていくか、あるいは商工会とか、それから区長会とかそういうところに要請をしたり、

各種団体に要請をしたりして、検討委員会を立ち上げるような考え方はあるかお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは、あくまでも国の出先機関改革がはっきりしないと進まないと思っています。これま

でも旧労働省関係を県に移管していこうという問題から、今までの大きさのシビックコアはい

らないということから、旧鰍沢では病院の跡地の周辺も土地の買収に入った部分がありますが、

先ほど建設課長が答弁したように、今の時点では国のほうの合同庁舎は旧病院跡地だけで十分

だから、まわりの土地はいりませんと言われてきていますので、国のほうもそうやって動いて

はきておりますので、これからも県と連携をとりながら国のほうへ働きかけをしていきたいと
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思っています。委員会等は立ち上げても、たぶん国のほうの方針が決まらない限りは年に１回

の総会ぐらいの団体になってしまうと思いますので、動きが出ればそのときで考えていきたい

なと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 動きが出た時点でということでございますが、できるだけ早い時点に動きがあるようにいっ

てほしいと思いますし、町としてもそういうふうな形の中で検討していっていただければと

思っております。 
 昨日、２０２０年の東京オリンピック招致も開催と決まったわけでありますけども、これは

やはりなんといっても、それにかける情熱や熱意が非常に大切であると思いますし、町長さん

も、子ども議会でもそのようなことを述べられておりましたので、やはり地元の熱意、情熱を

伝えていって、一日も早い合同庁舎建設に向けて進んでほしいなと思っておりますし、富士川

町におきましては県の出先機関もありますし、国の出先機関が今６つあるわけでありますから、

こうしたものを利用してといいますか、峡南地方の中心となるような捉え方、いわゆる旧町と

いうことではなくて、富士川町としてこの問題をしっかり捉えていってほしいなということを

お願いして、この国の合同庁舎の推進についての質問は終わります。 
 次に、大きく鹿島落居トンネル建設についてを伺います。 
 合併前の旧六郷町と旧鰍沢町において、平成８年の１０月２３日に鹿島落居トンネル建設事

業促進期成同盟会の設立総会が開催されました。以来、過疎地域市町村道整備県代行事業とし

て平成１１年４月に事業決定され、国が平成１１年１１月１８日に交流ふれあいトンネル橋梁

整備事業として新規実施個所として、鰍沢町と六郷町を結ぶ町道鹿島落居線の鹿島落居トンネ

ルと新鹿島橋を選定し、工事を進め今日まできておりまして、すでに国道５２号線のほうの護

岸工事、それから鹿島橋も立派に仕上がっておるわけでありますが、これからトンネルに向け

ての掘削についてのことについて、またお願いをしていきたいわけであります。 
 そういう中、平成１８年の１０月２５日に開催されました総会において、事業計画の中で県

の評価委員会の審議と中部横断道の詳細設計が決定されないと、トンネル掘削に伴う同盟会と

しての動きが取れないため組織的な動きを一時休止し、当面両町の町長および事務局レベルの

活動を行っていくとしておりますが、すでに中部横断自動車道の路線も決定し、開通の見通し

もある中で今後、市川三郷町と期成同盟会を一日も早く再開する考えがあるか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鹿島落居トンネルの建設についてのご質問にお答えをいたします。 
 鹿島落居線は本町の鹿島地区と市川三郷町落居地区を結ぶ路線で、峡南地域の産業振興およ

び地域間交流の路線として、また国道５２号へアクセスする重要な路線であります。 
 このため、平成８年に旧鰍沢町と旧六郷町で鹿島落居トンネルの早期着工を目的に建設促進

期成同盟会が設立をされ、平成１７年度まで関係機関への陳情活動等を行ってきましたが、県

の公共事業評価委員会の審議と中部横断自動車道富沢増穂間のうち、中日本高速道路㈱が事業

主体となる六郷インターチェンジから増穂インターチェンジまでの詳細設計が決定されないと
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トンネル建設に伴う同盟会としての動きがとれないとの理由によりまして、組織的な動きを平

成１８年度から休止しております。 
 こうした中、中部横断自動車道も六郷インターチェンジ、増穂インターチェンジ間の工事も

着工されまして、平成２８年度には供用開始の予定であります。 
 この鹿島落居トンネルは、六郷インターチェンジへのアクセス道としても必要でありますの

で、国・県へ市川三郷町とともに建設要望をしているところであります。 
 今後、市川三郷町と協議を整えまして、早期に建設促進期成同盟会の再開を図りたいと考え

ております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 平成１８年の１０月に開催されたときに、六郷町と鰍沢町で協議会をつくっていたわけであ

りますけども、市川三郷町が合併をして、そして六郷町から市川三郷町にそこらへんを変更す

るという規約改正がありました。そのままできていますから、今度は鰍沢町と増穂町が合併し

ていますので、そこの鰍沢町の部分が今度は富士川町というふうな形になっていくわけでしょ

うが、それは総会の中で規約改正という形になろうと思いますから、そういう形の中で一日も

早く再開をすることを望んでいきたいと思っています。 
 それから総会の中で計上されている予算があるわけでありますけども、今、現在高はどのく

らいになっているのかを、分かりましたらお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 お答えします。 
 今ちょっと中身を持っていないもので、私の記憶では８０数万円と記憶しております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 事業を進めていくにはやっぱり予算も必要でありますので、今回、一日も早く期成同盟会を

市川三郷町と富士川町で立ち上げていただいて、一日も早い推進をお願いしたいと思います。 
 それから２番目に移りますが、その当時、鹿島落居トンネルが完成した暁に計画されている

鹿島記念公園の整備についての計画があるわけでありますが、このへんについての質問をした

いと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鹿島記念公園の整備につきましては、鹿島落居線の整備に併せて富士川左岸の鹿島橋下流に

計画をしておりましたけれども、平成１７年度に行われました県の公共事業評価委員会におき

まして費用対効果という点で鹿島落居トンネルを含めた事業が一時中断となったことから、こ
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の公園の整備も中断しているところであります。 
 今後、鹿島落居線の整備が再開される見通しがついた時点で検討してまいりたいと考えてい

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 すでにこの公園の名称も募集をして、実は鹿島記念公園という名前を用いようということで

県と事業認可を取るために平成１５年の６月１１日に地元への説明会をしております。その中

には公園の中にヘリポートの離着地帯も計画をされておるわけでありますけども、これはやは

り事業が前に進まなければ要望もできないことかもしれませんけども、こういった旧町時代に

取り組んできた公園内の整備についての青写真もありますので、そういったものの中で取り組

んでいただきたいと思っています。 
 それから現在、予定されている場所につきましては、バスのＵターンといいますか、旋回場

所として利用しておりますし、富士川下りの事務所として貸付を行っている、あの場所であり

ますけども、ここの面積が全体ではどのくらいあって、そしてこの場所は町の所有と県の所有

にたぶん分かれていると思うんですが、そのへんの割合なんかが分かりましたらお願いいたし

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 ちょっと資料がございませんので、また後刻整いましたらご報告をさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 それではもう１点、富士川下りの事務所として貸付をしている条件といいますか、どんなふ

うな形の中で貸付をしているのか。ＮＰＯに対して。そのへんの条件的なところをちょっとお

聞きしたいと思いますし、また仮に事業が進んで公園にしていくというようなときには、その

間の貸付についてどうなっていくのかということも分かりましたらお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月議員、通告外のことですので。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 だから私は公園整備という部分を言っているわけですから、その公園を整備する場所にいわ

ゆるバスの旋回所を造ってあるよ、そして富士川下りの事務所を貸してあげているとこういう

話ですから、このへんについては公園を造るときにどうしていくのかということを今、聞いて

いるわけです。ですから、あそこの部分をひっくるめて鹿島記念公園として整備をしていくと

いう土地ですから、その土地を今、バスのＵターン場所に使ったり、それから富士川下りの事

務所として貸し出しをしているので、このへんは公園を進めていくときにはどうするのかとい

うことですから、一向に通告外ではないと私は考えています。 
 

 ５２



〇議長（芦澤益彦君） 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 舟下りのほうへの貸付でございますけども、町で所有している土地等、国交省で所有してい

る土地がございますので、そこにつきましては国交省のほうから占用を受ける。そして町は町

で貸付をしておりまして、舟下りにつきましては、とりあえずそこを貸していただきたいとい

うことの中で、今お貸ししておるところでございますので、公園の整備が進んでいきますと、

また舟下りの発着所も変更をしていっていただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 公園整備という形の中で進んでいくわけでありますけども、実は中部地域は今の過疎集落等

自立再生研究対策事業というものを取り入れて進んでいます。そういった形の中でくらしづく

り部会等において協議する結果、あの地帯に、今回、取り組むのは芝桜を植えていこうという

ような計画も持ちながら進めていきますし、その中で桜なんかを植えることがいいではないか

というような要望もありますから、そのへんは今言った公園整備上、そういった桜みたいに大

きくなる木は植えられないよとか、そういう木を植えることによってヘリが下りられないとい

うことであれば、そういうことであればそういった部分を考えなければならないんですけども、

そういう部分を地元としてちょっと言われておりますので、今回そのへんを公園整備と絡めて

お聞きいたしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この鹿島記念公園につきましては、先ほど申し上げましたように鹿島落居線の整備が再開さ

れた時点で検討してまいりたいと思いますけども、今ある青写真につきましてはまわりが樹木

で覆われて、中にヘリポートという計画でありますから、今の計画のとおりに整備するわけに

はいかないと思いますので、また鹿島落居線トンネルのほうが具体化した段階で、また地域の

皆さんとどういった公園がいいのか、検討していきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 それでは、計画が前に進むときには地元とよく話をする中で進めてほしいと思っております。 
 次に、３番目のインフラ整備についてに移ります。 
 これからの社会生活のあらゆる分野において情報化の時代といわれております。すべての人

が便益を享受できるようにしなければなりませんし、またしていかなければならないと思って

います。わが町の中で情報通信機能の遅れている地域がありますが、町内の情報通信機能の整

備についてを伺います。 
 １つ目といたしまして、中部・五開地区のインターネット回線の高速化とＣＡＴＶ、テレビ

ジョンの難視聴ということもあるわけでありますが、こうした整備予定があるのかを伺います。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 望月議員の、情報通信技能の整備予定についてのご質問にお答えいたします。 
 情報通信機能の整備につきましては光ケーブル等の整備が必要となり、総務省においてブ

ロードバンド未整備地区を解消するために、情報通信利用環境整備推進事業を実施しておりま

す。こうした国の事業推進や地域からの要望もあることや、本町の総合計画にも位置づけてい

ることから、中部地区に続き五開地区といった段階的に整備することも含め、検討していきた

いと考えております。 
 整備にあたっては、光ケーブルをＣＡＴＶなどの事業者に有償貸与することにより、高速イ

ンターネットや多チャンネルの視聴が可能になるものと考えております。しかし情報通信利用

環境整備推進事業の導入を図るには、インターネット接続の加入率が５０％以上必要であり、

また全テレビ局を視聴するためにはＣＡＴＶの導入が必要となりますが、加入料や毎月の使用

料について他の地域と同料金とするためには６０％以上の加入率が必要となります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 この中部・五開地域につきましては、過去からいろいろと議員の皆さんからも心配していた

だいているところでありますけども、私が今、ちょっと調べてみますとこの地域にはＮＨＫの

共聴施設のアンテナが６カ所ありまして、加入している人たちが３７０戸ほどあります。そし

て、ここの農集、いわゆる電話が２７局回線ですが、昭和３０年過ぎに農集電話として敷設さ

れておりまして、ＮＴＴが２７局回線のエリアでもって行っていますが、過日、電話帳をひっ

くり返してみまして２７局がどのくらいあるかなということで調べましたら、４６７区ぐらい

加入しているということでありまして、この４６７区の加入している皆さんが、パソコンをお

持ちの方が全員ではないと思います。仮に半分くらい持っていたとしても、そのパソコンの立

ち上がり等が非常に遅いということで、その立ち上げを早くするには何が必要かということで、

実際にはＮＨＫの共聴とかＮＴＴの電話回線等もありますから、こういった中でＮＴＴやＮＨ

Ｋと何か話し合いをされた経緯があるかどうかをお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ＮＨＫ等との話ですけども、特にＮＨＫの映像が映らないというようなところではないと思

いますので、特にＮＨＫとは協議はしておりません。 
 ＮＴＴにつきましてもＮＴＴの回線の配線するとか、そういうことについては多少の話をし

ていると思いますけども、特に協議等はしておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 そういうふうに事業者との話し合いをされていないということで、一向に解決といいますか、
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話の糸口がつかめないわけでありますから、そういうものをやっぱり解決していくには、今の

光という部分が非常に解決する方向に向かっていくと思いますが、これは全体的な質問をした

あとで、またちょっとお話をさせていただきますが、そうした中でＣＡＴＶも映らないよ、パ

ソコンの立ち上がりも悪いよというような状況の地域ですから、どうしても若者の定住促進を

しているところですが、なかなか住む人がいなくなるというふうに思いますので、こういうも

のをできるだけ早く改善していただきたいと思っていますし、そしてこの富士川町議会も開か

れた議会、信頼される議会を目指しておりまして、日曜議会、休日議会も開いておりますが、

実はこのＣＡＴＶが全町に入れば、このＣＡＴＶを使って議会の模様が送信できるわけですか

ら、こういう取り組みについても一日でも早くしていかなければならないというふうに思って

おるところであります。 
 そして現在、今、ＣＡＴＶで放送しているのは１０市の市がすべて取り組んでおりますから、

こういった形の中でＣＡＴＶを、いわゆる全町に普及していくにはやっぱり光も必要というよ

うな形の中で進めてほしいなと思っておりますし、実は平成２１年、２００９年の合併前に平

林と、それから穂積地域に光ケーブルを敷設した事業があるわけですけども、このときはちょっ

と、峡南広域行政組合はすでに平成１３年に南巨摩地区情報通信ネットワーク基盤整備事業を

立ち上げておりまして、各町からの負担金をもらいながら事業を今、進めてきておりますが、

そのときに整備された、いわゆる富士川町におきましても町を中心に、エリアとして文化会館

とか、それから地域保健福祉センターとか、まほらの湯とか高齢者福祉センター、それから町

民会館等、大きなネットでその１３年に結んでいます。そして今回、平林、穂積に立ち上げて、

平成１３年度の広域的地域情報通信ネットワーク基盤整備事業によって、いわゆる穂積地域の

約２００世帯、平林地域の約１３０世帯の光、そして同軸ケーブルを入れてＣＡＴＶとかそう

いうものを入れていったり、保育所へ入れたりというふうな、そういう事業で入れていますの

で、今回、いわゆる中部・五開地域におきましてもそのへんの、事業費があるかないかは別と

いたしましても、早急にそういった取り組みをしてほしいなと思っていますし、それから今、

県が国道５２号に敷設してある光でございますけども、これも峡南広域行政組合の中で、学校

へは実はいっているわけですね。五開小学校、中部小学校にいっていますから、そういう光を

ちょっと疎くて分かりませんが、どのくらいの容量があって、どういうふうにしていくかとい

うことは分かりませんが、とにかく現状は光がある程度のところまでいっているとこういうこ

とでございますので、そういった中で今、県も取り組んでいます山梨県情報ハイウェイの概略

等が分かったら、ちょっと教えていただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 これは県の情報ハイウェイにつきまして詳細なことは分かりませんけども、県においても光

ケーブルを使えるということで、ただ中部小学校等につきましては県の光ケーブルを借用して、

中部小学校には光ケーブルでインターネット等を引いているということは確認しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 そういうことの中で、県の考え方というのは県内の主要道路に張り巡らせている光ファイ

 ５５



バーがあるわけでありますけども、こういった光を使って民間にも開放を目指している。その

中の容量の中の３１％を使っていいよという形があるようでありますから、これは業者間との

話し合いもあるんでしょうけども、そういったものを行政とも使いながら、民間とも協議をし

ながらその光を使って、中部・五開のほうへ引いていくということを一日も早くしてほしいな

と思っていますし、その光というのはよく分かりませんけども、元局があって光を敷設して、

その先に同軸ケーブルを入れてそして個々の家に入れていくんですが、その光がどのくらい長

いかという部分、いわゆる半分ぐらい光でカバーするということなのか。事業のやり方は３つ

ぐらいあるわけですが、そういった中での取り組みをよく研究していただいて進めてほしいな

と思っていますし、基本的にはこれからはすべて光、局からいわゆる先端の家庭まで光でつな

ぐというのがこれは基本になってくるわけでありますが、そんなことについてはまた検討をし

ていただきたいと思いますし、そのへんで１番につきましては質問を終わりたいと思います。 
 ２番目の防災行政無線の戸別受信機設置について、整備予定があるのかをお聞きしたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 ただいまの戸別受信機の設置について、整備予定があるかの質問にお答えをいたします。 
 台風や大雨などの際、室内において防災行政無線の放送内容が聞き取りにくいという苦情が

あります。こうしたことから、町内各戸に戸別受信機の導入について住民アンケート調査を実

施し、現在検討をしているところであります。 
 検討内容としては、町の防災行政無線やＦＭ放送による戸別受信機のほか、光ケーブルやＣ

ＡＴＶ回線の活用などであります。 
 今後、導入方法とともにアンケート調査を踏まえた住民負担割合などを決定し、緊急情報通

信網を確立していきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 望月邦彦君。 
〇１２番議員（望月邦彦君） 

 この問題につきましても、難聴地域の解消のために行政防災無線デジタル化整備事業という

のがたぶんあったと思うわけでありますけども、たぶんこれも合併前にそれぞれの町である程

度の整備をされておるわけでありますけども、ここへきてやはり地震対策とか防災対策とか、

そういった各種観測情報を的確に住民に伝えるということが非常に大事になってきているわけ

でありますから、ただ行政無線の中の戸別受信機だけでいいのかという部分が実は出てくるわ

けでありまして、そしてこの問題とすればそういった無線なのがいいのか、先ほどから言って

いる光ケーブル、そして同軸ケーブルを使った有線化がいいのかということになると、これも

またいろいろな論議が出てきます。有線で線を張っていくと、それが倒れたときにはもう駄目

だというような部分にもなるでしょうから、いろいろな絡み合いが出てくると思うんですよね。

ですからそういった形の中で、無線化をしていって戸別受信機を入れたほうがいいのか、有線

化にしていいのかということでありますけども、仮に無線化をしていく場合には全町に入りま

す。しかしＣＡＴＶ、いわゆる光がいけば、すべてそのＣＡＴＶがあるところにはインターネッ

トも立ち上げが早くなるし、その先に戸別受信機も設置できるということで、いけると思うの
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で、そのへんのこれからどういう形で取り組んでいただけるのかを検討していただきたいと思

うし、そして放送とかがダブって聞こえないよということも言われておりますし、サッシを閉

めてしまうと中には聞こえないので、やはりこれから必要になってくるのは、国がＪアラート

でダイレクトに放送してくることがすべて瞬時に個人に伝わると、こういう施設を立ち上げて

いかなければならないと思うので、そういう部分についてこれからの研究を大いにされてほし

いなと思っています。 
 それでは３番目でありますけども、双方向性通信機能が福祉の面で必要になってきていると

思いますが、これは福祉だけではなくてすべてに必要なんです。現在、県下で２町村というふ

うに書いてありますけども、取り組んでいる町村があるわけでありますが、わが町としてもこ

ういった双方向性の通信機能に対しての事業計画を進めるかどうかについてお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまの双方向性通信機能の事業計画ということで、お答えをいたします。 
 現在、双方向性通信機能を福祉目的に活用している自治体の多くは、光ファイバーによる情

報通信基盤の整備を土台として、戸別端末等の設置により音声や画像によるきめ細かい行政情

報や防災情報の提供とともに独居老人などを対象に、テレビ電話機能を用いた各種相談や見守

り、安否確認を行うものであります。 
 現在、本町において福祉の面で同様の事業計画はありませんが、今後、情報通信基盤整備等

の進展があれば、その利活用の１つとして福祉目的の活用も検討したいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 今の答弁ですと、光とかそういうものが整備されないとちょっと無理だよというふうな話だ

ろうと思うわけでありますけども、やはり今からそういった部分に対して何ができるのかとい

う部分を検討しておいていただきたいという部分が、１つはこの中で質問の思いがあるわけで

あります。 
 そうした中で、今まで峡南広域行政組合がふれあいペンダントの事業をやっておりましたけ

ども、昨年から山梨県安心・安全センターに移行しておりますけども、一方的に、向こうから

くるだけではなくて、こちらからも問いかけて、薬は飲んだんですか、健康ですかとか、要支

援者等について見守りをする。そういう部分に非常に双方向のやりとりが必要になってくると

いうことでございますので、そのへんをぜひひとつ進めてほしいなと思っておりますし、やは

りこれは町の中で企画だけが担当する問題ではなく、防災だけが担当する問題ではなく、福祉

だけが担当する問題でなく、お金のかかる財政だけでなく、やはりこういった組織の中でプロ

ジェクトチームみたいな、町長直結のプロジェクトチームみたいものをつくって進めていかれ

れば私はよいかなと思いますが、そのへん町長の考え方はどうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 今、これまでの光を中心としたインフラ整備につきましては、みんな一緒というのは私は無

理だと思います。やはり平常時に回線を使ってやっていく部分と、そしていざ災害時、この間

の竜巻もそうですが、３日も電気の来ないところに光をいくら入れても意味をなさないわけで

ありますから、防災用の戸別受信機とは分けて考えなければならないと思います。 
 今、こういったものを当然、これまでも検討しております。町の総合計画にも中部地区に、

五開地区に光をということは明記してありますので、先ほど企画課長が言ったようにこういっ

たものを入れていくには、やはり国の補助金を利用していかなければなりませんので、インター

ネットの接続の加入率は５０％以上、そしてまたテレビの難視聴とありますけども、ＮＨＫと

ＹＢＳとＵＴＹは映ると思いますが、東京のチャンネルは映らないということだと思いますの

で、それを県下でもほとんどの地域で全チャンネル見ている状況ですので、テレビ組合をなん

とかしていただいて、そして加入率を上げていただく。そうすれば、すぐこれは可能になると

思います。そういうことになれば、うちのほうもプロジェクトといいますか、企画が町の中、

全部やっておりますので、その業務を企画にさせておりますから、全部局に使えるものは使っ

ていくというふうな計画が立てられるものと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 今、町長さんも言われたように、すべて光だけでは対応できないよという部分を言っている

のは、私も先ほど言った有線か無線、これをまず使う方法を考えてほしいと。そういった中で

プロジェクトチームみたいなことを立ち上げて研究してほしいということですが、そのへんは

どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの答弁にもありましたが、ＦＭ放送も含めて今、検討しているところですが、ＦＭに

つきましては、やはり営業を主体としなければならない。そして電波局に毎月経営状況を報告

しなければならない。戸別受信機が安くて非常に導入が手っ取り早いんですが、本体を造るの

に非常に問題があるというふうになります。この富士川町はすべて防災行政無線デジタル化し

てありまして、どこの地域にも電波が届くようになっておりますので、防災は防災行政無線が

家の中にいても、電気を切っていてもそのときは瞬時にスイッチが入って、町の状況、気象の

状況がお知らせできるようになればいいかなと思っております。 
 それとまた先ほど来言っていますように、光ケーブルは県のケーブルもきておりますので、

そういうのも活用しながら引いていけばいいんですが、今、五開小学校も引いておりますけど

も、線が細すぎて全世帯への供給が無理といわれ、全部引き直さなければならないと思います

ので相当なお金もかかりますから、ぜひ国の補助金を活用しながら本当に一日も早くしたいと

思います。一番ネックは地域の皆さんの協力が少ないということですので、ぜひまた地域の皆

さんにご協力をいただければ、先ほど答弁したようにインターネットも使えますし、ＣＡＴＶ

もほかの地域と同じ料金で加入できると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
 一応、旧町時代に取り組んできた思いとか、また町民の皆さんの声とかをこの３つに含めて

質問させていただいたところでありますが、新しい町となりまして第１次富士川町総合計画が

２２年から２９年まで、７年間までで総合計画を立ててありますけども、ちょうどそのページ

の１００ページに、高速情報化社会への対応の中でブロードバンドゼロ地域解消を謳っていま

すので、こういった計画の中で中部も五開もいわゆるＣＡＴＶも映るよ、インターネットも立

ち上がるよというような状況に早くしていただいて、その先に戸別受信機が出てくるんだろう

なということもありますし、そのへんの遅れをなんとか解消していただきたいということを再

度お願いいたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告３番、１２番、望月邦彦君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午前１１時５６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 ここで建設課長、川住資農夫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。 
 建設課長、川住資農夫君。 

〇建設課長（川住資農夫君） 
 先ほど望月邦彦議員のご質問の中で、鹿島記念公園の面積につきまして保留となっておりま

したので、ご質問にお答えをさせていただきます。 
 事業計画でいきますと鹿島記念公園の面積規模でございますけども、芝生広場等で３，

３６５平方メートル、駐車場が６００平方メートル、計３，９６５平方メートルとなっており

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 続いて通告４番、９番、堀之内美彦君の一般質問を行います。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 ３点について、質問いたします。 
 最初に、災害時要援護者の避難対策について伺います。 
 災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障害者など、災害時要援護者の名簿作成を

市町村に義務付ける改正災害対策基本法が先の通常国会で成立しました。改正法ではこれまで

曖昧だった個人情報の取り扱いが明確化され、名簿の整理と情報提供が進むことが期待されま

す。従来の制度においても、災害発生時における高齢者などの避難支援の指針となる災害時要
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援護者の避難支援ガイドラインに基づき名簿作成を市町村に求めてきましたが、作成している

自治体は６割程度に留まっていました。 
 今回の改正により要援護者の名簿作成が市町村に義務付けられました。名簿は本人の同意を

得た上で消防や民生委員など、関係機関にあらかじめ情報を提供しますが、災害が発生した場

合は同意がなくても必要な個人情報を提供することができるとしています。 
 そこで（１）の質問です。災害対策基本法、災害予防の部分において災害時の避難に特に支

援を要する者についての名簿作成とあります。本町における要援護者の名簿作成はどのように

なっているのか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 ただいまの要援護者名簿につきまして、お答えいたします。 
 東海地震などの大規模災害時における要援護者の安全確保や適切な支援を講じるために、町

では災害時要援護者支援マニュアルを策定してあります。要援護者名簿は支援マニュアルにも

掲載されている災害時要援護者登録制度を活用し作成しており、本人申請を基本とする登録者

数は１９２名であり、全体の要援護者対象者からの掲載率は２２％程度となっております。 
 登録情報としては住所、氏名、生年月日の基本情報のほか身体の状況や緊急連絡先、支援者

情報、避難場所などが記載してあります。 
 登録者の内訳は一人暮らし高齢者、要介護高齢者、障害者、妊産婦などで構成され、発災時、

自力または家族援助があっても避難が困難な方が対象となっております。 
 なお、要援護者の名簿は、災害時に有効活用できるよう毎年、内容を更新しております。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 再質問です。 
 今回のこの名簿作成というのは民生委員さんの力を借りて作成していると思うんですけども、

今、本町の場合は１９２名で２２％が登録者数ということなんですけれども、この要援護者を

災害時、守るためにも登録者を増やすことが重要と考えておりますが、町ではどのように考え

ているんでしょうか、お聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまの要援護者名簿の掲載率のアップというようなご質問に対して、お答えいたします。 
 要援護者名簿の登録が少ない理由の１つとしまして、個人情報保護法が壁になっているとい

うことが考えられます。しかし生命の保護を第一優先とする考えの視点に立って、今後個人情

報保護法との兼ね合いを精査する中で、関係する課で協議しながら支援のほうを、必要とする

すべての方を名簿に記載できるよう対応策を考えていきたいと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、町のほうでも一生懸命、名簿の登録者数を増やすように努力されていると思うんですけ

ども、今、個人情報保護法が邪魔になって抵触してできないということなんですけども、８月

２９日の山日なんですけども、「災害弱者の登録に遅れ」という記事で「要援護者名簿 個人情

報保護法が壁」という記事が出ておりました。この中に「富士川町は本人の同意なく名簿に掲

載できる条例制定を検討している」という文があるんですけども、このことについて町長にお

伺いします。状況を教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど福祉保健課長が答弁いたしましたように、個人情報保護条例の中に個人情報の保持と

いうことがありまして、それが一番ネックになっていると思います。ただ、個人情報保護法の

中にも住民、あるいは国民の生命・財産を守る場合はこの限りではないというのがありますの

で、また関係機関とそのへんは協議をしながら、できればこの災害時の要援護者の登録制度に

使うという限定で、多くの人の名簿作成をやっていければと思っております。 
 それとまた同時にこの要援護者の登録制度だけでなくて、富士川町は自助・近助といってお

りますから、近助で支援者の、誰が誰を見るんだという、そういった部分もしっかりしていか

なければこれから大変なのではないのかなと思っております。 
 今、民生委員さんが一生懸命やっていただいていますが、民生委員さんの活動範囲も広いも

のですし、またそういった要援護者の家庭までも距離があるものですから一番身近な、近助の

人で誰が誰を見守るのか、そういうこともこれから１つの課題として研究していきたいなと

思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、町長のほうで答弁がありまして、ぜひとも町民の命を守る、また財産を守るということ

で、そのへんしっかりと名簿を作成していただきたいと思います。 
 次に移ります。 
 次にいじめ防止対策推進法の制定を受けてについて、伺います。 
 国がいじめ対策を本格化させてから・・・。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内議員、順序が違っていませんか。 
 （２）番ですね。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 （２）の質問に移ります。 
 名簿の整備・共有は避難支援を円滑に進めるための第一歩と考えます。避難支援の取り組み

自体は、自治体側の入念な準備にかかっていると思います。弱い立場の人たちをどう守るかと

いうのが次なる大きな課題であり、それぞれの地域社会に投げかけられています。 
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 発災時の個人の支援・行動計画を事前に細かく決めて訓練するなど、いま一度日ごろから地

域で高齢者や障害者を支える体制を整備することが重要と考えます。平常時からの避難支援の

組織づくり、地域力を高めるための地域づくり、人材育成・関係機関との連携体制の整備につ

いて伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 要援護者の避難行動支援につきましては、災害対策基本法の一部改正により自治体に向けた

取り組み指針が示されました。 
 避難行動要支援者の避難支援については、要援護者にかかる部分の地域防災計画の見直しを

はじめ要援護者の状況把握と個別の支援行動計画の策定、支援者の把握と支援者名簿の作成な

どが必要であります。 
 地域力を高める組織づくり、人材育成については社会福祉協議会やボランティア団体などの

関係団体や民生委員等から構成する地域組織と連携して平常時から安否確認、情報伝達訓練や

避難行動訓練を実施するなど、防災技術の習得や防災リーダーの養成など地域における防災力

の強化、共助力の向上に努めていきたいと考えております。 
 また、関係機関との連携体制の整備についても地域の実情を踏まえ、各区と協力する中、防

災、福祉、医療等の各分野の関係者も含めた横断的な組織の充実を図るなど、横の連携を密に

した支援対策に取り組んでいきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 堀之内美彦君。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 では次に（３）に移ります。 
 同法の被災者の保護の部分に生活環境の整備とあります。避難所の環境整備についての努力

義務化、また避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮についての努力義務化が新たに盛り

込まれました。本町の対応はどのように考えているのでしょうか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 お答えいたします。 
 災害対策基本法の第５章、災害応急対策の第５節、被災者の保護についても一部改正が行わ

れました。第１款、生活環境の整備については避難所における生活環境の整備や避難所以外の

場所に滞在する被災者の配慮についての条文が新設されました。 
 現在、町では地域防災計画に記載されている避難所の見直し、避難施設の安全面での点検な

ど各区の協力をいただく中、適正な避難所の洗い出しに取り組んでいるところであります。 
 一部改正にある安全性および良好な居住性の確保や避難所における食料、衣料、医薬品等、

関連物資の配布措置については共助を基本に、各区において地域力創造交付金を活用するなど

生活関連物資の充実などに努めていただき、公助としては避難所施設の安全点検や防災資機材

の拡充を推進していきます。 
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 また発災時、要援護者など避難所施設に行けない被災者に対しても、災害協定を活用した流

通備蓄による支援物資の供給や要援護者に見合った保健医療サービスの充実など、良好な生活

環境の整備に向け取り組んでいきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 堀之内美彦君。 
〇９番議員（堀之内美彦君） 

 再質問です。 
 今、課長のほうから答弁があったんですけども、先日ちょっと聞いた話で、本町においては

何か昨年より福祉避難所を開いて要援護者、またお年寄り、またその家族を招いて訓練を行っ

たと聞いていますが、課長の感想、またこれからの課題について伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、大森博之君。 
〇防災課長（大森博之君） 

 昨年と今年につきまして福祉避難所というのを設営いたしまして、昨年は鰍沢福祉センター、

今年は増穂の保健支援センターに設置し、実際に要援護者の方、ならびにそのご家族の方々に

そちらのほうへ来ていただきまして、施設はこういうものだということを体験していただきま

した。 
 かつ職員がつくった福祉避難所につきまして、要援護者の方、家族の方々からこういった形

でよろしいのか、あるいはまたなんか要望がないかということも意見を伺っております。そう

いった意味では昨年、今年、要援護者の方を対象にした福祉避難所設置訓練につきましては今

後の参考にもなりましたし、要援護者の方々にも理解していただけたものと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、こういうふうなことを町でやってくれたようなんですけども、またこうふうな中にいろ

んな課題が出てくると思います。また今後、続けて続行してやってもらえるようにお願いした

いと思います。 
 次に移ります。 
 次に、いじめ防止対策推進法の制定を受けてについて伺います。 
 国がいじめ対策を本格化させてから初となるいじめ防止の法律、いじめ対策推進法が本年

６月２８日に成立し、９月２８日施行することになります。本法律ではいじめの定義を対象に

された児童生徒が心身の苦痛を感じるもの、またインターネットを通じた攻撃も含むと規定し

ています。その上で重大ないじめが発生した場合は学校が事実関係を調査し、その内容をいじ

めを受けた児童生徒の保護者、地方自治体に報告することを義務付けています。また重大な被

害を及ぼす恐れがある場合は直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害者側の子

どもに出席停止を命ずることも求めています。 
 地方自治体に対して同法は文部科学省が今後、法に基づき定めるいじめ防止基本方針を参酌

し、地域いじめ防止基本方針の策定に努めるよう求めています。地方自治体の基本方針が学校

の基本方針につながることからも、地方自治体としてはより現場の目線に立った基本方針の策
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定に努めることが重要と考えています。 
 （１）の質問です。本町において地域いじめ防止基本方針を策定する考えはあるか伺います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 答弁いたします。 
 いじめ防止対策推進法は、いじめ防止の対策のために関する基本的な方針について国と学校

に策定を義務付け、地方自治体には努力義務にしております。現在、国が検討を進めている段

階であり、国の基本方針が示されたのちに県と市町村教育委員会がそれぞれ協議し、いじめ防

止基本方針を学校に示すことになると思います。 
 富士川町におきましても、地域いじめ防止基本方針については策定する方向で検討してまい

りたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 これは質問ではなくて提案としておきますけども、千葉県の柏市の場合なんですけども、こ

の平成２３年５月に柏市内で発生した虐待による幼児の死亡事案、大津市等で確認されている

いじめを背景として自殺に追い込まれた生徒の事案などを踏まえ、柏市における児童虐待防止

対策、いじめ防止対策の強化を図る観点から条例化した。この条例の特徴というのは児童虐待、

それからいじめと、この条例を一本化した条例を策定する予定、案が今出ているんです。ぜひ

ともまたこれから検討していただいて、本町の場合であれば虐待もあまり聞いたこともありま

せんから本当はいいことなんですけども、またそのへんのところも考えていただけたらと思い

ます。 
 今、教育長のほうから話があったんですけども、町のほうで防止法を策定するということな

んですけども、ちょうど富山県の砺波市だと思ったんですけども、この富山県の砺波市という

のはやはりここも条例を策定してあるんですけども、ここは策定と一緒に「いじめ防止の手引

き」というものを作って、それをみんなに配布しているようなんですけども、またそのへんの

ところを検討していただければと思います。 
 次に（２）のほうの質問に移ります。 
 関係機関との連携を図るため学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、警察等の担当者

で構成する虐待防止ネットワーク協議会や要保護児童対策協議会などが本町にありますが、こ

れらと連携した、いじめ問題対策協議会などを本町において設置する考えがあるか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 現状におきましては学校、保護者、教育委員会でいじめ問題の対応はとれていると思ってお

りますけども、関係機関との連携を密にするためにもいじめ問題対策連絡協議会は設置する方

向で検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 では、よろしくお願いします。 
 では３点目、次に移ります。介護保険制度の見直しによる影響について伺います。 
 政府は８月６日、社会保障制度改革国民会議で身のまわりの世話が中心の要支援向けサービ

スを介護保険から切り離し、市町村の事業に移行させることを提案しました。 
 今後、在宅介護をいかに継続させるかが重要になってくると思われます。その理由としては

新聞記事によりますと、要援護者は認定者全体の２６％にあたる約１３３万人。サービスの費

用は４千億円で総費用７．８兆円の５％となっております。しかし団塊の世代が７５歳以上に

なる２０２５年には、総費用は２１兆円に膨らみ介護保険料も現在の全国平均５千円から８，

２００円になる見込みとなりました。 
 介護保険制度は２０００年度に導入されて以来、利用者は予想を上回って増え続けています。

利用者が必要なサービスを安心して受けられ、地域で安心して暮らせていけるような対応が必

要と思います。 
 そこで（１）の質問です。現在、本町の要支援者の人数、サービス費用の金額はどのくらい

か。また、団塊の世代が加わりピークといわれる２０２５年はどのくらいの人数を見込んでい

るのか。また、サービスの費用はどのくらいになるのか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 先般、社会保障制度改革国民会議から報告書が提出されました。その中では介護保険制度の

見直しが報告されておりますが、その実施にあたっては今後、国が具体的な方針を示すことと

しております。 
 町では国の方針を受けて対応をしていくこととなりますが、今回の報告書ではこれまでの要

支援者に対する介護予防対策を後退させるような趣旨ではなく、より効率的にそして効果的な

介護予防事業を推進するための見直しであると考えております。 
 こうした中、本町における要介護を含めた要支援者数は、７月末時点で全認定者８０７名で

このうち要支援１の認定者は５４名、要支援２の認定者は６７名、合計１２１名であります。 
 また平成２４年度の介護サービス費用額は全体で１６億１，５８３万３千円で、このうち要

支援者に対する介護予防サービス費用額は４，８３９万５千円となっております。 
 なお、団塊の世代を見込んだ２０２５年の要支援者数は、都市部においては後期高齢者人口

が３０％以上の増加が見込まれておりますが、本町においては７％前後の１３０名程度の増加

を見込んでおります。さらにサービス費用額についても、現行制度と同じ保険給付で推計した

場合、５，２００万円程度と試算しております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、細かい数字を挙げていただきまして、よく分かりました。 
 次に（２）の質問に移ります。 
 要支援と認定された軽度の要介護者向けサービスの見直しによる利用者の影響について、伺

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 要支援者に対するサービスが介護保険の介護予防給付から地域支援事業によるサービス提供

に移行した場合の利用者への影響については、見直し後の具体的な制度概要が明らかになって

おりません。 
 ただ、今回の見直しが増大する介護保険給付費の抑制という観点と同時に利用者の視点に

立った柔軟な対応を可能とし、従来制度上の制約から十分なサービスが提供できなかった部分

についても市町村の判断・創意工夫により効果的、効率的なサービス提供を可能にしていくと

いう狙いがあると考えております。 
 今後、介護保険給付からは切り離しが行われますが、同様のサービス自体をまったく廃止す

るということではなく、多様な受け皿を用意し介護予防サービスや生活支援サービスを利用者

の状況に合わせて、効果的に提供するために地域支援事業として実施していくものであります。 
 今後は町の創意工夫によって、どのようなサービス提供体制を構築できるかによっては、こ

れまで以上に利用者のニーズに応えることができるものと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから答弁があったんですけども、何か年配者の話を聞いていると「国のほう

から切り離して町でやるってどうなるのかな」ということを何回も聞かれました。今、課長の

答弁で、まだ国の方針がはっきりしないので具体的なものは出せないと思うんですけども、ど

うか、本当に地域に合った、しっかりした方策を立てていただければと思います。 
 では次に移ります。３番です。 
 今度、町へ移行した場合、これは２７年からだと思うんですけども、本町への影響、また事

業者への影響はどうなるのか。また今後の課題はなんなのか、伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 これまで介護保険制度上で行われてきた介護予防給付については、基本的に全国どこの市町

村でも同様のサービスを受けることができたわけですが、今回の見直しは市町村の判断、創意

工夫によりサービス提供体制に差が出てくるものと思われます。 
 そのため、町にとって最も大きな影響があると同時に、課題となってくるのがこのサービス
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提供体制を既存の社会資源の活用と新たな受け皿の育成により、どう構築していくかというの

が焦点にあると思います。 
 また介護サービス事業者については、保険給付による介護予防サービスを提供しております

ので、このサービスが廃止されればその影響は避けられないものと思います。 
 しかしまだ具体的な方針は示されておりませんので、今後、国からの情報を待って、それか

らそれらの情報をもとに各介護サービス事業者と協議を行ってまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 今、事業者への影響という質問に、事業者の影響もこれは出てくるだろうというような答弁

だったんですけれども、また事業者のほうには職員もいるわけですから、そのへんはしっかり

守れるようなことをやっていただきたいと思います。 
 では次に移ります。（４）です。介護サービス提供を今と同じように継続すると仮定した場合、

どのような財源をもとに行われることが想定されていますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
 今回の見直しにかかわらず、現在と同じ介護サービスを提供することとした場合、その財源

は利用者負担金と町の一般財源による負担になることと想定されます。一方、今回報告書で示

されたように予防サービスを地域支援事業として実施した場合は、サービス費用額のうち利用

者負担分を除いた残りについて５割を保険料負担、残りの５割については国が２分の１、県と

町が４分の１ずつ負担する、現在の保険給付と同様な負担割合になるものと想定されます。 
 また見直し後も通所型予防サービス、訪問型予防サービスなどは地域支援事業のメニューと

して当然、用意されるものと予想されます。 
 利用者のニーズを十分に踏まえ、従来のサービス以上に利用者の自立支援につながるような

サービス提供体制の構築に努めていくことが重要だと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 最後、５番目の質問に移ります。 
 要支援者に対する事業について、町が主体となって実施することとなります。自治体の財政

が非常に厳しい中、地域のＮＰＯ、またボランティア団体の力を借りることも方策の一つと考

えていますが、課長の所見を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 お答えいたします。 
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 今回の見直しは市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組み等を積極的に活用しながら

柔軟かつ効率的なサービスを提供できるよう、受け皿を確保しながら段階的に移行させていく

とあるように、これまで介護保険制度の中で、いわゆる画一的に決められたサービスではあり

ましたが、今後は利用者の状態や環境に合わせて多様なサービスを提供しようとするものです。 
 見直し後は、これまでデイサービスなど通所介護サービスを利用していた利用者が、住民団

体等のボランティアが運営する、例えば寄りあい処といったようなところで交流を図ったり、

趣味の時間を過ごしたりする新たな通所型サービスを利用することも想定されます。 
 このような多様な受け皿づくりには住民団体やボランティア、非営利団体等の既存の社会資

源の活用はもちろん、新たな受け皿となる人材育成が重要となることから認知症サポーター養

成講座など各種研修会を開催していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 質問は以上なんですけども、今、課長のほうからいろいろ答弁があったんですけども、やは

り地域の人たちが総がかりで高齢者を守っていくという、そういう社会にこれからなっていく

のかなと思っております。またそのへんのことをしっかり考えていただいて、またよろしくお

願いします。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告４番、９番、堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 続いて通告５番、５番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は男女共同参画推進条例制定についてのみ、１本に絞りまして質問させていただきたいと

思います。 
 平成２４年の６月定例議会において、男女共同参画推進条例が条例制定案件として本会議に

提出されましたが条例制定には至りませんでした。しかしそのときの討論・採決、いろんな内

容を見てみますと条例制定の反対理由としては、制定自体に反対するというものではなかった

です。その後の条例制定に対する当局の考えをお伺いいたしますということで、１番目に入り

ますけども、その前にこの条例の制定に対しましては内容を検討していただき、多大なご尽力

をいただいた準備委員の皆さま方には、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。 
 それでは１番の質問に入ります。 
 前回、否決された理由を当局はどのように受け止めているのか、考えをお伺いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 市川淳子議員の男女共同参画推進条例制定について、お答えいたします。 
 男女共同参画推進条例については男女共同参画社会の実現に向けて基本理念を定め、町、町

民および事業者等の責務を明らかにするとともに町の施策の基本的事項を定めることにより、
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当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的として

おります。 
 このことから町では平成２４年６月議会に本条例を提案しましたが、継続審議となり平成

２４年９月に否決となりました。町としては、議会の否決という結果を重く受け止めていると

ころであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、課長の答弁で重く受け止めているという答弁でございましたけども、その重く受け止め

ている内容というか、中身はどういうふうに重く受け止めていただいているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 お答えいたします。 
 町として提出をいたしました条例案につきまして、市川議員も申されましたように基本的に

は条例自体も制定については必要だと。ただ中身について手直し等が必要だというご意見だっ

たと思いますけども、町としては最善の条例として提案をしたわけですけども、否決をされた

ということにつきまして重く受け止めているということであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ここにその当時の広報だよりがありますけども、この広報に書いてあるこの否決の理由を改

めまして見ましたけれども、先ほど条例の制定は必要だと。それはここにいらっしゃる議員の

方々は反対理由の中、賛成理由の中、それぞれそれはあると。だけども、その内容自体に対し

てもうちょっと整理していただきたいということだったと思うんですね。 
 制定自体、否決する理由がいくつもあって、この条例は町には必要ないよと。今、この町に

はこの条例は必要ないんだということで否決するときと、その条例の内容がまだ成熟されてい

ないというか、整理してもらいたんだということで否決されても、その１回否決されたという

ことに対しては、今回の議場の中では出さないと思っていらっしゃるのか、いやそうではなく

て、今それを精査していてそれを検討しているところだということなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 今、否決された条例につきましては中身の精査をしているところでございます。今後、提出・

提案を考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 では今後、提出・提案ということで考えていらっしゃるということなので（２）番に移りま

す。 
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 条例制定の基本は行政が自主的に制定する法規であり、最終段階まで責任を負うものだと考

えております。前回、合併後の富士川町に必要があると考え、この条例制定を提出したものだ

と考えておりますが、いまだに提出されていない。その当局の考えをお伺いしたいということ

で、先ほどはこの答弁の内容でいいということでしょうか。再度、検討して提出していただけ

るというふうに理解していいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 富士川町では男女共同参画社会の実現を図る上で、憲章や推進条例は必要なものと考えてお

ります。 
 今回の否決という結果を受け、これまで第３条の基本理念など一部の修正は行ったものの、

細部の指摘事項すべてについての検討が終わっておりません。こうしたことから、議会への提

案にはもうしばらく時間を要するものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 山梨県でも国でも、これはまず国からなんですよね、この男女共同参画推進条例。私も前の

増穂町のときには、この条例の制定に加わりました。鰍沢町の方々もこの条例を制定するので、

鰍沢町では人と人をというような感じで、たしかそうですね、鰍沢町男と女（ひととひと）が

共に歩むまちづくりの推進条例ということで鰍沢町も考えている。そして増穂町も増穂町男女

共同参画推進条例ということで、これは平成１７年の３月２４日増穂町、１７年４月１日に鰍

沢町がそれぞれ委員会の人たちが必死な思いでこの条例をつくってくれたんですね。私たちは

これをつくるときに、もう合併という話がぼつぼつ出ていたんですね。せっかくつくった条例

が一体どうなるんだろうねということは非常に危惧していました。でも富士川町になってから、

さらにグレードが上がったものが必ず出てくるはずだと思って私は期待しておりましたし、今

回の質問に際しまして山梨県のところを調べたんですが、条例は今、２７市町村ありますよね。

その中で条例がつくられているのは、どこかに書いてあったんですが、すみません、ちょっと

あとでもう１回見ます。プランというのがあるんですが、プランは２７市町村のうちの２４市

町村が、もうプランができています。私、これは驚いたんですが、推進条例の制定の状況とプ

ランの状況を調べましたところ、このホームページというか、これに増穂町、鰍沢町とまだ載っ

ているんですよ。増穂町、鰍沢町も入れて今、何件ありますよという検索になっているんです

ね。もう富士川町なのに、まだ増穂町、鰍沢町となっているんです。プランのほうもそうなっ

ているんですね。これはどうしてこういうふうになっているのかなと思ったんですが、それは

それだけ、このプランとか条例がやっぱりある町とない町というのが非常に、あるということ

が大事だということで、県もたぶんここに載せているんだと思うんですね。そのぐらい、私は

この条例というものが必要な条例であると。 
 今、課長がお話していただきましたけども、志村町長は私はこれは条例がなくてもどんどん

進んでいるなと思っています。女性議会、今度９月にあります。中学生議会も開かれました。

しかも町長が子育て支援課をつくりました。そして不妊治療も本当に山梨県では１位ではない
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かと思うぐらい、女性をおしていますね。こういうことはもう実際的にやっているんです。こ

の男女参画推進条例をつくらなくてもやっているんですね。でもやっぱり条例は、この富士川

町が１期ですね、今。４年で１期、私たちは１期です。ほかのところも全部１期内にはつくっ

てあるんです。だから私はこの１期内にはつくってほしいんですけれども、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 男女共同参画基本条例につきましては、先ほど課長が申し上げましたように富士川町として

も必要なものだと思いまして、平成２４年の議会に出しました。結果は先ほど言ったとおりで

あります。私は推進条例であれ、プランであれ、憲章であれ、なんか皆さんが基づくものが必

要だということでいたわけですが、県下各地で条例をつくってきたということで、うちでもそ

の県の条例、あるいは市町村の条例を参考にしながらしてきたんですが、先ほど言いましたよ

うに基本理念の部分が一部ちょっとおかしかった部分があります。その部分は直しましたけど

も、前回指摘された部分でまだそのとおり直せるのかどうなのか、今、担当部署で検討してい

るところです。必要性については人一倍感じているところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 先ほど、条例のことなんですが１７市町村のうち１４市町村が今、制定されています。今、

町長は非常に必要性を十分感じているんだということで、今、検討していただいているという

ことで本当によかったなと思っていますけども、峡南エリアの南部に女性センターというのが

ありますけども、この峡南エリアはすべてあるんです、条例は。富士川町には今ないんです。

私たちセンターとかに行きますと、やっぱり推進条例があるとないとでは、町がそれに対する

意気込みがどのくらいあるかということで図られてしまうんですね。これだけ内容を持ったこ

の富士川町が、もう実際的にやっている富士川町が条例のところになって、この前、否決した

のは議会ですけども、そこをもう一度、再度早く、私は制定していただきたい、案件として出

していただきたいなと。これはたぶん町民生活課のほうは、準備委員さんにいろいろ審議して

いただいたんだと。それをもとに、最終的には行政が条例をつくるんですよ。その方たちにお

願いして、その方たちが条例をそのまま出すということが、その方たちの意思を反映したとい

うことではないと思うんです。さらに行政側の、このプロの人たちがこの町にとって、それが

町民のためにどのくらい有効になるかという、つくり直しをグレードアップしてくれるのが行

政の役割だと私は思っています。 
 準備委員会の人たちは骨格、骨子、町民としての意見をそこに盛り込んだというふうに理解

していただきたい。ある町では、やっぱり富士川町は今、こういうふうになりましたというこ

とで非常に疑問視されて問い合わせがきたんです。どうして否決したんですかということで、

実はこれこれこうで、ちょっと内容がまだ整理されていなかったのでという話をしたら、そう

でしょうねと。富士川町に限ってそんなことはないでしょうねというお話でした。そしてさら

にその町の方はこう言ったんです。私たちも条例をつくりました。だけれども、行政側にこれ

が私たちの意見ですということで出した。そうしたら行政はさらにそれをグレードを上げてく

れたんです。出てきたものを見たらびっくりしました。私たちにはこういう要綱を入れていな
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いものを入れてくれたんですよということで、非常にその準備委員の人たちは喜んでいました。 
 私は議会で否決しました。でもそれはよりよいものを町民の人たちに示したいからなんです

ね。それをもう一度、行政側の方たちがさらにプロ意識でそれを検討していただいて、それを

もう一度出していただく。もう一度、課長さん、その心意気を聞きたいんですけどもいかがで

しょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 前回ご指摘をいただきまして、町のほうも担当部署で一生懸命やっているところであります

が、先ほど言いましたように基本理念等の部分は修正が終わっておりますが、指摘を受けた部

分で再度、準備委員会の皆さんとも相談したら訂正しなくてよいというふうな意見もいただい

ていますので、まだそのへんの折り合いがついていないということです。先ほど言いましたよ

うに条例であれ、憲章であれ、プランであれ必要なものだと思っておりますので、そこの調整

ができ次第、提案をしていきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 非常に心強い答弁をいただきまして、ありがとうございました。 
 私たちは準備委員会、議会、行政はすべて町民の方々に分かりやすいものをつくっていく、

条例というのはそういうものでなければいけない、しかも男女共同参画推進条例というのは一

番身近な条例です。その町の計画にもすべてそれが入るんではないかなと思うぐらいの、先ほ

ど福祉保健課の答弁がありましたけども、一つひとつ聞いていてもこの男女共同参画推進条例

の中にも、すごくそういうものを盛り込んでいるんですね。だから本当によりよいものを、こ

この課長のメンバーの皆さん、すべての総意をそこに集中させていただいて、よりよいものを

出していただければと思います。ありがとうございました。終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告５番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は中山間地域における学校の適正配置について、この１点についてお伺いいたします。 
 過日、教育委員会は保護者や地区への基本方針の説明会を行いました。私も参加して、皆さ

んのご意見を伺いました。そこで感じたことはそれぞれの立場の方の深い思い、あるいは苦渋

の選択をせざるを得ない方々の胸の内、苦しさのようなものを感じまして、これは簡単には決

着つけられない複雑な問題が絡み合っているのではないかと改めて認識させられた思いです。 
 そこで以下の質問をいたします。 
 まず１点目です。基本方針において南小学校は存続、西小学校は統合の方向が示されました。

存続と統合という違う決定に至った一番の理由は何か、まずお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
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〇教育委員長（田草川眞君） 
 質問にお答えいたします。 
 学校規模適正化基本方針の策定においては、町内の３つの過小規模校の統廃合について検討

を重ねてきました。この結果、児童数の見込みや通学区域外への就学状況、校舎の耐震性など

を総合的に判断して、増穂西小学校と鰍沢中部小学校を閉校することといたしました。増穂南

小学校については当面、地域児童の就学が見込め、小規模学校を希望する児童が選択できるよ

う存続することといたしました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 耐震化に関してはまたのちほどお伺いいたしますけども、ここでは児童数の見込みというこ

とで、過日、教育基本方針が示されたわけですけども、平成２９年までの児童数の推移が出さ

れていました。平成２９年までの児童数というのは、おそらく未知数の部分が少なからずある

と思います。もしかしたならば、ここの学校は増えるかもしれないとか、あるいはこっちの学

校のほうが減るかもしれないとかということも、今現在いる幼児の数などを考えながらやった

と思いますけれども、今の地域を取り巻く状況の流れのようなものまで含めて、児童数という

のは決めたんでしょうか。西小と南小ではその差は４人ですね。平成２９年。この４人の差と

いうのは未知数な部分も私はかなりあると思うんですけども、そのへんもうちょっと細かく説

明していただけますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 現在の時点で判断できるのは南小学校の通学区域の児童数、それから西小学校の通学区域の

児童数であります。これをベースに判断いたしますと、そのようになります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 教育委員会のお考えは分かりました。 
 そこでこの南小と西小の、南小は残して西小は統廃合の方向ということですけども、これを

決定する際に数だけで考えていいんですかね、判断して。例えば１つの学校がその集落から、

その地区からなくなるということは非常に大きな問題ですね。学校の存在というのは、その地

域と密接に結びついていますね。その４人の数、教育委員会はそれで判断したとおっしゃるん

ですからそれでいいと思います。ただ、その数だけで残すか残さないかという判断は含まれて

いいんでしょうか。そこをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
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〇教育長（堀口広秋君） 
 お答えいたします。 
 基本的には学校が所在をする、その地域の児童がその学校へどの程度通うのかということが

やっぱり基本になると思います。あくまで教育委員会の判断は、おかれている児童の教育環境

を主眼として判断させていただきました。これは今度はまちづくりであるとか、地域づくりで

あるとか、地域振興という力点がそこに加わると、また別の大きな判断をしなければならない

部分も出てくる可能性もあります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 教育委員会のお考えは分かりました。ただし、文部科学省がこれに関しての通達というのを

出していますね。これは２回出していまして、基本的には１回目のものがもとになっているわ

けですけども、その２回目というのはずいぶん古くて１９７３年ですか、最初が１９５６年、

２回目が１９７３年に出しているんですけども、昨年改めて文科省はこの通達を継承するのだ

ということで広報しております。 
 そこにはこういうことが書いてあるんですね、小規模だからといって、それを残すのが好ま

しい場合も考えられる。あくまでも地域の実情に合わせて考えなさいと、こういうような通達

が載っているんですけども、わが富士川町では地域ということは、教育委員会としてはあまり

考えないで、今置かれている児童の主眼、そこだけを主眼とするというふうなお考えだと考え

てよろしいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 たしかにおっしゃるように学校は地域の拠りどころでもありますし、その地域に生まれ、そ

の地域に育った方々が卒業した学校であります。ですから、その地域に住む方々は思い入れと

しては、すごく学校に対してはあると思います。しかしながら、その地域の子どもたちが１人

や２人や５人や１０人の学校で本当にいいのだろうかと。やはり教育はともに学び合うという

部分が必要なんではないだろうかと。やはりそこには同級生がいて横の学びができて、１年生

まで６年生まで児童がいて縦の学びができる。やはり教育としたら、そういう部分が大切なの

ではないかという判断をさせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 そこまでの教育委員会のお考えは分かりました。 
 ２番にいきます。基本方針では１学年１学級となっていますけれども、南小学校においては

例外ということで、基準には、条件は満たしていないわけですね。南小学校も。ですけども南

小学校は例外だということでありまして、何かこの例外というのは、その規定のようなものが

あった上での例外との判断なんでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 お答えいたします。 
 小学校では集団での学びを基本としながら、１年生から６年生までの、先ほど申しましたけ

ども縦の学びと同級生による横の学び、共に学び合えるある程度の集団環境の中で自分の存在

を確認しながら社会性を身に付けて、そして人間関係づくりを培っていくことが必要だと考え

ます。 
 このことから基本方針の中では、１学年１学級を下限としたところであります。南小学校は

他の過小規模校と比較いたしまして、この基本方針に近い状況が今後も見込まれるところであ

り、例外としたものではありません。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ここにおいても、先ほどの文科省の通達というのがどうしても私、胸に引っ掛かるんですけ

ども、南小学校は先ほどの教育委員会の基本規定、私もそのとおりだと思っております。尊重

したいと思っております。ただし、そこの中だけでこういう、片方では統廃合、片方は存続と

いうような、南小学校はどうして残ったのかというところで今のようなご答弁があったわけで

すけども、やっぱり教育委員会のほうでも地域との結びつきというのは大きな問題として考え

ていらっしゃるということで、先ほども言いましたようにその地域から学校が１つなくなると

いうのは、これは地域にとって大きな問題ですよね。南小学校を残す、あるいは西小学校を統

廃合にするということは、地域の実情も考慮しなさいという、そこから考えると当然、地域と

の話し合いは何回か行った上での決定というふうに考えてよろしいでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 今回の教育委員会の基本方針につきましては、永井議員もご存じのとおり中部小学校の保護

者、ならびに中部小学校の通学区域の地域の皆さん、また西小学校の保護者の皆さん、西小学

校の通学区域の皆さんに教育委員会の基本方針を説明し、理解を求めたところであります。 
 やはり学校は中部小学校にしたら中部地域、南小学校にしたら穂積地域、西小学校にしたら

平林地域、その地域が支える学校だと思っていますし、その地域の子どもたちが通学する学校

だと思っています。ですから１９７３年当時の状況におかれましても、その地域にある学校で

すから通学区域が定められて現在に至っていると考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私がお聞きしましたのは、基本方針が出されて町民が知ったのは新聞に掲載されてからです

ね。私が申し上げたのは地域でこのような大きな問題が突然、新聞報道で知らされて地域の中
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で慌てていく。そういうことではなくてそういう前に、そのあとの今お話だったと思いますけ

ども、その前に地域の南小、あるいは西小の地域の皆さんにこういうお話が相談されているの

かどうかということをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 今日までのプロセスに至りましては、２３年の１１月に過小規模が置かれています３校の地

域に教育委員が出向きまして地域の正副区長さん、それから通学している学校の保護者の皆さ

ん、それからその地域で子どもを育て、その学校に入れるんではないかと見込まれる方々との

教育懇談会を一度もちました。その席においてやはり、過小規模校の保護者の皆さんは少人数

教育の大切さ、また少人数教育の恩恵、それを十二分に主張していました。しかし保護者の中

の方々の何人かは、そうは思うけども本当に自分の子どもがクラスに１人、もしくは２人の教

育の中で育ててもいいものかという疑問も実は持っているという発言をされました。それを踏

まえまして、教育委員会では２４年６月に検討委員会を立ち上げるきっかけになりました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは今回の基本方針が出される前に、平成２３年の１１月にはもうこういった地域への

懇談会はして、皆さんにそれは報告しているとこういうふうに判断してよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 その時点におきましては、統廃合という問題は教育委員会のほうから話はしませんでした。

その地域が抱えている教育問題について皆さんの考え方、皆さんの悩み、皆さんの提言を伺う

機会といたしました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それではもう一度お聞きしますけれども、地域の方々、保護者の方々が統廃合ということを

初めて目にし、耳にしたのは新聞報道というところであるというふうに判断してよろしいで

しょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 教育委員会としての基本方針を策定しましたのが６月末でありますから、７月に地域に入り

ましたのでそのとおりだと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 ありがとうございました。次に３番目にいきます。 
 昨年７月に富士川町小中学校適正規模・配置検討委員会を設置し、意見提言を受けましたね。

今回の答申が出されたということですけれども、この結論を出すまでに答申が出された結果、

教育委員会としては基本方針を出したわけですけども、それまでに過小規模校の統廃合を防ぎ、

いかに存続させるかの取り組み努力というのはなされてきたのでしょうか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 教育委員会といたしましては過小規模校の教育の充実・存続のために町単独の講師の配置、

ならびに支援員・養護教諭を配置したところであります。教育環境の充実を図ってきたところ

でありますが、児童数の減少については人口の減少と合わせて町全体の課題として考えており

ますので、これまでも暮らしやすい、住みやすい町を目指してさまざまな子育て支援施策を実

施してきております。児童の増加、人口の増加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（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 例えば児童数が減って、存続が危ぶまれるような学校に関する支援というのは環境の整備と

か、あるいは教員の配置とかそういうところであって、児童数を増やすための努力というのは

町全体の問題であるから子育て支援とか、町としての施策の中でやっていくということで教育

委員会として、例えば児童数をどうすれば増やすことができるかなとか、特別そういうことは

してこなかったというふうに判断してよろしいですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 教育委員会の仕事といたしましては、その学校の通学区域に住む児童、その児童の教育が最

優先であると考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私もちょっと分からなかったのでお聞きしたんですけども、こういうときに教育委員会とい

うのは、例えば、もうこの学校の存続が危ぶまれるというときに、なんとかしてこの学校を存

続させるために児童数を増やすという、そういうところまで教育委員会の仕事なのかなと。仕

事ということはないですけども、教育委員会としては一生懸命、心を配っていかなくてはいけ

ない仕事として考えていらっしゃるのかなと思ったんですけども、そういうことは教育委員会

の特にやるべきことではないと思ってよろしいですか。 
 

 ７７



〇議長（芦澤益彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 私はそのように考えています。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それはその町それぞれ、あるいはその地域それぞれありますから、どこがやらなければいけ

ないという問題ではありませんけども、例えば日本全国見渡しますと町ぐるみで、教育委員会

ももちろん、学校、それから町もみんなして一緒になって、なんとかその生徒数を増やすため

の努力をしているという例はたくさんありますね。本町においても南小学校の穂積地区では、

そういう動きがあるということは私も認識しておりますけども、西小学校のほうではどうなっ

たのかというのをちょっと思ったものですから、今お聞きしました。 
 私は、これは早川町の情報紙なんです「やまだらけ」。これは家に毎月届けられるので見てい

るんですけども、８月号はなんと「早川で子どもを育てる価値」というのがテーマで、これが

２回目です。前回、７月号もそうだし、今回８月。ここの中でたぶん、これは大勢の方々に、

広範囲に配られていると思いますけども、この冊子のほとんどを早川町での子育て、つまり北

小学校存続のためのページに使っているんですね。ほとんどが。この中には例えば、こちらは

校長先生です。校長先生の写真です。メッセージも入っています。あるいは、こちらは教育長

の写真です。メッセージが入っています。このように町によっては、こういう形でまちぐるみ

で、うちの町の教育は素晴らしいからぜひ来てくださいと働きかけていますよね。富士川町で

は、そういうことの試みはあるのかなとお聞きしましたけども、まちづくりの中でやっていらっ

しゃるということですので、そのことに関してはまたのちほどお聞きしたいと思います。ここ

の部分ではそういうことだということで承知しました。 
 次にいきます。４番。西小学校の統合については保護者を対象とした説明会が２回、そして

地区説明会が１回、合計３回説明会を行ってきました。教育委員会としては、これで統合への

理解を得られたと考えていらっしゃるのか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 答弁が重複する部分があるかもしれません、ご容赦いただきたいと思います。 
 基本方針についての説明会は増穂西小学校、鰍沢中部小学校の保護者および平林区、中部区

の区民を対象として合計４回実施したところであります。 
 この説明会の中で、増穂西小学校保護者からは学校存続の意見が強く、すべての説明会終了

後に教育委員会としての最終結果を伝えてほしいとの要望がありました。このため再度、説明

会をしたところであります。 
 計５回にわたりまして、説明会により統合へのすべての理解が得られたとは思っておりませ

んが、教育委員会が示した基本方針の考え方は理解をしていただけたと感じております。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ここでは南小と西小のことを中心にお伺いしておりますので、西小の説明会は私も保護者へ

の説明会が１回、それから地域への説明会が１回ということでうかがったわけですけども、私

の感想としてはもっともっとじっくりと地域と向かい合い、そして保護者と向かい合って、こ

れからの方向性をいい方向に、私は統合が賛成とか反対とかを言っているんではないです。そ

の後の地域、あるいは子どもたち、いい方向でいくようにぜひみんなで力を合わせていかなく

てはいけないので、私としてはもっとじっくり話し合いを持つことが必要ではないかなという

感想を持ったんですけども、その点いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 教育委員会としての基本方針は変わりませんが、やはりその所在する学校に通っている児童

がどれだけいい教育を受けられるかということに、やっぱり主眼を置いて考えたいと思ってお

ります。ですが、やはり地域に立地する学校でありますから地元の皆さんの考え方、そしてそ

の学校を卒業したＯＢの皆さんの考え方、そしてその学校に児童を通わせている保護者の皆さ

んの考え方、そしてこれからその学校に児童を入れようと考えている保護者の皆さんの考え方

を尊重しながら、なお一層、対話を増やしていきたいなと考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２７分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは５番にいきます。 
 学区について弾力的な運営をしてきたということですけれども、町内外への周知はどのよう

に行っているのかをお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
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 就学すべき学校につきましては、学校教育法施行令および規則により指定をすることとして

います。しかし保護者からの申し立てにより、指定学校を変更することができることとなって

おります。教育委員会では、このことを毎年、就学通知書に記載することで周知するとともに

町のホームページでも紹介をしています。 
 なお、対象児童が町内でありますから町外に周知していくことは行っておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 弾力的に行って学区外の児童も受け入れていますよということを、児童数を増やすためには

そういうことを知らない方々に知っていただくということはとても大切なことなんですけども、

この児童生徒の通学区に関しては、各自治体に規則というものがありまして、それに則って学

区というのを定めていると思うんですけども、例えば芦安の小学校、中学校の場合は学区に関

して規則、南アルプス市立小中学校児童生徒の通学区域を定める規則というところに通学区域

の弾力的運用という項目が入っています。そこにはどういうふうに書いてあるかというと、学

区はそのもので決まっているんですけれども、芦安小学校、芦安中学校を小規模校特例として

市内のどの通学区域からも通学できることとするということで、本来、学区というのは教育委

員会が認める理由がなければ、ほかの学区に行ってはいけないということになっているわけで

すけども、許可によって、その決められた理由があって、それによって学区内に通いなさいと

いうことだと思うんですけども、自治体によっては、こうした小規模校にぜひ児童生徒を通わ

せてくださいということで特例を設けているんですけども、同じ内外に、外には周知しないと

いうことですけども、同じ町民に向けてお知らせするにも、こうやって特例があるんですよと

いう言い方だと、さらに学区外でもここは通っていいのかなというふうに思いますし、私は富

士川町の場合は町外から入りたいという子どもさんが多いと思うので、そういう家庭に対して

も特例があるんですよという、そういうものを発信したほうがいいのではないかと思うんです

けども、そのへんいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 南アルプス市の中の芦安小学校はたぶんうちの南小学校であるとか、中部小学校であるとか、

西小学校であるとかというような状況の学校だと思っています。ですから南アルプス市の中の

１つの過小規模校を南アルプス市の中の児童が通学する学校として弾力的に受け入れるという

ことについて私も十分に納得ができます。 
 富士川町におきましても就学通知書、また町のホームページ、また過小規模校の３校におき

ましては、それなりの学校のホームページをつくっていますし、学校は学校なりの努力をして

いると思っています。しかしながら、町の学校設置規則の中に就学すべき学校の指定が当然あ

りますから、基本は学校が立地している学区内に住む児童のための学校だろうと思っています

し、その地域のための学校であると思っています。ですから町立でありますので、町外から積

極的にアプローチをして児童を受け入れるということは、教育委員会としてはすべきではない

だろうと思っています。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほどから同じ答弁をいただいていますから、それはまちづくりのほうで、町としての施策

の中で考えたほうがいいということが教育長のお考えだと思いますので、これに関してはこれ

だけにしておきます。 
 その次、６番にいきますけども、価値観が多様化している今日、児童を増やすための努力は

地域の方々もやっていらっしゃるわけですけども、富士川町中山間地域の小規模校の魅力は非

常に大きいという評価は私の耳にも入ってきていますし、私自身も非常にそれは南小、西小に

行くたびに実感しております。現に南小、西小に入学を希望する家庭が少なからずあるという

事実をどのようにお考えになっているのかということで、先ほどのご答弁から言いますと教育

委員会は外からの児童というのは積極的には集めないんだということなんですけども、そのよ

うなことでよろしいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 保護者の価値観が多様化しまして、中山間地域の小規模学校を希望する保護者がいることは

承知しております。しかしそのことにより、子どもたちの教育環境が急激には改善されない状

況でもあります。 
 良好な自然環境や木造校舎にも魅力があることは十二分に理解しておりますが、教育委員会

としては、第一に子どもたちが共に学びあうという教育環境を主眼において、この基本方針を

策定したところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 西小学校の保護者への説明会、あるいは地域への説明会に参加したときでも、そういう西小

学校の教育の素晴らしさというのは、本当に皆さん口にしていらっしゃいました。 
 時間がないのでこのぐらいにしますけども、私は保護者の説明会に行って一番印象に残った

ある女性の発言です。この方は西小に職員として入っていらっしゃった。でもご自分のお子さ

んは増穂小学校、下に降りて通っている。なぜかというと平林には保育園がないから、どうし

ても下の保育園に通わなくてはならない。下の保育園に通うと小学校にあがるときに、子ども

がどうしても友だちと一緒がいいということで、親御さんは地元の小学校に入れたいけれども、

子どもがどうしても増穂小学校ということで、そのお母さんは増穂小学校に子どもを通わせて

いる。ご自分は西小学校に勤めている。お子さんは増穂小学校。両方の学校を自分は見ること

ができる。そこで思うのは西小学校の児童たちは本当に羨ましい、幸せだなということを感じ

るという発言がありました。私はそれがすごく印象に残っています。ということで、次にいき

ます。 
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 次、７番。一般的には統廃合というと財政面の問題として議論される場合が多いわけですけ

れども、今回そのような説明はありませんでした。検討委員会の中でもそういう議論はなかっ

たのでしょうか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 小中学校適正規模・配置検討委員会におきましては、児童１人当たりにおける費用の比較な

ど学校運営費について話題はありましたが、財政面ではなく子どもたちの教育環境に主眼を置

いて検討し、答申を出したところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これまでも何度もその中山間地の小学校の統廃合というのは、議員の中でも話題になったり

しましたけれども、たいていはその１人当たりの児童にかかる経費がいくらなのかと比較して

どうのこうのという指摘が多かったように思うんですけども、今回のそれは、そういう意味で

はそこは指摘されていないというふうに受け止めることにいたします。 
 ８番にいきます。西小は校舎が耐震になっていないというのも統合する１つの理由だという

ことです。この木造校舎はフィルムコミッションによる、映画のロケーションにも使えるよう

な貴重な建造物であるという話ですし、私もあそこに行くと本当に温かみを感じるわけですけ

れども、もしこれが閉校になった場合、校舎は取り壊すのかお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えします。 
 昨年実施いたしました西小校舎の耐震診断において、ＩＳ値０．３５と判定されたところで

あります。基準の半分以下の危険性が指摘されているわけでありますが、西小学校校舎は県内

でも珍しい木造校舎であります。中巨摩郡平林村の時代、昭和２８年１１月に完成しています。

本年でちょうど６０年を迎えるわけでありますけども、フィルムコミッションなどの利用も当

然、考えられるところでありますが、閉校後の利用方法については地域の方々と協議しながら

安全面を考える中で検討してまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今のお答えだと、もし閉校になったとしてもそれは取り壊すようなことがなくて、地域の方々

とその利用方法を考えるという、そういうことですか。取り壊すことも含めて考えるというこ

となんでしょうか。どうなんでしょうか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 町長と相談しなければならない部分もありますけども、やはり地域の方々の意見を尊重して

対応してまいりたいと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 子どもたちにとって非常に危険なんだということは誰にとっても危険ですから、これをその

まま、学校は閉校するけど自由に使っていいですというわけにもいかないと思いますので、そ

こらへんは今後どうなるかは分かりませんけども、私としてはぜひ建造物は残していただきた

いし、あれはひょっとしたら富士川町の地域活性化の目玉の１つになるんではないかというぐ

らいに貴重なものだと思っています。だからこそ、あそこは耐震をちゃんとしたほうがいいん

ではないかなというのが私の考えですけれども、それは私からの要望です。 
 ９番にいきます。南小の今後の児童数の推移によっては、統廃合が検討されるということで

す。学校は教育の場だけではなく地区のコミュニティの中心であり、そして文化発信の場でも

あるわけですね。富士川町の将来を考えるとき、中山間地域の豊かな自然や特色ある小学校の

存在は限りなく大きな町の財産でもあると思っております。中山間地域の小学校の存続の問題

は地元だけでなく幅広く、町民みんなで考えていかなくてはならない。先ほどから言っていま

すように、富士川町としてのまちづくり全体の中でやっぱり考えていかなくてはならない、高

齢化していく地元の方たちだけに任せるのではなくて、町全体として考えていくべきではない

かと思いますけども、町長のお考えをここでお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 永井寛子議員の質問にお答えいたします。 
 今回の学校の統廃合については、学校教育という視点で教育委員会のほうでは児童生徒の適

正な教育環境を図るということに重点に検討をしていただいております。 
 町としましても第一に子どもの育成を主体とする中で地域づくり、地域振興など町全体のバ

ランスも十分考えていかなければならないものだと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今後はぜひともそういう方向で、みんなで考えていけるような仕組みをつくっていけたらい

いなと思っております。 
 最後にいきます。今回あまりにも結論を急ぎ過ぎているきらいがあるわけですけれども、そ

の理由は何かということで、ずばりお聞きしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
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〇教育長（堀口広秋君） 
 お答えいたします。 
 学校の統廃合については、昨年７月から小中学校適正化検討委員会で何回も議論を重ねる中

で本年３月答申をいただいたところであります。教育委員会におきましてもこの答申を受け、

児童生徒数の減少などによる学校の過小規模化に対応すべく、学校規模適正化基本方針を６月

までに定めたところであります。また７月にはこの基本方針に基づきまして保護者・対象地域

に説明し、理解を求めたところであります。 
 このような経過を踏まえる中で、今後の児童数の見込みや校舎の耐震診断の結果など総合的

に判断し、平成２６年４月の統合という結論に至ったところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 教育委員会のお考えは分かりました。先ほど齊藤正行議員が町長に質問していた中で、町長

はまだ時間があると。ここでもう一度、議会の意向も聞きながら考えていきたいということを

おっしゃっていただきました。先ほど私が教育長に質問した中で、教育長のほうでももっとじっ

くりと地域、あるいは保護者、そしてこれから入学をする児童を持つ保護者などと話し合いを

さらに重ねていきたいというようなご答弁をいただきましたので、私としては大変大きな手ご

たえをいただいたという思いでおります。ぜひとももっとじっくりと地元の方々、保護者、そ

してゆくゆくはまちづくりを町民みんなで考えていけるような、そんな話し合いができて、中

山間地域が富士川町の地域活性化の本当に１つの財産として活用できるんではないかと、その

ぐらいの気持ちで私はぜひ考えていきたいと思いますので、町のほうでも町長、ぜひそこのへ

ん、もう一度お聞きしたいと思いますけどもよろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の教育委員会での基本方針につきましては、これまで学校の適正規模・適正配置検討委

員会での答申をいただきながら、教育委員会は教育委員会なりに検討を重ねて、そしてまた方

針をつくっていただいたものでありますから、子どもたちの教育環境という面でいけば、私も

教育委員会の考え方は尊重していきたいなと思っています。 
 ただ、まだ最終結論を出すまでには今しばらく時間があります。来年の教員人事ということ

を考えますと、今年いっぱいという時間はないわけでありますけども、１０月末、あるいは

１１月の上旬ぐらいまでは時間がありますので、その間、地域の皆さんのご意見を再度お聞き

したり、そして議会への論議をまた踏まえながら、最終結論を出していきたいなと思っており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 教育委員会の方針決定ということは、町としても尊重しなければいけないと思っております。
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ただ、今のお話のように最終結論にいくまでにはまだまだいろいろやらなければならない、話

し合いを通過しなくてはいけないのかなというふうに思っております。 
 先ほど齊藤正行議員のお話にありましたように、平林地区の地元の方々があと１年か２年か

猶予がほしいとおっしゃっている、すごく大きなところだと思うんですね。ですからそこのと

ころをぜひ、地元の声を汲んでいただいて地元の方々も皆さん納得いくような解決の方法を考

えていただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告６番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告７番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは早速ですが、質問に入ります。 
 私は大きく３点。１点目の学校適正配置問題につきましては、これまで午前中、齊藤正行議

員、そして先ほど永井議員から質問がありまして、私のほうも多少重複している質問もござい

ますが、通告どおり質問をさせていただきたいと思います。 
 まず前段は省略いたしまして、（１）番に入ります。 
 学校規模適正化につきましては、これまでの答弁にもありましたけども、昨年７月に学校適

正規模・配置検討委員会を設置して検討を始めまして、教育委員会が基本方針をとりまとめま

したのが今年の６月でありますので、約１年間。その後、地域の児童の保護者、地域への説明

会を行った経過を辿ってきております。 
 基本方針の内容につきまして私は尊重したいと思いますし、異論を挟むところではございま

せんが、こうした経過の中で２６年４月に統合という結論を出したことは、各種手続きを踏ま

えますと、町の最終決定は本年１０月ごろ、先ほどの町長の答弁では１１月ぐらいには決定し

たいというふうなお話でしたが、議会でも特別委員会を設置しまして調査・研究を始めている

ところですが、統合決定まであまりにも準備期間が少ないというふうに私は感じております。

また地域内でも混乱したまま統合の結論を出さざるを得ない状況にありますが、統合の時期を

平成２６年４月とした真意、これは先ほどの永井議員の質問の中で同様の回答をいただきまし

たので、もう一度確認のためにそこの２６年７月とした理由をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 過小規模校におけます統合問題については、合併以前から旧町の課題となっていたところで

あります。できる限り存続できるよう対応してきたところでありますが、合併後においても教

育委員会における課題の１つとなっていたところであります。 
 このことから昨年７月、学校適正規模・配置検討委員会を設置いたしまして検討を進めてき

ました。その答申に基づき教育委員会で基本方針を出したところであります。 
 統合の時期につきましては今後の児童数の見込み、校舎の耐震診断の結果等を総合的な判断

の中で平成２６年４月に統合との結論を出したとところであります。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 総合的な判断をされたということで、先ほど永井議員の質問の中にもそういうふうな答弁を

いただきましたが、私はこの準備期間が少ないという感じがしましたのは、私が記憶している

中では増穂南中学校の統合というのがありました。これは昭和４５年の４月に増穂南中学校が

増穂中学校に統合しているんですが、私もその地域に住んでおりましたのでここのところは十

分承知しているんですが、このときに地域に統合という話が出ましたのは、当時町長だった永

井町長が、昭和３９年に就任をしているんですが、就任のときに中学校統合という町長の考え

方を示されています。地域としてはゆくゆくは統合だなというふうな、そういうふうな感じを

持っていたんですけども、ただ増穂南中学校は昭和３４年に校舎を新築しておりましたので、

地域としても町長がそういう考えを持っているけども、まだまだ統合は先だろうという話だっ

たんですが、永井町長が２期目を迎えた昭和４３年ぐらいには、いよいよ本格的に地域でも考

えなくてはいけないということで、昭和４３年に地域では統合問題協議会というものをつくっ

ております。実際には町でもそのころ統合のことを検討し始めまして、その統合問題協議会は

昭和４４年度には解散をして、そのあと統合問題委員会というものをつくりまして、その委員

会と町との協議を進めてきまして、統合の例えば条件、いろんな条件をどうしましょうという

ふうな話があったんですね。実際に町の中で統合を決めましたのは、昭和４４年の１０月１６日

の議会におきまして、このときには案件として統合による町立中学校を廃止する件が１件、統

合による町立中学校を設置する件が１件、同時に増穂町立小中学校設置条例の一部を改正する

件というのが３件同時に出ていまして、議会で議決をされております。その前段階で、先ほど

申し上げた統合問題委員会と町長、教育委員長との間で条件を交わしておりまして、その１３条

件と４要項ですが、それも議会に資料として提出されて確認をされております。 
 そういった経過を辿って中学校の統合ができておりますので、今回の西小学校、中部小学校

の統合というのがあまりにもタイムスケジュール的に短いのかなということで、こういう質問

をさせていただきましたけども、近々では、これは旧鰍沢町時代に五開小学校の統合を決めた

と思うんですが、教育長は当時、鰍沢町の職員でもありましたし、五開小学校の近くにお住ま

いをされておりますけども、五開小学校の統合までに至る経過というのはどういうふうな経過

を辿ってきたのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 五開小学校は２２年の３月３１日が閉校日ですから、２１年の６月に五開小学校の保護者の

皆さんから町のほうに鰍沢小学校のほうに統合していただきたいという要望書が出ました。当

時、五開小学校は１１人の児童が在籍していました。中部小学校が１９人、鰍沢小学校が

１８９人でありました。町のほうも普通に考えますと、１９人の中部小学校に統合というのが

普通の段階的だとは思ったんですけども、ちょうど五開小学校から鰍沢小学校まで７キロあり

ます。その中間の３．５キロのところに中部小学校があるわけです。しかしながら、五開小学
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校の保護者は、やはり体育においては集団的なドッチボールであるとかサッカーをさせてあげ

たい。音楽においては合唱だとかをさせてあげたい。国語だとか算数だとか理科においては、

やっぱり２０人規模ぐらいの学校の中で班活動もさせてあげたい。そういう希望を保護者の皆

さんが言いました。私も当時、今もそうですけどもその地域に住んでいますが、そんなことは

まだ早いではないかと私も当時思いました。しかし保護者の皆さんは中部小学校に段階的に合

併するのであれば、それは今とまったく状況が変わらないと。であれば１８９人いる鰍沢小学

校のほうに、１学年３０人はいましたからぜひとも統合してくださいと。それはやっぱり保護

者が考える、自分のご子息に対する教育の方法が中部小学校ではなく鰍沢小学校であったと思

うんです。ですから中部小学校を飛び越えて、鰍沢小学校に統合になりました。 
 たしかに２１年の６月に保護者から要望が出て、町が判断する中でいきますと短いようにも

感じますが、やはり保護者のそういう熱意が、考え方が地域の皆さんの存続をするという部分

を説き伏せたといいますか、理解をさせたという部分が多かったんだろうなと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 五開小学校の場合は、最初に保護者の方からそういう要望が出てきたということですので、

時間的にはそんなに長い時間をかけなくて統合という経緯を辿ったという理解をしております

けども、今回の場合、先ほど町長、前の議員さんの質問の中で１１月ぐらいには決定をしたい

けども、それまでには時間があるので十分議論をしたいというお話でしたので、ここの時期的

なものにつきましては、ここで質問を終了したいと思います。 
 それでは（２）番にいきまして、これにつきましても今までの議員さんの質問の中で重複す

る部分がありますけども、昨年、２４年３月の定例議会におきまして私は過小規模校の存続す

る要件について一般質問いたしました。このとき教育委員会では、学校は地域と非常に密接に

関係している。地域や保護者の意向、地域の実情を十分に踏まえることが大切であり、特に存

続の要件は考えていないというような答弁でございました。 
 今回の基本方針の中には数字的な要件等は載っていないんですが、説明の中で閉校対象の学

校は児童数が１桁であるというふうな説明がございました。存続することとなった増穂南小学

校は当面、児童数２桁が見込めるというような説明でございましたけども、この数字につきま

しては最初、齊藤正行議員の中で質問があってそれにお答えをいただいているんですが、その

中でも教育委員長は学校全体の数字は考えられていなくて、各学年２人以上という答弁をいた

だいたように私のメモには書いてあるんですが、それは学年で２桁未満が生ずると統合を考え

るとう考え方なんでしょうか。この２番の質問と含めて、ご答弁をいただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 井上議員の質問に答えます。 
 この基本方針において学校の最小規模については、集団学習による教育効果が上げられると

ともに多様な人間関係の中で切磋琢磨しながら社会性や協調性、連帯感を培うための教育環境

として１学年１学級を下限としたところであります。切磋琢磨というのは仲間同士ともに励ま
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しあいながら向上するという意味です。競争という意味も少しはあるかもしれませんが、切磋

琢磨しながらというのはそういう意味です。併せて、各クラスに複数人の児童が在籍すること

が望まれると考えます。 
 このことから２桁の児童数については教育環境面から見た場合、児童数を説明したものであ

り、１桁になることが直ちに学校閉校の要件となるものではありません。学級にはやっぱり複

数の人間がいる、私の考えといったときにはもうすでにほかの友だちというのがここにいる、

だから私の意見だというふうに私は考えているところです。そうすると複数の子どもがいなけ

れば、学校教育としては成り立たないのではないかと私自身は考えています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 南小学校では、地域の人たちは今回、中部小学校、西小学校の統合問題が生じまして非常に

自分たちのところを心配しております。先ほど数字的な部分については教育委員長のお考えと

いうことで、そうしますと実際に南小学校がどういう状況になったら、その統合問題が出てく

るのか。どういう状況になれば、町からそういうことを検討しなさいという話が出るのか。そ

のへんのことをお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 軽々なことは実は言えないわけでありますけども、先ほど教育委員長が発言しましたとおり、

単に児童数の問題であるとか、学校の校舎の状況であるとかというような状況で判断するわけ

にはいきません。やはり基本は学校ですから、教育委員長が答弁したように各学年に最低でも

２人以上いることが、やっぱり学校としての成り立ちかなと私も思っています。 
 答弁からちょっと外れますが、夏のはじめに増穂小学校へ実は行ってきました。増穂小学校

の１年生は９０人ちょっとですから１学年が２２、２３人しかいないわけですよね。全体では

９０人ちょっといますけども、そこで１年生の学びを見ていましたら、答えが１０になる式を

考えなさいというのを先生から質問されました。２２人の子どもはみんな手を挙げたわけです

ね。しかしながら答えがみんな違うんですよね。２０通りの回答が出ますから、１＋９＝１０と

いうのとを９＋１＝１０という２つが出てきます。それと同じような数字の並びがずっと出て

くるわけです。やはり子どもは自分と同じ年の子どもが発言して自分と違う答えを言っていく。

あるいはまた自分と同じ答えを言う、式を言う。そういうふうに子どもは学んでいくんだろう

なと思いました。 
 翌日、西小学校にも寄ってきました。南小学校もみんな行ったんですけども、やはり西小学

校でも答えが８になる式を考えなさいというと、先生と１年生が１対１でやっていました。先

生は友だちの役目をしながら、大変努力をしながら子どもにもっとほかに式があるんではない

か、先生がもしお友だちならこういう式を言うよということをやっていました。ですから先生

は大変に努力しているなと思いましたが、やはり自分の同級生と共に学び合うという環境は西

にはやはり、増穂小学校と比べたらちょっと劣るのかなということをそのとき感じました。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 教育委員会の考え方というのは、私は当然だと思います。教育のことを考えると、教育委員

会で出された基本方針というのは私も尊重したいと思いますが、ただしやはり中山間地域の学

校は村時代からずっと、学校とともに村が育ってきたと。私の地域を申し上げますと、地域が

学校を支えているということもありますし、地域とともに学校があるということで、特に南小

学校は今の児童数の半数以上は、地域の人たちが児童数確保のために都会から来ていただいた

児童数のほうが半数以上あるんですよね。ここでちょっと確認したいんですが、これまでの質

問の中で児童数の推移を見ていくと。それは通学区域内の児童数が今どうなっているかという

ことで、推移を見ると思うんですよね。その推移がおそらく今後、統廃合の判断条件になるか

と思うんですが、例えば南小学校の場合は先ほど申し上げましたように、児童の半数以上はよ

そから来ている子どもたちの児童なんですね。そうしますと、その推移だけでは見られない状

況になってくると。通学区域内の児童数だけですと、本当に少ない児童数ですね。住むところ

さえあれば、今でも来たいという人がたくさんおりますので、そのへんの状況判断というのは

教育委員会ではどういうふうに考えておられるのか、お願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 現時点の判断といたしましては、やはり穂積地域に６年後までの子どもの推計しか当然でき

ませんし、途中から移住をし、あるいは区域外から南小学校へ通うという児童についてはちょっ

と推計もできませんので、現在は６年後までの南小学校、穂積地域まで、南小学校へ通う児童

の推計の中での判断になります。 
 去年１年間に富士川町で生まれた子どもというのは６９人です。私は先日、これを見まして

非常にびっくりしました。順当にいっても増穂小学校へ５５人入って、鰍沢小学校へ１４人か

なと思いました。そのぐらい今、児童数が激減している。ましては増穂小学校自体も今５９８人

ですし、増穂小学校がもう５００人割るという時代になってくるというのは現実としては目に

見えているわけです。そのような時代の中で、やはり学校の統合再編というのは避けて通れな

い、この町の教育の課題の１つだろうと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 南小学校の地域の人たちもゆくゆくは、今回、教育委員会が示されたように中部小学校、西

小学校というふうな状況を辿るだろうということは思っているようでございますが、これはこ

れで質問を終わりまして（３）番に移ります。 
 今回、基本方針の中で南小学校を継続配置することの理由に、小人数教育を必要とする児童

の対応のために残すというふうな説明がございました。地域の人たちが心配しているのは、こ

れは解釈によりましては、せっかく地域に根ざした、地域の学校としてつくってきた学校が町

が特別な学校として位置づけて存続させていくんではないかというふうな心配をしている向き
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もあるんですが、これまで教育委員会では閉校という言い方が正しいかどうか分かりませんけ

ども、中部小学校、西小学校の地域や保護者には説明をしておりますけども、南小学校には教

育委員会の考えている、こういう学校をつくりたいんだという学校づくりについて地域なりに

説明をする予定があるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 答弁いたします。 
 学校は地域の子どもたちのための学習の場であることから、町が南小学校を特別な学校とし

て位置づけをしたものではありません。 
 今後におきましては、町において統廃合問題の方針が決定した段階で南小学校保護者、地域

への説明会を開催していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ぜひ、また南小学校にもそういった説明会を開いていただきたいと思います。 
 それでは、大きな２番に入ります。観光振興計画につきましてです。 
 本町の観光振興策はこれまでの町長の答弁の中に、これは私が富士川町になって最初の第

１回目の定例議会で質問したときに、町長は町内に三筋の、これは平林、穂積、五開の観光ルー

トの創出を図り、三筋を連携した新たな観光ルートの開発や観光物産協会、商工会、農協等と

連携した振興を行っていくという答弁がございました。その後、町での具体的な、ではどうい

う取り組みを行っているかというような方策が見えてこない状況でしたけども、今年になりま

して、町で観光振興計画を策定するというふうなお話がございましたが、これはどこまでをど

ういうふうに進んでいるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 井上議員の観光振興計画についてのご質問にお答えします。 
 本町の観光振興策は第１次富士川町総合計画の基本計画に基づいて進めており、今後中部横

断自動車道の全線開通や道の駅富士川のオープンに併せて、町内にある観光拠点とこれらを結

び、交流人口の拡大を図る観光振興計画の策定を行っております。 
 現在、観光振興計画の素案を作成するための基礎となる入り込み客数、宿泊施設状況、集客

施設状況、通行量等の資料の収集を行っているところであります。 
 今後は観光関係団体や三筋の地域の皆さんとの協議を行い、それぞれの地区の観光資源を生

かした観光振興計画を策定していきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 
 関係のところと、それから三筋の地域とも相談をしながらということですが、具体的に、例

えば三筋の地域の人たちとの相談なり、意見聴取なりはどういう方法でされていくのか。 
 もう１つ、一緒にお伺いしますけども、これをつくるにあたって組織を立ち上げる予定はあ

りますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 ご質問にお答えします。 
 先ほど答弁した中でも、まず地域観光資源の把握、それから基本方針の明確化、政策対応の

検討等を今やっているわけですけども、また三筋を含めて、三筋だけではございません。富士

川町を含めて観光協会、それから物産協会、商工会等、ご相談をいたして、それからその中で

素案をつくった中で皆さんのほうに提案をしていきたいと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 素案をつくる前段階で相談はされないということなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 素案をつくって、そこの段階で三筋、平林、穂積、五開の地域の皆さんにも会議を開きまし

て相談をして、見てもらうようにしたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 先ほど組織をつくるかどうかという質問をしたんですが、その回答はなかったんですけども、

これはそういう組織はつくらなくて独自に商工観光課のほうで地域なり、あるいは関係機関、

関係機関というのは町長の数年前の答弁の中で観光物産協会、商工会、農協等というのがあり

ましたけども、そういったところも独自に意見を聞いて、それをまとめて素案をつくるという

考え方でよろしいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 今、井上議員さんも言われたとおり、商工会、それから農協、そして物産協会、それから三

筋の地域の方々、観光関係に関する方々に素案のほうをお示しして、その中から意見をもらい

まして出したいというふうに考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 三筋の意見を聞く場合、実は、課長ご存じだと思いますけども、今、三筋活性化推進協議会
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というのをつくっています。これは中山間地域等を含めまして活性化していこうと。あらゆる

面を議論していこうと。ここの中でそういったものを検討するという予定はございませんか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 三筋の方々にも協議というか、提案をさせてもらいまして素案のほうを見てもらいます。協

議会ですけども、先ほど言った三筋の方々、それから商工会、物産協会を含めた中で協議会の

ほうを開いて検討をしていただきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 その協議会を開くというのは今、既設の協議会に、物産協会であるとか商工会であるとか農

協も入ってということなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 そうであります。入っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 それはその観光の協議、先ほど言った三筋の協議会ですね、これは例えば６次産業化を進め

ていくであるとか、野菜をどういうふうに出荷するかという議論をしていますけども、観光に

関してはそういう人に来てもらう、その議案によって来てもらうということなんですか。協議

会にもう最初から入ってもらうということなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 三筋の中にも農業のほうと観光のほうが入っていると思います。観光のほうにつきましては

観光三筋と、それから先ほど言いました観光の分野の農協、物産協会等も一緒に入って素案の

ほうで検討をしてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 いずれにしましても観光振興計画というのは、やはり大事だと思います。これから中部横断

道が開通すれば、道の駅も来年オープンしますしね。中部横断道が開通すれば、それを拠点と

してやはり富士川町は、例えばよそからお客を呼ぶというと観光がメインになるかと思うんで

すよね。ですからそういったものは、観光振興計画は予算の関係で手作りでつくりたいという

お話がございましたし、一部はアドバイザー的な方を委託して、あとは手作りでと。手作りで

すから、できるだけいろんな方の意見を聞くような機会を設けてやっていただきたいというよ

うに思います。これはこれで終わりたいと思います。 
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 では次に移ります。大きな３番目は０歳児保育につきましてです。 
 富士川町の子育て支援につきましては、私は大変充実しているというふうに一定の評価をし

ているところでございますけども、これからの少子化対策や人口５００人アップというのを町

長も挙げておりますけども、こうした対策を考えますと私は富士川町で結婚して、それから富

士川町で子どもを産み、富士川町で子どもを育てるというためのさらなる支援策が必要だと考

えております。中でも０歳児保育の実施は働く親にとりましては、子育てしやすい環境整備と

いう視点から必要な施策であるというふうに考えております。 
 昨年、平成２４年度に第４保育所の大規模改修工事が行われた際に０歳児保育ができるよう

に整備をしておりますけども、これまで富士川町の０歳児保育は私立保育園のたんぽぽ子ども

の家が実施しております。今後、町でも０歳児保育を行う予定があるかどうか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 井上議員の、０歳児保育についてのご質問にお答えします。 
 核家族化の進行や長引く経済情勢の低迷により、出産後できるだけ早く働きたいという女性

が増えています。 
 本町では、これまで町立保育所の入所については１歳児以上を対象としているため、０歳児

保育については、私立保育園たんぽぽ子どもの家へ６名の枠で委託をしてきましたが、今年度

はすでに定員に達したことにより、新たな入所が困難な状況となっております。 
 こうした中、町に対して０歳児の受け入れを希望する問い合わせが寄せられております。こ

うしたことから、昨年度、改修工事をした町立第４保育所において０歳児保育の受け入れをし

ていきたいと考えております。 
 今後、町立保育所での０歳児保育を全町民へ周知するとともに、受け入れに向けた諸準備を

進め、明年１月から実施してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今、課長の答弁で１月から実施したいという話でしたけども、答弁の中でたんぽぽ子どもの

家が定員オーバーとなったということで、この子どもの家の定員というのは決まっているんで

しょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 ０歳児につきましては６名ということになっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 それからもう１つ、先ほどのご答弁の中で町にも問い合わせがあったというお話をお伺いし
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ましたが、これはおそらくたんぽぽで受け入れられないからという問い合わせでしょうけども、

これはどういった問い合わせが何件くらいあったんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 お答えします。 
 今年度に入りまして３名、実は問い合わせがありまして、そのうちの１名はなんとかたんぽ

ぽ保育所のほうに入れることになったんですけども、２名につきましてはどうしても働きたい

ということで、すでに働いていらっしゃるお母さんもいらっしゃるんですけども、町内に実家

があったり、町内のおばあさんに町のほうで見てもらえるようになるまではなんとか見てもら

うので、できるだけ早く実施をしてほしいというような希望でございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ２名の方がそういう要望を出されたということであれば、ぜひとも町でも早急に対応してい

ただきたいと思いますが、ちょっと私、心配するのはそうしますと今後、町で受け入れを始め

るということになりますと、たんぽぽと競合することになりますよね。おそらく町民の要望を

優先するような形になるかとは思いますが、たんぽぽは民間ですから、民間の保護ということ

も町では考えないといけないですし、そのへんはどういう考えを持っておられるのか。たんぽ

ぽと町の受け入れ、どういうふうに考えておられるのか、お願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 それにつきましては、もちろん保護者が希望するところを優先ということでたんぽぽ保育所

のほうとも話はしてありますので、町のほうでもたんぽぽ保育所のほうへ、お客さんという言

い方はないんですけども、それをこちらへ取ってしまうというようなことにはできるだけなら

ないようにはしたいとは思いますが一応、基本は保護者の希望を優先したいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 １月から実施したいという方向だということですが、今、要望があるのが２名というふうに

お伺いしました。例えば２名を１月から受け入れるということになりますと、今のスタッフで

大丈夫なのか。あるいは補充する必要があるのか。どういうお考えなのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 お答えします。 
 ０歳児につきましては３人に１人、保育士が付かなければなりませんので、現在のところ２名、

そのままいけば１人は保育士を新たに付けることになります。 
 以上です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 そうしますと１月から始めることになると、やはり１名はそういう専門のスタッフを配置す

るという必要があるということですね。それはぜひやっていただきたいと思います。 
 では以上をもちまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告７番、７番、井上光三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２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時３３分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告８番、６番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは通告に従って、一般質問をしていきたいと思います。 
 まずはじめに今回、議案の中にまほらの湯の指定管理者指定の件が議案として当局から提出

されています。この件について、質問をしていきたいと思っています。 
 たしか指定管理者制度、これは私が議員になった、ちょうど平成１５年ですけども、すでに

国のほうでそのころから盛んに議論をされておりました。そして本町では１７年の９月に指定

管理者の条例を制定し、第１号としてまほらの湯の指定管理者を、当時４社ぐらい公募があり

まして株式会社まほらということになりました。町には当時、例えば平林の今あるみさき耕舎

等々、直営でやっていた部分は各地域のそれまでのつながりの中で町が支援する形で、団体と

して指定し管理を委託したと。そういった経緯がありました。 
 まほらの湯につきましては当時ＮＩサービス株式会社、私なんか一般的に大新東というよう

な呼び方もさせていただいておりましたけども、ここが選定されまして、その後３年契約でし

たので、切れた段階で、経営が当時、重油が上がったということもあって、その会社からなん

とか町のほうに負担してくれないかといったようなお話もありましたけれども、指定管理者の

契約としてはあくまでもこれは、その指定を受けた管理者の責任において処理すべきだという

考えもありまして、本町では３年後の２１年ですね、新たに再公募となり、そして先ほど言っ

た４社はこのときですね。４社の中から今の株式会社まほらが指定管理として指定されたとい

う経緯があります。 
 実は３月でしたか、第３セクターを指定する、本町が出資して、塩の華、つくたべかん、そ

して今建設中の道の駅等々を本町出資でやっていこうということで、第三セクターを設立しま

したので、その関係上、６月か３月に、ある意味では任意的な形で町長が管理者として指名で

きるといったような条例改正も行っております。 
 とはいえ、今回こうやって株式会社まほらに対して指定をしたいという案件が、私からすれ

ば突然なんですけれども、出された。何故なのか。そして今回はなぜ公募されないのか、その
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点について説明を伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 齊藤欽也議員の、まほらの湯指定管理者指定の件について答弁をいたします。 
 まほらの湯につきましては、株式会社まほらに平成２１年７月１日からの５年間の指定管理

を行っており、この間お客さまからの苦情もなく安定した経営を行っております。しかし平成

２４年度は電気料の値上げや油価格の高騰など、社会経済状況の変化により赤字ではありまし

たが、休館日である第２・第４火曜日を営業するなど集客および収益増を図るための経営努力

を行っております。 
 こうしたことから、町ではまほらの湯の管理運営に関する基本協定書に基づき、株式会社ま

ほらに指定期間の更新を申し出たところ、引き続き指定管理者の指定を受けたい回答を得たと

ころであります。 
 町の指定管理者の指定については、富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等

に関する条例第５条第１項第４号の規定に基づき指定期間が満了したあと、再指定をするもの

であります。 
 以上であります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今の話でいくと苦情もなくて安定経営だよと。ただ赤字を抱えているけども、これは昨今の

原油高ということが原因だと。たしかに赤字経営の原因はそうなんだろうと。しかしこの間、

議会に対して、これは今度の補正予算にも入っていますけども、温泉の利用回数券、赤字をな

んとか平たく言えば面倒みてあげたいということで補正も出され、そして前回は議会の議員さ

んたち、あるいは職員も含めて販売努力もして協力をしたという経緯があります。 
 それはそれで決して悪いことではないと思っていますけども、ただ少なくとも経営努力をし

てきたのかどうかということに関して言いますと、２１年の３月に指定管理者として、その年

に、まほらの湯もいろいろと不備があるし、そしてもうちょっと施設も利用しやすいように改

修しようということで、機械設備も含むんですけども浴槽、調理室まわり、あるいは建物、室

内等々を約１億円かけて改修し、私たちも当時議員だったので、そこを見学にも行ったりさせ

ていただきました。 
 たしか７月ぐらいまで休館というか、工事があったので休館になったんだと思うんですけど

も、これで新しい会社を、いわゆる施設の中でのいろんな販売も含めて経営は十分やっていけ

るんだろうなと思っておりましたけども、今回こういった経緯で急に出されたので、あれは一

体どうなっているんだろうなということで、少し見てみますと非常に驚きました、正直。何を

驚いたかというと、まず入館者数というか入浴者というか来場者といいますか、かつては約

１４万人を超えております。１回だけ１３万６千人とかありますけども、基本的には１４万５千

人前後と。ところが改修した年は別として、これは３カ月間休んでいますのであれですけども、

その後、２２年、２３年、２４年度、１２万人を超えたのが一度、あとはもう１２万人を全部

切っている。平たく言えば改修して、今の事業体が引き受けてから来場者が２万人減少したと
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いうことなんですね。果たしてこれで経営努力しているのかどうかと。これは、町は経営努力

をしたからという判断のようです。たしかに今おっしゃったように条例の第５条、あるいは基

本協定３６条でしたか、そのとおり町が問題なしというふうに判断すれば更新もお願いすると

いうことになっていますので、その条例でいけばそうなんだけども、では問題があるかどうか

というところを考えたときに、これは明らかに問題があると思うんですけどもどうなんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 齊藤議員、先ほどのまほらの湯の入館者の状況、最初より１２万人を超えたのは２３年度、

それはどうしてもまわりに温泉もできました。市川とかできました。そういう状況も踏まえて、

その中で中の物販、それから職員の給与等も赤字のときは抑えたと。そうした努力を行って現

在に至っているところだと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 周辺に温泉施設というのはたしかにありますけども、これらの温泉施設はすでに私が議員に

なった当初からあったものです。やまなみの湯、私は入ることはあまりないんですけども、あ

そこにテニスコートがあるので、ときどきおうかがいしているんですけども、見ていると、やっ

ぱり以前よりもだいぶ人が入っています、正直。これは何が違うということなんでしょうか。

ちょっとむしろ、私はそれをお伺いしたい。経営努力の賜物ではないかというふうに私は思う

んですよね。一番肝心なところですよ、これが。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 たしかに旧町村単位で温泉施設というのは、だぶつき状態にあります。そうした中で、市川

三郷町のみたまの湯はロケーションからして非常に魅力があると。そしてあそこも指定管理を

しながら宿泊施設も造ったり、食堂も造ったりということで他の公共の温泉施設とは若干違う

んではないかなと思いますので、みたまの湯は別問題としても、ほかの湯は今のところ、全体

が利用客が落ちています。そうした中でうちのまほらの湯も平成１８年から２１年３月、先ほ

ど話がありました大新東さんにお願いをしました。このときは結構苦情がありました。外の露

天風呂は湯が少なくて湯がこぼれない状況、湯の量を抑えたということですが、今はそういう

こともなく非常に好評を得ております。 
 全体の客数が減っていることは、まほらだけではなくていろんなところが減っているわけで

すけども、こういう中からお客さまの苦情もなく、またまほらはまほらなりに先ほど課長が答

弁いたしましたように電気料金の値上げ、あるいは油の値上げ、こういうところがありました

けども休館日である第２・第４も営業するなど住民のために最大限の努力をしてくれている。

ですから町とすれば再度、指定管理をお願いしたいとこういう判断をしたところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 依頼するには、今言ったような判断がされたということなんでしょう。条例でいけば、基本

協定の３６条には判断をしてということが書いてあります。この判断については、条例のほう

で第３条によると。第３条等を精査して、そしてこの内容を精査するということが当然含まれ

ているわけですけども、この精査というのはどこでどのような方が決められたのか、ちょっと

教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 先ほどお話しましたように、こちらからまほらの湯のほうに打診をしました。それに基づき

まして、まほらの湯からやりたいという申請が上がってきました。経営状況、それから今後の

企業の計画等、そういう書類を確認しまして最終、町長との話の中で判断をさせてもらった次

第でございます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 まほらの貸借対照表、ちょっと持っているわけですけども、平成２２年、２３年、２４年度

と出ていまして利益譲与金が２２年度はマイナス３３万円、そして２３年度は３２万円、そし

て２４年度、昨年度ですね、３３９万円マイナスと。資本金、これは株式会社なので資本金と

いうものがありますが、５００万円と。要は資本金をどんどん食いつぶしていっていると。先

ほど原油とかの高騰の話がありましたけども、２４年度のたしか途中から上がったと思ってい

ますけども、この流れを見ると単に原油高騰ということが原因ではないんだろうと私は思うん

ですよね。その点について、どういうふうにお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 燃油の高騰とありましたけども、あと光熱水費、それから燃油の高騰で、２３年度と比べま

して２４年度は３％くらいの上昇をしております。そのへんのことがありまして３３０万円と

いうことだと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ちょっと町長にお伺いしたいんですけども、町長が３月議会の第３セクターの条例のときの

私の質問の中で、実はこんなことをおっしゃったんですね。大雑把に言うと、これは私の質問

に対しての返答の中で、沸いた湯を温めて出せばお客さんが来るままにして指定管理に出すと。

今やっておりますけども、そして前回、指定管理に出したときはやはり赤字で、その赤字の部

分を役場へ請求してきたと。これは大新東だったと思うんですけども、公務員がやると馬鹿だ

からこうやって赤字が出るんだ、民間人がやるとこんなに黒字が出るんだと指定管理にもって

いきながら、赤字が出れば補助金をくださいというような状態では困ると。そしてこれは雑談
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になりますけども、私もできればやりたいなと、そのあとでちょっとおっしゃっていたんです

けども、たぶん町長の認識もおそらく、まほらというのはあそこまで町が出したんだから、そ

してそれなりのお客さんが来ていた施設なんだから、やればちゃんとやってくれるだろうとい

う認識だと思うんですけども、そういうことからすると今回のこれはいかがかと思うんですけ

ど、どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今３月のときのことのお話がありましたが、まさにそのとおりだと思います。かつて平成

１８年から２１年度までやったときには、町が逆に脅されたような記憶もあります。今回、指

定管理者を変えて今の株式会社まほらにお願いしているわけでありますけども、先ほど言った

ように平成２１年度は赤字でありましたが、なんら町には請求きておりません。２２年度、

２３年度は若干黒字だったと思っておりますけども、そのうちの１０分の１は町へ入れていた

だいています。また今回もまほらの湯から特に、町に助成金とかそういう話はありませんでし

たが、かじかの湯、まほらの湯が客観的に見て社会の経済情勢が変わっておりますので、赤字

は分かりましたので、その額を見ながらこの４月、５月、６月のときに第１回目の販売促進を

議会の皆さんにもご協力をいただきながら、町が中心になりながらやってきました。ただ、そ

れが全部が全部、販売促進どおり、目論みどおりいかなかったという点があります。そういう

中で、これからもなんとかどこかでしてもらわなければならないと。それで今まで苦情もなかっ

たから、このまま続けていただきたいということはあるんですが、他の市町村の持っています

お風呂にしても、一番高いのは北杜市の尾白の湯、やはりここちょっと条件が悪いところです

ね。尾白川渓谷を上がっていったところです。ここに出しているのが２，３００万円。それが

一番だと思います。２番目が南アルプス市のゆうゆうふれあい公園、これは公園も入っている

かもしれませんけども、２，２３５万円の補助金を出している。３番目がやはり北杜市で延命

の湯、これは２，７００万円出しています。４番目がやはり南アルプス市で白根桃源天笑閣と

いうところで１，６００万円余出している。うちのほうも当然、どこの施設も今言ったように

赤字経営が続くわけでありますけども、うちも補助金をただ単なる補助金をやったのであれば、

そこの経営が黒字化する、ツーペーにはなると思いますけども、利用客にもっと行ってもらう

ように今回はこの時期に指定管理をしながら利用回数券の販売促進も図りながら、指定管理者

の経営状況を改善しこうということでやっております。 
 当然、町が脅されるようなことがあれば、そこの指定管理者はまた変えていかなければなら

ないということも選択にはあるんですが、今回は前回とは違いましてそういうことはありませ

んので、しっかりまた経営をしていただいて町民のための施設として運営をしていただければ

ということで再指定をするものであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今、町長のほうからこの時期にという話が出たので、２番目の私の質問にもかかってきます

し、この１番、２番の質問というのはある意味では行ったり来たりする質問なので、先に２番

目の、今町長のほうから出ました、なぜこの時期にやるのかということについて、まずお伺い
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したいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 では、お答えします。 
 まほらの湯につきましては、平成２６年３月３１日をもって契約期間が満了となります。し

かし今後も利用客の増加と経営の安定を図るためには、現在行っている入浴回数券を引き続き

発行していく必要があるので、今定例会に指定管理者の指定期間満了後の再指定をお願いする

ものであります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この時期というのはあれですよね、調べたら結果を言えば６カ月前に、こちらから申し込む

ときは６カ月前という規定があるので、１つはそれ、一番大きいだろうし。今言ったお話とい

うのは、町長が所信表明のときにも一部同様なことをおっしゃっていました。この利用回数券

の販売の話ですけども私たち引き受けました。一生懸命。ただ私は正直、４つだか５つしか売

りませんでした。その理由は、ほしがる人たちはいつも行っている人なんですよね。だから１枚

余分にタダで入ってくださいという話になってしまう。それは決していいことではない。一時

の収入があっても結局輪が広がらないで、行く人だけが買っているような話では安く、身銭を

切っているような話になってしまうので、あんまり賛成ではなかったんです。ですから先ほど

言った回数券の販売を引き続きやれば利用者が上がるんだという話はまったく別の話だと思う

んですけども、どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 株式会社まほらではこれまでも決算期等に２冊以上は７千円という販売をしておりますので、

普段行く人たちがそれを買うのは可能なんです。それよりも高いお金で今回、皆さんにお願い

するわけにはいきませんので、それと同額の、本来であれば２冊買っていただいて７千円とい

うところがまほらの売り方かもしれませんけども、今回は枚数を出すということで、１冊３，

５００円で皆さんにお願いしたところですから、誰が買おうが、しょっちゅう利用していただ

く人は今までも１冊３，５００円で行けたと思いますし、今回もなくなってしまったから行か

ないではなくて、そういう券があればまた行くということで利用者の増加を図っていきたいと

考えているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今のお話を伺っていて、やっぱりすっきりしない。というのは大新東が駄目なので公募した

ときには仮にも４社、応募があったわけですね。当時、実は私、選定の仕方に疑問があるとい

うので反対もしたり、いろんな活動をした経緯があります。そのときの資料を見てみますと、
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まほらと、もう１社は非常に近い点数だったんですね。選定の最後の評価点というのが非常に

近かったです。まほらともう１社のほうは。総合点で。内容の話は別にしまして、総合点で多

少の開きがあったという程度だったんですね。いろんな提案の仕方があると思うんですよ、例

えば企業からの。かじかの湯の場合に、従来の社会福祉法人かじか会が今もやっていますけど

も、前回の公募選定のときには落選した会社は納入金、儲かったらお金を町にあげますという

納入金ですね、一応そういうのがあって１社は３０何万円だか納めますと。要するに儲かった

ら率でいろいろ計算するのは大変だし、難しいので一括３０何万円だか納入しますと。だけど

も社会福祉法人かじか会のほうは、そういうものは特には提案には入れなかったんですけども、

かじか会は赤字も多少抱えているという話も聞いていますけども、苦労しているという話も聞

いていますけども、長い中で経験もあって固定したいろんな要素もあるのでという、デイサー

ビスと両方、一括運営ということもあったのでかじか会になったいきさつがあるんだと思うん

ですね。 
 やはり公募をして、そして提案内容を見て駄目であれば、そこで改めて考えると。やはりこ

うやって相手も苦労しているわけだから、そこまで苦労させることもないんだと思うんですよ。

もっと苦労して頑張るぞという人がいて、もっとよくなるということであれば、そちらにお任

せすればいい話で、私はむしろ１回ちゃんと公募して、もっといいところがあればそこにお願

いしたほうがずっと町民のためになるし、町のためにもなると思うんですよね。そこがどうも

認識が全然、基本的に違うんですけどもどのようにお考えですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回はまほらの湯の再指定ということでありますけども、まほらの湯もこの経営のために会

社を立ち上げ、そして地域からの人の雇用も含めやっております。これがよっぽどのことがな

い限り５年ごとに変えていくということであれば、そういった投資もできなくなってしまうん

ではないかなとこんなふうに思います。先ほど来言っていますように今、利用者からはなんら

苦情がなく、そして一生懸命やっていただいて、そしてうちから打診をしたら今後も続けてい

きたいということですので、今回、再指定のお願いをしているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 もう１点ちょっとお伺いしたいんですけども、実は前回５年前ということになりますけども、

まほらが決定したときに非常に３人の委員さんのＢ社、Ｃ社に対する配点というのはかなり極

端な差があったということを私ご指摘したことがあります。そのときほかの議員さんからは「お

前、何を言っているんだ」と。「あんまりそういうことを言うものではない」というような話も

あったんですけども、ただ今回、こうやって改めて延長しようということであれば前回の提言、

あるわけですよね。まほらの出した計画書、内容、これについてどのように精査されたのか。

当然、それではうまくいかないということがたぶん、ここで突きつけられたというふうに私は

理解するんですけども、その点についての評価はどうなっているんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 前回は選定委員会を設定して、地域の皆さん、そしてまた役場の関係する課長等で選定委員

会をつくって、３社だと私は思ったんですか、４社でしたか。その中で株式会社まほらに決まっ

たということであります。中には引き受けて社員の憩いの場にしようという計画もあったよう

なことも聞いておりますけども、まほらが新しい会社をつくってここを運営していきますとい

うことでまほらに指定が決まったんですが、特にまほらで悪いところもありません。それで今

回するわけでありますけども、先ほど言ったように投資も株式会社としてやっていただいてい

ますので、５年ごとにコロコロ変わるというのもまたいかがなものかなと思います。 
 先ほども言っていますように、当然５年前のプレゼンをしていただいた内容とうまくいかな

い部分もあると思いますけども、そうした中でもいろいろ創意工夫をしながらやっていただい

ているということで、どこの会社がやってもそのとおりというわけにはいかないと思いますけ

ども、そういう中から今やっている熱意を買いまして、今回また再指定をしたいということで

あります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 熱意だけでは、運営というのはなかなか難しいんだと思います。これ以上質問をしても、あ

んまりさしたる返答も出てこないような気もするんですけども、ただ少なくとも選定した、あ

るいは更新しようとした趣旨、内容、経営の安定化、集客努力、こういったものは私はなって

いないというように思っています。ですから今一度、ここで議会で今回、議決を求められてい

ますけども、今一度、例えばそれなりのプロ、企業診断士でもなんでもいいんですけども、経

営のプロを入れて、まほらの実情が本当にこれでちゃんとやっていけるのかどうか。あるいは

町として任せられる企業なのかどうなのか。そこをもう１回、私、精査してもらいたいと思う

んですよね。ですから私からすれば今回の案件、１回ちょっと引っ込めていただいて次回、あ

るいは臨時会でもいいから設けて、そこで報告していただいて審議できれば私としては非常に

ありがたいと思っているんですけども、そういうお考えはないでしょうか。今からもう一度。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、この再指定案件を提出したのは、先ほど来言っていますように回数券を今、販売して

います。これが一番の主要の収入源になってくるところでありますので、毎日、県外の人とか

は当然その都度来てになりますけども、これが主体となりますので、本来でいけば期間的には

１２月の議会でも間に合うわけでありますけども、１２月に、また月半ばになってから回数券

を売ると３月までしかないんですね。そこをしっかり売っていくためには今ここで、３月で終

わるんではなくて、もう少しあと５年延ばした回数券を売っていけば、そのほうが売れると思

いますので、そうした部分で経営の安定化を図っていきたい。これは株式会社まほらも同じ考

えでありますので、６カ月前に打診をいたしましたので、その回答はいただいておりますから

今回の議会に提案をしているということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 あんまり時間がないので、利益の前取りみたいな話をしていたんではやっぱりいい会社、い

い経営ができるようには育っていかないと私は思っています。 
 以前、私は個人は知らないんですけども、かじかの湯についてですか、かじか会に対して改

善勧告みたいなものを出されたことがおありだと思うんですよね。今回はたぶんやられていな

いんだろうと思うんですけども、少なくても選定というような話の時期になってきているんで

すから、今言った私のお願い、要するにちゃんとした精査というのを、それなりのプロを入れ

てしていただきたいということを最後にお願いして、この問題については終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 かじかの湯は、地域の方でそういう資格を持っている方がおりましたので経営診断をやって

いただきました。やはり赤字部門はお風呂の部門、それからほかの食堂部門とか物販部門は黒

字化になっている。お風呂の部門が赤字、このお風呂を改善するには人に来てもらわなければ

どうにもなりません。５人入るときでも３０人入るときでも湯は同じようにはらなければいけ

ないし、時間も開けておかなければならないということもありますから、そのための利用客を

増やすために回数券の販売促進をしたり、今やっているところであります。 
 今回もそういったお客さんに来ていただかなければ経営改善ができないということで、補助

金ではなくて町が回数券を買い取って、また販売促進をしていく。またその売れた金は全部、

町に戻しますので、今言ったような大きなお金の補助金を行政が出すということはないと思っ

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 あんまり疑惑は持たれないように、ちゃんとしっかりとした選定等々をしていただきたいと

思います。 
 それでは、次に移りたいと思います。大きい２つ目の項目ですけども、太陽光発電の補助金

制度について質問したいと思います。 
 今日、太陽光発電を広めるための補助金制度は、各市町村において実施されています。その

目的はオゾン層の破壊等による地球の温暖化や自然環境の破壊を食い止めるために、自然エネ

ルギーの再利用を進め、二酸化炭素や窒素酸化化合物を排出しないことにあります。同時にそ

れは化石燃料を海外に頼っているわが国においては、とりわけエネルギーの安定確保という意

味においても重要であると思います。 
 とりわけ先の福島原発事故で明らかとなったように、今の科学技術で制御できない原子力エ

ネルギー政策の危うさ、こういったものを見るとき、ますますこうした自然エネルギーの利用

ということは重要だろうと思います。 
 ところで本町富士川町における住宅用太陽光発電システム設置補助金制度について、常々疑

問を持っております。それは補助金制度の内容というのは１キロワット当たり２万５千円、上

限町内在住者は７万円、転入者１５万円となっています。転入者と町内在住者を、これを差が

付けたという、一番大きい理由は人口増加対策ということで私はこれまで聞いておりますし、

 １０３



そのように理解しておりますが、今日この差をつけている必要があるのか。あるいは効果があっ

たのか、その点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 齊藤欽也議員の、太陽光発電補助制度についてのご質問にお答えします。 
 富士川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金は、平成２２年度までは上限１０万円で実

施しておりましたが、平成２３年度からは町内在住者７万円、町外転入者１５万円の上限とし

ております。 
 このようにした理由は、年々利用者が伸びていく中で予算との関係もあり、町内在住者につ

きましては他の市町村の太陽光発電の補助金とのバランスを考慮し、町外転入者につきまして

は富士川町への転入の動機づけとなるよう差をつけたものであります。 
 その結果、町外転入者につきましては平成２３年度には５人、平成２４年度には６人であり、

一定の効果が上がっているものと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 効果が上がっているというお話なんですけども、転入者が増えたのかもしれませんが、わが

町の人口は年々減少しているというのが実態です。 
 近隣の、ちょっと調べてみたんですけども、例えば中央市は１キロワット当たり３万円で上

限１５万円。町内、町外の差をつけているのはうちの町だけです。市川三郷町は１キロワット

当たり３万円で上限１２万円。身延は一律５万円。南部町が１キロワット当たり５万円の上限

１０万円。昭和町が一律５万円と。南アルプス市もたしか一律５万円だったと思います。 
 南アルプス市、昭和というのは一律５万円でこういう補助金の中では比較的低いわけですね。

でもこの１市１町というのは人口が増加していますね。これは言っては悪いですけども、誰が

考えても太陽光発電でうちの転入者が増えたという理解にはならないだろうとは思うんですよ。

ですからこれはもう改めたらどうですか。お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 太陽光発電につきましては、太陽光で発電したものの全量買取制、１０キロ以上が全量買取

制ですから、１０キロ未満は消費をした残りを買っていただくというふうなシステムになるん

ですが、かつてと違いまして消費者が負担をしているという部分が１キロあたり３８円、そし

て国から、電力会社から補助金がいくと。こうした中で、ほかの消費者が負担をしている現状

ですから、私は補助金制度とすればもういらないと、行政の補助金はいらないんではないかと

いう考えを持っています。しかしこれは以前の太陽光発電でもお答えをしましたけども、そう

はいっても自然エネルギーを奨励していかなければならない時期ですから、今しばらくは続け

ていこうという考えであります。 
 そうした中で先ほど答弁させていただきましたように、富士川町も一律１０万円でありまし
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た。それが年々利用者が増加してくるという部分、そして他町とのあれを見ますと、やはり今

言った５万円、あるいは３万５千円というところを上限にしているのが８町村あります。そし

て富士川町と同じような１０万円ぐらいが大半であって、郡内へ行くと忍野とか山中は上限

４０万円まで出しています。そこまでは出せないにしても他町よりも、他町が５万円ですから

多少上げて７万円、町内は。そして富士川町に家を建てようという動機づけになるように１５万

円という設定をしたわけであります。これを一律にしたらどうかというご意見だと思いますけ

ども、そこは決して富士川町の７万円も他町村と比べればそんなにひけをとるものではありま

せんし、これで１０万円へいった場合に町の財政も太陽光発電に圧迫されるということも懸念

されますので、多少落とさせていただきながら、そうは言っても富士川町の魅力という部分も

多少残しておかなければならないと。県の中でうちだけです、町内と町外で分けてあるのは。 
 ただ、うちはこの太陽光発電だけでやっていますけども、ほかの町ですと転入してきた人の

家屋の改修費に補助金を出しているとかそういうところもありますので、うちはそちらのほう

をしておりませんから、せめてこちらへ新築してくれる人には多少上げていこうということで

差をつけたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 時間もかかるのであれなんですけども、要望です。 
 町民の間から、なぜ私たちずっと町にいて税金も納めているのに差をつけられなければいけ

ないんだと。今、売電が盛んになっていますから、２０年ぐらいですか、補償されるので、そ

ういったことも考えながら設置しようという人も増えています。あんまりたくさん出すと今

言ったように財政の圧迫がありますから、そこは慎重にしなくてはいけないですけども、基本

的にはですね。ならば、では来年の予算編成ぐらいまでに一律化という方向で金額も含めて検

討していただければありがたいと思います。それだけ一言。どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 議員さんのご意見を伺いながら検討したいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは補助金の関係でもう１点、リユース食器についてちょっとお伺いしたいと思います。 
 リユース食器利用補助金は環境エコの考えに基づき、エコ意識を高めるため町として実施し

てきました。本町では非常に以前から、長い間かけてやってきておりました。利用料の半額を

町が負担する仕組みとなっています。例えばこれまで１個２５円の食器を利用する場合、半額

の１２．５円を町が負担し、利用者が残りの半額ということでやってきました。このため、あ

まり普及しないという一面もたしかにあろうかと思います。町としてもこの制度のため、５０万

円を予算化しております。町の広報や利用を進めるチラシ等によると最近の、７月の広報でし

たか、あるいはそのあとどこか新聞チラシも入りましたけども、利用者負担金がゼロになった

と。だから利用してくださいという広報がなされております。なぜ、そういうふうになったの
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かといえば、その理由は事業者による食器の貸し出し単価が下がっている。これは事業者の努

力によって下がったということと、この制度に理解を示す企業からの協賛金が入って、その結

果０円ということになったようです。これはこれで非常に、決して悪いことではないと思って

いますけども、私がここで言いたいことは、この制度の趣旨というのは環境エコ意識を高める

ということだろうと常々思っています。タダで使えるということほど、その意識をなくさせて

しまうものはない。やはりいくらかの負担を利用者がしていく、そういった趣旨のものとして

やっていかなければまずいんではないかというふうに思っています。だから例えば２５円の食

器が事業者の努力で１７．５円となったということであれば、その半額を町が負担し、企業か

らの協賛金があればそれを充て残りを、私が雑駁に考えるのは例えば１８円の半分で９円と。

企業が５円出してくれるんであれば、あるいは３円出すのであれば、それを引いた残りの部分

について、町が９円ですから、企業から５円をいただければ残りの４円、あるいは４円をいた

だければ５円を利用者が負担する。そのくらいの形のものにむしろ変えていかなければいけな

いんではないかと思います。そういう意味で、今回改めてこの制度についてお伺いしたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 それではお答えします。 
 富士川町リユース食器導入促進事業補助金は、ゴミの減量化とゴミの焼却に伴うＣＯ２削減

を目的として実施しておりますが、本年７月１日からは申し込み手続き等の簡素化とともに利

用者負担０円で利用しやすい環境が整ったところであります。 
 リユース食器の利用者負担０円は、町の補助金と事業所などの協賛金、スペースふうの値引

きによって成り立っているものであります。こうしたことから、リユース食器導入促進事業へ

の補助金は必要であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 町長にお伺いしたいと思います。 
 町長はこういった、今、私は自分の持論を、いくらかの負担を残す形で改めるべきではない

かと。まったく補助金を打ち切るということまで考えなくてもよろしいんですけども、その点

についてはどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町ではもともと２分の１の助成をしようということで、この事業を進めてきております。そ

うした中、ＮＰＯのほうでもっと使いやすく、使い勝手がいいようにということで町内に限っ

て値引きをしてもらっています。すべてがではありません。富士川町からそういった使い捨て

の焼却ゴミを出さないようにということで、これは企業努力だと思います。そしてそこをやっ

てきたんですが、まだ利用者が少ないということから町内、町外の企業に協賛をしていただい
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て、その残りの部分を充てるようにしてきております。町が補助金をたくさん出してゼロになっ

たんではなくて、その部分は企業努力によってなっているもの、あるいは協賛金のご協力によっ

てなっているものだと思っていますので、こういったリユースの意識が定着するまでは、今し

ばらくこういったことでやっていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 その半額の補助金制度、これはそんなに私、強く否定するつもりはないんですけども、例え

ば半額にするのであれば、実際事業者が、町内に限ってかもしれないんですけども、２５円だっ

たものを１７．５円で今度していくと。であれば、この１７．５円を基準にした考え方を持っ

てもいいんではないかと思うんですよね。どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町が半額出してくれるから、その１７．５円になったんだと思っていますので、これで町が

またもとの金額を、下がっているから、その部分をまた下げて町がするとなると、そこに数円

のすきまが出てしまいますので、こうしたリユース食器の普及にはほど遠くなっていくんでは

ないかなと思っています。リユースを使うという意識が全町民に行き渡るまでは、いましばら

くこれは続けていかなければならないと考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この食器については私も国際交流の役員をしている関係で、ワールドグルメのときにはずっ

と長いこと利用させていただいておりますけども、正直高いなと。紙コップにしたいなと思う

ときもあるんですけども、やはり町の事業の関係もあるので、そこは協力しなくてはいけない

ということでやっておりますけども、補助金制度というのはやはりどこまで、いつまでそれを

続けるのか。目的とその期限というのは、やっぱりどこかで打ち切らなくはいけないんだと思っ

ています。たしかに私の記憶では当初、ある程度の期間で打ち切ろうという形でこれは出発し

たような記憶を持っていますけども、いろんな制度について、やはりそういった考えを私は持

つべきだし、やっぱり意識を高めさせるというのは、負担を掛けるということが一方でなけれ

ばそれは駄目になると私は思っていますので、そこについて私の意見に賛同していただけるか

どうか、どうでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 やっとゼロになって皆さんが使ってくれる、今、議員さんが言ったようにこれでは紙コップ

を買って使ったほうがいいな、その意識がなくならない限りはこれは続けていかなければなら

ないものだと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ここでおもしろいやりとりをしてもいいんですけども、時間がないので最後の質問に移りた

いと思います。 
 最後ですけども、先ほどからずっといろんな方が小学校の統廃合について質問をされていま

す。そういった質問を踏まえて、町長、今、一言だけお答え願えればと思います。 
 統廃合については、実は私たち議員は議会代表が昨年からの検討委員会に参加しまして、そ

の都度、代表者から意見も聞いております。ですから私たち議員は比較的詳細に知っておりま

すし、私がもう議員になった当初から何回も今の過小規模校では駄目だよと。町としても取り

組んでほしいという要望を兼ねた一般質問を再三、出しております。そういう意味で私は非常

に歓迎しているので、立場上。ただ地域の活性化とか、そことは切り離した形で考えていかな

いとならないだろうと。生徒と教員の先生の数が同じ、あるいは教員の数が多いと。そうであ

れば統合して、その先生たちをもっと有効に子どもたちの教育に生かしていくということが大

切だろうと。先ほど議員さんの意見の中にも実は小規模校と過小規模校がどうも認識が曖昧だ

という発言もありますし、また議会等の意見を聞くということも町長おっしゃっていますけど

も、前回の議会のとき特別委員会を立ち上げるのに賛成反対をしたといういきさつがあります。

私は今この時期でなぜやるんですかという話もさせていただきました。永井議員の話の中に町

民が知ったのは最近だという話がありましたけども、私たち議員はもうとっくから知っており

ましたし、私もいろんなところでお話をさせていただいております。町長は１０月の末か１１月

には結論を出すということですけども、お考えを述べましたけども、こういう問題というのは

きちっと、ダラダラと、１年２年なんていう話をしなくてきちっと決めるべきだと思います。

その点で町長にどう考えか、お伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、教育委員会で検討しているのは小規模校ではなくて過小規模校を検討しておりますの

で、教育委員会から富士川町の学校規模適正化基本方針について報告を受けたところでありま

す。町では、教育委員会の方針を尊重していきたいと思っています。 
 １年２年ダラダラではなくて、あと少しの時間と言っていますので、この１０月末か１１月

には地域の考え方、議会における特別委員会の動向も踏まえて検討し、結論を出していきたい

と考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 分かりました。このあと秋山議員がまた引き続きますので彼にお願いしたいと思います。 
 これで、私の一般質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告８番、６番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは通告に従って質問させていただきます。 
 まず１つ目の教育問題と、その環境整備についてということで、先ほどから話題にのぼって

おります富士川町の教育委員会では、学校適正化基本方針をとりまとめられました。７月には

統合の対象となる増穂西小学校と鰍沢中部小学校のそれぞれの保護者と地域で説明会を開催し、

理解を求めたところでございます。 
 １点目のなぜ富士川町立小中学校設置条例の一部改正、すなわち増穂西小学校を増穂小学校

に、鰍沢中部小学校を鰍沢小学校に統合するための改正案を今定例会に提出していないのか、

それについてお伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の、学校の条例の改正案を提出していないかというご質問にお答えいたします。 
 増穂西小学校、鰍沢中部小学校の統廃合につきましては、地域の考え方や議会における学校

適正配置等調査研究特別委員会の論議等さまざまな面から検討し、結論を出してまいりたいと

考えております。 
 なお、市町村立の小中学校を廃止するときは、学校教育法によりまして県教育委員会へ届け

出ることになっております。そのときまでには、町の学校設置条例の一部改正を議決しておく

必要があります。 
 届け出の時期につきましては学校統合まで、つまり来年３月末日までとなっております。ま

た届け出以前の手続きとして、公立小中学校の統合・廃止にかかる事前計画の提出があります。

これは遅くても１１月までには提出することになっておりますので、それまでには町の方針を

決定する必要があります。 
 このため今後、町としての結論を早急に出す中でありますけども、議会の議決を経ながら必

要な手続きを進めてまいりたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私が全部、教育委員会の定例会を傍聴したわけではないんですけども、町の教育委員会は２校

同時に本年度末に統合ということで進めてきたんですね。タイムスケジュールを当然、うしろ

から前に考えて、保護者への説明会、地域への説明会を１月に、それから西小については保護

者の方がもう一度、話し合いの機会をもってほしいということで８月にやったんですけども、

その議事録とか会議の中で委員さんの中から教員の配置計画はもう９月から始まるとお聞きし

たんですね。できれば１学期中に結論を出さないと、そういった教員の人事というものは９月

から始まるということで進めてきたと僕は認識しているんです。今日、ほかの議員さんの説明

で町長は１０月とか１１月でも間に合うとか、さっきもそういった説明をしていましたけども、

いやいや職員の人事というのは、校長先生たちはもう９月から始めるんだとこういう認識なん

ですけども、僕はそう聞いて会議録にも出ているんです。僕は考えて、当然９月にその一部改

正の条例案を出すというのが一番自然の流れだと認識してきたんですけども、違いますか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 県教委のほうでこれから来年度に向けていろいろ準備をしていくわけでありますけども、人

事の大枠は年内にやりながら、そして１月へ入って１月中旬に校長、教頭の登用試験をやりな

がら人事に入っていきます。そのときには全体の方針が出ていなければいけませんので、それ

までということですから、遅くも１１月の半ばごろまでには県教委のほうに、そのはっきりし

た町の考えを示していかなければ、翌年の人事にも影響が出てくるという認識でおります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのへんが僕と町長の認識の差があるのかなと思うんですけどもそれは結構ですので、再質

問ということで教育委員会の今回の統合案は過小規模校をできるだけ残したいとして、今まで

非常に僕は頑張って努力してきた中で、皆さん口々に教育委員の皆さんがおっしゃるのは、や

むを得ない、ぎりぎりの決断であったと、こういうことをおっしゃっているんですね。小学校

を設置するのは、なんのために設置するかということをよく委員長とか教育長が地域の方、保

護者の方にも聞かれていたんですけども、やっぱりそれは答えていたとおり、地域に暮らす子

どもたちが歩いて通える場所に設置するというのが、一番の僕は小学校のあり方の基本だと

思っています。だからこそ小学校は教育の場であると同時に、地域の将来の担い手を育てる場

となり得ると考えます。 
 地域の皆さんとの関わりの中でこそ、地域コミュニティを維持する機能を持ち続けることが

できると考えます。単に教育だけの施設ではなく、住民が集い生きがいを持ってお互いに活躍

できる場所、地域の安全・安心を支える場所、それが小学校です。では増穂西小学校に目を移

してみると、現在子どもを通わせている保護者の方々は少人数教育の必要性と有用性を話して

くださいます。このことについては、たしかに大勢の児童の中になじめない子どもたちにとっ

ては少人数教育は欠かせない、非常に大切な教育環境だということは私も理解しております。

でもだからといって当初の設置目的、これが歩いて通える距離に設置したはずの増穂西小学校

が少人数教育の目的を果たすための小学校に適していると言えるのでしょうか。来年度、入学

予定者の児童の保護者の中には、増穂小学校へ通わせるという方もいらっしゃいます。１番の

理由は先ほども出ていましたけども、保育所がない、あっても休園していますね。第１保育所

に通っていて、同級生は増穂小学校に進むからやはり一緒に進みたいと。友だちと何年も同じ

保育園で、同じ飯を食べながら育っている、これは当然のことだと思います。 
 ２番目の理由は少人数ではなく、大勢の中で多様な経験を積んでほしいとの願いからです。

本来地域の西小学校へ通うはずの子どもたちが増穂小学校へ通うんです。将来地域を支えてく

れるはずの子どもたちが地域の小学校ではなく、区域外の小学校へ通うんです。このような状

況の中で、増穂西小学校が地域コミュニティの中核となり得るのでしょうか。現在、児童を通

わせている保護者の方々と地域の方々との増穂西小学校に対する思いは、本当に共有できてい

るのでしょうか。少人数教育を増穂西小学校で続けることを地域の方々は望んでいるのでしょ

うか。私は双方の意識には大きな溝があると感じています。ここは教育委員会の方針のとおり、

統合を進めることが子どもたちのよりよい教育環境を整備することとなり、ひいては地域コ
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ミュニティの再構築を図る。小学校が統合してなくなっても、でも新しく自分たちのコミュニ

ティをつくる。その一歩に僕はつながると考えています。町長、いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 学校は、やはり子どもたちの今後の成長の中で一番重要な場所だと考えています。小中学校

の配置の基本は小学校の場合は特に歩いて通える場所、これは昔から言われていますけども、

今はある程度、交通も発達をしてきておりますので、そういう中で子どもたちが本当にいい教

育環境のもとで友だちがつくれ、勉強ができ切磋琢磨できるそういった環境が一番いいんでは

ないかなと思っていますので、今回、教育委員会も外部の皆さんの意見も取り入れながら、検

討会を開いて適正規模・適正配置の検討を開いて、そして教育委員会の中でも議論を重ねてい

ただいた末の教育基本方針でありますので、町としてもそれは尊重していきたいと考えており

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど午前中ですけども、齊藤正行議員の質問に対して今後地元の意向などを踏まえ、幅広

く検討していくと答えておりました。それからまた先ほども１０月、１１月を目途にしても、

もし統合するであれば間に合うということですけども、もし増穂西小学校の統合を延ばすと、

１年でも２年でも延ばすということであれば、今定例会へ富士川町立平林へき地保育所を廃止

するという、これは条例が出ていますよね。これは矛盾する策ではないんですか。なぜなら先

ほども永井議員がおっしゃっていましたけども、本当は平林に保育所があれば通わせて、その

まま西小へ通わせたいんだけども、保育所がないがために下の保育所へ通わせたから増穂小学

校へ通わせているんですよという地域の方が西小の説明会で来たとおっしゃっていましたよね。

もし、齊藤正行議員もおっしゃっていましたけども、確保できるか未知数だと。もしかすると

１学年２人とか３人が継続して集まることもあるかもしれないではないですか。そうであれば

児童数を確保できる可能性があるわけですから統合を延ばすわけですよね。せっかく、もしＰ

ＴＡの方が一生懸命児童を集めても、保育所がなければ子どもたちはまた下の、例えば第１保

育所へ通って、当然、友だちがいれば増穂小学校へ入学していくという、こういう流れは全然

変わらないと思うんですよ。もし町長が増穂西小学校の統合を延ばすと決断するならば、まず

最初に富士川町立平林へき地保育所を廃止する条例の一部改正と平林のへき地保育所、それを

解体する補正予算も出ていますよね、２７８万円。これを撤回すべきではないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平林保育所につきましては、平成１８年だと思いますが閉鎖をしております。もっと前です

か。１８年は小室山ですから、１６年に閉鎖をしております。このときに今後も４人以上の園

児が見込める場合は再開しますという約束を地元としていると思います。その後も地元からの

希望者がなく、今、現状はもう保育所はあってもそこは使えない状況です。そしてまた地域の
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皆さんともこれまで話し合いをしてきた結果、保育所は廃止をしていいということから今回、

廃止の条例を出しておりますので、今回の平林西小学校の統合の問題とこの保育所の廃止の問

題は本当、イコールではないと思っていますので、今回は西小に対する改正条例は１つも出し

ておりませんけども、保育所の廃止、そしてまた地域の皆さんがあそこは解体をして、地域で

使えるようにしてほしいということですから、造成工事の経費をお願いしているところであり

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 僕は先ほど永井議員の、とても印象に残っていたという保護者の方のお話、私もいたんです。

それで保育所がないから西小へ結果的に来ることができないと言っているのに、町長はこれは

一体的でない、直接的な因果関係はないとおっしゃるというのが僕には理解できないんですよ。

それではこの、さっきおっしゃいましたけども、保育所の対象児童が、通ってくる生徒数が見

込めないと判断したのは何を根拠に判断して、いつの時点でそういう取り壊す、廃止すると決

めたんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 今の秋山議員さんの質問なんですけども、何を根拠に判断したかということなんですけども、

ここのところの数年来の子どもたちの出生の状況、現在住まわれている子どもさんたちの数も

拾い上げまして、今後のことは分かりませんけども、今の時点で判断すると、よっぽどのこと

がない限り、急激に子どもが増えるとかそういうことはちょっと見込むことは難しいというと

ころで、西小に来ている保護者の方、またまだ小さい子どもさんがいる保護者の方にも集まっ

ていただいて状況を説明したところであります。 
 結局、新しく転入された方たちは平林の景観がいいから、こういうところで子育てをしたい

から来たということなんですけども、なんとか外へ情報を発信していけば、いっぱいそこへ住

みたい人もいると思うというような意見も聞いておりますが、地域の方の、地域に住みたくて

も住めない、空き家があってもそういうところに住まわせてもらえるような状況ではないよう

な、そういうことも地域の役員の方たちともいろいろお話をする中で、平林の保育所を、今も

う崩れかけているような状態なんですけども、そこで先ほど町長が言いましたように今後、４人

以上常時子どもが見込めるということが相当難しいのではないかということでお話をしまして、

理解をいただいて、平林の保育所を解体することは了解しましたと。今後、その跡地について

も皆さんとお話をしてということで、有効に利用していただけるようにということで保護者の

皆さんにも了解をいただいたところです。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 再質問ですけども、先ほど課長さん、条例のときに担当課長も説明してくれたんですけども、

地域と話し合って保育所を閉鎖することの理解は得ているとお聞きしたんですね。先ほども、
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保護者の方もおっしゃったんですけども、その保護者というのは今度小学校へ入ってくる保護

者なんですか。どういう保護者なのか教えていただきたいのと、いつの時点というのをさっき

答えていただいていないので、いつの時点でそれはそういった話し合いの機会を持って保育園

は廃園にしよう、建物は解体しようと結論を導いたのかお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 すみません。最初のほうの質問をもう一度お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 最初の質問をもう一度。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 地域と話し合ってそれで地域の方の理解を、廃園することについて理解を得た、そして保護

者の方にも理解を得たとさっき説明していただいたので、地域の方は分かるんですけども、保

護者というのはどこの保護者なのか教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 子育て支援課長、秋山千秋さん。 
〇子育て支援課長（秋山千秋君） 

 保育園に、子どもが入って来られる状況の保護者です。就学前の子どもをお持ちの保護者の

方です。それから話し合いは６月、ちょっと日を忘れてしまいましたけども、６月のはじめご

ろにしております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 齊藤正行議員の話で、今の直近の地域の方の話ではできるだけ、１、２年猶予してほしいと

いう地域の声もあるということであれば、さっきよっぽどの事情がなければ子どもが増えない

とおっしゃって、町とすればよっぽどの事情がない限り、保育園に入る子どもは継続して、園

を継続運営できるほどの人数はいないと判断したということは、当然に保育所にいなければ小

学校にも入ってくる子どもはいないと、これは当然そう考えるわけですよね。子どもが保育園

のときと小学校のときは別個でどこか、さっき言ったよっぽどのことがあって、小学校の対象

児童が入ってきたということは普通考えられませんよね。そうすると今の考え方でいくと保育

所にも継続して安定して児童は入ってこない。当然、小学校にも入ってこないという考え方と

いうことでいいですね、町長。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 保育所のほうは、今お住まいになられている方の家庭状況を見て、大体分かってくると思い

ます。２歳児からですから、それで就学前までの４人以上が継続して今後もあればということ

ですが、それは見込めないということで、今回廃止の条例、解体の予算を出せていただいてい

ます。学校の場合は平林も空き家対策とかやっています。非常に難しい、地域柄難しいとは思

うんですが、もしかするとそれは来年度、他町村から転入というのがあるかもしれませんので、
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保育所の部分と、保育所もゼロとは言いません。そういった子どもを連れてくる人もあるかも

しれませんけども、１軒２軒ではそんなに、４人もというのはないと思いますので、学校の場

合は６年間ということがありますから、あるんではないかなとは思いますけども、そこのへん

も地域の皆さんの状況を聞きながら早急に結論を出していきたいとこんなふうに思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町長がどういう総合的に判断をして結論を導くのか、僕には知るよしもありませんけども、

万が一、今回の条例で保育所を解体して廃園にするという条例を通しておいて、１、２年延ば

すよということであれば、これは僕は、どちらかというとさっきも表明したとおり教育委員会

の方向で進めてくださいという考え方なんですけども、そうではなくて西小の一生懸命頑張っ

ている保護者の方が、ではなぜあのとき西小を残すという判断をしたのであれば保育所を残し

ておいてくれなかったのか。解体するんではなくてリフォームしてくれなかったのかと。そう

すればすぐに保育所の児童が見つかれば、ここへ来ることもできる。今、増小へ通っているお

母さんも、そうやって、もし子どもがいれば西の保育園は通わせると、こういう事態になり兼

ねないと思うので、ぜひそのへんは気をつけたほうがいいのかなと思いますけども、再質問で

お聞きしたいんですけども、どうしてももし少人数教育の学校として、増穂西小学校を残した

いということであれば、これは僕の持論ではなくて中村教育委員さんがおっしゃっていたんで

すけども、県立の学校として残す方法というものも検討してみる価値はあるんではないかと

おっしゃっていたんですけども、私もそう思うんですけどもそういった考えはどうなんでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 私の考えというか特に決まりはないんですが、県立学校としてそういう学校を造るというの

は、県には特別支援学校みたいな学校があります。富士川分校みたいなところもあるので、と

ても特殊な学校としてはたぶん、県立として平林の増穂西小をそういうふうに変えるというこ

とは難しいのではないかと思います。ちょっと調べてみたいとも思いますけれども、私の考え

では無理かなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 思ったことをつい口走ってしまったので大変、申し訳なかったなと思うんですけども、それ

では（２）に移らせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 質問の途中ですが、議長から申し上げます。 
 富士川町議会会議規則第９条第２項の規定により、この会議は時間を延長します。 
 どうぞ。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、続けさせていただきます。（２）の質問に移らせていただきます。 
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 国立社会保障人口問題研究所は、日本の地域別将来推計人口を今年の３月公表いたしました。

富士川町においても子どもの数は今後、急激に減少していくとなっております。平成３０年度

には鰍沢中学校の生徒数は６７人、増穂中学校の生徒数は２９２人、合わせて３５９人になる

と見込まれます。平成２５年度の増穂中学校の生徒数が３５２人です。富士川町全体を視野に

入れた教育環境の整備が必要になると考えますが、具体策をお伺いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 秋山議員の質問にお答えいたします。 
 今後とも少子化が進行していくことが予想され、本町における児童生徒数も年々減少してい

くことが見込まれております。このことから、児童生徒の教育環境については次の段階として

通学区域の見直しなども含め、学校規模の適正化を検討していくことが必要になると思います。 
 また、老朽化している小中学校の建て替えや管内学校給食のセンター化など大規模な教育施

設整備計画について検討していく必要があると考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 私も先ほど教育委員長がおっしゃったとおり、通学区域を見直すことが非常に大事なことだ

と思っています。なぜならば合併前の旧町ごとの通学区域をそのまま小中学校に指定している

と思うんです。やっぱり富士川町になったわけですから、富士川町全体で児童が歩いて通える

区割りというものを見直していくことが必要だと考えます。さらに小学校の通学区域の見直し

に対応して、やはり保育所の入所要件というものを見直す必要があると考えます。 
 と言いますのは今現在はどの保育所に通うかは親の希望を優先しており、定員の範囲内であ

ればどの保育所でも自由に通うことができるようになっていると思います。しかし今後、小学

校の通学区域を見直し・変更することがあるならば、ある程度この保育所への誘導ということ

を考えていかないと実効性を担保することはできないと思うんです。そうでなければ、せっか

く通学区域を見直しても、現状の保育所から小学校への流れを変えていくことは非常に難しい

と考えます。町の見解をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 答弁させていただきます。 
 秋山議員がおっしゃるように、たしかに小学校の通学区域の見直しについては今回の小規模

校の見直しと合わせて次の教育委員会の課題かなと思っています。おっしゃるように小学校の

通学区域はやはり保育園の、どこの保育園に通園するかによって大きく変わってくるだろうな

と思っています。ですから居住地が仮に第５保育園であっても会社の関係でどうしても第１へ

行きたい。あるいは実家の関係で第１に行きたいという方が多いわけであります。やはり保育

園の通学区域の指定というのは、ある面では大切なことかなと今、質問を受けまして思った次

第です。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 再質問ですけども、子どもの将来がそのまま生まれ育った環境によって左右されることのな

い社会を実現するという理念を掲げて、先だって成立した子どもの貧困対策法とは裏腹に現実

の社会は厳しい状況に置かれております。 
 富士川町では、子育て支援策の一環として医療費の窓口無料化を中学３年生まで拡充しまし

た。これは町長も公約で訴えて、平成２２年９月１日から実施されました。この制度は町長の

英断もあって住民の皆さんに支持され浸透してきました。私は町の少子化対策として小中学校

の義務教育費の無料化を進めることが今後は重要であると考えます。義務教育費と言いますと

給食費、教材費、修学旅行費などです。平成２４年度、昨年度の町内小中学校の義務教育費の

保護者負担は小学校が１人当たり約７万１，２８５円。中学校が１人当たり１１万９，２２３円

です。小中学校合わせて１億１，２４０万円くらいになるんですね。いきなりすべて無料化に

すると財政課長が財政的負担が多すぎて何を馬鹿なことをと言われるかもしれないので、段階

的に無料化していく方法もあると思います。まずはじめに給食費を無料化にするのです。昨年

度実績で小学校が３，８２２万円。中学校が２，５７０万４千円で合計すると６，３９２万４千

円になります。教育と福祉の複合的な施策を実施することで保護者の経済状態と関わりなく、

子どもたちが安心して学校へ通える環境を整えることがこれからの少子化対策として非常に重

要であり、富士川町としては絶対に進めるべき施策だと思いますけども町の見解を伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 義務教育費にいたしましては県内で３町村ほどが無料化を表明したところでありますが、こ

れはやはり日本政府が北海道であれ、沖縄であれ、山梨であれ、やはり同じ教育を受けるよう

にするのが筋ではないかなと思っています。ですから、この町で義務教育費の根幹部分の無料

化というのは当然、考えないわけでありますけども、今、話の出ました給食費については全額

無料化というとまたこれも大変なことになりますので、今そこの部分についてはどういった減

額ができるか、検討には入っているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはり国が進めるべき、当然そうだと思います。でも国ができないから、今、早川町とか県

外でもあるんですね。そうやって少子化を改善する方策の１つとして学校給食費の無料化をは

じめとして義務教育費の無料化、これはやっぱり国に先駆けて実施していかなければ地方自治

体がやるから国が後押しでやってくるという、僕は今からはそういう流れも考えていくべきだ

と思います。ぜひ町長、教育委員会、そのほか財政の担当と検討して前向きに進めていただき

たいと思います。 
 それでは、再質問の４に入ります。 
 平成２４年度の町の奨学金は決算のとおり１件も貸付がございませんでした。これはご承知
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のとおり、住民の皆さんに公益財団法人山梨みどり奨学金や独立行政法人日本学生支援機構の

奨学金を使っていただくことを進めているからであります。そこで借りることができないとい

う方はセーフティネットということで町の奨学金を使ってくださいという説明をしております。 
 例えばもし自宅から公立高校へ通う生徒が月額１万８千円を公益財団法人山梨みどり奨学金

から３年間借りると６４万８千円になるんですね。それから大学へ行きたいということで４年

間大学へ通って、月５万円の日本学生支援機構からの奨学金を４年借りると６０万円の４年で

２４０万円になるんですね。大学を卒業するときにはいくら借金があるかというと２４０万円

と６４万８千円、３０４万８千円の借金を背負うことになるんですね。貧困の連鎖を断ち切る

ために、やはり学びたい子どもたちが夢を諦めないように進学できるように世帯の月収の上限

を決めるなどして返済不要、貸与ではなくて給付、こういった奨学金を高校生・大学生向けに

僕は今から新設する必要があるんではないかと思うんですけども町の見解をお伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えいたします。 
 財政的な部分については町長の施策と関連すると思いますので教育的部分で答弁いたします。 
 現在、借りていますのが４５人ぐらいだと思いますけども、この方々については今、償還の

みであります。ここ数年、町の奨学金を利用している方は誰もいません。ですので今後におい

ては、奨学金のあり方をどういうふうにやっていくかという部分もやはり教育委員会の１つの

課題かなと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今、日本育英会の部分の奨学金がありますので、町のほうの奨学金の貸付は今のところゼロ

ということでありますが、これも３年間借りると６４万円、そして就職すると返していかなけ

ればならない。さらに大学に行くと３００万円余のお金を返していかなければならない。非常

に初任給も少ない中で大変な部分があります。 
 そういう中で国、県あるいは、県は医学生とか看護師の部分がありますけども、一般の部分

はありません。ただ、企業がいろいろそういう返済無用のものをやっております。町がやる場

合に、生活困窮者に対しての部分も出てくるとは思いますけども、そのへんが良いのか悪いの

かはまた研究しながらやっていきたいと思っております。 
 ただ、対象者が非常に多くなってくると思います。そうすると町の財政がもつのかどうなの

かということもありますので、これも財政面の効果も検討していきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 民間で、くろがねやさんがやっている、布能さんの奨学金とか、あとたしか電気のフィリッ

プスとかもあったと思うんですけども、ハードルが高いんですね。僕も調べたんですけども、

ほとんど東大へ行くようなレベルの方と競わないと、ああいった奨学金っていただけないんで
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すね。ごく普通の大学へ行って奨学金をというと、ああいった民間の企業のハードルはものす

ごく高いと思うんです。 
 奨学金があったとしても、毎年あるよというだけでこれは絵に描いた餅というのが僕は今の

奨学金だと思うんです。あっても有効に運用されていないわけですから、これはあるだけで、

奨学金だから保険と同じだよという解釈であれば、それが存在意義なのかもしれないですけど

も、やはりもっと積極的にそういった教育に対して、わが町の宝ということであればもっともっ

と、正味かけるべきだなと私は思います。 
 再質問ですけども、先ほども説明したんですけども、平成３０年、生徒数２９２人と６７人、

今現在の増中の生徒３５２人とほとんど変わらないんですね。この間、五開地区で行われた学

校適正規模の基本方針の説明会の席でこのような意見が出されたんですね。鰍沢の小学校の

６年間はクラス替えがないと。中学校の３年間もクラス替えがない。合計９年間、クラス替え

がない。また鰍沢中学校では人数的制約があって十分な部活動ができないと。今後ますます生

徒も減少し、できるだけ多くの部活動を体験するとともに鰍沢中学校と増穂中学校の統合をぜ

ひ検討してほしいという意見があったんですね。先ほど老朽化対策で小中学校の建て替えとい

うものを検討していかなければいけない、給食室もそうだということなのでまさしくそうだと

思うんですね。今現在の増穂中学校というのは築後４２年が経過して、窓は鉄枠でパテで固定

する形式で、ドア、床、廊下、給食室は長年の使用でもうほとんど限界にきている状況だと思

うんですね。やはりこれも計画的に、ではいつそれをやっていくかというと僕はこれから５年

先の平成３０年の生徒数３５９人というのが、県の学級編成の規則にもある１学年４クラスで

学校全体で１２クラス編成できるんですね。県下一の中学校を目指しているので、建築という

ハード面をやはり整備することによって、富士川町の教育の本質が理解できるような学校をつ

くることができると思うんです。そして学校が住民の生活の質や文化にいい影響をもたらして

いくと僕は考えるんです。やはりこういった建て替える、いつも抽象論で終わってしまうんで

すけども、そうではなくて目標をちゃんと平成３０年度には建て替えて、鰍沢中学校と統合し

て新生の富士川中学校をつくっていくんだというふうに確固たる意識を持って、僕はこの老朽

化の、小中学校の建て替えというものを進めていただきたいと思いますけども、町の見解を伺

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 教育委員会の次の課題として、先ほど教育長が言ったように通学区域の見直しというのがあ

ります。この通学区域が見直されると今言ったような人数の配置ではなくて、もう少し半分ぐ

らいになるかもしれません。そのへんも見ていかなければいけないんですが、町のほうも公共

施設の再配置計画というのを今、検討しておりますので、当然、次には中学校の建て替えとい

うことも視野に入ってきますので、そういう中で併せて検討していきたいと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひお願いします。それでは、（３）に移らせていただきます。 
 今年の鰍沢中学校の地区別生徒数を見てみました。１０７人の生徒のうち北新、新田、桜新
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町、梅林の4地区に学校全体の約５２％の生徒が住んでいらっしゃいます。鰍沢中学校の周辺
には２０人が住んでおります。このエリアは、皆さんご存じのとおり小中学校、それから児童

館、保育園、子育て空間として整備されていると思うんです。やはりここの定住人口を増やす

取り組みをすべきと考えます。 
 なかなか場所がイメージできないと思うので、若干、説明をさせていただきます。このこと

については、よく議員控室で小林進議員と日ごろから話させていただいておるんですけども、

このエリアというのは具体的には鰍沢中学校の川を挟んで東側の町営の東の団地、それから県

営の鰍沢団地がある場所なんですね。その東には、議会でも視察に行ったんですけども今は更

地になっているんですけども、社団法人全国社会保険協会連合会の全社連の所有地があるんで

すね。町営の東団地は現在１５戸あって１３戸入居しているんですね。これも築後４４、４５年

が経過している木造の建物なんですね。県営の鰍沢団地、これは２８戸あるんですけども、建

て替えをするということで、県では募集を中止しているんですね。これも築後、同じぐらいの

経過をしているんですね。両方とも建て替え時期を迎えています。全社連は独立行政法人地域

医療機能推進機構へ移行すること、これは明確になっているんですね。全社連は今さら土地を

所有しても使い道がない、塩漬け土地になるということははっきりしていると思うんです。こ

の際、県営団地、県のほうも建て替えということは財政上、住宅供給公社は厳しいと思うんで

す。やはりここを全社連の土地、県の土地、一緒に町が譲り受けて町有地と一体に再開発すべ

きと思うんです。では現在、入居している人たちはどうするかというと町有団地の鰍沢、青柳、

そこに移っていただくと。家賃はインセンティブをつけて、現在と同額とすると。対象の関係

で、階段とか２階には住めないよという方にはシルバー住宅を用意してそこに住んでもらうと。

民間活力を活用したプロポーザル型の宅地造成を計画して、町の負担を抑えながら鰍沢の中心

市街地の活性化を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町の人口とか児童生徒の数の減少問題につきましては、町全体の課題として取り組んでいま

す。今言いましたように、もう古くなった町営住宅等々はこの西ノ入団地もですし、いろんな

ところにあるわけですが、鰍沢の中学校東側、全社連の土地は先般、契約をいたしまして、今

度鰍沢医療センターの土地になっておりますので、借りるとすれば医療センターにお話をして

借りさせていただかなければならないということになります。 
 ただ、あそこ職員宿舎の部分は倉庫として使っていますので、新たな医療センターのほうに

そういった倉庫の部分があるかどうかはまた聞いてみなければ分かりません。鰍沢中学校のま

わりには築後４４年を経過する町営東田住宅、同時期に建設された県営住宅がありまして両住

宅とも現在は老朽化のため募集は行っておりません。今後、退去すれば建物は解体することと

していくことになっていますが、この用地が更地になった場合には県とも協議する中で県営住

宅として建て替えをするとか、また宅地分譲をしていくとか、そのへんは検討していかなけれ

ばならないものと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 県が建て替えるということであればいいのかもしれないですけども、やっぱり箱物というの

はメンテナンスもかかりますし、建て替えもありますし、やはり定住人口ということで再開発

をいずれにしても考えていただきたいと思います。 
 最後の質問に移ります。大きい２番目の国民年金の後納制度に対する貸付制度についてとい

うことで、無年金・低年金者対策として成立した年金確保支援法に基づく国民年金の後納制度

は平成２７年９月までの特例措置であります。厚生労働省の推計では、後納制度を利用すれば

無年金にならずに済む人が４０万人、年金額が増える人も含めると対象者は１，７１０万人い

るといわれております。 
 そこで１つ目の質問ですけども、後納することによって年金を新たにもらえる住民は無利子

で必要な金額を貸し付ける制度を導入することにより、無年金や低年金で生活が苦しい住民の

福祉向上につながると考えますが、町の考えをお聞きいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 それでは秋山貢議員の、国民年金の後納制度に対する貸付制度についてお答えします。 
 年金は、老後の暮らしを支える貴重な収入源であります。年金確保支援法に基づく国民年金

保険料の後納制度については、これまで納付期限を２年経過すると時効で納めることができな

かった保険料が、平成２４年１０月から平成２７年９月までの３年間に限り過去１０年分まで

納付できる制度です。 
 この制度を利用し保険料を納付する場合、最大で約１８０万円の資金が必要となります。当

町における後納制度の正確な対象者数は把握できませんが、公表された全体の状況から推計し

ますと約７０名程度になると思われます。 
 この後納制度の資金に充てるための貸付について町では考えておりませんが、中央労働金庫

において後納制度を対象とした貸付を実施していますので、問い合わせがあれば情報提供を

行っていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど対象者が１，７１０万人いると言ったんですけども、今年の３月末現在で実際にこの

制度を利用した方は約５５万２千人に留まっているんですね。先ほど課長さん、説明してくだ

さいまして大体、推計で７０人ぐらい、私もそう思います。なぜかというと大体、一応計算し

てみたんですけども、そのくらいにはなるんではないかと思うんですけども、１８０万円貸し

てくれるところがあるから紹介するって、それが払えないからこれだけ後納制度があっても利

用者が少ないんですね。だからそこを、町として貸付制度というものをやっていかないといつ

になっても無年金とか年金額が少ない人は、増えないから生活が苦しいということは、引いて

は町にとって決して僕はプラスにならないと思うんですけども、再質問でそれだけの７０人く

らいの方がいらっしゃるということであれば、富士川町の暮らしのカレンダーに社会保険労務

士の先生の、毎月１回水曜日に年金・賃金・労災などの無料相談会を実施しているんですね。
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やはりこういった機会に対象者が相談できるように積極的にＰＲして、そして対象者を把握し

て、そして必要であればあなたはどのくらい後納制度で納めるのか、例えば３０万円ぐらい納

めれば無年金から年金をもらいます、年金が増えますということであれば何も１８０万円稼ぐ

必要はないし、いったん例えば３０万円貸して年金がもらえるとか増えたら、そこから返済計

画を無理なくかけて返していただけるのであれば、やっぱりそういった制度を僕は検討すべき

と思いますけども、その社会保険労務士の先生方の月１回の無料相談会でそういったことをす

る考えはありませんか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 ただいまの、月１回の社会保険労務士の相談会とかございます。現在、うちのほうで選定し

た７０名の方が、町のほうで収納事務を行っておりませんので把握できておりません。ですの

でＰＲ等はできると思います。納めてくださいというＰＲもできるんですけども、個々の情報

がないということで、収納の支援のところは民間の金融機関のほうの利用をお願いしてもらう

というふうに考えています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、対象者が誰か分からないんですけども、やはり町民全体に呼びかけてそういった、も

し救える人たちがいたら僕は救うべきだなと思います。 
 なぜ国のほうは１０年、後納制度を利用して納めたらどうですかといってくるのは、これは

今現在、納付期間というのが２５年、３００月と期間が決まっているんですね。年金をもらえ

るのが。今度は平成２７年の１０月からは１０年、１２０カ月に短縮される・・・ 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山君、時間です。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうですね。ちょうど時間になりますので後納制度というものを、今度、会社員の奥さんも

利用できることになるので、ぜひ後納制度を検討していただきたいと思います。 
 これで終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告９番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ５時２１分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 平成２５年第３回富士川町議会定例会第３日の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２５年第３回富士川町議会定例会第３日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元へ配布しておきましたとおりです。 
 本日は質疑の日程になっています。 
 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力くださいます

ようお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 報告第５号 平成２４年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを議題とします。 
 これから、報告第５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、報告第５号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町一般会

計補正予算（第２号）） 
   日程第４ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）） 
 以上の２議案は承認案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第９号および第１０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、承認第９号および承認第１０号の質疑を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題とします。 

 本案は教育厚生常任委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 これから、議案第７２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７２号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第７３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７ 議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第７６号 富士川町富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７３号から議案第７６号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、ちょっと現状を聞きたいんですけども、町営住宅の管理条例の一部改正ですけど

も、要は入居者がなかなか少ないということだろうと思うんですけども、実情、どのくらい入

居率があって空いているのか、その実情だけお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 今回、提出した条例改正案でございますけども、町営住宅につきましては満杯とはいきませ

んけども、ほぼ入っていますけども、町有住宅のほうが大体４０％ぐらいの入居率でございま

す。それで県外からの入居の問い合わせもありますので、今回この条例案を出させていただき

ました。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ちょっと私の認識が間違っていたのか、それだけお願いしたいんですけども、町有住宅は町

有住宅の条例があったと記憶していたんですが、これはもう一括になっているというふうに理

解してもいいですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
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〇建設課長（川住資農夫君） 
 町営住宅と町有住宅、両方条例はございます。それぞれあります。それで今回、提出させて

いただいたのは町営住宅の部分でございますけど、それの手続きのところに連帯保証人の要項

が載っておりまして、町有住宅につきましては手続きのところにそれが載っておりませんので

今回は提出させていただかなかったんですけど、連帯保証人の要件につきましてはそれぞれ規

則で定めてございまして、町営住宅の場合は条例を改正して規則の改正をさせていただく。町

有住宅は規則を改正させていただくということでお願いしたいということでございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 分かりました。これで終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、齊藤欽也議員がご質問したところ、ちょっと私のほうでそこの関連部分で質問したいと

思います。 
 先日の説明では、連帯保証人が県内でもできるようにという説明があったような気がするん

ですけども、そこのところ確認です。違いますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 今の条例でいきますと県内ということを謳っておりますので、それでいくと県外から来た人

につきましては県内に知り合いがいないとか、そうなるともうせっかく富士川町へ来ていただ

く予定のある人でも入れないということの中で、県外の連帯保証人でも認めるという形で今回、

提出をさせていただいております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私の読みが間違っているのかもしれませんのでちょっと確認したいんですけれども、第

１１条第１項第１号というのは、その括弧の中に「居住し、かつ」というところを「居住する

者」に変えるということで、ここの部分は、居住する者ということは山梨県というふうに考え

てよろしいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 その部分につきましては山梨県ということで、居住する者ということで解釈していただくん

ですけども、その中に「また居住する者かつ同程度の収入があるもの」ということの中で謳っ

ていると思います。そこを今回、改正させていただきまして居住する者、その「かつ」を除き
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ましてその他、規則で定めるということに改正させていただきまして、規則のほうで「ただし、

町長が必要と認める場合はこの限りではない」という形をとらせていただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これで３回になってしまうんですけども、「町長が適当と認める」を「その他の規則で定める」

に改めるとありますね。町長が、今までは適当と認める人がよかったんだけれども、改正され

るとそれが規則によって定めると、決めるという、そういうふうに私、読み取ったんですけど

もそれは違うんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 その１１条の中の居住し、かつ同程度の収入のある者で町長が適当と認める者ということで

ありますので、その両方を満たしていないと、その他で町長が適当と認める者にならないとい

うことなんです。居住し、かつ同程度の収入を有する者で町長が適当と認める者という今まで

の条例でございますので、その部分でいくと県内の入居者に限られてしまうということであり

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井議員、３回目です。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ちょっとまだ、私、理解力が足りなくてよく分かりませんけども、この件はこれで終わりま

す。またのちほど、きちんと確認できればと思いますけども。 
 それから次に保育所の条例なんですけども、昨日、秋山貢議員がここの部分で触れていたわ

けですけども、昨日のご説明だとちょっと私まだ理解できないんですけども、西小学校が統廃

合になるというのはまだ決まっていないんですけども、これ先に保育所の条例を削るというの

はそのへんのところ、今、削らなければいけない理由を教えてください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 保育所の存続基準といいますか、その部分と今回の学校の統廃合は教育委員会が決めた教育

の今後の方針でありますので、町は保育所のこれまでの、存続基準といいますか、そういう中

で地域の皆さんとお話をしながら今回は廃止ということに決めました。もともと保育所と学校

が同じ配置基準とか、残す基準であれば一緒にしなければならないものだと思いますが、これ

までも保育所は保育所、学校は学校でいろいろ検討してまいりましたので、今回は保育所につ

いて地域の皆さんと協議をして、今回は両保育所が廃止ということで決定をさせていただきま

した。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 町長のおっしゃることはよく分かるんです。管轄部署が違うものですから、それを同じには

考えるということはできないわけですけども、こういう山間地域のこういった条件のもとでは

学校と保育所の関係というのは非常に深い結びつきがありますね。そういう中で保育所を削る

というのは、例えば解体工事の予算を立てているわけですから、これは先ほど、今しなければ

ならない理由はというのは、もしかしたらこの解体工事があるから、それに合わせて条例を削

るというふうに考えてよろしいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平林保育所は平成１６年から閉鎖をしてきまして、条件は付けながらの閉鎖でありましたけ

ども、当時も議会の中でそれがいいだろうというご返事だったと思います。それで閉鎖をし、

そして今日まで地域もいろんな人たちが平林へ住んでもらって、これまでも努力はしてきまし

た。もう２０年近く、たぶんなると思います。それで今もこの状態であります。そういう中で

平林保育所が今、仮にしても建物が使えないという状況がありますので、地域の皆さんと、こ

の春から相談をしながらきたところ、保育所はもう閉鎖もやむを得ないだろうと。その代わり、

あの建物があそこにあること自体が防災上もうまくないし、そして平林の地域の皆さんが、改

善センターがあるわけですけども、あそこを集会所と同様に使っておりますが、駐車場がない

という状況から、ここは地域の皆さんが使えるようにしてほしいという要望もありましたから、

今回、平林のへき地保育所を廃止。そして合わせて五開地域におきましても建物がもう使えな

い保育所がありますので、そしてここも地域の皆さんとお話をする中で、あそこにあるよりも、

これは解体をしてほしいということであります。ただ、一度に解体すると町の財政上の問題が

ありますから、今回、廃止条例を出させていただいて順次解体をしていくという計画を立てた

ところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 建物も老朽化して使えない。だからここでというのは、とてもよく分かります。ただし、今、

地域の方々が西小学校の統廃合に関しては、あと少し時間的猶予がほしいという声が上がって

きているときに、条例だけは残しておくという方法もあると思うんですけども、いかがなもの

でしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これも建物もまだ使えたり、地域からも存続させてほしいという要望があれば、当然、これ

は今までどおり残していくことも可能だと思いますけども、地域の皆さんの要望から、条例廃

止をしなければ駐車場にすることもできません。改善センターのほうの使用勝手も悪いという

ことから、再三言いますけども地域の皆さんとお話しをする中で、今回こういう決断をさせて

いただいたところであります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これで終わりますけども、建物が老朽化するから、これを解体してほかの何かに有効活用し

ようというのはとてもよく分かります。それと条例だけは残しておいて、いつでもそういうと

きが来たならばいいですよということを、姿勢を示しておくというのはまたちょっと違うのか

なというふうに私は感じました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第７３号から議案第７６号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１０ 議案第７７号 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例についてを議題とし

ます。 
 これから、議案第７７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７７号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１１ 議案第７８号 不動産の譲与について 
   日程第１２ 議案第７９号 不動産の譲与について 

 以上の２議案は不動産譲与案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７８号および議案第７９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７８号および議案第７９号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について 
   日程第１４ 議案第８１号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１５ 議案第８２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１６ 議案第８３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
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   日程第１７ 議案第８４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１８ 議案第８５号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１９ 議案第８６号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の７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８０号から議案第８６号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 道の駅富士川敷地内にモニュメント製作設置について、３点伺います。 
 まず第１点ですけども、議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）

の事項別１８ページ、８款土木費のまちづくり事業の委託料の中でモニュメント製作業務委託

計上というのがモニュメントの製作について、どのような経緯で決めたのか伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 それでは、小林議員のご質問にお答えします。 
 道の駅建設につきましては、平成２３年９月に富士川町道の駅検討委員会から提言書の提出

がありました。中部自動車横断道の上りからの出入りができないため、上り線の利用者をいか

に呼び込むかが課題であるとの意見をいただきました。また上り線のパーキングエリア利用者

に対して道の駅をＰＲし、合わせて道の駅への立ち寄りを促す誘導看板の設置が必要であると

の意見もいただきました。 
 こうした課題を解消するため、誘導看板ではなく、モニュメントの設置が高速道路や一般道

の利用者に対して道の駅富士川を特徴づけることや、集客向上と誘客促進に役立つものと考え、

道の駅建設の詳細設計にモニュメントの位置の決定をしたところであります。 
 町ではモニュメントは芸術性が高いことからイメージに苦慮したため、芸術作品などに熟知

している町文化協会会長に相談したところ、モニュメントの設置を進めるにあたっては広く住

民に呼びかけたほうがよいとのことから、住民有志による道の駅富士川モニュメント設置促進

実行委員会が立ち上がりました。 
 こうした中、平成２５年６月に実行委員会から第１回目の寄附金をいただいた際に、富士川

と龍をイメージした大きなモニュメントの設置の要望や作成者の推薦がありました。このこと

から推薦を受けた篠原勝之氏にモニュメントの作成を依頼し、打ち合わせを行っているところ

であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 モニュメントの製作の経緯については分かりました。 
 それでは２点目にお伺いをいたします。 
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 全員協議会での際、モニュメントの製作者を篠原氏に選定し製作依頼をしたと説明を受けた

が、その理由について伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 お答えします。 
 北杜市在住の芸術家 篠原勝之さんに製作のほうを依頼した理由ということですけども、平

成６年６月、大武川と石空川の合流点に高さ３０メートルの巨大モニュメント「風弦」、それと

また平成２１年には大武川と釜無川の合流地点に大モニュメントの「ゆら水」の作成をいたし

ました。２作品とも富士川の上流に位置し、中部横断自動車道に沿った川をつなぐ３部作とな

ること。また完成に至るまで地元業者などと連携して作成作業を進めたことが理由であります。 
 こうしたことから町では推薦を受けた篠原氏が適任者であると判断し、モニュメントの作成

を依頼したところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 モニュメントの製作者の選定理由については分かりました。 
 それでは、最後の質問に入りたいと思います。 
 全員協議会で説明の際、製作者が龍をイメージしたモニュメントになると説明を受けたが製

作者の考え方について伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 お答えします。 
 実行委員会から富士川と龍をイメージしたモニュメントの提案をいただいたことから、町で

はそのイメージ案を具現化するため、篠原氏にモニュメントの作成を依頼したところ「富士川

龍門」という作品の提案がありました。この「富士川龍門」とは上流から河川名を変えながら

駿河湾へと向かう流れが龍の姿であると思ったこと。龍は古来から水の神様、龍神として崇め

られていることが大きな理由であります。 
 また風弦、ゆら水の２作品同様、流域で行ったこれまでの災害に対する鎮魂や地域の安全、

感謝はもとより多くの人々が集う場所となるように、繁栄の願いも込めて上昇する龍をイメー

ジしたものであるとお聞きしております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 ありがとうございました。私自身は了解しますけども、立派なものができますように期待を

して終わります。ありがとうございました。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、お聞きします。 
 まず一般会計の補正予算、事項別明細書の１４ページ、７款商工費、１項商工費、１目観光

費、報償費４５４万７千円の温泉施設回数券、これは職員の皆さん、それから議員に販売を依

頼したときにも僕、質問をさせていただいたんですけども、やはりそのときにも言わせていた

だいたんですけども、指定管理者自身がやはり経営努力をしていかないと、対処療法的なこと

をやっても無駄ではないかということを言わせていただきました。 
 今回、かじかの会の損益計算書、これは単年度の儲けがどのくらいあるかということで、も

う一度見直してみたんですね。言わせていただくと、損益計算書の営業利益というのは皆さん

ご存じのとおり、本業の儲けをこれは表しているんですね。２２年度はいくらかというと

８３１万５，８２６円。これは赤字なんですね。２３年度１，２７１万３，８０８円、これも

赤字。２４年度９０１万９，５５７円。実に３年間、２２年、２３年、２４年の指定管理者期

間で３千万４，９１９円。これは本業の儲けがすべて赤字なんです。本業で赤字ということは、

いくら回数券をお手伝いしても、これ自体が改善されないことには全然、指定管理者の意味が

僕はないと思うんですよ。費用対効果、それから民間のノウハウを利用して住民福祉の増進を

図るということでやっているのに本体の営業の儲けの部分がすべて赤字なんですよ。これを改

善しないことに、いくら回数券を手伝ってあげても土台無理な話なんですよ。どうですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 かじかの湯につきましては、平成２５年の２月に町のほうから改善勧告を行っております。

改善勧告を行いまして経営の安定化を図るようにしたところであります。それで２５年の３月

にかじかの湯から回答書がきまして、その中で営業時間の改善、日曜等のバスの運行等、それ

から地域で無尽会とかそういうものに施設を利用してもらう。そして観光客誘致で、今まで大

柳川渓谷、ちょうど２４年度は原発事故もありました。でも２４年度、それ以後、大柳川渓谷

を散策するツアー、温泉に寄ってもらうということで東京、神奈川、静岡等へ宣伝のほうをす

るような回答をいただいております。もう１つ、社員の勤務時間の短縮等を行うことを回答い

ただいています。 
 町のほうとしましても、毎月の経営状況の確認、それから経営改善の確認の進捗状況等を確

認しております。先ほど言われましたとおり、赤字の部分はあるわけですけども、町でもこう

いうふうなことをして改善命令等を出して、なるべくかじかの湯につきましても企業努力をし

てもらうように行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 であればその改善勧告に対して、今、いろんな提案、たしか１２項目ぐらいにのぼると思う

んですけども、それを町でも確認して進めているとおっしゃいましたけども、どのように確認

して、では計画がどの程度進捗しているのか、その報告をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 かじかの湯から毎月報告書があがってくるわけですけども、その中で入り込み客、それから

収入、売店の売り上げ等を確認しまして、かなりその中では食堂の売り上げの部分とか、こう

いうふうに工夫をしたらとか、向こうのほうでも提案があります。このチラシをこういうふう

なことで、広報のほうに載せてもらいたいとか職員にも知らしめてもらいたいということを月

ごとにあがってくる報告のときに打ち合わせをして、うちのほうでも経営改善に向けて指摘を

しているところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 だったらまずそれをしっかり実行させて、自分たちで営業努力して、なんとか本業の儲けを

黒字に転換する努力をさせることが一番先ではないんですか。こんなことをして、その努力を

しなくても済むような補助をですよ、補助ではないとおっしゃいますけれども、結局これは補

助なんですよ。そんなことをしても全然、何度も言わせてもらいますけども、営業努力のイン

センティブ、誘導させることにならないんですよ。 
 貸借対照表、これを見ると利益剰余金、これが１，２６２万９，４５６円の赤字なんですね。

この貸借対照表というのはご存じのとおり長期収益力。今までやってきた中でどのくらいの、

安定して会社を経営する安全な会社かということをここで見られるんですね。すると、今まで

やってきて、これ赤字なんですよ。どうしているかというと、この短期借入金１，１７５万円、

今年ですね。赤字の部分を１年で返して借りて、これをやっているんですね。これはほとんど

火の車の状態なんですね。１，２００万円の赤字がありながら、１，１７５万円、借り入れの

資源力があるからこれはやっていけるんですね。去年もそうなんです。１，２００万円の赤字

が１，１９５万円の一時借り入れ、これをやっているんですね。こんなことをやっていて、経

営努力なんてしないんですよ。赤字になればどこからかお金を借りてきて、その赤字分を補填

してやっていく。町では回数券を一生懸命買ってお金をくれると。現物ではないですけども、

商品としてくれるから結局、同じなんです。こんなことをしていて、かじかの会が経営努力し

て一生懸命、赤字をなくしていこうなんて思わないんですよ。 
 こういった、例えば重油が上がると言っていますけども、協定書に責任分担表ってあるんで

すよ、かじかの会も、まほらの湯も。物価変動に伴う人件費、物品等の経費が増えた場合には

どこで負担しますかというと町ではないんですよ。これは指定管理者が負担することになって

いるんですよ、リスク分担で。やっぱりこういったことはルールがあるんだから、ルールに沿っ

て、たとえ重油が赤字になったとしても、それは協定書でこうやって、はっきり責任が明確に

なっているんだったら、そこで当然、負ってもらうのが当たり前のことではないんですか。だ

から協定書をつくって、このルールがあるわけではないですか。これは、僕はルールを踏み外
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すことだと思うんですよ。 
 なぜ、こういうことが起きるのか。僕は指定管理者の、制度はいいんですよ、でも運用がう

まくないんではないかなと思っているんです。町長はもしここが手を引けばやってくれるとこ

ろはないとはっきりおっしゃるんですけども、指定管理者の、例えばかじかのデイサービスの

ほうですけども、資料を見させてもらったんです。前回どういうふうな応募があったかと。昨

日も齊藤議員がおっしゃいましたけども、デイサービスで月３１万５千円で１２カ月、５年間

で１，８９０万円、町へ納入するという、こういう業者もいたんですよ。でもかじかの会は儲

かったら納めますとこう言っているだけなんです。でもこういったところが全然、指定管理者

の中で反映されていないんです。大新東、ヒューマンサービス、これは町長、お金を脅された

と言っていますけども、たしかに前はヤナセという系列グループだったんです。今はカラオケ

のシダックスのグループなんですね。ここは全国で何百件とやっているんですよ。ここだって

納入金、５年間で３１０万円納めますよという計画を出しているんです。でもかじかの会は儲

かったら納めますとやっているんですよ。だからなぜ、こういう指定管理者のときにこういう

業者が指定されないで、かじかの会が総合的に判断されたと言いますけども、やっぱりこういっ

たしっかり経営をしてくれるところに任せないから、僕はこういうことになるんだと思うんで

す。いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市町村の経営といいますか、設置した温泉施設につきましては、県内はほとんど赤字であり

ます。たぶんどのところも指定管理者をしたときには、そういったプレゼンを見て、そしてそ

の選定委員さんがここなら大丈夫だということでしたと思います。甲府市なんかも５施設持っ

ていますけども、５年間で８億円出すという中で今やっています。昨日も言いましたけども、

韮崎市も北杜市も南アルプス市も相当の金を出しています。ただ当時、それはプレゼンですか

ら、そういう中から選定委員さんがここはということで選んだと思います。シダックスさんの

話も出ましたけども、いいところはうちも、これまでも大新東さんにお願いしている部分もあ

りますし、ただ昨日も言いましたように、まほらの湯につきましては、私が就任してから脅さ

れた部分がありますので、そういうところも反映はされているんではないかなと思います。 
 そういう中で今、行っているまほらの湯、かじかの湯につきましては赤字続き、これはやっ

てみなければ分からないところもありますけども、あくまでもそういった経営の考え方を選定

委員さんに見ていただいて選定した結果であります。 
 そういう中で、これまでも赤字だからどうだこうだからと町に補助金は求めてきません。今

回も来ていません。ただ、このままでは町営施設が存続をできない。かつては直営でやってお

りましたけども、直営のときよりも赤字幅は減っているはずです。ただサービスがそんなに落

ちないようにということで、こちらのほうも町民が利用していただく施設ですから、サービス

を落とさないようにということでいろいろしております。両会社とも民間の方が経営する会社

の子会社、あるいはそこの会社でやっていますから、そういった損益分岐点とか、そういうこ

とは十分考えながらやっているとは思いますけども、こういった状態でありますので今後もこ

の両施設は町民の本当に憩いの場所、一日の疲れを取る場所でありますから、もうしばらくな

んとかしようということで、町も支援をしながらやっていくということであります。 
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 これが町の直営施設でも、同じように町が手をかけていかなければならない。町が造った施

設ですので、これを簡単にやめるわけにはいきませんので、この春には予算化はしませんけど

も、議会の皆さんにもお願いして、なんとか利用客を増やそうと。また前回やってみまして、

そのとおりはいきませんので、今回、町が券を買い取る中で、またそれを販売促進し、その売

れたお金は町へ戻すという形を取ることによって、他の市町村みたいな大きな補助金は出さな

くても、施設がなんとかやっていただける。当然その中には企業努力もあります。よその町で

は収益を計算して、赤字部分を町が補填し、余った部分は戻さないというふうな規定のところ

が多いわけですが、うちの場合は赤字の部分全額をうちが買い取りながらみるんではなくて、

そこには企業努力の部分もとっておきながらやっていこうということで、今回、回数券の買い

取り、そしてまたその回数券は町の関係者が販売促進することによって、町にもう一度お金を

戻すということで、こんな計画をさせていただきました。企業は一生懸命努力をしていると思っ

ております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、３回目が終わりました。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうしたらこれは終わりますけども、到底、町長の説明で僕は理解もできないし、納得ので

きる答弁ではないと思っています。 
 次に移りますけども、先ほど小林議員が１８ページの８款土木費、６項東部開発費の２目ま

ちづくり事業費、１３節委託料ですか、８４０万円の説明をいただきましたけども、３部作と

おっしゃいますけども、富士川町にとっては全然連作ではなくて、これが単体のモニュメント

なんですね。先ほど総務課長さんおっしゃいましたけども、たしかにここに書いてあるんです

ね。僕も提言書、ちょっと読ませていただきます。また提言項目には表われなかったものの、

多くの委員から指示された重要な意見として、中部横断自動車道の上りパーキングエリア利用

者に対して道の駅をＰＲし、併せて道の駅への立ち寄りを促す誘導看板の設置が必要であると

の意見がありました。誘導看板というのが僕も、稚拙な英語しか分からないんですけども、看

板といえばサインボードなんですよ、普通は。町のモニュメントの説明は、姿を浮かび上がら

せる雄大なランドマークとなるとあるんですよ。英語でいってランドマークというのは目印な

んですね。地上建造物の目印、地上の目印。目印と誘導看板が同じというのが僕にはどうして

も理解できないんですよ。 
 これがやはり屋根に屋根をかける、前にも言わせていただいたんですけども、雄大なモニュ

メントというのは太鼓堂、これ一番先出ていますよね、ここの提言書の中で。さっきのは提言

書には盛られていなかったけれども、道の駅に配置した施設ということで、周囲を見渡せる展

望台、太鼓堂をデザインとした。だから太鼓堂をプロポーザルのときに条件としてやったわけ

ですよ。でもこの展望台も３６０度パノラマではないですけどね。 
 やはりランドマークと誘導看板というのは同じではないんですよ。もうすでに太鼓堂という

雄大なランドマークがある上にこのモニュメントを作る、まさに屋根の上に屋根をかける、屋

上屋なんですよ。こんな事業が去年の決算で監査委員もおっしゃいましたけども、これからは

新しい事業を採択するときには、プライオリティーを重視して選択していなければいけない、

費用対効果を考えて選択と集中、これを図っていかなければいけませんよと指摘されているに

もかかわらず、プライオリティーってたぶん僕は優先順位だと思うんですけども、これを考え
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てやっていきなさいと指摘されながら、なぜこんな屋上屋のことをやるのか、僕にはさっきの

説明では理解できません。いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 秋山議員のご質問にお答えします。 
 町では高速道路や一般道の利用者に対しまして、道の駅富士川をいかに象徴するかというこ

との中で、象徴することによって、特徴づけることによって集客向上、それから誘客の促進に

つながるものと考えて、実行委員会からの要望等によりまして、今回モニュメントの設置を決

めたところであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 その実行委員会にしてもさっきの説明で、町のほうから声をかけて、官製の実行委員会では

ないですか。つくってもらって。そして寄附を集めて、２００万円集めました。だから町で、

あと足りない部分を補助してつくってくださいと。それって普通はもう、大きく新聞の見出し

で「富士川町やらせの実行委員会をつくってモニュメントを建設」という、こういう構図では

ないんですか。やはり本当に住民の方から、みんなでモニュメントをつくりたいよと。だから

自発的にみんながつくろうということなら分かりますけども、実行委員会も町から声をかけて

つくってください。今までの連作ですか、「風弦」、たしかに僕も見ました。大変素晴らしいも

のです。でもだからといって、それが誘導看板になっているとは僕は思えないんですよ。やは

りこういったことをやるであれば、２００万円の指定寄附が集まったんだったら、指定寄附は

いらないから２００万円でできる範囲で誘導看板をつくってくださいと。これで僕は十分だと

思うんですよ。何もこれから、今、８４０万円でしたか、全部でどのくらいになるのか、２，

８００万円。これだけのお金があったら、僕は昨日も言わせてもらいましたけども、それであ

れば教育費にそのお金を使ってくださいよ。この回数券、それから２，８００万円、３千万円

超えますよ。であれば給食費、６千万円のうちの３千万円、ここで見つけられるわけではない

ですか。やっぱりそういうふうに、これからはどういうまちづくりをするんだと。その１点に

絞って捨てるべきものは捨てる、でもかけるものはかける、こうやって選択と集中をして、ま

ちづくりをみんなで同じ方向、同じベクトルを向いてつくっていかなければ、もう２７年度、

これは監査委員さんも指摘していますよね。交付税の減っていく問題、これも考えていかなけ

れば駄目だよと。やっぱりなんでもかんでもやれる時代ではないと僕は思うんですよ。やっぱ

りみんなが、どういうまちをつくっていくんだと。あれもこれもではなくて、このまちづくり

をしていく、それに向かって、たとえ些細な１万円でも２万円でも削って集中して、それをこ

の町の長所として伸ばしていくまちづくりを考えていかなければ、こんなになんでもかんでも

やる必要は、僕は絶対ないと思うんです。いかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 モニュメントはランドマークとは考えておりません。上り線の利用客をいかに呼び込むか、

また下り線からも上り線にこういうものがあるよという誘導看板ということをして、道の駅の

検討委員会からいただきました。町はその提言を受けまして、あそこは展望台もつくってあり

ます。ただ八ヶ岳がきれいに見えるところですから、そういう意見も反映しながらなんとか二

度三度、そこへ寄っていただける、そんなモニュメントがいいんではないかということでモニュ

メントの設置場所を決めたところであります。 
 ただ、先ほど総務課長が言いましたように、モニュメントは非常に芸術性が高いものですか

ら、町でどういうものがいいか、いくら検討してもなかなか出てこないもので、町の文化協会

の会長さんにこういったことを今、町では考えていますと。決してやらせではありません。町

ではこういうことを考えているんだけども、どういったモニュメント的なものがいいですかと

いう話をしました。私も、富士川ですから川風が吹きますので動くものとか音の鳴るもの、こ

んなものをイメージしておりましたけども、そんなことも含めて文化協会の会長に相談しまし

た。そうしたらもう少し町民のみんなを巻き込んでのモニュメントがいいんではないかという

ことから自発的に動いていただいたものでありまして、文化協会の会長と町とやらせでやった

ということはありません。 
 ただ今回、道の駅をせっかく造るものですから、本当に大勢の皆さんに来ていただきたい。

そういった気持ちの中からモニュメントを考えたわけですが、形が出てくれば金額もおおむね

決まってくるものだと思っています。それが２，５００万円、２，８００万円、高いか安いか

ということはまた見る人の感覚だと思いますけども、せっかく造る道の駅ですので、これから

も大勢の皆さんに親しんでいただいて、そしてまたそのモニュメントを前に八ヶ岳をバックに

写真を撮っていただいたり、みんなに立ち寄っていただけるものとして今、町では計画をして

いるところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町長がランドマークとは思っていないといっても、これは全員協議会でいただいた資料なん

ですが、ここになんて書いてあるかというと夜は四方からのライティングでその姿を浮かび上

がらせる雄大なランドマークとなると書いてあるんですよ。町長がランドマークと思わなくて

も、鉄の芸術家のくまさんと担当の職員の方はランドマークとなると考えているんですね。先

ほど実行委員会もやらせではないというけども、ではその実行委員会を設立した経緯をさっき

課長、説明しているんですけども、決して僕は住民から湧き上がったということではないんだ

と思うんですよ。だから・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 静粛にお願いします。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはりこういったものは、誘導看板であれば素直に誘導看板をパーキングエリアから分かる

ように作れば、僕は２００万円の範囲内であれば十分できると思うんです。だから本当にこれ

が必要なのか、もう一度お聞きします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 全員協議会でお配りした資料は私はちょっと見ていませんけども、たぶん篠原勝之さんが自

分の思いでランドマークということを書いたんではないかなと思っています。私も形とすれば

実行委員会の人たちが寄附金を集めるときにつくった、こういう手書きのものは見ております

けども、今どういうものがつくれるんですかということを篠原さんにお伺いしているところで

すので、私のところへはまだ来ておりません。たぶん皆さんのところにいっているのは篠原さ

んの思いが、そこにランドマークと入っているんではないかなと思いますから、町がそれをラ

ンドマークとしてというのはないと思います。ランドマークは、建物自体が１つのランドマー

クと思っていただければと思っていますのでそれはそれでいいと思いますけども、いずれにし

てもこれは文化協会の会長さん等々が中心になりながら、それでは実行委員会をつくってもっ

とみんなに呼びかけて、そしてこの道の駅を造ったときには私たちも協力したんだという形を

残したいという意見から実行委員会を立ち上げてもらったものだと思っていますので、その皆

さんの意向は町のほうも十分尊重しながら、そしてまたそれに沿うような形で実現できればい

いなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 全員協議会で出す資料は、当然に町長が目を通して出されていると思うのは議員とすれば当

然だと思うんです。それは町長も理解していただけると思うんです。それを私は目にしていな

いと言われると、そんなことで大丈夫なのかなと。現場の人たちが独断で、こんなことを進め

ているのかなと。ぜひそのへんは現場の人たちとコミュニケーションをとって、製作者はラン

ドマークとおっしゃっているのであれば、やはりこれはランドマークだと思うんですよ。大事

なお金を、費用対効果を考えて、プライオリティーを考えて事業というものは進めていただき

たいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 先ほどまでの議論にちょっと関わるんですが、まず歳入でちょっとお願いしたいんですけど

も、歳入の指定寄附２００万円、モニュメント製作のためという、寄附があるわけですけども、

この寄附はいつ、どのような形でなされたのか伺いたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 モニュメントの寄附金の件のご質問でございますけども、モニュメント設置促進実行委員会

から平成２５年の６月１７日に１００万円、平成２５年８月２２日に１００万円、計２００万

円の寄附をいただいているところでございます。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 寄附は分かりました。 
 では次に歳出の、先ほどから議論になっているモニュメントの件についてお伺いしたいと思

います。 
 先ほどからの説明によりますと、検討委員会の検討案ですね。道の駅についての中で誘導看

板ということで、その後、モニュメントという話が出たようなんですけども、私の認識では、

あの今の道の駅、旧米小学校の太鼓堂を模してと。これこそモニュメントだろうと。この町

を印象づけるためにわざわざ長い期間をかけて、ああいう形にしたんだと私は思っております。

先ほど秋山議員も屋上屋みたいな話だという話をされていますけども、モニュメントというこ

と自体は検討委員会の中には一言もなかったと思うんですよ。それは間違いないだろうという

確認と、ではこのモニュメントという話はいつ、どこから出たのかということについてお伺い

したいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 総務課長、鮫田和博君。 

〇総務課長（鮫田和博君） 
 齊藤議員のご質問にお答えします。 
 提言書の中には、たしかにモニュメントという文言はありません。そこでいかに高速道路や

一般道の利用者に対して道の駅富士川を象徴できるかということの中で、モニュメントの設置

がいいだろうということで、モニュメントの設置を決めたところであります。 
 もう１点は。すみません。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 いつ、そのモニュメントということが出てきたのか。 

〇総務課長（鮫田和博君） 
 モニュメントにつきましては、設計書の中にモニュメントの位置を示してありますので、そ

れによって計画のほうをしていっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今回こうやって議員さんが、小林議員も含めて質問しているのは、私たち議員にとってこの

話は突然な話なんですよね。仮にも８００何十万円、内金というか前渡金というか、総額では

２千何百万円という話ですよね。秋山議員も言っていますけども、２千何百万、３千万円近く

のお金があれば昨日出ていた０歳児保育でもなんでも、かなり充実したものがやっていけるわ

けで、たぶん町民からして太鼓堂があって、またお金をかけてそれをつくるのかと。先ほど町

長の話の中では、ちょっと相談をしたならば、やっぱりみんなでやったほうがいいからという

ことで実行委員会が立ち上がってくれて、やってくれたよと。これは実行委員会が全面的にやっ

てくださって、町がお金を出すという話でなければ、出すにしても１００万円とか２００万円
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の話であればまだしも何千万円単位の話、２千万円単位の話になってくれば、これは議会に対

して事前にもっと説明があって然るべき話なんですよ。まずもって。これだけのお金の話なん

だから。だからみんながどういうことなんだと心配している。 
 私なんか、今言ったような思いが強いですよ、はっきり言って。モニュメントなんて言われ

て、誘導看板なら分かる。どこから入って、下りていったらいいのか非常に分かりづらいので、

それは前々から大きな課題であったので当然そういう意見が出るし、それをどういう形でうま

くやっていくのか。あるいは景色に合わせてどのようなものがいいのかということは、いろい

ろ考えなくてはいけないだろうと思います。まず、そこが考えてほしいということです。 
 あと１点、質問したいんですけども、考えてもらわなくてはいけないんですけども、あと１点、

多くの町民からこれについていくらかチラシも出ましたけども、この実行委員会は今後、建設

促進ですか、どこまで目標として考えているのか。例えば寄附金を集める行為。町は今回、前

渡しにするって言ったけども、総額で一体いくらするのか。そこはどういうようになっている

んですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回のモニュメントの製作につきましても経緯は先ほど来、言っているとおりでありますが、

モニュメント、まだ形がはっきりしておりません。そこで今、篠原勝之さんとどういうことか

ということで、今、打ち合わせをさせていただいているところでありますが、その概要が２，

５００万円から２，８００万円ぐらいということ。２，８００万円を想定いたしますと、その

３割が８４０万円。そのうちの３割の部分を今回、予算計上させていただいているということ

であります。 
 今後、この設置促進委員会がどの程度お金を集めてくれるか、先ほど言いましたようにやら

せではありませんので、全然私のほうでは分かりません。実行委員会にできるだけ多くという

お願いはするつもりであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤議員、３回終わりました。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今度は款が変わりますので。 
 温泉の回数券のことですけども、先ほど、ずっと気になっているんですけども、こういった

ことは例えば今回だけなのか、あるいは今後も継続していく予定でいるのか。今回、特例でこ

れ以上は絶対ありませんという話なのか、そこだけはっきりさせてもらいたい。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 それは再指定の部分でしょうか。それとも回数券の買い取りの部分ですか。どちらですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 買い取りの部分です。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 回数券の買い取りにつきましては、今回２４年度の決算を見て、こういうことを検討したわ

けでありますけども、今後は２５年度の決算を見ながらやっていきたいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 あり得るということですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 県内の他市町村のそういった施設の状況を見ましてもほとんど、企業努力はしていると思い

ますが赤字であります。よほど立地条件のいいところは黒字ですが、そういうところには当然、

どの市町村も補助金はしておりませんけども、うちのところもまほらの湯とかじかの湯は当然、

立地条件も違いますから、今回の回数券の買い受けといいますか、町の買い取らせていただく

枚数も差をつけながらやっております。前年度の決算を見ながら、今年度以降はまた考えてい

きたいなと思っていますが、赤字が続くようであれば補助金ではなく、そういった現物を買い

取って利用客を増やすことをまた考えていきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 以上で終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問させていただきます。 
 富士川町活性化事業特別会計補正予算のほうなんですが、歳出の２ページで保養施設の一般

管理費の補正がマイナスの４１４万６千円、それから活性化施設の一般管理費で１，７０７万

４千円ということで、これは人件費というようなお話をちょっと聞いているんですけども、こ

このたぶん入れ替えで、富士川のほうに行ってとかという、なんかそこらへんがちょっとよく

分からないので、そこを詳しく説明してください。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 活性化施設の人件費の今回、補正でありますけども、これまでは町の会計でやっておりまし

たので、活性化施設にもともと行っております３名、これは今は身分的には商工観光課に張り

ついておりますけども、給与はこの特別会計から払っておりました。７月１日からは株式会社

のほうに出向しておりますけども、給与は町のほうで払わなければいけないと。そういう中で

 １４３



これまで特別会計で払っておりましたが、特別会計のほうも精算をしていかなければならない

ということから、特別会計の人件費部分を削減いたしまして、その部分は一般会計のほうに計

上させていただいておりますので特別会計が三角、一般会計が若干の人件費増ということに

なっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 そうすると、この両方合わせて２，１００万円ぐらいのお金の人件費は３名の人件費でいい

ということで、それが一般会計の、今度どこのものに足されているということになるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 特別会計のほうは３名分でお考えいただければいいと思います。一般会計のほうは、この数

字がぽんと一般会計のどこへということではなくて、一般会計の職員は昨年の１２月の現員現

給でやっておりますから、今回は４月で人が動いています。年間の現状の人間の必要経費を既

定予算で差し引いたものが今回の補正に載っていますから、この削減した部分がどこへぽんと、

増額がいっているということはありませんので、先ほど言ったようにこの削減した部分を一般

会計に載せてあるということでご理解いただければと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ３回目ですけども、ちょっとよく分からなくてすみませんが、もう一度整理させてもらいま

すと、今まではその活性化組合のほうの特別会計の中に人件費を盛り込んでいたと。それを今

度、出向という形なので特別会計からの人件費は抜いて出向という形の人件費というのは、私

の中ではどこにいくのかなというのが分からないんですが、もうちょっと分かりやすく教えて

いただけますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今おっしゃったとおり３名、これまでもいました。その３名の職員の人件費は特別会計のほ

うに計上しておりましたが、この７月から株式会社になりましたので、この４月、５月、６月

は特別会計で払ったんですけども、今回、補正予算で７月、８月ぐらいまでは特別会計で払っ

ていると思っていただいていいですが、それ以降の部分について今度は一般会計のほうから

払っていかなければなりませんので、特別会計の予算を一般会計に持ってこなければ払えませ

ん。この特別会計から持ってきた予算がどこへいっているかというと商工総務費へ入っていま

す。ただ、商工総務費は１，２００万円しか補正をしておりません。これは先ほど言ったよう

に昨年の１２月の現員現給で給与を全部張りつけてありますので、それが当初予算です。４月

に職員を人事異動させていますので、職員の増減もあります。そういう中で、また商工総務費

で払うべき人間の年間の給与等の金の精算を出しまして、既定予算から差し引いた分が今回の

補正予算へ載っていると、こういうことであります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 市川議員、３回済みました。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 分かりました。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 私は１点、金額の中身をちょっと確認したいんですが、一般会計の１３ページ、農業振興費

の１点は委託料の５９８万円と、その下の負担金の部分で補助金の山梨農業ルネサンス総合支

援事業、この２点の中身。全員協議会のときに説明を受けましたけども、金額的には説明を受

けていませんでしたので、この中身を。まず１点目の委託料の部分の中身をお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 まず１点目の５９８万円になります。この委託料ですけども、内容につきましては株式会社

富士川への、塩の華ですね。こちらへの委託先になりますけども、道の駅等の農産物の品揃え

を確保するために農産物の作付け段階から入荷する品物や量の調整を行い、道の駅等への集客

増を図りたいということです。また農業生産者の所得の増も図りたいということで、金額につ

きましては新規雇用者の２名分の人件費になります。これは１００％補助事業になります。 
 もう１つ、２点目の３４１万８千円ですか、山梨農業ルネサンス総合支援事業、それから活

力ある水田農業支援事業になりますけども、こちらのほう、山梨農業ルネサンス事業につきま

しては、穂積地区のピラミッドアジサイ日よけハウスの資材等でございます。それからもう１点、

ホンモロコの養殖事業の備品購入費で、こちらのほうはＪＡふじかわが委託先になります。そ

れからもう１点、８２万９千円ですけども、こちらのほうはＪＡふじかわへの酒米関係になり

ます。モミすり機１台、それから自動計測選別機１台の購入費の助成になります。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ２点一緒に、最初に質問してしまったので、まず１点ずつ３回ということでよろしいですか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 いいですよ、どうぞ。目だから２点ということで。もう１点。 

〇７番議員（井上光三君） 
 では合わせて質問しますけども、最初のところの２名分というのは、これは半分にした金額

なんですか。最初の２名分というのは。５９８万円が半分になった、１名ずつ、まったく半分

なんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
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〇農林振興課長（堀口進君） 
 こちらのほう半分ということではなくて、新規雇用者２名分の人件費が主なものです。それ

からリース料としまして軽トラックの費用、それから燃料費等を計上してございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。もう１回どうぞ。 
〇７番議員（井上光三君） 

 下もやりたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 これが３回目です。もう１回できます。 
〇７番議員（井上光三君） 

 では下のほうにいきます。 
 ルネサンスのホンモロコとピラミッドアジサイ、それぞれの金額を教えてください。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 ピラミッドアジサイにつきましては、補助金額が５３万１千円ですね。事業費については

７４万４千円です。それからホンモロコにつきましては事業費が４０２万５千円になります。

委託料が２０５万８千円。計で２５８万９千円ということになります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。３回目ですから、では。 
 あと先ほどちょっと、市川議員から活性化事業の人件費の部分がありましたけども、私は全

体的に伺いたいんですが、活性化事業の人件費は先ほど３名と言いましたけども４名なんです

ね。４名でよろしいんですね。３名ですか。こちらを見ると４名分が減って、私が質問したい

のは活性化事業の特別会計から４名分が一般会計にきて、それからずっと見ますと介護保険か

らも１人減っている部分が、一般会計が５人増えているんですよ。それは今回の補正で、その

分が介護から１名減って一般に入ったということか、それから活性化事業の特別会計から一般

会計に４名分入ったのか、そのへんの確認だけちょっとしたいんですけども。さっき３名と言

いましたけども、４名だと思うんですが。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 活性化センターの給与費明細書の中で一般職４名とありますが、地域振興室長が１人、そし

てそれは４月で引き上げています。ですから現状では、表にすると４名になりますけども、現

状ではもう３名の部分があります。今回はその３名の部分の人件費を引き上げまして、全体の

中のほうの商工総務費に、その部分は今度持ってきているということでありますけども、活性

化のほうの特別会計を今回一緒に精算ができれば、もっと大きな金で三角ができるわけですけ

ども、まだ最後の棚卸しをした部分のそれをどうするかという結論が出ていませんので、この
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活性化事業特別会計の精算部分は１２月の予算になってくると思います。 
 先ほど来言っていますように、現員現給でやっておりますので、今までの当初予算は昨年

１２月の人間をその部署部署で張りつけたままをやっております。４月に人事異動があったり、

機構改革があったりしますから、今回、足りなくなる部署も出てきますので、今回その人件費

の補正を一緒にさせております。活性化のほうの削った部分と、人件費全体で若干また増えて

いる部分があると思いますけども、これは人員増の部分になってくると思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 活性化のほうはまた、あとで細かく確認しようと思いますけども、先ほど言いましたように

介護保険特別会計の、実は４名から３名になっているんですがこれは１名、予算上一般会計に

なったということなんでしょうか。それとも人物の異動があったということなんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 福祉保健課職員１人が退職しました。そんな関係で、年度の途中で退職いたしましたので１人

減ということになっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 退職になれば１名減なんですけども、これは介護保険特別会計１名減はいいんですが、一般

会計が全体的に５名増えているんですね。それは私が活性化のところから４名分異動したから

ということになるのかなと。もし介護が１名減であるとしますと、一般会計で５名増えている

部分はどういう状況なのか。１人採用とかなんとかなったのか、そのへんだけ確認して終わり

たいと思いますけども、一応お願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 総務課長、鮫田和博君。 
〇総務課長（鮫田和博君） 

 井上議員のご質問にお答えします。 
 全部で５名、一般会計のほうが増えているということでよろしいですか・・・先ほど特別会

計から４名が一般会計ということではなくて・・・。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 一般会計が５名増えたということですね。これは先ほど来、言っていますように当初予算は

昨年の人員でやっていますので、今年採用を多くしましたから、その関係で５名増えておりま

す。昨年に比べて。その部分を、当初予算ではまだ採用していませんので、そのときしており
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ますけども、この給与は給与費が出たときに出しますから６月に出していないと思うんですね。

今回、この部分が差し引きに出てきているということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ３回ですので、そうしますと活性化の特会から移動したのがちょっとどうしてかなと思いま

すが、３回ですから以上で終わります。またあとで確認したいと思います。ありがとうござい

ました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 １点だけ質問させてもらいます。 
 １８ページ、先ほどから出ていますけども８款２目のモニュメント製作業務ですけども、僕

も先ほどから議員さんたちの質問を聞く中で必要性を感じないんですけども、もっと安くでき

ないものかなというふうにちょっと思いましたので、この製作業務８４０万円、非常にちょっ

と、製作業務というのはたぶん設計段階だと思うんですが非常に高いんですけども、この内訳

というものを教えてもらえますか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 製作費は全部、作成まで全部入っています。それが先ほど言った２，５００万円から２，

８００万円程度と想定をしながら、そのうちの２，８００万円の３割ということで８４０万円、

今回計上させていただきました。工事発注をするわけであります。全部委託料で払いますので、

設計の部分から工事の全部、終わるまでを委託料で払う予定でありますので、その分すべて含

めて製作費、これは工事費が出てくることはありません。製作費が追加で出てくる場合はあり

ますけども、今言っているのは２，８００万円程度、最高額を想定しながらの３割を今回、計

上させていただいております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 まだはっきりしないということは、まだまだ今から金額が抑えられる可能性もあるというこ

とですよね。ぜひこのへんは安くつくるようにお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８０号から議案第８６号までの質疑を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時２４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３４分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２０ 議案第８７号 平成２４年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 
 これから、議案第８７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８７号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２１ 議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 これから、議案第８８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、質疑をさせていただきます。 
 指定管理者ということですけども、指定管理者制度を導入する意義というのは、皆さんご存

じのとおり民間のノウハウを経営に生かして、最小の経費で最大の効果を挙げるということに

よって町民の福祉の増進を図ることにあると考えております。 
 そして指定管理者の選定に際して、客観的な方法を用いて公平性を確保して選定手続きの透

明性を図るということは非常に大事だと。そして選ばれた業者は、町民に説明責任を果たして

いく、こういうことをやっていかなければいけないんです。今回は指定期間が満了して再指定

するケースなんですね。この場合は、齊藤欽也議員も一般質問でなされていましたけども、町

長は富士川町の公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例の第４条各号に規

定される適切な管理運営が行われるという判断をしなければ、公募による再指定はすることが

できないことになっているんですね。先ほどはかじかの湯のことを言わせていただいたんです

けども、まほらの湯も本業の儲けというのが各年度の損益計算書で分かるんですね。平成２２年

度の営業利益は１０９万７，４０９円の赤字なんですね。２３年度が７５万４，１４９円の赤

字。２４年度は３８１万１，４７８円の赤字で、３年で５６６万３，０３６円が赤字なんです。

この決算資料から何を読み取れるかというと、株式会社まほらは本業の経営では成功している

とは言えないんだと思うんですね。その証拠に２４年度の貸借対照表の利益剰余金、これは長

期収益力を表すんですけども３３９万５，１２９円の赤字なんですね。会社が設立されてから

今まで、非常に努力はしていただいているんですけども、合計の累積額が赤字なんですね。長

期収益力が弱い会社ということを言わざるを得ないと思うんです。決して収益力が強くて安全
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性が高いと、これから将来的にも任せて大丈夫という状況にはなっていないと思うんです。 
 こういった客観的な資料を読み解いた中で、町長はなぜこのまほらがこれから将来的に施設

を安定的に経営していくことができるということを、財務能力もある、人的能力もあるとこう

いうふうに判断したのは、何をもって判断したのかをお聞きします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回、まほらを再指定するということにいたしましたけども、これは昨日の答弁の中でも言

わせていただきましたけども、町民サービスの点では町民から施設的な欠陥はこれは致し方な

いわけですが、運営等について町民からなんら苦情は町のほうへも寄せられていませんし、私

も何回かあそこへ利用させていただく中で施設の構造的なものはあったにせよ、あとの運営の

面では当面、指摘はありません。そういった苦情がないということ。それと先ほど来言ってい

ますように、こういった公共がやっております温泉施設、今どこも赤字です。よほど立地条件

がよくてというところは別といたしましても、ほとんどが赤字です。ですから町のほうも支援

をする中で、今後も株式会社まほらも意欲的でありますので総合的に判断をしながら、その中

で再度再指定をお願いしたいというところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 たしかに前の指定管理者であったところは、町民から非常に苦情があったと。今回のまほら

さんはないということは最低限の話であって、これから将来的にわたって安定的な経営をして

いけるかどうかの判断基準にはなり得ないと思うんです。当然、そんな苦情なんてものはあっ

てはならないことであって、それはもう経営を任せる以前の問題だと思うんです。それが改善

されたということはそれは喜ばしいことだと思うんですけども、やはり客観的にどうして将来

的に、安定的に経営できる財務能力があるのか、人的能力があるのか、それは何をもって判断

するかというと、やはり決算書という公表された資料に基づいて、それを読み解いて判断する

以外にはないと思うんですよ。気持ちで一生懸命やります、熱意もあるとかそれも大事な１つ

の要件にはなると思いますけども、それが決定的なものではないと思うんですよ。やはりこう

いった決算資料というものに基づいて、公平で、町民の目に触れたときにも納得していただけ

る、説明責任を果たしていただけるものでなければ、やはりなぜそこに任せたのか、答えがで

きないと思うんです。僕は今の説明で、苦情もなくというのは、それも１つの要件とすること

はできると思いますけども、とても町民の皆さんに安定的に経営できる会社だからしたんだよ

とは言えないと思うんです。 
 今の経営環境が改善されない、円安で重油がこのまま上がり続けるということであれば、ま

た来年度は赤字が出て、今度は資本よりも歳入、利益剰余金、このマイナス部分が増えて債務

超過、こういう状況になってくると思うんですよ。とするとまたどこかから資本を注入しなけ

ればいけない。こういう状況になると思うんですよ。それでもここを再指定する、なぜそうい

う道を選ぶのか。やはり、もしそれだけのまほらさんが素晴らしい経営能力があるということ

であれば公募にかけてほかの業者さんと競いながら、そしてその人たちと切磋琢磨していろん

な提案をしていただいた中で、自分の今の経営状況ともう一度真摯に向き合って、ではもう少
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しこうしようということが競い合いの中からしか僕は生まれてこないと思うんです。だから決

してまほらさんのためにも、再指定することがいいことではなくて、複数の業者で競い合った

中で自分の経営をもう一度見直して新しい提案をしていただく、これこそが僕はまほらさんの

ためになると思うんです。いかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、赤字が続いてきているということは、まほらも承知しているはずなんですね。その中

で今後も努力をしながらやっていきたいとそういう意欲がありますので、指定期間は５年です

ので、５年間、またまほらを再指定しようとしたところであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 再指定を町長はするということになると、先ほど言いましたかじかのデイサービスみたいな

資料が僕たちは、決まったあとでいただくことはできないですから、いただけないんです。複

数の業者さんがどういう考えのもとに、どういう提案をしたかというのは、遅ればせながらも

資料提供をすれば今、いただけるんですね。検証もできるんですね。でもこうやって再指定で、

水面下でやるということになると、そういったほかの業者さんだったらどういう経営を考える

かということが僕たちも分からない、町も分からない、まほらの湯さんも分からない。やはり

そうではなくて、やはり公明正大にちゃんと自分たちの計画を出した中で複数の業者さんを見

比べた中で、僕は選ぶというのが非常に大事だと思います。 
 これで私の質問は終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 昨日、散々一般質問したのであんまりするつもりはなかったんですけども、１点ちょっと今、

気になる発言があったので確認したいと思います。 
 意欲があるから再指定しようとしたと、先ほど町長おっしゃいました。昨日は町が、今の事

業者が経営も安定化しているから更新を打診したならば同意があったと。これはまったく逆な

話なんですけども、意欲があるから再指定しようとしたというのは、その経営安定化とかうん

ぬんという話ではないですね、明らかに。そこだけお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の質問にお答えいたします。 
 経営が安定しているとは昨日も言っておりません。２４年度は赤字でありました。赤字の中

にあっても休日の営業をしたり、そういった努力をしている。そして今回、再指定するにつき

ましては、町民からのこれといった苦情もない、そして今後も引き続いて指定管理を受けたい

という意欲があるという中から再指定をしたところでありますので、なんら昨日の答弁と変わ
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りないと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これで終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８８号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２２ 議案第８９号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８９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８９号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２３ 議案第９０号 区域外道路の認定の承認についてを議題とします。 

 これから、議案第９０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９０号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２４ 認定第３号 平成２４年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２５ 認定第４号 平成２４年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 本案は特別委員会に付託しましたので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 これから、認定第３号および認定第４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第３号および認定第４号の質疑を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第５号の質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時４８分 
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１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図

るための請願について 
日程第３ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町一般会計補正予算（第２号）） 
日程第４ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）） 
日程第５ 議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定について 
日程第６ 議案第７３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７ 議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 
日程第８ 議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第７６号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第７７号 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例について 
日程第１１ 議案第７８号 不動産の譲与について 
日程第１２ 議案第７９号 不動産の譲与について 
日程第１３ 議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号） 
日程第１４ 議案第８１号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
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１号） 
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日程第１７ 議案第８４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第
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２号） 
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日程第２０ 議案第８７号 平成２４年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について 
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日程第２２ 議案第８９号 峡南広域行政組合規約の変更について 
日程第２３ 議案第９０号 区域外道路の認定の承諾について 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は第３回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会において慎重にご審議をいただきました第３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をいたします。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２５年第３回富士川町議会定例会第４日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 なお本日、追加案件として契約締結案件３件、意見書案２件、閉会中の継続調査申出書４件

が提案されています。 
 ご審議のほどをよろしくお願いします。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願に

ついてを議題とします。 
 去る９月６日に教育厚生常任委員会へ付託しました請願第１号について、委員長の報告を求

めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

 それから委員会の中で、紹介議員の永井議員にはお願いしたのですが、県レベルでのＰＴＡ

や教職員組合の具体的な取り組みがどのようになされているのか、なされているのであれば、

その活動についてぜひ議会に教えていただきたいという意見がありましたので、申し添えます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、請願第１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、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、請願第１号の討論を行います。 
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 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図る

ための請願についてを採決します。 
 請願第１号に対する委員長の報告は、採択とするものです。 
 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、請願第１号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町一般会

計補正予算（第２号）） 
   日程第４ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）） 
 以上の２議案は承認案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第９号および第１０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、承認第９号および第１０号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士

川町一般会計補正予算（第２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、承認第９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１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、承認第１０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題とします。 

 去る９月６日に教育厚生常任委員会へ付託しました議案第７２号について、委員長の報告を

求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、議案第７２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７２号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、議案第７２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７２号の討論を終わります。 
 これから日程第５ 議案第７２号 富士川町子ども・子育て会議条例の制定についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 議案第７２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７２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第６ 議案第７３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７ 議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第７６号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の４議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７３号から７６号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
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 以上をもって、議案第７３号から第７６号までの討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第７３号 富士川町税条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第７４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第８ 議案第７５号 富士川町立保育所条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第７６号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

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（芦澤益彦君） 
   これから日程第１０ 議案第７７号 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例についてを

議題とします。 
 これから、議案第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。 
 これから日程第１０ 議案第７７号 富士川町生活改善センター条例を廃止する条例につい

てを採決します。 
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 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（芦澤益彦君） 
   日程第１１ 議案第７８号 不動産の譲与について 
   日程第１２ 議案第７９号 不動産の譲与について 

 以上の２議案は不動産譲与案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第７８号および７９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７８号および７９号の討論を終わります。 
 これから日程第１１ 議案第７８号 不動産の譲与についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第７９号 不動産の譲与についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１３ 議案第８０号 平成２５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。 
 ９月１７日付けで齊藤欽也君ほか２名から、お手元に配布しました議案第８０号 平成

２５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、これを本案と合わせて議題とし修正案の提出者の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、修正案を提案したいと思います。 
 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 １ ７ 日 
 富士川町議会議長 芦澤益彦殿 
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発議者 
富士川町議会議員 齊藤欽也 
    〃    長澤 健 
    〃    鮫田洋平 

 議案第８０号 平成２５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 
 上記の動議を地方自治法１１５条の２および会議規則第１７条第２項の規定により、別紙の

修正案を沿えて提出します。 
 めくってください。まず先に提案理由を簡潔に述べておきたいと思います。 
 この議案の８款土木費、６項東部開発、２目まちづくり事業費中の１３節委託料のモニュメ

ント製作業務８４０万円は当局の説明を受けても事業目的、必要性および効果について納得で

きるものではないということによって全額減額するものです。 
 内容の説明を行います。２枚ありますけども、事項別のほうでお願いしたいと思います。 
 歳入、指定寄附、モニュメントというので２００万円ありましたので、これを減額するとい

うものです。 
 したがって、修正計が２１０万円ということになります。そしてこのすでにいただいている

金額２００万円につきましては下の繰越金、１項繰越金の項へ編入してあります。ですから補

正予算全体の歳入の合計額は変わらないということです。 
 ２つ目、歳出の項ですけども２目まちづくり事業費の委託料、モニュメント製作業務、ここ

は工事請負費と委託料を財源更正されていましたので、それを元に戻すということで行いまし

たので歳出総額も変更はありません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君、その場でしばらくお待ちください。 
 これから議案第８０号 平成２５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。 
 質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ただいまの説明の中では、理由とするものについての内容というものがはっきり出ていない

と。金額が気に入らないということだけの今、話だったと思うんですよね。モニュメントを必

要なのか、必要ではないかという部分について、必要ないんだから減額するんだということだ

と思います。 
 それで私は、最初にこの話を聞いたときは私も若干違和感がありました。予算についても、

金額については大きな金額ということの中で、ちょっと理解をするには時間もかかりましたけ

ども、その中で道の駅のモニュメント設置という人たちの話を聞いたりする中で私も思ったん

ですけども、富士川町には残念ながら年間を通して集客を見込める場所、そういったものはあ

りません。またこれといった特別な農産物、そういうものもありません。道の駅富士川にまず

足を止めていただいて、そこから富士川町の情報を発信していくことが富士川町のよさをア

ピールすることにつながるだろうと思っています。こういうことの中からして今回、モニュメ

ントを建てようとして努力してくれた実行委員の皆さん、あるいは２００万円という大金を賛
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同して寄附してくれた人たち、こういう人たちの思いというものを齊藤欽也議員はどのように

思っているのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは、お答えします。 
 まず１件目の年間を通して町に立ち寄っていただくということが大事だと、私もそのように

思います。それは決してこのモニュメントでなくてもいいだろうと、まず思っています。例え

ば、あそこは増穂インターということで増穂町時代から道の駅を造ってきましたけども、です

から太鼓堂という町の象徴を１つのモニュメントということでもって建設したんだと私は思っ

ております。この議論も長い年月かけました。今、鰍沢と合併したということを考えて、例え

ばもし町の歴史、文化を知っていただき、町に立ち寄っていただくということを考えたのなら

ば、例えば葛飾北斎の鰍沢河岸ですか、あるいは鰍沢の舟運ですか、有名な絵がありますけど、

ああいったものをむしろ私は設置すべきだと思っています。 
 あと１点、寄附された方たちの気持ちということですけども、例えば今、実は石橋湛山さん

の顕彰碑を造ろうということで有志の人たちが努力されていると。私は声をかけられ、なんと

か尽力をしたいと思っております。非常に結構なことだと思います。 
 今後、町としてはたぶん、その設置場所について理解も示しながら、よりよい場所を選定し

提供していくという関わりを持っていくことだろうと思いますけども、今回のモニュメント、

齊藤議員もおっしゃったように突然出されました。私も非常にびっくりした。話を伺っていく

と、町長のほうで文化協会の会長さんに相談を持ちかけて、では皆さんでやろうという話になっ

たと。広くと。だけども、そもそも私たち議会は齊藤正行議員がおっしゃるとおり理解するの

に非常に時間がかかる。それは当然です。２千何百万というお金で建てるという話が議会にな

んの話もなく、ある意味では勝手に進められている。むしろ私は議会の了承、あるいは内諾を

得ずに町長がそういう話を持ちかけ、町民に大きな迷惑をかけたということで、その方たちの

誠意に対しては非常に申し訳ないと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 ということからすれば、あなたに話がなかったと。説明がなかったと、そういうことなんで

すね。石橋湛山さんの碑は、先に話があって、実行委員会をつくりますという話があったから、

それには賛成しますと。今回のモニュメントの話は、具体的な話があなたには何もなかったと、

だから私は反対なんだと、そういうふうにとられますけどもいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 齊藤議員さんは非常におかしな論法を用いていると思います。これは町の多額のお金を使う

ということが大前提であったんです。だから齊藤議員もおっしゃったように、びっくりしたよ

と。議会に相談は、これは必要なんです、明らかに。顕彰碑というのは、別に有志の方たちが
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やるということで呼びかけがあったという、ただそれだけのこと。私に話があった、なかった

から知らなかったという話ではない。仮に町長から相談があったら、私は当然しつこくいろん

なことを聞くし、そして町民の考え方もまた聞く余裕もあったと思います。これは私に話があっ

たか、否かという問題ではまったくない。それは齊藤議員、大きな間違いだと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 では基本的に、根本的にあなたはこの町が、高速道路が出て、通り過ぎて道路を通っていっ

てしまう、この町にお客さんが来ない、そういう町になるということについてはあなたはそれ

でもいいわけなんですか。そういうふうに理解をする部分があるんですよ、あなたの今の言い

方を聞いていると。 
 もう１点は、モニュメントと言えるものは太鼓堂だということもおっしゃいましたけども、

あそこに人が止まってくれなければ駄目なんですよね。寄ってくれなければ駄目なんですよ。

太鼓堂だけで果たしてそれができるかということなんですよ。そのへんはどんなふうに考えて

いるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 正行議員はなんか、モニュメントがなければあの道の駅には誰も立ち寄らないんだと。あな

た、それでいいのかということをおっしゃいました。今。議事録をちゃんと見てください、あ

とで。決して私はそんなことを思っていません。太鼓堂というものをちゃんと造った。私は非

常に太鼓堂、私は前々から太鼓堂がほしいと思っていましたから、私の思いがかなったなとい

うことで非常に喜んでいます。 
 そしてもう１点が、言っては失礼ですが聞いていてちょっと恥ずかしい思いがしているんで

すけども、何かをいっぱい建てればあの道の駅に寄ってくれるんだという、そういう問題では

ない。そして決して太鼓堂の建物がまったく、どこからも見えないような無様なものではない

ですよ。展望台を造り県内の盆地が一望できる、そういうものとして造っている。たしかに

ちょっと展望台の中身がいくらかもうちょっとという意見もあるようですけども、それで十分

だろうと。なんであえてここで、しかも財政難の折にですよ、２，８００万円という。寄附が

もしたくさんあれば、２千万円になるのかゼロになるのか分かりませんけども、少なくとも現

時点においてはそういう状況で、この財政難の折に２千何がしかの金をぽっと出しますと、了

解してくださいと、とてもそれは私も理解できないし町民にも説明できない。そのように思い

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤議員、３回もう終わりました。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問させていただきます。 
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 先ほどの、納得がいかない理由の３つを言いました。事業の目的、必要性、そして効果。そ

の効果のことなんですが、太鼓堂の効果は非常にあると。先ほどの質問の回答から私はそのよ

うに、齊藤議員さんは太鼓堂の効果はある。しかしこれから建てようとするモニュメントの効

果はないと。どのような効果を太鼓堂に期待して、そしてこちらのモニュメントに対する効果

はどのようにないというようなご判断なんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 お答えします。 
 効果があるのか、ないか。たしかにそれは非常に重要なことなんです。問題は、あの太鼓堂

は町のシンボルであったと。富士川町にはこういうものがあるんだよということを通り過ぎる

方たちに見ていただく。そして興味を抱いていただく。では、方やモニュメントとは一体なん

だろうと。あれはあくまでも町が造っている施設ですからね。町民が町を代表した建物だと、

あるいはモニュメントだと、あるいはランドマークだと思えるのは太鼓堂だと。では片や造ら

れようとしているものはどうなのかといったら、正直私はこの町にある意味では関わりのない

ような、ただの大きなものを造ろうというふうにしか私には映らない。そのように答えるしか

ないですね。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 分かりました。その程度の効果ということで認識されているということがよく分かりました。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）に対する修

正案の質疑を終わります。 
 齊藤欽也議員、議席にお戻りください。 
 これから議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）および修正案の

討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 まず、原案に賛成者の発言を許します。 
 １４番、小林進君。 

〇１４番議員（小林進君） 
 私は平成２５年度富士川町一般会計補正予算について、賛成の立場で討論をいたします。 
 道の駅モニュメント製作業務については、質疑においてモニュメント製作に至った経緯、製

作者の選定の理由、龍をイメージした製作者の考え方の３点を伺いました。私は町長や当局の

答弁を受け、改めて必要性があると思いました。 
 必要性の１つ目は、富士川町道の駅検討委員会の提言書にもある中部横断自動車道の上り線

 １６６



の利用者をいかに呼び込むかが課題であるとの意見や、また上り線のパーキングエリア利用者

に対して道の駅をＰＲし、合わせて道の駅への立ち寄りを促す誘導看板の設置が必要であると

の２つの課題を解消するため、高速道路や一般道の利用者に対して道の駅富士川を特徴づける

ことや集客向上に、誘客促進に役立つことであります。 
 ２つ目はモニュメント設置に向けて、住民有志による道の駅富士川モニュメント設置促進委

員会が立ち上がっていること。また広く住民に対してモニュメントの必要性を周知し、実行委

員会の趣旨に多くの方々が賛同していることであります。 
 以上のことから、私はモニュメントの製作は必要であると考えています。したがって平成

２５年度富士川町一般会計補正予算については、賛成であります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、修正案に賛成者の発言を許します。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 提出された修正案に対して、賛成の立場から討論させていただきます。 
 私は今回、補正予算で提案された道の駅のモニュメント作成に反対です。意図や経緯につい

てはよく分かりました。しかし必要性がまったく感じられないからです。太鼓堂をモチーフに

した道の駅自体に十分インパクトがあり、通行者の目を引くのに十分なランドマークだと思っ

ています。なぜ象徴的な存在である太鼓堂とは別にモニュメントを造るのか理解できません。 
 説明では町民有志から２００万円の寄附があり、総工費は２，５００万円から２，８００万

円とのことでした。議案が提案されてから意図や経緯、必要性などを説明しながら町民の皆さ

んにお会いしたり、電話やメールを使い、いろいろな方々の意見を伺いました。私が伺った中

には「よいものだから建ったほうがよい」という人は誰もいませんでした。中には「寄附の範

囲で造るならいくらでも造ればよいが、町のお金を出すのは反対」という人もいました。この

状況で果たして町民の皆さんは納得するでしょうか。 
 私がもしモニュメント作成に賛成して町民の皆さんに説明を求められたとき、どう説明して、

どう理解してもらえるかが分かりません。今議会で監査委員さんから出された決算審査意見書

の中には、町税の歳入減少や地方交付税の剥落など歳入面に大きな問題があるため、歳出減少

の取り組みが必要であり、事業の見直しや新規事業採択にプライオリティーの重視が求められ

るという一文があります。もし２，８００万円あったらどうでしょう。優先的にやらなくては

ならないことがほかにあるはずです。例えば教育常任委員会でも話させていただいたのですが、

小中学校のトイレの洋式化は改修費用１基３３万円ほどでできるそうです。教育長は町内の小

中学校は洋式化率各校５０％を目標にしていくとおっしゃっていました。２，８００万円あれ

ば、すべての小中学校のトイレが改修できます。富士河口湖町では、この９月議会の補正予算

に小中１２校のトイレの改修費用として３，２６０万円を計上しているそうです。緊縮財政の

中、当初の計画にもないモニュメントの作成よりも手をつけなければならない事業はたくさん

あるはずです。 
 町は、道の駅のシンボルは太鼓堂であると十分協議した上で決定しました。本当に必要なも

のならモニュメント作成も最初の計画に入れておくべきだと思います。よって、提出された修

正案は的を射ているものと考えます。 
 以上のことから、私はこの修正案に賛成いたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 １０番、神田智君。 

〇１０番議員（神田智君） 
 私は平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）について、賛成の立場で討論します。 
 道の駅のシンボルは展望台であり、２つ目のシンボル的なモニュメントは必要ないとの意見

でありました。道の駅は上り線からの出入りのできない下り線のみの道の駅となっています。

いかにして道の駅に人を集め、集客の誘導を促すかには特色ある施設経営はもとより高速道路

や一般道への利用者に施設への関心や興味を呼び起こす方策が必要と考えられます。また道の

駅富士川への立ち寄りは飲食やお土産品や農産物、加工品の購入、トイレ休憩などだけではな

く、子どもを遊ばせる利用者もいると思います。そこで今回のモニュメントは記念写真を撮っ

たり、家族連れやカップル、グループへのつどいの場となったり、また門の中で手を打った音

が反響して遊びの心もあるもので、何度も訪れていただけるような効果があると考えています。 
 道の駅富士川に、より多くの人が集まることによって、道の駅での富士川町の宣伝もでき、

富士川町三筋への観光ルート誘客への効果も期待できます。 
 こうしたことから、私は道の駅が多くの人々が何度も訪れる場所となるためにも、モニュメ

ント製作が必要であると考えています。したがって、平成２５年度富士川町一般会計補正予算

（第３号）については賛成であります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に、修正案に賛成者の発言を許します。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 私は、この修正案に賛成いたします。 
 今、鮫田議員が言ったのとほぼ同じでかなりダブりますので私は短めにいきたいと思います。 
 私も今回のモニュメント作成、多くの友だち、知り合いに聞いてきました。その中では一人

もモニュメントに賛成する人はいませんでした。僕の交遊関係ですので数は知れていると思い

ますけども、そうはいってもこのモニュメント不要の意見がある限り、この町民の声を無視す

るわけにはいかないと思います。 
 この道の駅の太鼓堂を形どった展望台は、ランドマークの役割を十分果たすと思います。私

は道の駅に立ち寄ってもらう方法というのは、ハード面ではなくソフト面の充実だと考えてお

ります。株式会社富士川は民間の経営のプロなんです。ぜひその方々にも相談すべきだと思い

ます。きっとモニュメントより、ほかのことにまわすと言うはずだと思います。町には道の駅

に限らず、もっと優先すべき事業もたくさんあります。ぜひ、その必要とするほかの事業に予

算をまわしてほしい、そんな思いからこの修正案に賛成いたします。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 ９番、堀之内美彦君。賛成者の発言を許します。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
 私は２５年度一般会計補正予算（第３号）について、賛成の立場で討論いたします。 
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 開会３日目、小林議員の質疑の中、龍をイメージしたモニュメントについて製作者の考えを

当局の説明で伺いました。とは別に私は龍に対して別の思いがありました。中国の故事の一説

を紹介します。中国の天台山という山に龍門という高さ百丈の滝があり、この滝のふちには春

になるとこの滝をのぼることを得れば龍となる多くの魚が集まってくる。しかし千万匹の中の

１匹が登ることができたならば龍となる。集まってきた魚の思いは龍になりたいとの一心、そ

の思いは貧しき者が財を求めるようなものであった。しかし滝の高さは百丈、水の落ちる早さ

は矢のように早く、また魚がのぼらんとすれば多くの人が集まり、網を打ち、釣り糸をたれ、

弓を持っている。空にはクマタカ、ワシ、トビ、夜になるとトラ、オオカミ、キツネ等が集まっ

て食をはむとあります。１つのことを成就させることの難しさを説いたものであり、古来より

龍は縁起物として扱われてきました。また登龍門とはこの故事から出たものであり、登龍門と

は成功へと至る難しい関門を突破したという事柄でもあり、鯉の滝登りとも言われ、今日鯉の

ぼりという風習のもととなっております。 
 道の駅富士川への立ち寄りは端に休憩のみでなく、利用者の方々はモニュメントに秘められ

た製作者の深い思いに触れ、心の触発で将来、飛躍への一歩、糸口としていただければと考え

ております。 
 また道の駅富士川、モニュメント設置促進実行委員会の皆さまより多額の寄附をいただいて

おりますが、合わせて増穂の登り窯では間伐材を利用して本焼きした陶板で会社名などをモ

ニュメント付近に展示する計画も伺っています。多くの方たちに見ていただくことで町をア

ピールする発信基地ともなります。私は町も実行委員会の皆さんと一緒になって造るのであれ

ば日本一のモニュメントを製作していただきたい、そんな思いで登壇しております。 
 先ほどから２人の反対討論を伺いまして、目先の損得に惑わされず町の将来の発展を真剣に

考えていただきたい、こんな思いです。中部横断道が開通しても通過されてしまうような道の

駅では本末転倒です。より発展する町を目指す私は補正予算（第３号）について、賛成いたし

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、修正案に賛成の発言を許します。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは提出された修正案に対して、賛成の立場で討論させていただきます。 
 私は製作総額２，８００万円で計画されているランドマークとしてのモニュメント製作業務

の内金８４０万円を支出することには反対です。その理由は、すでに太鼓堂をデザインした立

派なランドマークがあるからです。６億円近くの大金を投じて道の駅の建築工事が完成に近づ

いています。平成２４年度からの３年間に外構工事などを含めた継続費工事総額は１０億円に

なろうとしています。この上、目印としての工作物に２，８００万円もかける必要があるので

しょうか。 
 町の説明は中部横断自動車道の上りパーキングエリア利用者に対して道の駅をＰＲし、合わ

せて道の駅への立ち寄りを促す誘導看板として、高さ８メートルのモニュメントを造るという

ことでした。誘導看板は英語ではサインボードだと思います。しかし、町の担当者からいただ

いた資料には、はっきりとこのモニュメントが雄大なランドマークとなると記載されておりま

 １６９



す。今回、計画されているモニュメントは誘導看板ではなくランドマーク、すなわち目印です。

町長がいくらランドマークとは思わないと言い張っても、町の資料でランドマークと記載され

ているし、客観的に誰が見てもランドマークに間違いないのです。 
 ランドマークとしてのモニュメントは、鉄の芸術家 篠原勝之氏に依頼する富士川龍門とい

うコンクリート製のものです。８メートルの高さになります。道の駅の太鼓堂部分の高さは

２２メートルを超えます。どちらが雄大なランドマークなのか自明の理であります。屋上屋を

かけるということわざがありますが、今回のケースは屋下に屋をかす、屋根の下に屋根をかけ

る、こういう行為です。無駄以外の何物でもありません。 
 議会では一昨日、篠原勝之氏が製作した「風弦」と「ゆら水」を現地で見てきました。「風弦」

は平成６年、篠原勝之氏が当時の武川村を訪れた際、自然の美しさに惚れ込み、何かを残した

いと考え「風弦」を設置したとも聞いています。「ゆら水」は昭和３４年災害の記憶を風化させ

ない記念碑として設置されました。両方に共通することは、存在自体に必然性があるというこ

とです。富士川の形状が龍に似ているから、道の駅のモニュメントのイメージを龍としたと町

から説明がありました。川の形状は富士川に限らず、古今東西、蛇行しているもので洋の東西

を問わず、龍をイメージすることができます。今なぜ道の駅に龍のモニュメントが必要なので

しょうか。富士川町内にもともと「風弦」と「ゆら水」があったならば、新しくつくるモニュ

メントが観光客をまちなかへ誘導する可能性のある呼び水となり、連作という考え方もできる

でしょう。しかし製作者にとっては連作と考えても、富士川町にとってはどんな関連があるで

しょうか。無理のある解釈ではないのでしょうか。実行委員会の設立に関しても、町の説明を

聞いても、見せ掛けの住民主体にしか見えません。 
 また先ほど堀之内議員がおっしゃっていましたけども、寄附をした方には会社名、それから

名前を書いた陶板ですか、それが掲げられるとおっしゃいましたが、公金を使えば寄附した人

だけではないんです。公金というのは富士川町民１万６千人がお金を出すことなんです。その

人たちの名前は載らないのですか。やはりこれは本当の住民主体の実行委員会から発生したモ

ニュメント作成だとは私には到底考えられません。 
 いずれにしても誘導看板が必要というなら、寄附していただいた金額の範囲内でできること

をやるべきだと考えます。町の事業を行うときには優先順位を考え、最小の経費で最大の効果

を挙げていく。やはりこれが原理原則だと思います。よって修正案は妥当であり、賛成するも

のです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 原案に賛成の討論を許します。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は今回、出された補正予算に対して賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 
 今までの修正予算に対する賛成の方々のご意見をお伺いして、非常に思ったことは１つあり

ます。ランドマークという目立たない、あるいはそれに対して効果があるのかどうか、無駄で

はないか、そういう理由がほとんどでした。私は今回、２００万円寄附されたということで、

この人たちの思いはどういう思いだったのか。あるいは、この人たちの寄附を募った方々の思

いはどんな思いでこういう行動に出たのか。大モニュメントを建てようという、こういう行動
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になったのか。そこらへんを聞きたくて、私は聞いてまいりました。 
 この聞く前には、私も非常に違和感がありました。そして聞いたあと、私の気持ちは変わり

ました。その理由はあとで述べますけども、先ほど長澤議員、鮫田議員、いろんな方々に聞い

た、それでいらないと言った。私もいろんな方々に聞きました。私はこの方々の思いを込めた

意図をしっかり話した上でいろんな方々に聞きました。そうするとその答えは「いいね」「いい

んではないの」「私もそういう思いならぜひ協力したいな」そういう思いの方々が非常に多かっ

たです。 
 どんな思いでこのモニュメントを建てようとしたのか。それはこのモニュメントの効果とか

というものではなく、このモニュメントにかける思いなんです。これはひとえにまちづくり、

町の活性化を思っている方々の思いなんですね。先ほど秋山貢議員は見せかけの住民代表では

ないかと、非常に失礼な言い方をしているなと思いました。私がこのモニュメントの話を聞い

て一番感動し、今回の補正予算に賛成の立場をとる大きな理由は、この方々が立ち上げていた

だいた理由がまちおこしなんです。要するに先ほど陶板という話がありました。陶板は登り窯

を使います。この篠原さんはもう十何年、この登り窯に通い詰めているお方です。そして非常

に富士川町が好きだということで、この町に何回も何回もお見えになっている方です。なんと

か道の駅が繁盛するのはもちろんのこと、その道の駅からこの富士川町に足を運んでほしい、

なんとか富士川町の特徴をまちおこしとして考えていきたい。そのためには陶板という登り窯

を使って、そしてその記念ということでフェンスかなんかで、またそれにアート的なもので自

分の記念として、そこに飾りたい。それは登り窯を使ってなんです。その登り窯は、燃料はす

べて間伐材なんです。その間伐材を今、森を守ろうとしている人たちが必死で間伐しているん

です。その思いが登り窯の太田さん方々の心を非常に動かし、そしてその登り窯を使ってモニュ

メントの寄附をしようと。それは私たちのまちづくりに対する象徴でもあるような、私はそん

な思いがしております。 
 ランドマーク、たしかに目立つことが大事です。ランドマークと言いますが、モニュメント

というものは必要性があるからどうかといえば、本当にこれはないといってもいい、あっても

なくてもいいんです。でもそこにモニュメントを建てる、それは一体どういう意味があるかと

いうことです。モニュメントに対する意味、必要性、それはそのモニュメントが何を訴えるか。

このモニュメントは奇抜であり、まずモニュメントというのは目立つことが大事だと思います

けども、モニュメントには奇抜、それから知名度、それを造った人が有名、そういうところが

１つの話題になるんですね。その話題性がなければ、たしかにモニュメントは意味がないかも

しれません。先ほど堀之内議員さんがおっしゃいましたけども、目先のことにあまりにも目が

向きすぎているではないか、私もそう思います。このモニュメントを私たちがどういうふうに

活用するかは私たちなんです。建てて終わりではありません。このモニュメントをこれから私

たちがどのように活用するか。そしてこの町の活性化にどういうふうにつなげていくか、この

つながりを、こういう方々が一生懸命考えていただいた。私はぜひこれを応援したいと思いま

す。そしてこのモニュメントがこの町の象徴になるような、当然、太鼓堂も象徴ですけども太

鼓堂ひとつで終わらせてはいけない。私たちはもっともっとこの町がいろんなところで話題に

なり、いろんなところでこの町に下りていただきながら、この町のよさを知っていただくよう

なシンボルとして、今回のモニュメントの補正予算には賛成いたします。 
 

 １７１



〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、修正案に賛成の発言を許します。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）および修正

案の討論を終わります。 
 これから議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）を採決します。 
 まず原案に対する修正案が齊藤欽也君ほか２名から提出されていますので、先に修正案を起

立によって採決します。 
 お諮りします。 
 本修正案に賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 少 数 ） 
 起立少数です。 
 したがって議案第８０号 平成２５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。 
 次に議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）についてを採決しま

す。 
 お諮りします。 
 採決は起立によって行います。 
 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。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって議案第８０号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第３号）については、

原案のとおり可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１４ 議案第８１号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１５ 議案第８２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
   日程第１６ 議案第８３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 
   日程第１７ 議案第８４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 
   日程第１８ 議案第８５号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
   日程第１９ 議案第８６号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 以上の６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８１号から８６号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
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 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第８１号から８６号までの討論を終わります。 
 これから日程第１４ 議案第８１号 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第８２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

１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８２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第８３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２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８３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１７ 議案第８４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算

（第１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８４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第８５号 平成２５年度富士川町活性化事業特別会計補正予算

（第２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８５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第８６号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。 
 お諮りします。 
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 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８６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２０ 議案第８７号 平成２４年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

てを議題とします。 
 これから、議案第８７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８７号の討論を終わります。 
 これから日程第２０ 議案第８７号 平成２４年度富士川町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８７号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 午前１１時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１２分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２１ 議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 これから、議案第８８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 本議案、株式会社まほらをまほらの湯の指定管理者として今９月定例議会において再指定す

ることに反対します。 
 指定管理者には、安定経営とサービスの質が求められます。しかしながら今回の再指定には

問題があります。当局の再指定の理由として安定的経営がされ、経営努力がされている。しか

し油価格の高騰により赤字が出ているが、集客収益努力を行っているとの説明であります。こ

の説明自体に非常に矛盾があります。現実としては今回の管理者は株式会社まほらになってか
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らは、それ以前の年間平均利用者数１４万人が約２万人減少し１２万人となっています。また

２４年度決算が約３００万円の赤字であるが、それは油価格高騰以前のものであると思います。

したがって今回の赤字は経営体質、あるいは経営計画の失敗であるだろうと私は思います。前

回の指定管理者、大新東のとき同様に管理者への再公募を行い、新たに選定をし直しました。

今回も１２月議会で新たに選定し、決定すべきであるだろうと思いました。 
 なぜ今回、再公募をし、より安定的にまたサービスの質のよりよい業者を選定しないのか理

解できません。一般質問、質疑の中で町長はたびたび大新東に脅されたというような発言を繰

り返し、そういうところでは困ると言っておりますが、では逆に脅さない企業であればいいの

かというと、それはまた別の問題だろうと思います。町長は多くの自治体は委託料を出してい

ると言いますが、まほらの湯は３月議会の町長答弁の中にもあるように利益の出る施設との認

識のもと指定管理に出しているところであります。サービスの質が問われる施設であるだろう

と思います。その質の向上が利用者の増加につながるだろうと私は考えています。 
 今年４月から６月にかけて赤字を補填していくために、まほらの湯利用回数券の販売促進を

町が中心となり、職員あるいは私たちも協力しながら行ってきました。しかし現実には目標に

届きませんでした。話によりますと、株式会社まほらは決算期には割安回数券をその都度販売

していたようですが、これは赤字解消の抜本的対策にはなりません。今回、補正予算の中に利

用回数券の買い取りの経費が計上され、また町長の発言の中には山梨ガーデンと株式会社アル

プスの共同により設立された株式会社まほらに対する温情が色濃く出ているように感じました。

それは町長の今議会への再指定の説明の中では、この９月時期に指定管理をしながら利用回数

券の販売促進を図り、指定管理者の経営状況を改善したい。また株式会社を設立するにあたっ

て踏襲もしている。５年でコロコロ変わるとちょっといかがだと。本来は１２月議会で指定管

理を出してもいいけれども、それではもう利用回数券の利用期間が短くなる。もっと長く利用

できるようにするために、この９月議会に提案したんだと。こういう説明であります。全体と

して表現がいいかどうかは別として努力している、だからかわいそうだからというようなニュ

アンスの発言であろうと私は理解します。正直、そういう理由で再指定されたのでは困ります。

指定管理制度の意味がなくなってしまうからです。よりよい事業者に運営させるのがこの制度

の目的です。そしてそれが町、町民の利益になるということです。私は一言だけ町長に申し上

げたい。町内の企業、あるいは友人、知人に情けをかけるというのは個人としては非常によろ

しいことだろうと思いますが、町のトップとしてそれを行うといろんな問題が出る。人によっ

ては馴れ合い政治だということまで言われてしまう可能性がある。私は公平・公正・公明、そ

して透明性を持った町政運営を行うべきだろうと思います。 
 業者の立場ではなく町民の立場に立ち、新しい管理者を指定していく。再公募を行った上で

私は１２月議会に選定された企業を指定管理者の指定として、議案として上程されるべきだろ

うと思います。よって、本議案には反対します。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは私は原案、公の施設の指定管理者の指定について賛成の立場で意見を申し上げます。 
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 まず当該指定管理者に対する評価についてですが、指定管理者の評価は多くはモニタリング

という形で実施されています。モニタリングとは指定管理者による業務が条例や規則に従い、

また協定書や仕様書に沿って適切かつ確実にサービスの提供がなされているか、安定的かつ継

続的なサービスの提供が可能な状態にあるかを事業評価することです。そしてこのモニタリン

グは経営そのものを評価するものではないともいわれております。本町においては富士川町公

の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第８条で事業報告書の提出、第１０条

の業務報告の聴取等でモニタリングについて触れています。 
 指定管理者をモニタリング評価するにあたっては、管理している施設がなんの目的でどんな

役割を持って設置されているかを考え、その目的に沿った経営運営がされているかを第一優先

として評価をしなければなりません。本件の公の施設、まほらの湯ですが、まほらの湯は富士

川町まほらの湯温泉スタンド条例の第１条設置で町民の健康増進と町の活性化に資するためと、

その目的が明記されています。したがって、町の行うモニタリング評価はまほらの湯の本来の

目的に沿って住民へのサービスが行われているか、しっかりした運営が行われているか等々を

優先に行われているものであり、その中で条例にあるように事業報告を受け聴取をし、必要な

指示を行ってきており、再指定に望ましいと判断したものと理解しています。 
 なお、本件指定管理者のこれまでの経営実績を問題視する意見がありますが、そもそも公の

施設は利潤を求めるものではありません。また利益を追求した経営がなされるようであれば、

もはや町の施設ではなくなってしまいます。まほらの湯は町で定めた利用料金の範囲で、町で

定めた規則等の範囲で指定管理者に委託しています。私はむしろ当該指定管理者は厳しい条件

の中で大変な努力をされていると思っております。もちろん健全経営に向けた努力は必要であ

り、町でもきめ細やかな指導を行っていくことが必要でありますが、一時的にマイナスがあっ

たからといって指定管理者にふさわしくないという判断をすれば、そもそも公共施設の委託を

受ける団体はなくなってしまいます。本件は経営が悪化して継続して委託することが難しい状

況ではありません。事業そのものに一定の評価がなされている以上、再指定について問題はな

いものと考えます。 
 次に指定管理者は公募が原則であるとの意見があったように聞いていますが、本町の条例第

２条の指定管理者の公募では、町長は指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項

を明記して指定管理者になろうとする法人、またはその他の団体を公募しなければならないと

謳っていますが、一方では第５条、公募によらない指定候補者の選定等で町長は次の各号のい

ずれかに該当するときは第２条の規定にかかわらず、指定候補者を選定することができるとあ

り、同条第４号で指定期間が満了したあと再指定するときと謳っています。ここで重要なポイ

ントは指定期間が満了したあと、再指定するときは公募によらないでよいとなっているところ

です。指定管理者制度は２００３年の地方自治法改正により創設された制度ですが、ここにき

て指定期間満了により指定管理者が変更することの弊害が指摘されています。また指定期間が

変更になった場合、ほとんどの職員が入れ替わってしまうことや、また指定期間が短期間であ

れば正規職員を雇用して配置することが困難となるなど人材育成は極めて難しくなり、職員自

身も公共施設職員としての自覚や専門性が身に付かないなど、さらに指定期間が短いことに

よって設備投資の運営面での長期的計画も阻んでいることが挙げられ、施設によっては経費節

減のために場当たり的な運営しかできなくなることが問題になっているといわれています。 
 財団法人地方自治総合研究所がまとめた指定管理者制度の現状と今後の課題においては、公
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募による指定管理者は３割に留まっています。本町においても現状では再指定を問題視するよ

りも公募による指定管理者変更のデメリットのほうが大きいことを考える必要があります。私

は第５条第４号がこうした問題点を重視した形で整備されているものと思っています。 
 今回の案件のように特に町民に直接接するサービスの場合、指定管理者の交代は利用者の不

安を増幅させるものであり、町の実施する評価が再指定にふさわしくないと判断したとき以外

は再指定をする方向がむしろ望ましいものと考えます。 
 次に本件が提案された時期が早すぎるのではとの意見がありました。これは町の説明にも

あったように、本議会に提案されている温泉回数券の購入にかかる補正予算と連携しているた

めであり、なんの問題もありません。むしろ指定管理者が早めに決まり、温泉回数券がさらに

延長されることにより利用者の立場に立った措置であり、決して指定管理者の赤字補填ではご

ざいませんし、大いに賛同するものであります。 
 最後に一言申し上げますと、公の施設のあり方について触れますと町が設置する施設は町民

サービスを提供するため、町民のための施設です。こうした施設は利益を上げるための施設で

はありません。町が責任を持って町民にサービスを提供するものですし、そしてこうした施設

に対してわれわれ町民も自分たちの施設としてみんなで支え、みんなで守っていく心構えが必

要であり、決してクレーマーやモンスターであってはならないと思っております。みんなで努

力して、みんなの施設をつくっていきたいというふうに思っております。 
 以上の理由により、私は原案の公の施設の指定管理者の指定については賛成です。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に反対者の発言を許します。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 株式会社まほらを、まほらの湯の指定管理者として再指定することに反対の立場で討論いた

します。 
 志村町長はまほらの湯の指定管理をするために投資して会社を設立し、運営してきたのに

５年でコロコロ変わったのでは投資する会社などなくなってしまうと言っていました。また町

で購入した入浴回数券の使用期間を延ばすためにも、株式会社まほらを再指定することには意

味があるかのごとき発言をされていました。そこにはサービスを受ける側の住民目線というよ

りも業者目線の意図が見え隠れします。公の施設の指定管理者制度は、市場の競争性や民間活

力を活用することにより、効率性とサービスの質の向上が期待され、それが施設の利用促進に

つながり継続・安定した運営により、住民の福祉がさらに増進されることを目的に行われるこ

とだと考えます。 
 今回は指定期間が満了し、再指定するケースです。この場合は町長が条例の第４条各号に規

定される不適切な管理運営が行われるものと判断しなければ、公募することなく再指定するこ

とはできません。町と株式会社まほらは管理運営に関する協定を結んでいます。その中に町へ

の納付金の項目があります。収益が発生した場合には納付金を納めることになっていますが、

過去に納めたことはあるのでしょうか。株式会社まほらの湯の本業の儲けは直近の３年間で

５６６万３，０３６円の赤字になります。２４年度の利益剰余金は３３９万５，１２９円の赤

字です。本業の経営では成功しているとは言えないということです。決して収益力が強くて安
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全性が高い会社といえる状況にはなっていないのです。それなのになぜ町長は、指定施設の管

理を安定して行うために必要な財務能力および人的能力を有するものであると判断したので

しょうか。住民は理解し、納得することはできないのではないでしょうか。 
 同じ富士川町内で、平成２３年３月３１日に指定期間が満了した甲州鰍沢温泉かじかの湯は

指定管理者を公募しました。かじかの湯は公募して、まほらの湯はなぜ公募しないのでしょう

か。ここはかじかの湯と同じように条例に基づいて公募することが公平性を確保し、選定手続

きについても透明性を確保し、住民に対して説明責任を果たすことができると考えます。決し

てまほらの湯が指定管理者として不適当と言っているわけではありません。もし株式会社まほ

らが応募した複数の申請者のうちから適正な競争の中、最もふさわしい団体であるということ

で選ばれたならば誰も異論を挟むことはないと考えます。 
 よって、公募をしない再指定には反対いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 私は、今回の議会の中で指定されました株式会社まほらの指定管理の指定についてのことに

つきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。 
 今回の議会の中で一般質問とか質疑の中で、町当局の考え方に対しまして素晴らしいなとい

うことで本当に感銘しています。それにつきまして今回の指定管理の選定について、私なりの

意見を述べさせていただきます。 
 まほらの湯の利用者から本当にまほらの湯は評判がよいと聞いております。本当に私自身も

まほらの湯へ行きますが、やっぱり職員の対応は本当に非常に親切で、問題なく適切な管理が

行われていると思っております。また社員教育も行き届いていると感じております。厳しい不

況の中でこのような協定書に基づき、株式会社まほらに町からの指定期間の申請の申し出が

あったことを受け、引き続き指定を受けたいとの意向については温泉経営の意欲がうかがえ、

今後の集客や収益増への経営努力に大きな期待が寄せられています。また早い時点で指定管理

をすることによって温泉回数券の利用期限も延長され、引き続き回数券の販売促進を行うこと

によって、今後の利用客の増加が見込まれています。 
 なお損益計算書については、営業利益はマイナスとなっているものの当期純利益については

２４年度を除き２２年度、２３年度は黒字になっていることから収益増しの取り組みの経営安

定に向けて当局、担当課の指導のもと一層の経営改善を行い、住民福祉の向上に貢献してほし

いと思っております。 
 今までも、これからもまほらの湯は地元の株式会社まほらがしていくことが私は最善の道で

あると思います。このような理由から指定管理者の指定の件につきましては賛成します。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 原案に反対者の発言を許します。 
 １番、鮫田洋平君。 
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〇１番議員（鮫田洋平君） 
 提出された議案第８８号 公の施設の指定管理の指定について、反対の立場から討論させて

いただきます。 
 私は、株式会社まほらを指定管理者に指名することに反対なわけではありません。公募を行

わずに継続で指定管理の指名をすることに反対します。 
 質疑の中でまほらさんは定休日を営業するなどの営業努力をし、利用者さんからの苦情もな

いので継続で指定管理をお願いしたと答弁がありました。しかし株式会社まほらの平成２２年

度から２４年度の貸借対照表と損益計算書を確認したところ、純資産は年々減り営業利益は毎

年赤字を出していることが分かりました。この資料からは現状のまま競争のない継続をしても

今後業績が上がるようには思えません。公募をし、各社に事業計画を作成してもらいプロポー

ザルをしていただき、公平に選定し決定することで大切な町の施設の管理運営ができると思い

ます。 
 以上のことから指定管理の継続に反対いたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ありませんか。 
 １３番、井上勝君。 

〇１３番議員（井上勝君） 
 賛成の立場から意見を述べます。 
 井上議員がおっしゃっておりました難しい理論は私には分かりませんが、当初まほらの湯が

指定されたときに、私がたまたま区長会長という立場でもって参加させていただきました。書

類を見てみますと両方とも同じような条件で大変、拮抗した数字が出ました。またもう１回や

り直しをしなければならないのかなということも感じまして、今回、引き続きという話を聞き

まして、ほっとしておるところです。 
 同時にやはり、今おっしゃった大新東という会社はかなり規模の大きいところでもって合理

的なことはおやりになっているようですけども、実際富士川町にとって身近な運営というのは

非常に下手で、ですから事務的に効率的に決められたものの違反はほとんどなくやっておられ

ましたけども、行っている人間との接触ですとか、そういったものはやはり地元の企業が身を

もってやっていただけるということが私は、特にああいう施設ですから必要ではないかなと。

そういう意味でもって今回、町長が英断を下されたということは非常に町民にとっても安心し

てお風呂が楽しめる場所を造ってくれたなと思って喜んでおります。 
 それと同時に前回の道の駅の意見も聞かせていただいて、何か反対される方はその場だけの

数字と、そういうことだけでやっています。今すべてが、テレビを見ましてもそうですが、非

常にただ数字、それから時期ということ、そういうことでもっておそらく今、先だっての町長

の話でも今ああいう施設は非常に苦しい経営をしている。たまたま燃料費の問題だとかそう

いったものが出て、特に厳しい状況に追い込まれているということを町長の発言から感じまし

た。そういうときであるからこそ、井上議員のおっしゃった町民全体、皆さんが一生懸命努力

して、そういうものを育てていく。たとえ話ですけども、これはアメリカのカーネギーという

会社はすごい会社であって、お金を貸して１００年間無償であって請求もしない。そういうさ

すがアメリカ、大きい国ですから。富士川町がそれをやれといってもちょっと無理かもしれま
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せんけども、やはりそれぐらいの考え方でもって地元企業を育てる。今、まほらの湯だけでは

ありません。ほかの会社もそういうところが非常に多いと思います。 
 それからもう１つは、採算が合わなければすぐ撤収するという大企業のやり方、私は合理的

ではあるけども、非常に地域にとっては残念なことだと思います。そういう意味でも富士川町

自体にしっかりした会社をいくつもつくっていくということは、町が当然積極的に応援してい

くということは、非常に大事なことではないかと思います。そういう意味でもって、この件に

ついては大賛成であります。終わります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 原案に反対の発言を許します。 
 長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 私はこの議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定について、反対の立場で討論したいと

思います。 
 この株式会社まほら、非常に努力している会社だとは思います。決して駄目と言っているわ

けではありませんけども、やはりこれだけの施設というものは競争することが一番大事ではな

いかと私は考えます。だからこそ、この公募はすべきだと考えます。この公募をすることによっ

て、まほらが選ばれる可能性もあるはずです。競争して他企業の事業計画と比べたりすること

によって、そして情報公開にもつながるわけですし、これはさらなる経営のプラスになると思

います。それは町民の利益にもつながるということです。さらなる経営改善をしてもらって、

さらなる優良営業をしてもらうため私は公募すべきと考え、この反対の討論をさせていただき

ます。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私は、原案に賛成の立場で討論をさせていただきます。 
 先ほど長澤議員は競争させるべきだと。何をもって競争させる理由があるのかということな

んです。私は先ほど井上光三議員の話を聞きまして、そのとおりだなと思いました。町は指定

管理に出しています。町民のためにすべて町は動いているんです。先ほどマイナスがずっと続

いている。そういうことをおっしゃいました。努力していないではないか。この決算書を見ま

した。７，４００万円、７，３００万円、売り上げは今年のほうが１００万円落ちています。

たしかに落ちています。それに関連して燃料費、水道光熱費が前年度、今年度といいますか、

２４年度の差でいきますと２４０万円ほど増えているんです。燃料が上がったということなん

です。では給料はどうなっているか。給料はほとんど据え置きです。賞与は両方とも１１万円

しか出していないんです。法定福利費を見ました。法定福祉費は多いです。ということはこの

会社はしっかりとした、人を雇っているということなんです。雇っている人にはしっかりと保

障を出しているんです。バイト、あるいはそういう短期的な雇用ではなくて、しっかりとした

職員になっているからこそ町民が安心してサービスを受けられる。 
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 私たち議員は町民の立場に立って、そこが赤字を出しているから駄目だとかそういう問題で

判断するのではないと思うんです。この施設が町民に対して非常にサービスがよくて満足度が

いけば、多少の赤字を一生懸命、町当局が応援する。これはごくごく当たり前のことですし、

先ほど井上勝議員がおっしゃいましたけども、町が企業を育てなければいけないんです。駄目

なものは去りでは駄目なんです。いいところは伸ばして応援してそして育てる。そういうまち

づくりをしていかなければいけないと思います。私はこの決算書を見る限りは、この会社は努

力していると思います。よって、賛成いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 ほかに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８８号の討論を終わります。 
 これから日程第２１ 議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 この採決は起立によって、行います。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第８８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２２ 議案第８９号 峡南広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第８９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８９号の討論を終わります。 
 これから日程第２２ 議案第８９号 峡南広域行政組合規約の変更についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２３ 議案第９０号 区域外道路の認定の承諾についてを議題とします。 

 これから、議案第９０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９０号の討論を終わります。 
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 これから日程第２３ 議案第９０号 区域外道路の認定の承諾についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２４ 認定第３号 平成２４年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２５ 認定第４号 平成２４年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 平成２４年度の決算認定につきましては、去る９月６日の本会議で決算特別委員会に付託し

ましたので、委員長の審査報告を求めます。 
 質疑は、委員長の報告が終わったのちにお願いします。 
 １２番、望月邦彦君。 

〇１２番議員（望月邦彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、委員長の報告が終わりました。 
 望月委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第３号および第４号の委員長報告に対する質疑を終わります。 
 望月委員長、自席にお戻りください。 
 これから、認定第３号および第４号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、認定第３号および第４号の討論を終わります。 
 これから日程第２４ 認定第３号 平成２４年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定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、認定第３号は原案のとおり認定することに決定しました。 
 これから日程第２５ 認定第４号 平成２４年度富士川町水道事業会計決算認定についてを

 １８２



採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定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、認定第４号は原案のとおり認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２６ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを議題とします。 

 これから、認定第５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、認定第５号の討論を終わります。 
 これから日程第２６ 認定第５号 富士川町道路線の認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第５号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２７ 議案第９１号 道の駅建築主体工事請負変更契約の締結について 
   日程第２８ 議案第９２号 道の駅電気設備工事請負変更契約の締結について 
   日程第２９ 議案第９３号 道の駅機械設備工事請負変更契約の締結について 

 以上の３議案については契約締結案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第９１号から９３号までの補足説明を求めます。 
 総務課長、鮫田和博君。 

〇総務課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第９１号から９３号までの補足説明をさせていただきます。 
 まずはじめに、議案第９１号の補足説明をさせていただきます。 
 道の駅建築主体工事の変更内容につきましては、利用者の利便性の向上を図るため、交流施

設南側に自動ドアを１カ所増工するものです。それと厨房の配膳カウンターの増設、また実績

により交通指導員を減額したものであります。 
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 次に、議案第９２号の補足説明をさせていただきます。 
 これにつきましては、道の駅電気設備工事の変更につきましては、情報コーナーの充実を図

るための情報管路の増設、先ほどの厨房の変更に伴う動力配線および電気盤、ブレーカーにな

りますけども、これの変更による増工。またＣＡＴＶの引き込みに多額の経費が発生するため、

室内テレビの受信をアンテナ受信に変更するための増工であります。 
 続きまして、議案第９３号の補足説明をさせていただきます。 
 道の駅機械設備工事の変更内容につきましては、雨水を利用する雨水槽の設置を計画してお

りましたが、砂などの飛散物質の除去器具等に費用が発生することから雨水槽の設置を行わな

いこととした減額でございます。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の議案第９１号から９３号までの補足説明が終わ

りました。 
 これから、議案第９１号から９３号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９１号から９３号までの質疑を終わります。 
 これから、議案第９１号から９３号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第９１号から９３号までの討論を終わります。 
 これから日程第２７ 議案第９１号 道の駅建築主体工事請負変更契約の締結についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第９２号 道の駅電気設備工事請負変更契約の締結についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２９ 議案第９３号 道の駅機械設備工事請負変更契約の締結についてを採

決します。 
 お諮りします。 
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 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９３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３０ 意見書案第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための

意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第１号の提出者の説明を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 秋山委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第１号に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、意見書案第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第１号の討論を終わります。 
 これから日程第３０ 意見書案第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充

を図るための意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３１ 意見書案第２号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方財源確保のため

の意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第２号の提出者の説明を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 
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〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 堀之内委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、意見書案第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 
 これから日程第３１ 意見書案第２号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の

財源確保のための意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３２ 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３３ 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３４ 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３５ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出が

あります。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 
 平成２４年度の決算認定案など重要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会できます
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ことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁、決算特別委員会、各

常任委員会にご協力をいただき、ありがとうございました。 
 これから各種行事が催される時期となります。何かと多忙なことと存じますが、健康には十

分留意されまして、町政の推進になお一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げ、平成

２５年第３回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午後 ０時１１分 
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