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平成２６年第１回富士川町議会定例会（１日目） 

 
平成２６年３月７日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 承認第１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９号）） 
日程第５ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定について 
日程第６ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定について 
日程第７ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定について 
日程第８ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定について 
日程第９ 議案第９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１２号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１４号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
日程第１５ 議案第１５号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１６ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整

理に関する条例について 
日程第１７ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設条例を廃止する条例に

ついて 
日程第１８ 議案第１８号 不動産の譲与について 
日程第１９ 議案第１９号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 
日程第２０ 議案第２０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２号） 
日程第２１ 議案第２１号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 
日程第２２ 議案第２２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 
日程第２３ 議案第２３号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算（第１号） 
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日程第２４ 議案第２４号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 
日程第２５ 議案第２５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５号） 
日程第２６ 議案第２６号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
日程第２７ 議案第２７号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 
日程第２８ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分に

ついて 
日程第２９ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算 
日程第３０ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第３１ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
日程第３２ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第３３ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
日程第３４ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第３５ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第３６ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算 
日程第３７ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
日程第３８ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算 
日程第３９ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第４０ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 
日程第４１ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算 
日程第４２ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
日程第４３ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算 
日程第４４ 議案第４４号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第４５ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
日程第４６ 議案第４６号 峡南北部二病院統合事務組合規約の変更について 
日程第４７ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入契約の締結について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 
 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  堀之内 美 彦       １０番  神 田   智 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  望 月 邦 彦 
１３番  井 上   勝       １４番  小 林   進 
１５番  保 坂   實       １６番  芦 澤 益 彦 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員 
 

１２番  望 月 邦 彦       １３番  井 上   勝 
 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（１６人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
会 計 管 理 者 齋 藤 和 彦 総務課長兼防災課長 鮫 田 和 博 
企 画 課 長 川 手 貞 良 財 政 課 長 田 辺 明 弘 
税 務 課 長 磯 野 英 秋 町 民 生 活 課 長 依 田 一 利 
福 祉 保 健 課 長 笠 井 千 尋 子育て支援課長 秋 山 千 秋 
商 工 観 光 課 長 依 田 正 一 農 林 振 興 課 長 堀 口  進 
建 設 課 長 川住資農夫 上 下 水 道 課 長 細 野 幸 男 
教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 生 涯 学 習 課 長 山 田  直 
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６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 
議会事務局長 秋 山 俊 男 
書    記 野 中 充 香 
書    記 齋 藤  靖 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本定例会は平成２６年最初の定例議会となります。 
 開会に先立ちまして、富士川町民憲章のもと住民・行政・議会が一体となってまちづくりを

進めていくことの意思統一のために、この場で町民憲章を朗読したいと思います。 
 朗読は次代を担う若者を代表して、最年少議員の１番 鮫田洋平君が行います。続いて、ご

唱和をお願いします。 
 ご起立ください。 
 それでは鮫田議員、お願いします。 
 （町民憲章・朗読） 
 ありがとうございました。 
 それでは、相互にあいさつを交わします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 富士川町告示第３号をもって招集されました、平成２６年第１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２６年第１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１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。 
 ２月１４日から１５日にかけて関東甲信地方を襲った歴史的な大雪は、道路を寸断し物流も

滞り、県内各地では孤立集落が発生するなど大きな被害をもたらしました。 
 本町においては、町内一円で家屋の一部損壊をはじめ、カーポートや農業用ビニールハウス

が全壊するなど１億円を超える大きな被害が発生しました。 
 このような中、本町では町当局においていち早く災害対策本部を立ち上げて、道路の除雪に

よる交通の確保や要援護者の安否確認などを優先させて、町民の安全・安心な生活の確保に尽

力をいただきました。 
 今回の大雪に関する災害体験を教訓として、あらゆる災害に対応できるような万全な体制づ

くりを整えていく必要があると感じております。 
 国内では２月９日に東京都知事選挙が行われ、元厚生労働大臣の舛添要一氏が圧勝し日本の

首都、東京のリーダーが決定しました。これから福祉医療の充実や防災力の強化、２０２０年

のオリンピック・パラリンピックの成功など、全国の自治体をリードする政治の実現を期待す

るところであります。 
 さらに、２月７日から２３日までの１７日間にわたり開催されたソチオリンピックでは、数々

の競技において熱戦が繰り広げられ、日本勢としては８個のメダルを獲得しました。メダルの

獲得に加え、日本選手が一心に競技に打ち込む姿は国民に勇気と感動を与えてくれました。こ

れらの喜びが糧となり、６年後に開催される東京オリンピックに向けた準備に引き継がれてい

くものと期待をしております。 
 さて、町内では春を告げる大法師さくら祭りに向けた準備が始まりました。日本桜名所百選
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の認定を受けている大法師の桜が満開となり、町に躍動と活気をもたらしてくれることと思い

ます。 
 また選挙管理委員会では、４月２０日に町長選挙と町議会議員一般選挙の執行を決定いたし

ました。今定例会では現議員の４年間の締めくくりとなる最後の定例会となります。これまで

以上に気を引き締めて、慎重かつ丁寧な審議を行ってまいりたいと考えております。 
 今定例会の議案は、平成２６年度当初予算をはじめ条例制定、条例改正などについて審議を

お願いすることになります。 
 会期は３月１７日までの１１日間を予定しております。議員各位におかれましては、健康へ

の十分な留意と活発な議論をお願い申し上げ、ご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、 
 １２番 望月邦彦君および 
 １３番 井上 勝君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から１７日までの１１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１７日までの１１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。 
 本日は午前に提案を行い、質疑につきましては午後、審議をお願いします。 
 以上で諸般の報告を終わります。 
 ここで、町長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） 
 本日ここに平成２６年３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。 
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 また日ごろから町政推進のため、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を

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

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

民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 
 はじめに２月１４日から山梨県を襲った記録的な大雪は観測史上最多であり、本町でも

１３０センチを超える積雪となりました。この大雪により、県内の各地では集落の孤立や食料

不足など県民生活に深刻な影響が生じ、県では自衛隊の災害派遣を要請する非常事態となりま

した。 
 本町では２月１５日の早朝、大雪災害対策本部を設置し幹線町道と中山間地域の孤立防止の

除雪をはじめ、一人暮らし老人世帯や要援護者の安否確認、人的被害、建物、上水道、電力、

農業施設等の被害状況の把握や、帰宅困難者などの緊急避難所の開設とともに、灯油や食料な

どの物資の不足状況に応じた救援物資の供給、倒壊の恐れがある家屋への対応など被害の拡大

防止策を講じたところであります。さらに雪崩の恐れのある地域につきましては、避難指示を

発令し避難所への誘導を行い、二次災害の防止に努めたところであります。 
 今回の大雪では町内の建設安全協議会や管工事組合、消防団、自主防とともに多くのボラン

ティアの方々が連日にわたり除雪や救助作業にご協力をいただきました。地域の団結と協働に

触れ、改めて感謝とお礼を申し上げるとともに、町といたしましてはこの大雪の教訓をもとに

災害時の対応につきましてより一層、万全な体制で取り組んでまいる所存でございます。 
 さてわが国の経済情勢は、景気の基調判断を緩やかに回復しているものの、海外景気の下振

れがわが国の景気を下押しする危険をはらんでいる上、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要

およびその反動が見込まれるなど、経済活動は留意する必要があるものとしております。 
 政府は景気回復に向けた動きを継続的な経済成長につなげていくため、またデフレからの早

期脱却と経済再生の実現に全力で取り組むため、経済財政運営と改革の基本方針に基づく経済

財政運営を進めるとともに日本最高戦略の実行を強化するため、平成２６年度予算および関連

法案の早期成立を目指しております。 
 また好循環実現のため、経済対策の産業競争力の強化に関する実行計画等に基づき５．５兆

円の平成２５年度補正予算を成立させ、企業収益の拡大を賃金上昇や雇用投資の拡大につなげ

景気の落ち込みの回復を目指しているところであります。 
 一日も早く雇用や所得環境が改善され、国民一人ひとりが豊かな生活を実感できる日本経済

を期待するところであります。 
 その中でも、東日本大震災や多くの大自然災害等による未曾有の教訓から、国土強靭化や低

炭素社会の実現に国民一人ひとりが真剣に向き合い考え、そして豊かで安全・安心な生活の実

現に全力で取り組んでいく必要があります。 
 また消費税増税分を活用した社会保障の充実や医療、介護等の充実など世界的に前例のない

超高齢化社会を迎えるわが国は、今後も安心して暮らせる国となるよう国民的な議論を踏まえ、

私たちは子どもからお年寄りまで誰もが安全・安心して暮らせる社会、潤いのある未来の実現

に向け前進していかなければならないと痛感しているところであります。 
 それでは今定例会に提出いたしました主な案件と主要な事業への取り組み状況について、申

し上げます。 
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 まず、平成２６年度当初予算についてであります。 
 平成２６年度の当初予算は、４月に町長および町議会議員選挙を控えていることから義務的

経費を経常経費を主とした骨格予算を編成いたしたところであります。 
 平成２６年度の地方財政につきましては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が

緩やかに回復することが見込まれる一方、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移

すること等により経費全般について徹底した節減、合理化に努めてもなお依然として大幅な財

源不足が生ずるものと見込まれております。 
 こうした状況の中で、本町におきましても不透明な景気の長期化により、地域経済や地元企

業等を取り巻く環境はさらに厳しさを増しており、町民生活や本町財政の影響が今後も一層強

まることを危惧するものであります。 
 町はこのような厳しい財政状況のもとにおいても、第１次富士川町総合計画に定めた６つの

基本目標を中心に、東部地域開発事業をはじめ子育て支援の充実、防災・防犯体制の整備・充

実等の各種施策に取り組んでまいりましたが、これらの諸施策を継続して取り組んでいくため

には財政構造の実態を的確に把握し、その健全に努め地域の実情に即した効率的な財政運営を

進めることが重要であります。 
 このため徹底した行財政改革の着実な実行に努め、事務事業の整理・合理化による行政の効

率化を図るとともに町民の声を真摯に受け止め、町政運営に反映させる開かれたまちづくりを

展開していくこととしております。 
 また事務事業評価を実施し事業の妥当性、有効性、実行性、効率性、公平性など事業全般に

わたって精査するとともに行政の継続性、緊急的な課題への対応など年度当初から執行が必要

な事業については、柔軟に予算編成をしたところであります。その結果、平成２６年度の一般

会計当初予算は６８億３，１０３万５千円となり、前年度との比較では７．４％減の予算を編

成したところであります。 
 次に峡南北部地域の医療再生についてであります。 
 町では、峡南北部地域における医療課題の解決と地域完結型医療の実現を目指し、社会保険

鰍沢病院と市川三郷町立病院の経営統合を推進してまいりました。これまで峡南北部二病院統

合事務組合を中心に、関係機関のご協力をいただきながら準備を進めてまいりましたが、今般

医療機器、電子カルテやネットワークシステム、院内保育所、シャトルバスの整備などハード

面の整備が順調に進んでいるとともに、診療体制や組織体制などのソフト面についても具体的

な形となったことから、本年４月に峡南医療センターとして新たなスタートを切ることとなり

ました。また本年４月からは医師数が現状よりも４名増加し、充実した医療体制が整ったこと

から市川三郷病院では小児科の診療が、富士川病院では内科の入院がそれぞれ再開されること

となります。 
 この経営統合により両病院の役割分担といたしましては、市川三郷病院が初期診療における

患者を包括的に受け入れる総合型診療病院に、富士川病院が救急医療や高度で専門的な医療を

提供するほか災害時にも峡南地域の拠点となる基幹診療型病院となります。新たに出発する峡

南医療センターの２病院と介護老人施設が一体となり、医療ケア機能の強化および経営改革を

図りながら、地域住民の求める医療サービスを提供できる病院づくりにまい進してまいりたい

と考えております。 
 次に大規模商業施設オープンについてであります。 

 １０



 町道青柳横通り線の南側用地に建設中の大規模商業施設につきましては、順調に開業準備が

進められ、店舗の核となる株式会社くろがねやが３月１２日、株式会社オギノが３月２０日に

それぞれオープンすることとなりました。事業主体である株式会社フォレストおよび株式会社

くろがねやにつきましては、青柳商店街や道の駅富士川などと連携し、周辺地域の賑わいの場

となるよう期待をしているところであります。 
 次に、消費税改正に伴う使用料条例の改正についてであります。 
 平成２４年８月に成立した、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律において、消費税率が平成２６年４月１日から８％

に引き上げられます。消費税率の引き上げに伴う公の施設の使用料の対応につきましては、消

費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であることを踏まえ、円滑かつ適正

に転嫁されるよう必要な措置を講ずることが要請されていることから、施設の維持管理費等の

物件費にかかる価格変動の影響を緩和し、利用者に大きな負担を及ぼすことがないよう、消費

税率の改定相当分にあたる３％程度の増額と本年４月からの適用をお願いすることとし、今定

例会に改正が必要となる関係条例の整理に関する条例を提出しております。 
 次に障害者就業施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針についてであります。 
 障害者が自立した生活を送るためには、就労によって経済的および精神的な支援基盤を確立

することが重要であることから、平成２５年４月１日に施行された国等による障害者就労施設

等からの物品等の調達の推進等に関する法律では、国や地方公共団体等が率先して障害者就労

施設から物品等の調達を推進するよう定められております。町では法律の要請を受け、障害者

就業施設等からの物品等の調達の推進を図る基本方針を策定し、この基本方針に基づきまして

障害者就労施設への発注と優先調達の推進を図ってまいりたいと考えております。 
 なお、平成２６年度におきましては保健福祉支援センターの清掃業務について町内２カ所の

障害者就労支援事業所に委託をしていく予定であります。 
 次に鰍沢中部小学校の閉校についてであります。 
 昭和３４年、鬼島、箱原、鹿島、長知沢地区にあった４つの分校が統合し、鰍沢中部小学校

として開校されました。以来５５年の長い歴史を刻み、約７００名余の卒業生を送り出し、今

日まで学びの館として大きな役割を果たしてまいりました。 
 しかし開校当時、２００名近く在籍していた児童も時代の流れの中で少子化の波を受け平成

２５年度では１桁にまで減少したことから、ある程度の人数の中で学習することが望ましいと

する町教育委員会の提言を受け、地域・保護者の皆さま方、学校関係者、町議会の皆さまと議

論を深める中、平成２６年３月をもって閉校し来年度より鰍沢小学校との統合を決断するに

至ったものであります。 
 今日までご尽力賜りました学校関係者、保護者をはじめ地域の皆さま、卒業生の皆さま、こ

れまでのご支援・ご協力に深く感謝を申し上げ、心から厚くお礼を申し上げる次第であります。 
 閉校後の学校施設等につきましては、地域の皆さまのご理解・ご協力をいただく中で中部地

区の活性化のため、よりよい利活用の方法を検討してまいりたいと考えております。 
 ３月２２日、土曜日には閉校式典および閉校記念事業を執り行うこととしており、現在、実

行委員会でその準備を進めているところでありますが、議員各位にもぜひともご出席を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 
 次に道の駅富士川についてであります。 
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 本年７月オープン予定の道の駅富士川は、観光や地域情報の発信をはじめ特産品の展示や直

売、軽食の提供など道の駅としてのサービス内容の充実を図り、道路利用者への良好な休憩の

場を整備することによって、町内外の多くの方々にご利用いただくことを期待しているところ

であります。 
 町では昨年５月に道の駅富士川や塩の華など、観光関連３施設を一体的に管理・運営するこ

とを目的に株式会社富士川を設立し、居村社長の豊富な経験と卓越した経営手腕により、従業

員の意識改革や経営改革などに積極的に取り組み、安定したサービス提供とともに収益の向上

にも大きな成果を残しているところであります。 
 このような中、本年７月の道の駅富士川のオープンに向けての開業準備や諸手続きを行うた

めには、一定の期間を要することから、今定例会に関係条例の制定案件と施設運営にかかる指

定管理者の指定案件を上程しているところであります。 
 また道の駅の進捗状況につきましては、現在、外構の造成および駐車場の整備をはじめ厨房

設備設置工事が行われており、今月の完成に向け順調に進められております。７月のオープン

に向け引き続き什器の整備や施設のインテリアデザインによる内装工事を行うとともに、電気

自動車の急速充電器を設置することとしております。 
 次に町制施行５周年記念事業についてであります。 
 本町は平成２２年３月８日に富士川町として発足し、平成２７年３月８日には５周年の節目

を迎えます。合併以降、町では旧町の枠組みを超え町民の皆さんとともに一体感のある富士川

町の構築を目指し、さまざまな施策を展開してまいりました。 
 これまでの政策は着実に実を結び、暮らしと自然が輝く交流の町への取り組み成果としては

確実に表われてきているところであります。 
 平成２６年度は通年にわたり、町制施行５周年を祝う記念事業を展開してまいりたいと考え

ております。 
 記念事業といたしましては町制５周年の記念式典をはじめ、山車巡行まつりや健康ウォーキ

ング、町の歌、町の鳥の制定などの事業のほか既存イベントと連携した企画を実施し、町民の

皆さまとともに盛大に祝ってまいりたいと考えております。これらの記念事業等の開催にかか

る所要の経費を当初予算に計上しているところであります。 
 次にリニア中央新幹線対策についてであります。 
 リニア中央新幹線対策につきましては、沿線住民の皆さまが抱える心配ごとや懸念されてい

ることへの解消を目的に、本年の１月２７日・２８日の両日、事業者であるＪＲ東海を招き地

域懇談会を開催いたしました。地域懇談会は、特にリニアの影響が大きい小林、天神中條、最

勝寺地区の公表された中心線の５０メートル以内の皆さまを対象に、述べ約９０人の出席をい

ただき、具体的な内容に触れた意見交換がなされ、開催目的はおおむね達成できたものと感じ

ております。 
 今後はＪＲ東海における事業認可手続き等が今年の夏ごろから進められ、さらに平成２７年

の夏ごろには工事着工に向けた住民説明会が予定されております。 
 このような状況を踏まえ、町といたしましては沿線の皆さまからも要望のあった実際のリニ

ア走行に伴う振動や騒音の体感や電磁波の数値を確認していただく機会として、沿線の皆さま

を対象としたリニア体感会を都留市の実験線で開催していく予定であります。 
 リニア建設事業に関しましては、事業の進捗と同時にさまざまな問題や課題が生じてまいり
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ます。町では今後もさらに住民の皆さまの相談や要望に応えていきたいと考えております。 
 次に経済対策にかかる補正予算についてであります。 
 経済の成長力、底上げ等、好循環の実現を図り持続的な経済成長につなげるため、国の補正

予算の成立を受け、道路等の都市基盤にかかる社会資本整備事業や学校施設環境の整備につい

て関係する補正予算をお願いするものであります。 
 道路事業では平林伊奈ヶ湖線、大椚大久保線、青柳１号線、青柳１１号線および青柳長沢線

の５路線の道路改良工事費等を計上し、平成２６年度当初予算と合わせて整備し、このうち青

柳１号線、青柳１１号線、青柳長沢線の３路線については明年度の完成を目指しているところ

であります。 
 学校施設では自然エネルギーの活用と環境教育推進のため、増穂小学校２号棟および鰍沢中

学校に太陽光発電設備設置にかかる経費を計上し、両校の環境整備に向けた取り組みを進める

こととしております。 
 なお、国の経済対策により平成２５年度事業として今定例会に計上いたしました工事関係の

予算補正および年度内の執行が困難な事業につきましては、合わせて繰越明許費をお願いして

いるところであります。 
 以上、主な予算と主要な取り組みについて申し述べさせていただきました。 
 終わりに町議会議員の皆さまにとりましても、私にとりましても４月が任期満了であります

ので本定例会が最後の定例会となります。 
 この４年間は、新町の誕生という新しい時代に踏み出した重要な時期でありましたが、地方

分権が進む中で、将来を見据えたまちづくりにお力をお貸しいただくとともに、議員の皆さま

とは真摯な議論を交わす中で数多くの先進的な施策を生み出し、多くの成果を挙げることがで

きたものと思っております。これもひとえに議長・副議長をはじめとした議員の皆さまの高い

識見の賜物であり、心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。 
 議員の皆さまは今任期を最後に勇退される方、また改めて選挙に挑まれる方などそれぞれの

志があろうと思いますが、優れた政治的感覚をもって今後も引き続き富士川町のさらなる発展

のためにお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。 
 ご勇退されます方々には、これまでのご労苦に対して町民を代表いたしまして改めて深く感

謝の意を表したいと思います。 
 また再度、立候補される方々には心よりご健闘をお祈り申し上げます。議員各位のご尽力・

ご協力に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 
 なお、今定例会に提出いたしました案件は専決処分承認案件１件、条例制定案件４件、条例

改正案件８件、条例廃止案件１件、不動産譲与案件１件、補正予算案件９件、剰余金処分案件

１件、予算案件１５件、指定案件１件、契約変更案件１件、組合規約変更案件１件、契約締結

案件１件、合わせて４４件の議案を提出しております。 
 提案理由につきましては議案ごとに申し上げさせていただくことにいたしますので、よろし

くご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で町長のあいさつを終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 承認第１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９号））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、承認第１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１号の補足説明をさせていただきます。補正予算（第９号）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） 
 詳細については、事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定について 
   日程第６ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定について 
   日程第７ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定について 
   日程第８ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定について 

 以上の４議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― 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５号から第８号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第５号および第６号の補足説明を求めます。 
 商工観光課長、依田正一君。 

〇商工観光課長（依田正一君） 
 それでは議案第５号 富士川町直売所条例の制定についての補足説明をさせていただきます。 
 直売所が立地する場所は国道５２号、甲西道路と旧国道５２号が交差する交通の要所でござ

います。 
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 直売所は富士川町朝市、これは寄り道マーケットの開催のため毎月第２・第４日曜日の２日

に限り施設の利用を行っています。今後、さらなる町の産業振興、観光振興を図るため朝市の

開催に影響のない範囲で住民に貸し出すため、設置および管理に関する条例の制定を行うもの

であります。 
 施行期日につきましては、平成２６年４月１日からであります。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 
 続きまして議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定についての補足説明をさせていた

だきます。 
 道の駅は道路の利用者への良好な休息の場の提供、観光地域情報の発信等による地域住民と

往来者との交流の場でもあります。それから地域の特産品の展示、販売による地域産業の振興

を図り、指定管理に適切な管理運営業務を行うため設置および管理に関する条例制定を行うも

のであります。 
 施行期日につきましては、平成２６年４月１日からであります。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第７号および第８号の補足説明を求めます。 
 農林振興課長、堀口進君。 

〇農林振興課長（堀口進君） 
 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定についておよび、議案第８号 羽鹿島財

産区議会設置条例についての補足説明をさせていただきます。 
 財産区の議会を設置しようとするときは、地方自治法第２９５条の規定により、都道府県知

事は市町村議会の議決を経て条例を制定することとされております。 
 このほど青年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、本町にある２つの財産区議会設置条例の改正を行う必要が生じてまいりました。 
 通常、一部を改正する条例において対応するところでありますが、本町の財産区議会設置条

例は合併時におきまして、地方自治法施行令第３条の規定により必要な事項につき新町におい

て条例、または規則が制定施行されるまでの間、将来その地域に施行された条例または規則を

当該普通地方公共団体の条例、または規則として当該地域に引き続き施行することができると

して、暫定的に施行された条例であります。 
 ついては今回の公職選挙法の改正により、富士川町条例として新規に制定することとなりま

した。よって、次のとおり鰍沢町有林財産区議会設置条例および羽鹿島財産区議会設置条例を

富士川町条例として定める必要があるため、提出いたします。 
 以上でございます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第９ 議案第９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 
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   日程第１１ 議案第１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第１２号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１４号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１５号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する

条例について 
 以上の８議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ８議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第９号から第１６号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第９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９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例につきまして、補足

説明をさせていただきます。 
 この条例は峡南医療センターの設置に伴い改正するものであります。 
 第７条の車庫および停留所の位置につきまして、新旧対照表をご覧ください。 
 ２項中の「鰍沢病院」を「富士川病院」に改正するものであります。 
 施行期日は平成２６年４月１日からとします。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第１０号および第１１号の補足説明を求めます。 
 総務課長兼防災課長、鮫田和博君。 

〇総務課長兼防災課長（鮫田和博君） 
 それでは、議案第１０号および第１１号の補足説明をさせていただきます。 
 まずはじめに、議案第１０号の補足説明をさせていただきます。 
 この改正は消防団のラッパ隊員の人員確保を図るために、報酬額の改正を行うものでありま

す。 
 それでは新旧対照表の１枚目の裏面をご覧いただきたいと思います。 
 改正前はラッパ隊長、ラッパ隊員の報酬額の区分がなく団員として１万円の支給をしていま

したが、改正後は報酬額をラッパ隊長を班長と同額の１万７千円とし、ラッパ隊員を機械係と

同額の１万２千円とする改正であります。 
 なお、この条例の施行は平成２６年４月１日となります。 
 続きまして、議案第１１号の補足説明をさせていただきます。 
 この改正は平成２５年山梨県人事委員会の勧告により期末手当の支給割合について、民間と

の均衡を図るため、支給月数を引き下げる改正であります。 
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 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 
 まず第１２条の２、第１項の規定は大規模災害からの復興に関する法律第５６条第１項の規

定により復興計画の作成等のため、派遣された職員に対し災害派遣手当を支給することができ

る旨の規定を追加する改正であります。 
 次に第１７条の２項は一般職員および特別幹部職員について、また次のページになりますが

同条第３項では再任用職員について、６月支給分と１２月支給分の期末手当の割合をそれぞれ

１００分の２．５引き下げる改正であります。 
 附則第９項の改正については、給与構造改革における経過措置額の期限を平成２６年３月

３１日までとして廃止するものであります。 
 なお、この条例の施行は平成２６年４月１日となります。 
 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第１２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１２号 富士川町特別会計設置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。 
 活性化事業特別会計の廃止に伴いまして一部改正をするものでございます。 
 裏面の新旧対照表のほうをお願いいたします。 
 １条中、１４号を削りまして１５号を１４号とし、１６号を１５号とするものであります。 
 施行期日につきましては、平成２６年４月１日からです。 
 経過措置につきましては２５年度の収支および支出、ならびに決算につきましては従前の例

によるものでございます。 
 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） 
 次に議案第１３号および第１６号の補足説明を求めます。 
 生涯学習課長、山田直君。 

〇生涯学習課長（山田直君） 
 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例についての補足説明を行い

ます。 
 富士川町立鰍沢中部小学校の廃校に伴い、運動場、体育館、学校、プールを社会体育施設と

して規定し直す条例改正を行うものです。 
 続きまして議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関す

る条例についての補足説明を行います。 
 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い富士川町内の公共施設、具体的には町民会館、増

穂文化ホール、教育文化会館、町内社会体育施設、鰍沢福祉センター、ふれあいプラザ、児童

センター、高齢者ふれあいセンター、増穂ふるさと自然塾、交流センター塩の華の使用料につ

きまして改定するもので、１０の条例の一部改正を一括して改正を行います。 
 改正の内容につきましては施設使用料を現行の消費税５％で割戻し、新たに消費税８％を乗

じ１０円未満は四捨五入をしてございます。 
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 附則としまして、この条例は平成２６年７月１日から施行適用することとしております。 
 以上で補足説明を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第１４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１４号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町児童センターの使用料について、公益性の高い団体が利用する場合の使用料につい

て改正をする必要があるためのものでございます。 
 富士川町児童センター条例においては、児童センターで行う事業として児童の福祉増進に関

すること、遊びの指導、児童福祉に関する行事、健全育成相談、地域組織活動の育成指導など

児童福祉に関する事業を規定しており、このような事業で利用する場合の利用料は無料として

います。 
 一方、そのほか町長が認める事業や行事についても有料で利用可能としており、営利を目的

とした利用や公益性に欠けるが、特に必要と認めるような場合の利用も想定した条例となって

いるため、公益性のある事業とのすみ分けが必要であると考え、公益性のある事業に対しての

使用料の減免規定を加え、改正するものであります。 
 新旧対照表をご覧ください。 
 １０条、１１条以下を１条ずつ繰り下げまして１１条に使用料の減免ということで、町長は

公益上必要があると認めるときは前条ただし書きに定める使用料を減額し、または減免するこ

とができるということでございまして、施行は公布の日から施行するということになっており

ます。 
 以上で補足説明を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第１５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１５号の、富士川町有住宅管理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。 
 今回の改正でありますが、町有住宅の入居率増加を図るため、町有青柳団地と鰍沢団地の家

賃および駐車場の使用料を改正するものであります。 
 当初の町有住宅の家賃設定は、旧雇用促進住宅時代の家賃体系の２型、３型平均を参考に設

定しましたが、今回は峡南地域で旧雇用促進住宅を買い取った町の家賃を参考に、旧雇用促進

住宅の家賃設定の一番低いところの１型を参考に設定をさせていただきました。 
 また駐車場使用料も、本町にあります県営住宅の駐車料使用料に合わせて改正を行うもので

あります。 
 改正内容でありますが、裏面の新旧対照表で説明させていただきます。別表第１の家賃でご

ざいます。 
 青柳団地「月額２万５千円」を「月額２万円」に改正。鰍沢団地「月額３万６千円」を「月

額２万８千円」に改正します。 
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 別表第２の駐車場でございますが、青柳団地および鰍沢団地とも「月額３千円」を「月額２千

円」に改正するものであります。 
 施行期日につきましては平成２６年４月１日といたします。よろしくお願いいたします。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設条例を廃止する条例についてを議

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１７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） 
 それでは補足説明をさせていただきます。 
 穂積地区多目集会施設でありますゆずの里ふれあいセンターにつきましては、農林業の振興

と住民福祉の向上を図るため、平成２年に国の補助金を活用し町の施設として設置したところ

でございますが、その利用実績からほぼ地区の専用施設となっておりますので、より地域の自

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ことから、この条例を提出するもの

であります。 
 なお、この条例は平成２６年４月１日から施行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、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 議案第１８号 不動産の譲与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１８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１８号の補足説明をさせていただきます。 
 先ほどの１７号議案の条例廃止とともに施設を地区に譲与するため提案したものであります。 
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 以上でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１１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１９ 議案第１９号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 
   日程第２０ 議案第２０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２号） 
   日程第２１ 議案第２１号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２２ 議案第２２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
   日程第２３ 議案第２３号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２４ 議案第２４号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２５ 議案第２５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５号） 
   日程第２６ 議案第２６号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第２７ 議案第２７号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 以上の９議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ９議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第１９号から第２７号までの補足説明を求めます。 
 まず、議案第１９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１９号の補足説明をいたします。表紙の裏をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算の補正の詳細については、事項別明細書により説明いたします。 
 事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 ３２ページから４０ページは給与費明細書になっております。 
 ４１ページは起債に関する調書になっていますので、ご参照ください。 
 それでは前に戻っていただき、６ページから７ページの説明をさせていただきます。 
 （以下、第２表 繰越明許費補正、第３表 地方債補正朗読説明） 
 以上、説明のほうを終わらせていただきます。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第２０号および第２１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２０号、２１号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２５年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の裏面をご覧ください。 
 （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表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただき

ますので事項別明細書をお開きください。 
 （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２１号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。裏面をご覧ください。 
 （以下、平成２５年度富士川町後期高齢者特別会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算補正の詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただ

きますので事項別明細をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上、議案第２０号、第２１号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、議案第２２号と第２３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２２号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号）。表紙の裏面をお開きください。 
 （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） 
 事項別明細書によりご説明をいたしますので、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） 
 続きまして、議案第２３号の補足説明をさせていただきます。 
 議案第２３号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。表紙の

裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算の朗読） 
 事項別明細書により、ご説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護サービス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、議案第２２号および２３号の補足説明を終わらせていただきます。どうぞご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 次に議案第２４号の補足説明を求めます。 
 教育総務課長、野中正人君。 
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〇教育総務課長（野中正人君） 
 それでは、議案第２４号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号）。裏面をお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算の朗読） 
 事項別明細書で説明をさせていただきます。１ページをご覧ください。 
 （以下、平成２５年度富士川町奨学金特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に議案第２５号から第２７号までの補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第２５号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算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をさせていただきます。 
 事項別明細書の１ページをお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 次ページから１１ページまでは給与費明細書となっていますので、ご参照ください。前に戻っ

ていただき、３ページをお願いします。 
 （第２表 繰越明許費補正朗読） 
 続きまして、議案第２６号の富士川町下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。 
 （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。 
 事項別明細書、１ページをお開きください。 
 （以下、平成２５年度富士川町下水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 次ページから１３ページまでが給与費明細書となっていますので、ご参照ください。 
 前に戻っていただきまして、３ページをお願いします。 
 （以下、第２表 繰越明許費、第３表 地方債補正朗読） 
 １４ページが地方債の現在高の見込みに関する調書になっていますので、ご参照ください。 
 引き続きまして、議案第２７号の富士川町水道事業会計補正予算（第２号）の補足説明をさ

せていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、水道事業補正予算説明により説明させていただきます。 
 ３ページをお願いします。 
 （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） 
 なお、６ページが資金計画、７ページからが給与費明細書となっていますのでご参照くださ

い。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２８ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本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２８号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、細野幸男君。 

〇上下水道課長（細野幸男君） 
 議案第２８号の資本剰余金の処分についての補足説明をいたします。 
 みなし償却を行う期間のうち減価償却を行わなかった部分に相当する部分の撤去により発生

する損失９２０万３，５５９円は、下水道工事に伴い水道管の敷設替えによる管撤去、延長

４１０．１メートル、８０３万２，１３４円とそれから第９水源取水ポンプ取り替え工事に伴

い除去した取水ポンプ施設１１７万１，４２５円であります。これを資本剰余金で補填するも

のでございます。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２９ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算 
   日程第３０ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第３１ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第３２ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第３３ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
   日程第３４ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第３５ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第３６ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第３７ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第３８ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第３９ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第４０ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第４１ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第４２ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
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   日程第４３ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算 
 以上の１５議案は平成２６年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案についての提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 平成２６年度一般会計および各特別会計予算案を提出するにあたりまして、その概要をご説

明申し上げます。 
 平成２６年度は政権交代後の経済再生に向けた緊急経済対策の効果に加え、世界経済の緩や

かな持ち直しが期待されることから、わが国の経済も緩やかに回復していくものと見込まれる

ものの、本町においては景気回復の様子はいまだ見られず、地域経済や地元企業等を取り巻く

環境はさらに厳しさを増しており、町民生活や本町財政への影響が今後一層強まることを危惧

するものであります。 
 町はこのような厳しい財政状況下においても、第１次富士川町総合計画に定めました６つの

基本目標を中心に各種施策に取り組んでまいりましたが、これらの諸施策を継続して取り組ん

でいくため、徹底した行財政改革の着実な実行に努め事務事業の整理・合理化による行政の効

率化を図るとともに、事務事業評価の結果などを考慮しながら事業の妥当性、有効性、効率性、

公平性など事業全般にわたって精査し、予算を編成したところであります。 
 当初予算につきましては、平成２６年４月に町長および町議会議員選挙を控えているため、

経常経費を主として補助金申請の都合等により当初予算に計上しなければならない政策的経費

を加えた骨格予算といたしました。 
 以上の観点から国・県の予算方針を踏まえ、暮らしと自然が輝く交流の町を目指した予算と

して一般会計で６８億３，１０３万５千円と前年度比７．４％減の当初予算を編成したところ

であります。 
 一般会計のうち歳入について申し上げます。 
 町の主要財源である町税につきましては、全体で１４億２，６４２万４千円と前年度と同程

度を見込んでおります。このうち基幹税目であります町民税につきましては、引き続き厳しい

雇用情勢でありますが景気回復傾向にあることを勘案し、前年度比１％増の６億１，３７８万

５千円を見込んでおります。地方交付税につきましては５年間の合併算定替えが適用され、合

併前の旧両町の額が補償されることから、前年と同額の２２億円を計上いたしたところであり

ます。 
 各種の交付金や剰余金は消費税の増税により地方消費税、交付金等に増加が見込まれます。

分担金及び負担金につきましては人口減等の要因により減少が見込まれ、全体的な歳入不足を

補填するため基金からの繰り入れ１１億５千万円を計上いたしました。骨格予算による政策的

経費の減少から国・県支出金や地方債の減少となり、国からの地方交付税の振り替え財源とし

て後年度において全額交付税措置される臨時財政対策債を本年度も３億円見込んでおります。 
 次に歳出について申し上げます。 
 第１款議会費では、年間の議会運営にかかる諸経費を計上いたしました。 
 ２款総務費では特別職を含む人件費、議場マイクシステム導入工事費、町長選挙および町議

会選挙費、そして町制施行５周年記念事業として実施する山車巡行まつりにかかる経費、地域

力創造交付金などを計上いたしました。 
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 第３款民生費では、すこやかで笑顔が溢れるまちづくりの推進に向け、町の福祉サービスの

充実にかかる経費、高齢者がいつまでも生きがいを持って豊かに暮らせるよう生きがい活動に

要する経費、障害児や障害者が有する能力や適正に応じ、自立した日常生活や社会生活を営む

ことができる環境づくりに取り組む経費、子どもたちの健全育成や子育て環境の充実を図るた

めの経費を計上いたしました。 
 第４款衛生費では、地域医療救急医療体制の確保を図るための経費や感染症等の予防を図り

町民が生涯を通じて健康で元気な生活を送るための経費、またゴミの排出抑制による減量化を

推進するため、リサイクルステーションを活用した資源ゴミの再資源化にかかる経費などを計

上いたしました。 
 第５款は労働費でありますが、労働金庫への預託金であります。 
 第６款農林水産業費では新たな農業の担い手を育成するため、昨年に引き続き新規就農総合

支援事業をはじめ鳥獣害防止対策、中山間地域総合農地防災事業、農地環境整備事業などの農

業基盤の整備に向けた経費を計上いたしました。 
 第７款商工費では商店街の活性化に向け、魅力と活力のある商店街創出支援事業や甲州富士

川まつり、ふじかわ夏まつりＲ５２などの経費と町制施行５周年記念事業として実施するト

レッキング大会などの経費を計上したところであります。 
 ８款土木費では継続事業であります道路改良工事費、また道の駅建設事業にかかる工事費等

の所要額を計上し、道の駅は平成２６年７月のオープンを目指し努めているところであります。 
 第９款消防費では安全・安心で生活の質が高いまちづくり促進のため、防災体制の充実を図

る経費を計上しております。 
 第１０款は教育費であります。増穂小学校太陽光発電設置工事に伴う屋上の屋根改修工事費

を計上いたしました。また鰍沢中部小学校の閉校等に伴い、明年度から運行するスクールバス

の運転業務委託料を計上いたしました。 
 各小中学校の経費につきましては、児童および生徒の学校環境の整備と教育環境の充実を図

るための経費を計上したところであります。 
 また、子どもから高齢者まであらゆる世代の人々が生き生きと学び、活動できるよう生涯学

習の推進を図るとともに、文化財や伝統芸能等の保護・育成にかかる所要経費を計上するとと

もに、誰もが気軽にスポーツに親しみ、心身ともに健康維持できるよう利根川公園プールサイ

ド改修工事費など所要の経費を計上いたしております。 
 第１１款は災害復旧費であります。災害発生時の応急的な復旧経費として重機借り上げなど

の経費を計上したところであります。 
 第１２款が公債費でありますが、今年度は平成１６年度に借り入れを行った臨時財政対策債

の借り換えがあるため、前年度比８．３％増の９億２，３３５万４千円を予定しており、歳出

全体に占める割合は１３．５％であります。起債の借り入れにあたりましては効率的な充当を

心掛けるとともに、後年度負担が過大にならないよう運用に配慮して行いたいと考えておりま

す。 
 第１３款は諸支出金であります。公営企業会計であります水道事業会計への補助金を計上す

るとともに、平成２５年度新設いたしました過疎地域自立促進基金などの各種基金を計上して

おります。 
 次に特別会計１３件および、公営企業会計であります水道事業会計について申し上げます。 
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 国民健康保険特別会計は、低所得者や高齢者の割合が高く財政基盤が弱いという構造的な問

題を抱えております。このため一般会計からの繰り入れを行うとともに町民の健康づくりの充

実により医療費の削減に努めるほか、医療費の適正化や収納率向上対策の実施など財政運営の

健全化に努めてまいります。 
 後期高齢者医療特別会計は、平成２０年度に創設された制度であります。制度の啓発や普及

とともに医療費削減に努めてまいりたいと考えております。 
 介護保険特別会計であります。第５期介護保険事業計画に基づきまして、介護保険財政の安

定的な運営を図るとともに地域包括支援センターを中心に介護予防や相談支援施策を推進し、

高齢者が安心して暮らすことができるまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 
 介護サービス事業特別会計であります。通所介護サービス事業や小規模多機能型居宅介護事

業を中心に介護サービスの提供に努めることとしております。 
 次に奨学金特別会計でありますが、奨学金の新規貸付者を３名として計上しているところで

あります。 
 次に簡易水道事業特別会計であります。簡易水道の適正な運営を図るため、広域的な維持管

理と水質保全を行い、安全な飲料水の確保を安定的に供給してまいりたいと考えております。 
 次に下水道事業特別会計であります。長い年月と多額の投資が必要となるため、建設および

維持コストの縮減や効率的な管理運営に努めるとともに普及促進に努め、公共用水域の水質保

全や生活環境の向上を図ってまいりたいと思います。安全・安心の市街地形成を図るため総合

的な浸水対策と雨水対策事業を進めてまいりたいと考えております。 
 次に営農飲雑用水事業特別会計であります。中山間地域の水の安定供給を確保するため施設

の維持管理に努めてまいります。 
 次に箱原農業集落排水事業特別会計でありますが、農業用水の水質保全と農村の環境改善を

目的に排水処理施設の適切な維持管理に努めてまいります。 
 次に鹿島財産区特別会計であります。森林の保全と財産区の運営経費として、所要の額を計

上したところであります。 
 次にカラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計でありますが、同じく所要の額を計上し

たところであります。 
 次に峡南地区ことばの教室共同設置特別会計であります。共同設置の目的に沿いまして、そ

れぞれ所要の額を計上したところであります。 
 次に峡南地区充指導主事共同設置特別会計でありますが、これも共同設置の目的に沿いまし

て所要の額を計上したところであります。 
 最後に水道事業会計でありますが、安心で安全な飲用水の安定供給を確保するため老朽管の

敷設替えや施設の維持管理に努めるとともに、水質管理と有収率の向上に取り組んでいきたい

と考えております。 
 以上２６年度の予算の概要について申し上げました。よろしくご審議のほどをお願い申し上

げます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 
 本案については、担当課長の補足説明は省略します。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４４ 議案第４４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、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４４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。 
 株式会社富士川は塩の華、つくたべかん、道の駅富士川を一体的に管理・運営するために設

立した会社であります。 
 道の駅の外構工事の完成は３月の予定で、内装設備工事等を含めますと全部の完成は５月の

予定であります。７月のオープンに向けまして商業空間のデザインの工事や什器等の整備、各

種営業許可等の申請等、一定の準備期間が必要なため本議会に提案させていただきます。 
 指定管理期間は平成２６年の７月１日から平成３０年３月３１日までの３年９カ月で、これ

につきましては塩の華、つくたべかんの指定管理終了日と合わさせていただきます。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４５ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、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４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についての補足説明をさせて

いただきます。 
 今回の変更につきましては、事業計画の変更と追加となってございます。 
 計画の１ページをご覧いただきたいと思います。 
 過疎債の借り入れ事業の変更に伴っての事業計画の変更となります。事業区分の生活環境の

整備の防災ヘリコプター離着陸場整備事業を、医療の確保のドクターヘリ地域救急搬送拠点整

備事業に変更するものでございます。 
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 次に３ページをお開きください。 
 これにつきましては基金条例の制定に伴い、事業計画に基金積み立てに関する計画を追加す

るものでございます。 
 ３ページから５ページが事業計画の追加となっております。 
 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、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４６ 議案第４６号 峡南北部二病院統合事務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、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４６号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２６年４月１日から峡南医療センター企業団を開始するにあたり、現在の峡南北部二病

院統合事務組合の規約を改正し、峡南医療センター企業団規約として制定するものです。 
 峡南医療センター企業団規約 
 まず１条の企業団の名称。峡南医療センター企業団という。 
 それから第４条をご覧ください。 
 地方公営企業法の適用で、病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用とするものです。 
 それから事務所の位置、５条ですが富士川町鰍沢３４０番地１に、６条の議会の組織および

議員の選挙の方法は、企業団の議員は定数は１０人とし、構成団体ごとの定数はそれぞれ５人

とするものです。 
 １枚まくっていただいて企業長、第８条ですが企業団に企業長を置く。 
 それから１０条の顧問ですが、企業団に顧問を置くことができる。 
 監査委員、１２条です。企業団に監査委員２名を置くことができる。 
 それから開設者会議、第１３条です。企業団の事業の適切な運営を図るため、峡南医療セン

ター企業団開設者会議を置く。 
 それから１４条の経費の支弁の方法です。２項にあります負担金の負担割合は市川三郷町

５０％、富士川町５０％とするものです。 
 ３項ですが、ここに書かれていることは構成団体の負担金に交付税は入らないというような

ことが書かれています。 
 この規約は平成２６年４月１日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４７ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入契約の締結についてを議題とします。 

 町長から本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（芦澤益彦君） 
 次に、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４７号の補足説明をさせていただきます。 
 物品名につきましては、道の駅「富士川」什器であります。 
 入札方法は指名競争入札で邦文堂、アルプス事務機、藤光、マルアイ産機、三和商会、正直

堂の６社において去る２月２２日に実施しました。 
 入札は２回行いましたが、落札者がなく最低価格を入札したマルアイ産機と協議を行い、そ

の結果、甲府市青葉町７番１０号、株式会社マルアイ産機との協議が整いましたので、予定価

格７２８万円に消費税８％を加えた７８６万２，４００円で協議随契とし、翌日の２８日付け

で仮契約の締結を行いました。 
 なお、落札については協議随契のため１００％となります。 
 また納期につきましては、平成２６年６月２７日であります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で、町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。 
 ここで、暫時休憩します。 
 再開は午後１時３０分とします。 

休憩 午後１２時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３０分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 午後は質疑の日程になっています。 
 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとしますので、ご協力をお願いします。 
 なお、議案第１９号から第２７号までの補正予算案９件と、議案第４６号の峡南北部二病院

統合事務組合規約の変更については質疑終了後、討論・採決を行いますのでよろしくお願いし

ます。 
 また、議案第５号から第８号までの条例制定案４件と、議案第２９号から第４３号までの平

成２６年度予算案については、お手元に配布した議案付託表のとおり所管の常任委員会に分割
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して付託しますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４ 承認第１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９号））を議題とします。 
 これから、承認第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、承認第１号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第５ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定について 
   日程第６ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定について 
   日程第７ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定について 
   日程第８ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定について 

 以上の４議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 本案は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５号から第８号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 委員会のほうに付託するんですけども、ちょっと確認したいのが富士川町の直売所条例の利

用の制限第５条ですね、ここに１、２、３とあるわけですけども、この公の秩序を乱している

ということと、あと次の富士川町道の駅の富士川条例にも利用の制限というのがあるんですね。

たしかに指定管理者と直売所、直営とは違うんですけども、この利用の制限については（１）

こちらは公益を害し、または風俗を乱す恐れがある。同じことを言っているんですけども、言

い回しがこういうふうに違うというのは、違う条例だから言い回しも違うんだよとあるのかも

しれないんですけども、やはりもし、こういったところも分かりやすいように統一しても意味

はそんなに変わらないと思うし、例えば施設を汚染し、または破損する恐れがあるときという

のが道の駅。それで直売所のほうは直売所の施設を損傷し、または滅する恐れがあるときとい

うことで、滅失とか破損とか厳密に言えば違ってくるんでしょうけども、こういった項目って

同じようにしたほうがより町民は分かりやすいと思うんですけども、その点についてもし町の

ほうで、こういう目的でこういう意図があってこの言い回しが違うんだよということがあれば

教えていただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 商工観光課長、依田正一君。 
〇商工観光課長（依田正一君） 

 秋山議員の直売所の条例の５条、それから道の駅の条例の４条、まず直売所の条例の５条に

つきましては、先ほど秋山議員が言ったように、これはあくまでも町が管理するものでござい
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ます。ですので公の秩序を守ると。町が直接その場にいませんので、ある程度お貸しした人に

こういう細かいことで、ある程度は締め出すと。 
 もう１つ、道の駅富士川の条例につきましては指定管理者に業務を預けるということで維持

管理に関する業務、このへんは規則とか、あと仕様書のほうで細かいことを決めていきたいと

思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そういうことで文言も多少違うということだと思うんですけども、やはりこれはなかなか、

例えば直売所条例の５条の１項、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあるとき

という意図は、どういう意味なのかというのはなかなか分かりづらいと思うんです。だからも

し統一して分かりやすいようにするであれば、また検討してほしいなと思って聞いたので、そ

のへんはまたこういった似通った条例が出るときには、やはり同じような文言であれば統一し

て分かりやすい条例にしていくということも心掛けてほしいなと思います。 
 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５号から第８号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第９ 議案第９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第１２号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１４号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第１５号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１６ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例について 
 以上の８議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第９号から第１６号までを一括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、議案第９号から第１６号までの質疑を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設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１７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１７号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 議案第１８号 不動産の譲与についてを議題とします。 

 これから、議案第１８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） 
 これは相手方が小室区と髙下区ということで区になっていますけれども、さっき町のほうに

確認してもらったら、この地縁団体で登録してあるのは青柳区だけだそうですね、町では。そ

うなると譲与する相手方となると、どういった格好で、法人格がなければ区としての取得はで

きないんでないかと思うんですけども、こういった不動産をどういうふうに名義は登記をする

わけですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 財政課長、田辺明弘君。 
〇財政課長（田辺明弘君） 

 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 
 現在、穂積地区の多目的集会所につきましては、土地については富士川町の名義になってお

ります。建物登記についてはされておりません。今回、建物について譲与をするということで、

譲与という意味は、対価を徴収することなく普通財産を区に対して譲渡するということで、特

に建物についての登記は考えておりません。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 その権利を明確にするということであれば、譲与ということは与えるわけですよね。無償で。

であればやはりそこに登記してあげるのが本来の権利を移転したという格好が誰にとっても明

確に分かることだと思うんですね。だったら、やはりそれは町で地縁団体の登録をしてあげれ

ば、登録すれば登記も法人格を持ちますよね。そうすれば正式にここは小室区と髙下区が取得

しているんだよということが第三者にも公示できるわけではないですか。やはり、それはして

あることが僕は町としてよりよいことだと思うんですけども、どうでしょうか。 
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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） 
 今後の維持管理等にも関係してまいりますけども、地縁団体の取得につきましては地元の区

の考え方もあるかと思いますので、また町といたしましても区とも協議をしながらそのへんを

検討してまいりたいと考えているところです。 
 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） 
 やはり土地もそういうふうにして、区のほうで町の山あいで使うだけやっておけばいいよと

いうのであれば構わないんですけども、やはり責任を持って管理してもらう、そして権限も与

えるということで、例えばそこに抵当権を付けて融資を受けるということができるかもしれな

いではないですか。やはりそういったことも考えて、地区の意向を当然尊重すべきなんですけ

ども、そういったこともこれから実質、登記所有権と使用権、利用権というものを一致させて

本当にその地域で管理するというふうに、できるだけしたほうがいいんではないかと思います。 
 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１８号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１９ 議案第１９号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１０号） 
   日程第２０ 議案第２０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２号） 
   日程第２１ 議案第２１号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２２ 議案第２２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
   日程第２３ 議案第２３号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２４ 議案第２４号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算（第１号） 
   日程第２５ 議案第２５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５号） 
   日程第２６ 議案第２６号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第２７ 議案第２７号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 以上の９議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから議案第１９号から第２７号まで、一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 一般会計の補正予算ですけれども、事項別明細の１８ページ、衛生費の投資及び出資金です

ね、１億５，５１７万円。峡南医療センター出資金ということで、これは単にお金を出すとい
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うだけではなくて、前に教えていただいたときに、これは町長の説明にもあったんですけども、

固定負債の処理と構成団体の出資ということで、当時お聞きしたのは固定負債が大まかに言っ

て市川三郷町立病院と老健で１０億円ぐらいあると。それから固定資産を評価して、その差額

を出すということで、今回、固定負債が約１０億円あるとすれば１１億５千万円ぐらいの評価

を市川三郷の動産、不動産、医療機器などで出したと思うんですけども、その内訳を教えてい

ただきたいんですけども。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川三郷町の現物を市川三郷町は出資してくるということですので、そこの不動産鑑定等々

を行いました。病院が９億９，３００余万円、老健のほうが５億８，３００余万円、合わせて

固定資産の価格は１５億７，７３３万４２５円という数字をいただいています。この中には国

から、あるいは県から補助金をもらっていた分がありますので、それを差し引きますと先ほど

言った１５億７，７００万円が１１億２，１１２万７，６３５円になると。この額が不動産の

額であります。これから市川三郷町の固定負債であります借金等につきましては、新病院に引

き継いでいきますので差し引きをいたします。その額が９億９，５０１万１，１５８円という

こと、それに加えてこれは当然、１１億２千万円から差し引きをするわけですが、市川三郷町

立病院の持ってくる資産、医薬品とか医療機器とか車両とかあります。それらを評価いたしま

すと２，９０５万２，６１１円という、この金額を加えた額が１億５，５１６万９千円余とい

うことになりますので、今議会に１億５，５１７万円の出資金を計上させていただいたところ

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） 

 前に、平成２４年１２月の定例会ですか、齊藤欽也議員がこの金額について評価はどのくら

いになるんだということでお聞きしたときに町長も答えたんですけども、建物は実際あるけど

も、あれだけの建物はそういった国とか県の補助金とか、交付金を除いてどれだけの価値があ

るのかということで、それはゼロでもいいくらいではないかと答弁しているんですね。町長が。

その会議録を見ていただければ載っているんですけども、そういうふうにその建物については

考えをおっしゃっていたんです。今聞いたら当時１５億円ぐらいですけども、そういったいろ

んなものを差し引いて評価を出したということですけども、実際に病院があることはあるんで

すけども、建て替えなければいけないといっている病院が１０億円の、本当に価値があるのか

どうか。そこで町長はやはり自分のお考えの、ゼロでもいいではないかという、この議会で答

弁したお考えをそのときに私はこう思うということも述べていただけたのか。それともやはり

相手があることだからそれは言わなくて評価のとおりにやったのか、そのへんについてお伺い

いたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これも前に答弁をさせていただいておりますけども、市川が現物を持ってくる。当然そこに
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は借金がありますから、それを差し引いて１億５千万円から２億円ではないかということも答

弁させていただいております。当初、これはうちだけで成立するわけではありませんので、鰍

沢病院のほうは国の交付金ですべて買える運びになりました。その中で市川が現物を持ってく

るということでありますけども、市川のほうもそれなりの建物、土地もあります。それはちゃ

んと評価をした中で、そこにある負債、あるいは市川三郷町が独自で借り入れた負債を差し引

いた額が今言った額になりますので、これは富士川町は何も持っておりませんから現金でお支

払いしていくのが当然ではないかなと思っています。 
 これまでの議会の答弁でも気持ちとすれば、ああいうもう古いものですから、そういう思い

はありますけども、議会の答弁の中でも１億５千万円から２億円の範囲でなんとかできるんで

はないかという答弁をさせていただいておりますので、そのとおりの処理をさせていただいた

ということです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 どうしても地域医療のことを考えると、そういうことになるのかなと思うんですけども、で

もやっぱり住民の目線で考えると、あの建物がそれ相応の評価がなされたのかな、政策的な評

価があったんだなと考えなければいけない金額なのかなと私は思います。でもそれだからどう

こうということではないんですけども、やはりこういった両町でやるときにはお互いが譲り

合った中で、こういった結論を導いていくのも致し方ないのかなと思いつつも、やはりもう少

し市場価格に沿った評価というものもあったのかなと思います。 
 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１９号から第２７号までの質疑を終わります。 
 これから、議案第１９号から第２７号まで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、議案第１９号から第２７号までの討論を終わります。 
 これから日程第１９ 議案第１９号 平成２５年度富士川町一般会計補正予算（第１０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１９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第２０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２号）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２０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第２１号 平成２５年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予

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２１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２２ 議案第２２号 平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第

３号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第２３号 平成２５年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

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２３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第２４号 平成２５年度富士川町奨学金特別会計補正予算（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２４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 議案第２５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５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２５号は原案のとおり可決されました。 
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 これから日程第２６ 議案第２６号 平成２５年度富士川町下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２６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２７ 議案第２７号 平成２５年度富士川町水道事業会計補正予算（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２７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２８ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についてを議

題とします。 
 これから、議案第２８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２８号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２９ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算 
   日程第３０ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第３１ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第３２ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第３３ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
   日程第３４ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第３５ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第３６ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第３７ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第３８ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第３９ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第４０ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第４１ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第４２ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
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   日程第４３ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算 
 以上の１５議案は平成２６年度の当初予算案でありますので、一括して議題とします。 
 本案は各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２９号から第４３号まで一括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、議案第２９号から第４３号までの質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４４ 議案第４４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４４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４４号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４５ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第４５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４５号の質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第４６ 議案第４６号 峡南北部二病院統合事務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４６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） 
 １３条の開設者会議ということで、この会を置いて具体的な運営については企業長が定める

ということになっているので、規則とかどういうふうになるのか分からないんですけども、こ

のへんについてはもうすでに決まっているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度、発足いたします峡南医療センター企業団につきましては、企業長がいて顧問がいて、

そして組織もあるわけですが、それを監視するのは企業団の議会ということになります。私も

市川三郷の町長も全然この組織には入っておりませんので、地域の声が、そしてまた行政の声
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がこの病院にも反映できるように、開設者会議という会議をここに設けさせていただきました

ので、これは規約の中に明記されておりますから、今後４月以降は両町長、そして企業長、顧

問も入りますが、あと経営管理者も入れながらの協議が今後、定期的に行われていくものだと

思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 行政の声を反映するためにということなんですけども、外部の委員会でその事業の評価とか

監視というかそういったものも、地域の方も入っているし、議会もありますよね。議員さんが

入って。前に町長は、できるだけ私や久保町長が入って口うるさく言うのは、やはり独自の自

立した経営をしていくためには、あまり口を出すのは控えたほうがいいではないかということ

もおっしゃっていたので、そうなってくるとこの開設者会議で両町長も入るわけですよね、こ

れに。そうするとなかなか外部の評価委員会もあり、議会もありこの開設者会議もあるという

ことと、町長の思いとは別にこの運営のフレキシブルというよりも、その拘束されるような、

動きが大変、条件を付けられるような感じに僕としては考えるんですけども、ぜひそうならな

いようにお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度は公営企業法を適用する企業団でありますから、まず企業長、そして病院の執行部が本

当の執行部になるわけでありますけども、これからいろんな政策的医療もやっていかなければ

ならない。私どもは経営に関してとやかく言うつもりはありません。しっかりした企業長、そ

してまた経営管理者、そしてまた議会もありますのでいいんですが、これからはいろんな医療

を自ら求めて求められて、それとまた先進的医療もやっていかなければならないということで、

開設者会議、いわば取締役会みたいな、企業でいえば出資者会議みたいなものになるかもしれ

ませんけども、そういったところで経営については外部評価委員会さんも入れる予定になって

いますので、そこは運営に対していろいろ助言をしていただければいいと思いますが、私ども

は先ほど言ったようにこれから、産婦人科もない地域でありますからそういうものに、町とす

れば置いておきたいんだとか、その医療の向上を目指すためのこの会議だと認識をして、今回

設置をするようにさせていただきました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは１４条の３項ですか、このことについて負担金、うちの町では前に教えていただい

たのが特別交付税が６千万円ぐらい、それから普通交付税が１億６千万円ぐらいですか、両方

合わせて２億２，５００万円くらいは、時期がずれて算定されるからということだったんです

けども、どういったことをここで言っているのか、この項目について説明をお願いいたします。 
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） 
 １４条の第１項は収入の種類をいっています。そして２項で負担金、この負担金は両町で構

成する負担金の部分をいっているんですが、その割合は半分ずつ、１項の両町で出す負担金、

交付税以外のものを５０％ずつだと。３項で交付税についてはそれぞれ病床数も違いますし、

病院の性質も違いますから市川と富士川町では額が違ってきます。その部分については５０％

ずつは適用しないんだよというところをここで３項で示しています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると基準財政需要額で算定された部分については、すべてこれから企業団のほうに町

から交付税措置された分は繰り出しますよという解釈で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） 

 今言いましたように両町５０％ずつというのが基本でありますが、この３項では地方交付税

によって算定された経費については、基準財政需要額で算定された額および特別交付税に算定

された額に応じて両町が出してくるということですから、算定は算定でこれは誰が見ても分か

るように出るんですが、交付税というものは普通交付税にせよ地方交付税にせよ全額はきてお

りません。そのルールづくりはこれからやっていくということでありますので、交付税で算定

される額が全部くるということは、今のところ考えておりません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山議員、３回目です。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 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４６号の質疑を終わります。 
 これから、議案第４６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４６号の討論を終わります。 
 これから日程第４６ 議案第４６号 峡南北部二病院統合事務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。 
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 したがって、議案第４６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４７ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入契約の締結についてを議題とします。 

 これから、議案第４７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４７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 午後 ２時１０分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 第１回富士川町議会定例会第２日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１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。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 発言時間について申し上げます。 
 今定例会においては、会議規則第５６条第１項の規定によって質問についての各議員の発言

時間を３０分以内とします。 
 一般質問の通告者および当局者は質問ならびに答弁の要旨を分かりやすく、簡潔にお願いし

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

 質問の通告者は５名です。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、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、これから一般質問を行っていきたいと思います。 
 それに先立ちまして、明日でちょうど丸３年を迎える東日本大震災で亡くなられた方たちに

対して改めて哀悼の意を表するとともに、いまなお災害復興に向けて努力されている方々に対

して敬意と感謝を表したいというふうに思います。 
 さて東日本大震災ほどではありませんけども、先の２月１４日から１５日にかけて降り続い

た大雪に対して、山梨県および各市町村においては大変なご苦労をされました。甲府市では

１１４センチ、あるいは河口湖では１４３センチという観測史上、例のない歴史的な大雪であ

りました。そのため、本町においても生活等々において回復するまでに何日にもわたって時間

を要し、生活にも多大な影響がありました。 
 そうしたことを踏まえまして、すでにあれから約３週間経過しておりますけども、当時のこ

の雪害に対する対策について改めてこの場を借りて検証をしながら、今後の災害に対する対応

についての糧としていく、そのための質問を行ってまいりたいと思います。 
 それではまずはじめに、本町においても町長の言葉によれば１４日に災害対策本部を設置し、
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そして雪害に対する対応を協議しながら、いろんな対応をされたというふうに伺っております

けども、この本部設置に至る経緯、あるいはどの時点でどのような判断をされたのか、その点

も含めて当時の様子についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、災害対策本部の設置に至る経緯と体制についてのご質問にお答えをいたし

ます。 
 このたびの大雪に関しましては、２月１３日の１８時２０分に気象庁から大雪注意報が発令

をされたことを受けまして、町では富士川町地域防災計画の職員配備計画基準によりまして第

１配備体制をとったところであります。その後１４日の１０時３分に大雪警報に発令が切り替

わりました。そこで第２配備体制に切り替えまして総務課、防災課、町民生活課、農林振興課、

建設課の職員が警戒にあたったところであります。 
 こうした中、翌１５日にも雪が降り続いておりましたので早急に災害対策を実施する必要が

あると判断をし、８時３０分に富士川町大雪災害対策本部を設置するとともに第３配備体制に

切り替え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。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 当時、私はちょっと個人的な事情もありまして、このころは毎日、医大へ朝晩通っておりま

して、その前の２月８日ですか、その大雪のときにも夕方の行き帰りで非常に苦労したという

経験があります。 
 先ほど第１配備が１３日の１８時、２回目が１４日の１０時ということのようですけども、

実は町民から、正直に申しまして本町の除雪作業が非常に遅いんではないかと。これは前回の

大雪、８日の大雪も、非常に私としては夕方、医大から帰ってくるときに南湖の通りはわだち

ができまして凍っていて、非常にすれ違いも危険な状況だった。富士川町に入ってくると、そ

ういう意味では除雪がされていなかったということでありました。それ自体は雪害といっても

それほどの被害もなかったわけですけども、２回目の、この１４日からの大雪のときには実は

朝、家を出まして医大のほうへ行きまして、もう１０時ごろには２０センチ近く雪が積もって

いると。大手の企業なんかもその日は夕方４時ぐらいには皆さん、退社してくださいというこ

とであったようですけども、その日、帰ってきましたならば南湖の通りは一度は除雪されたよ

うで非常に路面も前に比べてよくなっていました。ところが本町ではされていなかったと。翌

日の１５日ですか、朝起きてみたならばもうどうしようもないと。玄関からも出られないとい

う状況でした。 
 顧みるに、なぜうちの町では、例えば事前の対応をもうちょっと早くできなかったのか。特

に除雪についてですね。ということは率直な感想として持っていますし、町民からもそういっ

たような苦情がたぶん町にもたくさん寄せられていると思いますけども、そのへんについては

どのようにされたのか、お伺いしたいと思います。 
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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） 
 道路を管理しているのは、国道は国です。県道は県です。町は町道を管理しております。今、

南湖の道路は８日の雪でもきれいになったと。こっちに入ってくると雪がまだあったというお

話ですが、甲府のほうが中北建設事務所ということになりますが、かつて甲府土木事務所、峡

北土木事務所、中は２つ担当で分かれております。予算的にも分かれていると思いますが、今

回、敷島の例で報道されましたように管轄するところで多少の違いはあります。南湖の道路は

県道ですから中北建設事務所が管理をしております。富士川町へ入りますと峡南建設事務所が

管理をしております。県も町もそうですけども、１０センチ積雪があれば業者へ委託しており

ますので、そこにかいていただきたいというのがあります。業者のほうも当然、そういうのは

受けておりますから除雪に入るわけですが、国道を通らなければ行けない地域もあります。県

道を通らなければ行けない地域もあります。またその除雪、重機を置いてある場所によっても

路線のかく順序も変わってきますので、うちのほうで一概にこの道路からかいていきますよと

いうわけにはいきませんけども、そういったことが富士川町と南アルプス市での道路の除雪の

違いではないかなと思っております。 
 南アルプス市もたぶん１０センチという同じ基準をとっていると思いますけども、町のほう

では町道の幹線道路を優先にやりますので、国道・県道は町がお金を出して除雪する道路では

ありませんから、そちらのほうは国あるいは県のほうのご判断でやっていくということになり

ますが、町とすれば町道を優先に、今回の雪も幹線道路を優先に、そしてまた孤立集落がない

ように業者とともに１０センチ、雪のどんどん降っているときにかいてもまた溜まってきます

から、そのへんは雪の降り方を見ながらという判断になりますけども、業者の皆さんは的確に

やっていただいたと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今お話を伺っていてそうなんだと思ったことが１点、それは１０センチだと委託するという

ような基本的な指針というものがおありのようです。町長が言われた、その降っているときに

やっても、ある意味では二度手間になるからということだと思うんですけども、この間、長沢

で対策協議会があったときに町長が述べていたので非常に記憶に残っているんですけども、

１４日ですか、庁舎から帰るときに家へ入るのもようやくで入ったよということを聞いて、実

はその日、私も医大からようやく帰ってきましたら、近くにスナックがありましてお客さんが

いたものだから、駄目だよ、こんなことをしていてはと。タクシーはもう来ないからといって、

私が７時過ぎですか、小林まで送って、送るときも正直車が埋まるようなところへ行ってきて、

これはちょっと予想以上で、これが明日まで降ったらどうなるんだということで駐車場の車庫

の屋根おろしも二度もやったと。夜、寝る前にもやったりということで対応してきたんですけ

ども、そういう状況の中で明らかに、そのときにはもう異常だと、この雪は異常だということ

は十分分かっていたと思うんですけども、業者への依頼というのは、例えばいつやってほしい

とか、いつの時点でこういう対応を少しでもしてほしいというような依頼をされたのか、ちょっ

とそのへんをお聞きしたいと思うんですけども。 
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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） 
 ただいまのご質問にお答えします。 
 町では区長さんを通しておおむね１０センチを超えたら、業者がそれぞれ路線を受け持って

おりますので、その路線をかいていただくということで業者と委託契約をしておりまして、今

回も１０センチ以上、１０センチを過ぎたら入るということで、前日から業者のほうへは指示

をしておりました。それで降っている最中も１回かいたわけなんですけども、とても降る量が

多すぎて、かいてもまた埋まってしまう、そんな状況でありますので、やんでから改めてかき

始めた。そしてご存じのように想像を絶する１３０センチというような大雪ですので、なかな

か作業が進まないわけです。それでとにかく路線を一車線でも確保しようという形の中で今回、

行いました。それで業者のほうにはそういうことでしてありましたけども、とにかく雪の量が

多いということの中で、なかなか作業が進まなかったというのが現状でございます。 
 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） 
 それでは今の話でいけば一度はかいていただいている、たしかにかいた形跡も、夕方７時の

時点で多少、私も確認していますので分かりますけども、そこでやんでからという指示に変え

たということで、そういう指示に変えて対応したということでよろしいのか、改めて確認して

おきたいんですけども。 
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） 

 当然降っているときにかいてもまた同じことですので、業者のほうには小降り、あるいはや

んだときにまたかくようにという指示は、いつも出しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 雪がやんだ翌日ですけども、私は住まいが戸川沿いにあるのでそちらにいたわけですけども、

そのとき山梨ガーデンさんが３台の重機でもってかいてくれたと。では町の中はどうなってい

るんだということで話を伺ったり、あるいはスコップを持ちながら雪の中を歩いてくる人たち

に周辺の状況等々をお伺いしました。そうしたならば、上からというか大久保や米方面、最

勝寺方面から下ってくる人たちの話を聞けば、至るところでカーポートが潰れていたよとか、

ここまで来るのに普通なら１０分で来るところが２時間かかったよと。職員も、分庁舎に勤め

ている、名前を出していいかどうか米の山形君なんかがちょうど早いうちにスコップを持っ

て歩いてきて彼からも情報収集をしたりと。ガーデンの社長も現場を見回っていましたので、

こっちのまちなかのほうはどうなんだという話なんかでいろいろと情報を伺ったんですけども、

聞くところによると結局、戸川沿いは川沿いということもあって雪を川に落とせるということ
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で非常に除雪作業がしやすかったので、戸川沿いとかあるいは鮫田議員のいらっしゃる青柳長

沢線あたりは比較的早い段階で一車線なりは通行できる状態になったと。ところが町の中は

まったく麻痺状態だよということで、たしかにその業者が重機を取りに行くのに、これは原田

建設に勤めている友だちから聞いたんですけども、当時、重機を取りに行くのも一苦労、機械

を出すにもまた一苦労と。非常に大変だったんだよという話は伺っています。ただ地元の業者

に依頼しているという話なんですけども、ほかのところの除雪作業がかなり遅れたんだなと。

これは業者が重機をあんまり持っていなかったということなのかどうなのか、そのへんについ

てはどうなんでしょうか。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 戸川沿いはいち早く指定業者がかいてくれました。そしてまた中山間地域は、やはり上から

除雪というのは非常に危険性が伴いますので下からかかなければならない。これは基本だと思

います。場合によっては上からかく場合もありますけども基本的には下からかいていく。そし

てまた、このまちなかはそんなに急傾斜のところはありませんから、重機を上流地域へ持って

いって、それから下流地域へ向かってかいてくるというのが一番除雪のしやすい方法だと思い

ます。 
 路線によっていろんな業者を入れてあります。７社に全部路線を割り当ててありますので、

どこの路線が早くてどこが遅いということはないと思います。ただ今回、この反省点にもあり

ますけども、天気予報も翌朝雨だという天気予報がずっと流れていたと思います。そんなとこ

ろで業者も朝になればというふうな感じがあったと思いますが、朝になっても夕べ以上の雪の

量が降ってきているということから、本当に重機を取りに行くのに行けなかったという業者も

います。私どもが年間通してお願いしている業者は、すでにそういう重機は持っている業者で

ありますので、そして会社にありますから、ただ会社へ行くまでに時間がかかったというのは

事実でありますけども、戸川沿いをかいた業者はいち早く戸川沿いを上に上がりながら、そし

てまたあの量の雪ですから置く場所がなければどうにもならないということもありますので、

戸川をかきながら上に上がって、そして大久保からまた下のほうへまわってきたというふうな

除雪の方法をとったと思います。どこの路線が早くて、どこの地域が遅いとかというのではな

くて米は米の業者がおります。平林は平林の業者がいますから必要なところをかいて、今

後は青柳のほうへ向かってくるというふうな、毎回やっているコースをたぶんやったと思うん

ですが、今回は１００メートルをかくのに１時間以上かかるというふうな、通常の除雪の方法

とは違いますし、そして先ほどありましたように雪を捨てられるところはいいんですけども、

捨てられないところはどこかに積み上げておかなければならない。そこにまたその空き地を

持っている人との、どうしてこんなところに雪を置くんだというそういうトラブルもありなが

ら、建設業者の皆さん、本当にもう二度と雪かきはしたくないというふうな思いをしたんでは

ないかなと思いますが、それでも頑張っていただいていち早く正常な生活に戻れるようにやっ

ていただきましたので本当に感謝しているところであります。 

 今回の除雪はこれまで経験したことのないような量でありましたから、通常の雪かきでは間

に合わなかったというのが実態であります。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 本当に歴史的な大雪なのでいろんなことがあったりすると思うので、私はこれは今もたぶん

検証を始めているだろうし、今後もさらに検証されるんだろうと思いますけども、当時の判断

を、やっぱり保身に走ることなく素直な形でそれぞれの部署、あるいは町長も含めてどうだっ

たのかということは検証していただきたいと思います。 
 今の除雪の話なんですけども、実は先ほど、医大へいつも行っているということもありまし

て、１５日、翌日は私もさすがに出ることはできなかったですね。それは戸川から先、甲西バ

イパスまでは行けるけども、そこから先がちょっと難しいと。医大のほうへ電話しましたら、

医大も実は前の道路が一車線は通れるけども、医大自体へ入れないよということで、翌日、

１６日になりまして日曜日、無理して出て行きました。もうまちなかは通れないということは

分かっていたので、戸川沿いから甲西バイパスを通って、そして開国橋を通ったんですけども、

そのときに若草町内を、ちょっと環状線を通ろうと思って行ったならば環状線は通行止めだっ

たんですけども、若草町内は結構細い道路まで除雪されていて、なんとか行って帰ってきまし

たけども、そういうのを見るにつけて、うちの町のほう、どうしてもかなり何日も遅れている

なということと、それと国道が除雪できないのはよく分かります。家があるので。ザバッとや

れば軒下みんな埋めてしまうので非常に難しいんだなと。つくづく今回、改めて私も感じまし

たし、町もそうだと思いますけども、ただ雪の捨て場について、町の担当者が実は戸川沿いへ

様子を見に来たのが１８日なんですよね。１８日。役場の職員が戸川沿いの、観音橋から下の

ほうに指示して、そこへ雪を捨ててくださいと。いかんせんその雪の捨て場所を、そのときに

なって探したのか、指示しているのか、その状況を見るとその点も含めて一体どうなっている

んだろうというふうに正直思っているんですけどもどうなんでしょうか、そのへんについては。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １５日、１６日は幹線道路のまず路線確保、そして孤立集落の防止ということを最優先にや

りましたので、雪はその道路際に置きながら、すべて除雪を行いました。１７日に国土交通省

のほうでも一級河川は捨てていいよと。雪の捨て場所に使っていいと。町のほうでも雪の捨て

場所は利根川公園の駐車場にしようかなと考えていましたけども、ただ駐車場に入っていくの

も除雪をしなければならないですね。道路の車線確保が先か、雪捨て場を先につくるのかとい

うところは判断としてあったかと思いますけども、まず幹線道路の車線確保と孤立集落の防止

というところに１５日、１６日は重点を置きましたので、そうした中、国・県のほうから富士

川、あるいは戸川、利根川、大柳川、そういうところへ捨ててもいいですよという連絡がきま

した。ただ、利根川の場合はこれからあの雪が、温度が上がって溶け出すと危ないということ

もありましたから、町としては利根川の駐車場、それも当面使わないプール側の駐車場、そし

て戸川を中心に捨てていただいたという連絡をとったところであります。 
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） 
 今回の大雪でつくづく感じたのは、雪の処分というのがやっぱり非常に大事だったんだなと

いうことがあります。これについては、町のほうでもそういうことで対応したマニュアルなり

地図なりをつくって検討されるんだろうと、お願いしたいというふうに思います。 
 さて２つ目ですけどもライフライン、被害状況、あるいは年寄りや孤立世帯、病人等の確認

ですね、この点について町のほうでどのような形で対応されたの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） 

 情報収集についてのご質問にお答えをいたします。 
 このたびの大雪に対して設置いたしました富士川町大雪対策本部は、１８部体制で対応にあ

たったところであります。建設部は幹線町道および中山間地域の孤立防止のための除雪、福祉

保健部は一人暮らし老人世帯、要援護者世帯の安否確認を開始いたしました。総務部は各区長

から情報収集を行うとともに人的被害や建物被害、そして農林振興部では農業施設、上下水道

部は上下水道、簡易水道などのライフラインの被害状況の確認を開始いたしました。また町民

生活部では帰宅困難者のため、町民会館に避難所を開設して県外者２名、町内者３名の計５名

の避難者の対応にあたったところであります。 
 翌１１日からは前日同様の対応に加えて、国土交通省が富士橋西詰から南部町間の国道

５２号を通行止めにし除雪を行ったことから、町道の細部にわたる除雪が可能になりました。

箱原、鹿島、天戸地区は５２号を通らなければいけないところですから、こういうところの孤

立防止に全力を挙げたところであります。 
 なお、天戸地区につきましては職員および消防団の第７分団を派遣して除雪を行ったところ

であります。また灯油、ガソリン、食料、医薬品などの物資の不足状況調査を開始し、１８日

からは車線の拡幅、そして今度は細かい道路ですね、支線道路の除雪による路線確保に努める

中で、職員および消防団の第８分団によりまして長知沢地区に灯油がない、食料がないという

のがありましたので雪かきを持ったり、灯油・食料など職員が背負子に背負って支援物資の搬

送も行ったところであります。また災害ボランティアセンターも開設をいたしまして、一人世

帯などの高齢者宅の雪かきの対応にもあたったところであります。 
 ２１日には気温が上昇したことによりまして、雪崩等の危険が見られたことから、鬼島地区

４世帯９人に避難指示を発令したことに伴いまして、避難所の設置やそこにまた保健師を送り

まして健康観察を行ったところであります。 
 ２２日には十谷地区の一人暮らし老人の体調不良という情報がありましたので、保健師を派

遣いたしまして救急対応をはじめ、十谷地区の高齢者世帯の雪かき、家屋から車イスを出入り

できるようにという連絡もありましたので、住宅の雪かきなどに従事をしたところであります。 
 ２３日は鬼島地区の４世帯９人、雪崩の危険がなくなったということで２３日の１２時に避

難勧告の解除を行いました。また各地域の緊急措置が必要な個所の雪かき依頼に対して職員、

消防、ボランティアが休むことなく常時雪かきに対応したところであります。 
 ２４日以降になりまして、やっと除雪に関してはおおむね完了したというところであります

が、屋根からの落雪とか凍結による転倒の危険が続いていることから、防災無線を使いまして

注意喚起放送を続けたところであります。 
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 １２日経った２６日にはおおむねの応急対応が完了したことから、２６日１５時に対策本部

を廃止したところであります。 
 今回、幸いにも電気、電話、水道などこういったライフラインに被害がなく各区長をはじめ

消防本部、消防団、警察など関係機関との情報収集がスムーズにできたこと、また幹線道路や

孤立集落防止のための除雪をはじめ、応急対応活動についても迅速な対応ができたと感じてい

るところであります。 
 今後はこうした大雪などの自然災害の再来に備えまして、ライフラインの断絶も想定する中

で対策本部がしっかり機能し、情報収集をはじめとする救急対応ができるように取り組んでい

きたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ちょうど不幸中の幸いといいますか、電気、ガス、水道という点が被害を受けなかったので、

町の対応もあると思いますけども、ある意味では事なきを、人的な問題については事なきを得

たということで、これはよくやられたと。私はああいう中で正直よくやられたなと思っていま

す。私も実は１５日に自分の雪かきが終わったときに、これではちょっと、山間部の年寄りは

どうしてしまったんだろうという心配をしていましたけども、それなりに町のほうでも対応さ

れていたんだということを改めて思っていますので、よかったなと思っています。 
 続きまして３つ目に移りたいと思いますけども、住民に対する道路状況等の情報伝達が十分

ではなかったんではないかということなんですけども、防災無線の放送が一言で言うと幹線道

路から除雪を行っていますという言葉と、それと雪を側溝等に流さないでくださいと。大水が

出ては困るのでと、この言葉がずっと１５日から繰り返し流されていて、通る人や近所の住民

ともいろいろ会話を交わしているわけですけども、町の状況がまったく分からないと。やっぱ

り外へ出ようと。どうしても町から出ざるを得ない、そういう人たちももちろんいらっしゃる

わけで、出たはいいけども、実は車を置いて帰ってきたという人も中にはいらっしゃって、結

局動けなくなって置いてきてしまったと。こういうことなので、そういうのがまた今度、除雪

作業にも影響すると。非常に悪い循環が一部では起こりました。 
 これはやはり情報伝達のやり方、地域によってはなんかネットを使って、ネットを見られる

人がどれだけいるかは別としても、ネットやフェイスブック等々を使ってできるだけ流したと

いうようなお話も伺っていますけども、やはりこういうときには通行可能な部分について、や

はり情報を伝えたり、あるいは通行できないところの情報も町民から集めるというような体制

というのがどうだったのかなと思うんですけども、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） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 齊藤議員の、道路状況の情報伝達についてのご質問にお答えいたします。 
 大雪における住民への情報伝達は防災無線を中心に除雪情報、公共交通情報、危険喚起情報

など多くの情報を発信いたしました。こうした中、道路の除雪は幹線道路とともに孤立集落の

防止を最優先で行っており、その除雪情報の伝達は路線数も多いことから個別路線ごとの情報
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発信は困難でありました。 
 こうしたことから町では、事前に各区長へ大雪に際しての町道の除雪路線図を配布し、地域

住民への周知をお願いしているところでございます。 
 今後も災害に際しての情報伝達は、住民の生命に危険がある情報を優先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） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 要は生活道路、家から出る道路が埋まっていて基本的に出られない。これは仕方がないし、

どうしても出たい人は自分である程度の、走れる道路まで雪かきをして出て行かざるを得ない

と、これは現実だと思うんですよ。そのときに例えば役場前の通りは一車線でも通れますとか、

そのくらいの情報はやっぱり伝えるべきではなかったかと思うんですけども、どうなんでしょ

うか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そこまでできれば最高ですし、また町としてもやりたいんですが、車をお持ちの車種によっ

ても、軽四では通れるけども、乗用車あるいは大きなバンみたいなものではまだ通れないとか

いろいろあります。道路の除雪のほうも何しろ一車線確保ということですから、そこにまた大

勢出て来られて両方が鉢合わせしても、また除雪ができないというふうな状況も出ていますの

で、先ほど申し上げましたように、各区長さんに町として優先的にかく道路はここですよとい

う路線図はお渡しをしてあります。これは毎年渡している地図ですけども、今年もそういうも

のはもうすでにお渡ししてありますので、区会の際等々で細部にお渡ししていただければと

思っております。 
 そしてまた今回の雪で町道は除雪が終わって出ても、国道が遅かったですね、国道が動けな

い。そしてまた先ほど言ったように１７日以降、初めて国道を止めて除雪をしてもらったんで

すが、その際も１日かかりました。というのはやはり車で出た人がそこへ車を置いたままどこ

かへ行ってしまったと。その車をどかさなければ除雪ができないという状況ですので、今回こ

ういった大雪を経験して、できれば２、３日動かないでいていただければ除雪も早くいくだろ

うし、ただそうは言いましても緊急車両等が動けるようの車線はいち早くかかなければいけな

い。町でもその際に火災が起きたんですが都市計画道路、青柳長坂線につきましては早く二車

線確保いたしましたので、消火作業にはなんら問題がなかったと思っておりますけども、そう

いった必要な道路はいち早く二車線確保していきますが、とりあえず一車線の確保ということ

でないと通れる地域と通れない地域が出てきますので、今後もそういった孤立集落がないこと、

あるいは幹線道路を中心にしながら多くの皆さんが動けるようにしたいと思います。 
 ただ、町の道路情報だけではやっぱり不十分だと思います。町は道路が出たけども、県道の

状況が分からないとか国道がどうなっているか分からないとかありますので、今後の反省点と

して、今、国のほうも動き出していただいていますが、除雪の方法とかこの道路情報というも

のの共有化ということも今後、１つの課題だと考えています。 
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 先ほど言いましたように青柳横通り線、青柳横通り線という言葉がどれだけの人に分かるか

というのもひとつ問題だと思います。小学校の裏の道路とか、そういうことを言って分かる人

もいれば、正式な名称を言って分かっていただく方もいると思います。どの路線がどういう状

況か、これからインターネットも大勢の皆さんに使っていただけると思いますので、国交省が

今回行ったように路線の上にバツ印を付けるとか、ただすべてのところにバツを付けると真赤

になってしまいますので、それを開いたら外していくというのは、ではバツが付いていないと

ころは通れるのかというのも、また混乱を招く原因になりますので今後の研究課題とさせてい

ただきたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 道路の情報伝達、今の区長へ渡したというのは、本当に聞けば渡してあったんだなという程

度の話で、問題はやっぱり今言った現状に即してできるだけ対応していくと。随時対応してい

くということが今後の、今、町長がおっしゃったように大きな課題になるんだろうと思います。 
 今までの議論を踏まえて、４つ目になりますけども町としてまだ被害状況も、実は昨日、長

沢では各戸に３月までに被害を出してくださいというのがようやくまわってきたので、私も書

いて出させてもらいましたけども、被害状況やいろんな反省はまだまだ今後になるとは思いま

すけども、現時点までにどんな事柄について町として問題点を挙げ、また反省をされているの

か、雑駁でよろしいんですけどもお願いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、鮫田和博君。 
〇防災課長（鮫田和博君） 

 それでは、齊藤議員の反省と今後の教訓とすべき点についてのご質問にお答えいたします。 
 このたびの大雪に関してはいち早く大雪災害対策本部を設置し、道路の除雪をはじめ被害状

況の把握や安否確認、一人暮らし世帯への対応や孤立集落の防止などに全力を尽くしましたが、

いくつか反省点も見つかったところであります。 
 １つに道路の除雪についてでありますが、国道・県道について町に除雪の権限をいただけれ

ば、より効果的に除雪ができたではないかと思っております。また孤立が想定される山間地に

おいて、緊急搬送のため優先してヘリポートの除雪を行う必要性も痛感したところであります。 
 教訓とすべき点につきましては、除雪における除雪重機の事前準備が挙げられます。大雪の

対応では重機のフルタイムの稼働が求められていることから、警報発令の時点における除雪重

機の点検や配備状況の確認、またオペレーターの配備体制についても徹底する必要があると感

じたところであります。 
 ２つ目に近所、共助の助け合いが挙げられます。今回の大雪では生活道路の雪かきや高齢者

世帯の安否確認における声かけなど近所、共助による助け合いの重要性が再確認をされました。 
 ３つ目に食料備蓄が挙げられます。大雪など自然災害による交通網の寸断で物流が途絶えた

ことにより、災害に備えた１週間程度の食料備蓄が必要であると改めて考える機会となりまし

た。 
 今後は今回の大雪における反省と教訓を生かし、東海地震などの自然災害に備えるべく災害

対策の強化に取り組んでいきたいと考えております。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございます。先ほど町に道路の権限という話が出ましたけども、これは本当に私

は、町長がトップとして難しい判断もあったのかなとは思いますけども、要は町道だろうが県

道だろうが地域住民に関わる道路については、極端な話が予算なんかはあとで請求するという

ことでもって、やるべきものはやるべきだったのかなという感想を持っています。またそれは、

正直こんな大雪というのは私も経験したことがないので、どうしようと思ったところがたぶん

実情だと思うんですよね。県道等については。また重機も足りないということも事実だし、そ

のへんは大変難しい判断があったと思いますけども、これからちゃんと検証してそのときの対

応というものについては、町の範囲にかかわらず考えるということが、やっぱり非常に重要に

なってくるのかなと思います。また検証されたものを多くの意見を聞きながら、よりよい今後

に生かせるものとして残すようにお願いしたいなと思います。 
 最後に農業被害への今後の対応ということで、今回の大雪では町内、南アルプス市とか中央

市は非常にハウスが多いということで、ハウスハウスというのが新聞記事に、倒壊が載ってい

ます。私も向こうを通るたびにハウスがペッシャンコになっている様子を見て、これは非常に

農業の再建は大変だなと思っておりますけれども、そういうことで議会としても３月８日でし

たか、急きょ現地を見て議会で何かできることがあればということで現地視察をしたり、実際

に被害を受けられた方からお話を伺ったと。たまたま私ちょっと行けなかったので、その日は

欠席させていただきましたけども、皆さんからいろんなお話を伺いました。 
 国や県でもいろんな形で支援をするということはあるようですけども、やはり現場の人たち

のお話を聞くと、なかなか今のままの支援では自力再建というのは難しいというお話を伺って

います。かといって１００％、すべて丸ごと、なんでもかんでもというわけにもいかないのが

これも実情だということなんですけども、その農業再建について、農業再建に留まらないかも

しれませんけども、そのへんの対応について、今、町としてやっていること、あるいは今後、

考えていることについて見解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 ただいまの、齊藤議員の農業被害への今後の対応についての質問にお答えします。 
 町内の農業被害は、ビニールハウスや鶏舎などの生産施設の倒壊被害を３９棟、確認したと

ころであります。シイタケやイチゴなどの農産物、ニワトリなどの畜産物および機械設備の被

害を確認したところです。被害は３月３日現在、建屋４，１３０万円、農産物・畜産８８０万

円、機械設備５００万円となり合計５，５１０万円であります。 
 こうした中、記録的な大雪に対する農業支援策として、ハウスなど生産施設の撤去費用に国・

県・町で全額補助することとしたほか、同施設の再建・修繕にかかる費用を国・県・町が９０％

補助し、農家の自己負担を１０％としたところです。また被害を受けた果実等の苗木購入費に

対しては、県と町で３分の２補助することとしたところです。さらに減収対策として、再建中

で収益がない期間に必要な肥料代や農業の経費を助成するため、果実経営支援対策事業の利用
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者を対象に、助成額１０アール当たり５万円を開始の翌年から４年分支給することとしました。

町ではこうした制度の利用促進が図られるよう規定を早急に整備し、農業再建への支援をして

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今言われた撤去費用１００％と、これはあれなんですけども、やはり問題になってくるのは

再建していく場合に借金は借金、たとえ１割であろうとも借金があるわけですね。そしておそ

らく現在、始めている方たちの中には壊れたものの借金もあると。減収対策で１０アール当た

り５万円ということが４年分払われるという話なんですけども、正直それではやっていけない

んではないかなということを私、思います。町としてどこまでできるか分かりませんけども、

やっぱり税収面でのなんらかの措置とか考えられることは多々あると思うんですけども、その

点についてどうでしょうか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 農林振興課長、堀口進君。 
〇農林振興課長（堀口進君） 

 お答えします。 
 町独自の助成制度というのは、まだ検討段階で内容ということはちょっと決めておりません。

しかしながら、ここへきて８日の土曜日ですか、新聞報道でおおむね助成の方向性が見えてき

ました。本日、午後から県内の担当者を対象に詳細について説明会がございます。その中でこ

ういった個人が借金して立て直す、その利子補給等についてもどのぐらいというような詳細が

今日、説明があると思います。それを受けて、被災者には町のほうからその対策についてご説

明をしていきたいと考えております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ようやくそういった措置が具体化するということですけども、雪害を受けられた農家、ある

いはその他自営の方たちに対してもできる限りの税収面も含めて、また町でできることがあれ

ば考慮していくということで対応していただきたいと思います。 
 以上で私からの一般質問は終わりたいと思います。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 それでは続いて通告２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） 
 それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 
 大きい声でやらないとみんなが眠くなるというので、さっき井上勝議員と小林進議員に言わ

れましたので、多少耳障りかもしれませんけども、できるだけ大きい声でさせていただきます

のでご了解ください。 
 まず１点目の峡南医療センターについてということで、（１）富士川病院では内科の入院再開

が４月オープン時からなぜできないのか、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） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 峡南医療センター富士川病院の内科の入院再開につきましては、４月オープン時から行う予

定でおります。 
 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） 
 では私のほうの資料の読み不足だったのかなと思うんですけども、当初、予定では内科の医

師が常勤医は３名ということで鰍沢病院、前の協議会のときには出ていたと思うんですけども、

今回の常勤医は２名ということで、この４月から入院を再開するということですけれども、当

時お聞きしたのは、入院というのは３人の常勤医がいないとなかなか難しいとお聞きしておっ

たんですけども、２名の常勤医の配備で十分な体制というものがとれるのかどうかお伺いいた

します。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度、富士川病院になる鰍沢病院につきましては５階が内科の入院病棟になっております。

議員さんもご承知のように看護師さんがまだ全部、充足はされておりません。そこで２名の内

科医であっても住民のこれは悲願でありますので、３・４階において入院患者をとれるという

ことで入院患者をとる予定でおります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では今の予定で大体、入院患者というのは何床ぐらい、何人ぐらい入院患者を収容できる見

込みでいるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは病院の経営にも関わる問題でありますし、ベッド数といいますか、ベッドで決めるわ

けにもいかないと思います。その病室で決めていかなければならないと思いますので、病室の
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空き具合によるものだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 空き具合もたしかにあると思うんですけども、何人まで１日可能なのかということは分かる

と思うんです。４月からオープンですからね。４月から入院を再開するんであれば、では１日

何人までは収容できるという見込みが立っていると思うんですけどもその人数をお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、明年度に向けて病床の利用率等々を医療センターで詳細のところを詰めているところだ

と思いますので、その結果を待たなければ細かい、何室使えるかというのは出てこないと思い

ます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうは言っても私ども議員の任期が４月で切れるわけですね。そうすると町民の皆さんが聞

きたいことを一般質問という形で聞けるのが今しかないんですよね。その時点において、まだ

４月オープンになる、４月１日から入院は再開しますよと言いつつ、では１日当たりどのくら

い入院患者がとれるか分からないなんていうことは、町民が本当に安心できるんでしょうか。

今、お答えいただいて安心して、オープンもするよ、１日何人までは入院可能だよということ

を町民に広く知っていただくことが僕は議会の務めだと思うんですけども、それが今、詳細を

まだ詰めなければいけないといっても、今日１０日ですよね。あと何日ですか。２０日ないわ

けですよね。その時点でまだ、４月のオープン、入院を再開しますよと力強くおっしゃったん

ですけども、１日当たりの入院はまだ分かりませんということが通るんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度の富士川病院といいますか、峡南医療センターは２病院を統合しての企業団が経営する

ものであります。企業団の議会がありますので、企業団の議会に発表されてから公になってく

るものだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 私どもも先日、出資金の１億５千万円を可決したんですね。町の負担として。それまで今ま

でに両町の協議会、約４千万円ぐらいかかっているんですね。２２年から。半分負担して２千

万円。１億７千万円のお金を出しているのに、まだ一部事務組合で協議してからでないと出せ

られないというのは本当にそれでいいんでしょうか。やはりそれだけのお金を負担しているの

であれば、詳細のことは分からないにしても大体１日収容何人ぐらいの見込みですよぐらいの

情報を出しても間違いないんではないですか。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今、病床利用率をどのくらいに設定するかというのもあります。それによって外科がどのく

らいになる、そうすると１部屋空くのか２部屋空くのか、たぶん１部屋４名入れる大部屋があ

りますので２部屋空けば８人、１部屋だと４人、そういう単位で受け入れが可能になると思っ

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） 

 そうすると多く見込んで１部屋４人で２部屋で８人ぐらい、それが最大の入院患者数という

見込みで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） 

 看護師も合わせて追加募集をまたやっていくと思います。看護師さんが充足されれば５階に

もナースセンターが出ますので、そうすれば５階が。峡南医療センター全体でいくと内科医５名

おりますので、これは内科の入院患者をとらなければ収益的にも大変だと思いますから、その

へんはまた医療センターの中でご検討いただけると思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすればそのくらいの人数が４月１日から収容できるであろうということで分かりました。 
 では次に２の職員の応募状況では、５７人が確保されているということをこの資料でいただ

いたんです。市川三郷病院では改修工事と並行して医療従事者を募集することになっているん

ですけども、峡南医療センター全体ではどの職種が何人ぐらい、まだ不足しているのかお伺い

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） 

 お答えいたします。 
 職員の応募状況では一次募集、二次募集を合わせて５７名の申し込みがありました。そのう

ち２９名を採用する予定であります。しかしながらスタート時において峡南医療センター全体

で必要とする職種については看護師が９名、薬剤師が３名不足しております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすれば今、不足している看護師９人、薬剤師３人というのはこれから２６年度、病院を

運営していく上で必要な人数ですか。それとも将来的に、例えば平成３０年までにこれだけの
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人数が必要なのか、その点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） 

 ２６年度におきまして今後、随時募集していくという予定になっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうするとこの峡南医療センターを運営していくのにマンパワーとしてこれだけの、１２人

がいないとスムーズな医療センターの運営というのは、なかなか難しいという解釈でよろしい

ですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今現在の医者に対しての、これは不足部分であります。ですから２６年度とお考えいただけ

ればいいと思います。そのあと基本計画もあります。全体で今３０９名いるわけですが、基本

計画では平成３６年には３６３名のスタッフが必要になると。ただ、峡南医療センターとすれ

ば、もうちょっと大勢の体制でしっかりした医療ができるように、峡南医療センターの案とす

ればもうちょっと大勢のことを考えておりますが、当初つくりました基本計画では３６３人、

それに対してこの２６年度スタート時は３０９名でスタートいたしますので、２６年度の医者

に対するスタッフの不足というのは看護師が９名、薬剤師が３名ということでご理解いただき

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） 

 その看護師さんは申し込みが１９人いたんですね。最終的に９人ということで、１０人の方

はどういった理由か分かりませんけども不採用になっているということで、なぜ１９人応募し

てきたのに９人しか採用がないのか、その原因というものはどういうふうに考えているのかお

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） 

 看護師申し込みは１９名おりました。採用したのは１７名であります。１７名ですが、２名

落ちたのは、夜勤は困るという勤務の形態があります。できれば２４時間、眠らない病院にし

ていくには夜勤もやっていただかなければなりませんので、そういう人であると、その人を採

用することによって、今度は夜勤をする人が勤務を嫌がるというのが出てきますので、２名は

残念ながら不採用となったところであります。 
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） 
 僕も勘違いしていまして、１９人申し込みがあって１７人が採用になったということで、ま

だそれから９人足りないということで分かりました。 
 それから薬剤師さんが３人必要なところが応募もないと。これについては、どうしてこの応

募がない、理由というものはどういうふうに考えているのかお願いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 応募がない理由は、私も分かりませんけども、今いろんなドラッグストアがたくさん出てお

ります。ああいうところでも薬剤師を置かなければオープンできないというのがあります。そ

してまたここは病院の薬剤師ですから、薬剤師の免許だけ持っていたのでは困るというのも厳

しい状況の１つかなと思っています。実際に患者に応じた処方箋に沿った調剤をしていただか

なければなりませんので、そういった意味で免許はあるけども私は現場をしたことがないから、

ここには応募しないというのも１つの、病院ですからあるんではないかなと。そして病院へ勤

めながら勉強というわけにもいきませんので、そんなことから病院の薬剤師は今のところ申し

込みがなかったと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 もしこのままの条件で再度募集しても、なかなか薬剤師さんというのが応募してこないんで

はないかと思うんですね。であれば待遇とか条件を変えて再度募集するという必要性もあると

思うんですけども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、不足している職種の人たちについては今後も募集をかけていく予定でいると思ってお

ります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そのときに、さっき言いました条件面ももう少し考慮するとかしておかないと、今まで応募

してもゼロという申し込み人数が、なかなか３人を採用するまでにはいかないんではないかな

と思います。 
 続きまして（３）に移ります。 
 以前、県の示した資料によりますと、開院直後の３カ月間に想定される現金不足額が約１０億

９千万円と言われたと思うんです。それで今現在、２病院を経営するにあたり４月から６月に

想定される現金不足の額とその調達方法について、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。 
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〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 お答えいたします。 
 峡南医療センターの運営については、６月までの３カ月間は保健審査・支払機関からの診療

報酬の入金がないため、基本計画では約１０億９千万円の現金不足が生じることと想定してお

ります。この不足する資金につきましては、企業団が一時借入金で対応する予定であります。 
 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） 
 そうすると峡南医療センター全体で３カ月分の現金支出というのが、この資料でいくと

１２億６，９００万円あると聞いているんですね。現金収入は老健を含めて２病院で１億７，

９００万円。そのうち先だっての、富士川町の補正予算で峡南医療センターへの出資金が１億

５，５１７万円、これは可決していますからこれを運転資金に充当するんだと思うんですね。

そうするとこの１０億９千万円から出資金の１億５千万円を引くと、差し引き９億３，４８３万

円ぐらいが不足してくると思うんです。そうするとさっき課長さんがおっしゃった一時借り入

れというのは、見込みですけどもこの９億３千万円、これを民間金融機関から資金調達すると

いうことで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） 

 峡南医療センターには富士川町から出資をいたします１億５，５１７万円、それに今いる鰍

沢病院の職員の退職手当金が約４億円近くあると思います。今、全社連で詳細な計算をしてい

ると思いますから、そういうものも入ってきます。それのうち、どれを取り崩してそちらに運

用するのか、これはまだ私どもでは分かりません。当然、町と同じような自主運営をしていく

んではないかなと思いますので、ただ単に預けておくんではなくて、それを当面使わないので

あれば、それを運転資金にまわすということも考えられます。 
 今、峡南医療センターの２６年度のいろんな見込みをしております。先ほど言った病院の病

床の利用率をどのくらいするのか。そしてまた１日平均の外来患者数をどのくらいに見込むの

か。年間どのくらいいるのか。入院患者数を年間どのくらい見込むのか。こういうものから資

金をどういうふうに運用していくか。これが峡南医療センターのほうで今後、検討されるもの

だと聞いております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうするとその退職手当金ですか、４億円あるからそれが最大使えれば９億３千万円で、そ

れにしても５億円ぐらいはまだ足りないと。運転資金で。前に、平成２５年１月３１日に峡南

北部二病院統合協議会の議事録を目にしたんですけども、その中に鰍沢病院は医業収入と借入

金のバランスが大きく崩れている。医業収益を挙げる施策を検討する必要があること。２病院

とも返済原資がないため、民間金融機関からの資金調達は困難と考えられますといった議事録

が載っているんですけども、こういった議論があった中で、今回この民間金融機関から最少で
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も５億円の借り入れはできるということであれば、ある程度、一部事務組合のご判断をこれか

ら仰ぐんでしょうけども、見込みとして５億円というのはもう４月から運転資金ですから、例

えば県内大手の中銀さんにしても、貸してほしいといったときに一部事務組合の議会が２７日

ですか、今月の。あるということは聞いているんですけども、では１日から貸してくださいよ

といったときに中銀さんでどうぞどうぞと、例えばほかの金融機関でも結構です。そういった

ことになるというのは普通考えられないんですね。やはりこれだけの５億、何億というお金を

民間金融機関から調達するということであれば、事前にこのくらいの、最低でもほしいと。最

大このくらいのことはという見込みの金額を示して、やはりある程度、事前に根回しはしてお

く必要があると思うんですけども、そういったことはもうなされているんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本計画で現金不足が１０億９千万円というのが示されています。これは３カ月間での不足

の金額です。当然、現金収入も患者の一部負担分は入ってきますが、これは３カ月間で１０億

９千万円、これも自転車操業みたいなことになってくるんですが、６月がちょうどボーナスの

支給月にあたりますから、それもここには入っております。そういう中ですから、１つずつの

あれでいくとそんなに大きなお金ではないと思っております。 
 峡南医療センターが市中銀行から借り入れをするんですが、もし市中銀行から要請があった

り、医療センターから要請があれば、また債務保証という形で市川三郷町と富士川町は対応も

可能だと思いますので、医療センターがしっかり借りられるものだと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 この文面でいくと金融機関からの私的基金調達は困難だということで、これらも返済にまわ

すときに、これらがなかなか確保できなければ、開院時に町とすれば運転資金分の補助を検討

する必要があると議事録にも載っているんですね。それがさっき言う、例えば市中銀行で町の

債務保証がないと、なかなか貸せないよといったときには構成団体である両町でその保証をす

るという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） 

 運転資金の助成は毛頭考えておりません。峡南医療センターが独自に資金調達をしていただ

きたいと思っております。今言いましたように市中銀行が、まだ出たばかりの企業団で実績が

ないからとか、私は借りられないということは思っていませんが、もしそういった要請があっ

たり、医療センターからも両町に要請があれば、両町で債務保証をしていくことはしていかな

ければならないと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうするとそういったケースが出た場合には、また議会の議決が必要になるわけですよね。 
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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） 
 債務保証ですから、当然議会の議決が必要になります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると例えば、すぐ必要だということになれば、一部事務組合の内容にもよりますけど

も、そういう結論が出た場合には臨時会を開いてそういった対応をとるということも考えられ

るということですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 必要があれば臨時会をお願いすると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは（４）の質問に移ります。 
 現時点での２６年度の病院ごとの経営収支、医業収益・医業費用・医業利益はどのくらいを

見込んでいるのか、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） 

 お答えいたします。 
 峡南医療センターの平成２６年度の経営収支につきましては、現在、二病院統合事務組合に

おきまして当初予算を作成中でありますので、各施設ごとの具体的な数値は示されておりませ

ん。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 私が前いただいた統合事務組合の資料で大体計算してみたんですけども、合っているかどう

かちょっと分からないんですけども、僕の大雑把なものなので。市川三郷病院が全部で、病院

だけですけども大体１３億６千万円ぐらい。それから富士川病院の医業収入ですけども２９億

円ぐらい。そうすると大体４３億円ちょっとになるのかなと思うんです。ちょっと老健のほう

でどのくらいの収入見込みがあるか分からないんですけども、これぐらいになってくると思う

んです。それでまだ一部事務組合で分からない、議会へ諮らないとたぶん答えられないという

こともあるかと思うんですけども、僕がお聞きしたいのはこと細かに、何十円単位で議会を通

るような数字を示してほしいということではなくて、もう先ほども言いましたとおり３カ月で

まず最低でも５億円の運転資金が必要になる。ではさっき町長がおっしゃいましたけども、こ
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れはボーナスが入っているから多いけども、ならせばそんなにはならないだろうということを

おっしゃっても、もう２６年度というのはすぐなんです。そのときにまだ、一部事務組合で諮っ

てからということであれば、やはり町民は不安なんですよね。どのくらい来年度から病院にか

かるのか、大雑把に計算して病院だけでも４３億円ぐらいの収入はあると。であれば、やはり

それだけ人もスタッフもかかってくる。薬もかかる。いろんな機器もかかる。であれば、やは

り分かっている範囲でなぜ今、町民の代表である議会の場で来年度のことを教えてもらえない

のか、僕は不思議なんです。こと細かにこれだけこうでという数字がほしいなんて言っていな

いんです。大雑把でいいから、大体このくらいを見込んでいますということぐらいは教えてほ

しいなと思いますけどもいかがですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、福祉保健課長が答えましたように、事務組合において当初予算を作成中であります。私

も全然知りませんので、おおむねにもつかみにも知らされておりませんので、お答えすること

ができません。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町長が本当に知らないというのであれば、病院経営ってブラックボックスだなと思うんです

ね。１年先ではないんです。１年先には、もっと近づいてこないとなかなか示せないと。去年

のうちは２月になれば病院の具体的な姿が出せますよと言っていたのに、２月になっても出な

い。今の時点でも、まだ町長さえも２６年度の収支見込みが分からない。病院というものは、

非常に町民にとっては闇の中にある経営なのかなと私は思います。 
 次に（５）に移りたいと思います。 
 市川三郷病院と富士川病院にかかる経費として、基準財政需要額に地方交付税、普通交付税、

特別交付税が算入されるのは平成２８年度、これが普通交付税が２８年度、２７年度には特別

交付税が算入されるということで、この文言は訂正してもらいたいと思います。２６年度と

２７年度、町の負担は一体どのくらいになるのか。それとも全然かからないのか、その点につ

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） 

 ご質問にお答えいたします。 
 富士川病院にかかる経費として基準財政需要額に算入される額につきましては、新たに借り

入れた病院事業債の元利償還金にかかる部分を除き、普通交付税は基本的には平成２８年度か

らになり、特別交付税については平成２６年度からの交付となります。しかしながら交付税に

かかる負担金につきましては、算定額どおりの交付税が交付されないなど不透明な部分があり

ますので、今後、市川三郷町と富士川町の両町でルールを定めた上で負担することとしており

ます。 
 また交付税以外の町の負担金につきましては、企業団規約により両町５０％ずつの負担割合
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となっておりますが、峡南医療センターに政策的医療などを依頼しない限り、基本的にはない

ものと考えております。 
 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） 
 そうすると２８年度は普通交付税で特別交付税は２６年度からということで、前にいただい

た資料に、そういえばたしか２６年度の一般会計繰入金ということで３，２７３万６千円とい

う金額が出ているんですけども、これが今、課長さんが説明してくださった特別交付税の分と

いうことで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） 

 特別交付税です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすればこれらの交付税で措置される部分は、両町で必要に応じて協議して、いくら出す

かということは決めていくんでしょうけれども、事務組合ですか、それでこれ以外の町から持

ち出すお金というものは、今のところ考えていないということで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） 

 先ほど福祉保健課長が答弁したように、政策的な医療を依頼しない限り負担はないと思って

おります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは（６）の市川三郷病院の建て替えは行われる計画なのかということで、やっぱり前

にいただいた資料では市川三郷病院の建て替えを計画していきたいということで、建設費用で

２０億円、これを全額起債で長期借入金として返済していく考えもあるとお聞きしたんですけ

ども、この点については事務組合ではどのような議論がなされているのかをお伺いいたします。 
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） 

 お答えいたします。 
 市川三郷病院の建て替え計画は、峡南北部二病院の統合にかかる基本計画におきまして峡南

医療センター開院５年後の平成３０年度に計画されております。しかし具体的な建設計画につ

いては、峡南医療センターにおいて今後検討されるものと考えております。 
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 以上です。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 これも平成３０年度ということであれば、まだ先の話になるかと思うんですけども、こういっ

た、例えば企業団で借り入れをしてやっていくんだと思うんですけども、例えば両町がどうし

ても出資しなければなかなか建設が難しいよというケースになった場合には、やはり町の負担

というものは考えられるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの考え方と同じで、町が政策的にこういう医療をしてくださいということで必要な、

もし病室とかそういうものができるのであれば、それはそのときにまた検討しなければならな

いものだと思いますが、通常の、今の市川三郷病院がただ単なる建て替えであれば、これは企

業団のご判断で、お金があるのかないのかを含めた判断の中で検討されるものだと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは病院については、これで終わりたいと思います。 
 次に２の大雪に関する町の対応についてということで、先ほども齊藤欽也議員がお聞きして

おったんですけども、（１）の２月１５日の午前８時半に富士川町災害対策本部を設置したとい

うことですけども、この条件ですね、どういった条件が整えばこの対策本部を設置したという

ことになるのか、お伺いいたします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、鮫田和博君。 
〇防災課長（鮫田和博君） 

 それでは秋山議員の、どういう条件が整えば災害本部を設置したということになるかのご質

問にお答えします。 
 災害対策本部の設置につきましては、災害対策基本法第２３条の２第１項に市町村の地域に

ついて災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合において、防災の推進を図るため

必要があると認めるときは市町村長は市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害

対策本部を設置することができると規定されております。このことから富士川町地域防災計画

の第３章、災害応急対策計画に設置基準が第１号から第４号が規定されております。 
 今回は雪の降雪量が異常で今までに経験のない状況であり、除雪はもとよりさまざまな被害

が想定されることから設置基準第４号の「その他、町長が必要と認めた場合」を適用したとこ

ろであります。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、これはこの時点で町長が役場にいて対策本部を設置するということで、町長も

その場にいてやったということで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） 

 あの雪の最中であります。８時半に自宅から総務課長に対策本部を設置するぞという電話指

示を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） 

 そういうことでやったと思うんですけども、欽也議員もおっしゃっていたんですけども１週

間前の８日の日にはそれでも記録的な大雪ということがあったんですけども、今回、天気予報

でたしかに雪が雨に変わるという予報があったと思うんですけども、知事さんもそうだったん

ですね、なかなか庁舎へ出て来られないから、そこに知事さんいてもいいですよということで

登庁なされなかったようですけども、やはりこれだけの、１週間前に記録的な大雪、そしてま

た今回も大雪になるであろうという注意報は出ていたわけですから、やはり町長は危機管理と

いうことであれば、そういった登庁できない、いくら近くても、それは想定外だからなかなか、

そこまで思いを寄せて対策をとろうというのは非常に気の毒な話かもしれないですけども、町

の１万６千人のリーダーである町長としたら、そういった登庁できないかもしれないというこ

とであれば、やはり事前にそういった対策をとるということも必要ではないかと、町長当人が

一番思っているんではないかと思うので、ぜひこれを教訓として生かしていただきたいと思い

ます。 
 （２）に移りますけども、今回の大雪では道路にある消火栓、これは道路に埋め込み型と立っ

ているものとあると思うんですけども、これがなかなか雪に埋もれて分からなくなってしまう

と。今後のことを考えると、こういった豪雪の中でも目立つように標識を設置したらいいので

はないかということを町民の方から連絡いただきまして、議会があるであればこういったこと

をぜひ当局のほうに見解を聞いてほしいということで挙げさせていただきましたけども、今後

こういったこともたしかに、北陸豪雪地帯と同じように必要になるんではないかなと思うんで

すけどもいかがでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 防災課長、鮫田和博君。 
〇防災課長（鮫田和博君） 

 それでは、秋山議員の消火栓の標識の設置が必要ではないかとの質問にお答えします。 
 消火栓については町と地域で管理し、消防団による点検や補修など定期的に行っているとこ

ろであります。 
 今回の歴史的大雪では消火栓の位置が分からない個所が多く見受けられ、また同時期に発生

しました火災現場の状況からも消火栓の除雪や消火栓の位置、標識の有無の把握など日ごろか

らの維持管理の徹底を痛感したところであります。 
 こうしたことから地下式の消火栓については地域住民や自主防災組織の協力の中、周辺への
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目印設置等の対応を行い、地上式の消火栓については標識板の設置に向け取り組んでいきたい

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） 
 ぜひ町民の皆さんの貴重な意見なので、そういうふうに反映していただけるとありがたいと

思います。 
 では（３）に移らせていただきます。 
 雪の置き場を提供してくださった方には、町の公費でお礼をしてほしいという町民の声を聞

いたんです。やはりこれも連絡をいただきまして、自分が路地に住んでいて、雪を、あの量で

すから置く場所がないと。かき出すなんでとても、広いところまでいけないから近所のご好意

によって耕作放棄地とか空き地とか空いているところに置かせていただいたと。非常に大変あ

りがたかったと。個人的に例えば５００円とか１千円とかあげてもいいんだけども、やはりこ

ういったことを、善意とそれから町民の方の共助というんですか、助け合いの精神を皆さんに

持っていただくためにも、やはり町のほうでそういったことを検討していただけないかという

ことを町民の方から言われました。 
 では東北の豪雪地帯ではどんなことをしているのかなと思って調べたら、秋田県の秋田市は

今年の冬から住宅地の空き地を堆雪場として提供した所有者に対して、来年度の固定資産税を

減免する制度を導入しているそうなんです。秋田県は長期なんですね。３カ月とか４カ月とか。

例えば３カ月、１２カ月のうち３カ月。そうすると年間の４分の１はもう使えない土地。そう

すると、それに応じて年間の固定資産税を４分の１免除するとか、４カ月であれば１２カ月の

３分の１だから３分の１を免除するとかというような、たしか制度だと思ったんです。 
 これほど長く置くわけではないんですけども、やはり協力してくださる方への感謝と雪捨て

場の確保ということで、こういったことも検討する必要があるんではないかなと。当然、財政

的な負担というものも考えなければいけないんですけども、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） 

 建設課長、川住資農夫君。 
〇建設課長（川住資農夫君） 

 秋山貢議員の、雪捨て場の確保についてのご質問にお答えをいたします。 
 今回の大雪は１３０センチを超えるかつてない降雪により、幹線道路や生活道路の早急な復

旧のため、町では建設安全協議会、管工事組合をはじめ、町内の重機をお持ちの皆さまのご協

力により除雪作業を進めてまいりました。しかし大雪のため、拡幅除雪や通学路確保のため残

雪を排出する必要になったことから、緊急的に河川や公共施設の駐車場を雪捨て場としたとこ

ろでございます。 
 こうした状況の中、除雪に伴い雪が残った道路沿いの農地および空き地の土地所有者の皆さ

まのご理解・ご協力は地域の安全・安心の確保ができたものであり、感謝申し上げるところで

ございます。 
 今後とも今回と同様な除雪対策を講じる中で、町民の皆さまのご理解・ご協力をいただき、
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安全・安心を確保していきたいと考えておりますので、雪捨て場の提供に伴う固定資産税を減

免する制度については、今のところ導入する考えはございません。 
 以上でございます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 私も固定資産税の減免をすぐ検討してほしいということではなくて、これは例として挙げた

ものですから、やはりそういった住民の皆さんが快く提供をしていただいて、こういった豪雪

をお互いの連携で乗り切るということは非常に大事なことで、やはり地元、自分のまず身近な

ことから協力して、皆さんでこういったことを乗り切っていくという姿勢は本当に必要だと思

うので、ぜひ費用もあると思うんですけども、こういった善意に対して報いるということも検

討の１つとしていただきたいと思います。 
 これで私の質問を終わります。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告２番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３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） 
 私は議員生活最後の一般質問として、容器包装リサイクル法に対する町の姿勢ということを

テーマとさせていただきました。 
 私はこの容器包装リサイクル法はとても素晴らしい法律だと思いますし、できた当時は大変

喜んでおりましたけども、この容器包装リサイクル法にもいろいろと問題点があるということ

に気づいてきました。本当にその循環型社会をこれから築いていくためには、この容器包装リ

サイクル法の見直しがどうしても必要なんだということをこの数年間痛感しておりまして、今

日ここでぜひそういった私の考えを皆さんに分かっていただきたいし、それから町の姿勢もぜ

ひ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 容器包装リサイクル法というのは、家庭から出る一般家庭ゴミですけれども、重さでは２割

程度なんですけれども、容積で約６割を占める、この容器包装ゴミを減らすために平成７年に

制定されました。その後、平成１８年に一度改正されましたけれども、今日に至るまで改正の

様子は見られません。しかしここにきて二度目の改正の動きが出てきており、改正に向けての

議論が今、活発化しております。国の法律について、一地方自治体である町の議会で議論する

ことは馴染まないと思う向きもあるかもしれませんが、市町村にとってはこの法律の見直しは

決してないがしろにできない問題として、真剣に議論しなければならない時を迎えていると私

は感じております。 
 本町は町長がゴミの減量化に向けて熱心に取り組んでいらっしゃいまして、リサイクルス

テーションの設置によって、リサイクルも順調に進んでいると解釈しております。しかしこの

法律に内包している問題点がいくつかありまして、以前より改善すべきだという声がいくつも

挙がって、これまできました。 
 問題は、リサイクルを円滑にまわすことだけを目的にしている限り、またそれを税金で賄っ

ている限り、廃棄物はいつになっても減りません。リサイクルすればするほど自治体の財政の
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負担が重くなり、大量生産・大量消費・大量廃棄が大量リサイクルに変わっただけで本質的な

問題解決には至っていないのが実情であります。 
 今、容器包装リサイクル、これを容リ法と言わせていただきますけども、今、容リ法の改正

に向けてさまざまな動きが活発になってきている中、わが町富士川町においてもこれにどのよ

うな姿勢で向き合っていくのか、容リ法改正の動きに対する本町の姿勢をお伺いいたします。 
 容リ法とは、これまで全面的に行政が負っていた一般家庭廃棄物の処理責任の一部を事業者

に課した点において画期的であったと思います。その成果もいくつもあります。 
 そこでまず、この法律の基本とするところの仕組みである役割分担について、まずお伺いい

たします。容リ法により本町でも容器包装廃棄物のリサイクル化が意欲的に進められており、

３Ｒを推進する上で歓迎すべきことではありますけども、リサイクルに関わる経費が町の大き

な負担になっているのも事実であります。現行容リ法による自治体と事業者の負担役割はどの

ようになっているのか、まずお伺いいたします。 
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） 

 ただいまの永井議員の容リ法による自治体と事業者の負担役割についての答弁をいたします。 
 容器包装リサイクル法では消費者、自治体、事業者の三者が一体となって容器包装廃棄物の

削減に取り組むこととなっております。そのうち事業者はその事業において用いた、または製

造・輸入した量の容器包装についてリサイクルを行う義務を負っております。 
 自治体は家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルをする事業者に引き

渡すとともに容器包装廃棄物の分別収集に関する５カ年計画に基づき、地域における容器包装

廃棄物の分別収集、分別排出の徹底を進めるほか、事業者、住民との連携により地域における

容器包装廃棄物の排出抑制の促進を担うこととなっております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ただいま課長のお話ですと消費者と、この場合は町ですね、町と事業者、三者が一体となっ

て取り組むという役割分担ということでお聞きしたんですけども、課長のおっしゃる消費者の

役割というのはなんでしょうか、もう一度教えていただけますか。 
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） 

 消費者の役割についてですけども、消費者につきましては、自治体の進める分別収集につい

て協力をするという形で排出をしていただくことが消費者の役割になっています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ちょっとこのことについてはまたあとでお聞きするとして、製造者が、事業者ですよね、リ

サイクルをするということで、町は分別、町民から分別収集をして、それを引き渡すまでとあ
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りますけども、この引き渡すまでというのはどこの部分でおっしゃっているのか。流れの中の

どこの部分が、町の役割の部分でしょうか。 
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） 

 町につきましては、中間保管施設までの搬出を行って指定されたその場所に届ければ、あと

は容リ法の指定業者のほうで引き取りに来てくれるという形になっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると町は、リサイクルステーションに町民は持っていきますね。そこで委託業者がそ

れを運んでくれますね。そのあとの中間保管ですか、そこまでが町の役割ということで考えて

よろしいですか。 
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） 

 はい、そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 よく保管場所に行くと、例えば缶なんかは、アルミ缶とかスチール缶なんかはぎゅっと圧縮

されて積まれていますね。選別とかありますね。そういう選別とか圧縮したり、それから保管、

そこまでが町の役割と考えてよろしいですか。 
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） 

 金属等につきましては、こちらでその収集場所まで届けるという部分を負担しております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ちょっと整理しないと分からないんですけども、金属に関しては町が収集場所まで運ぶのは

町が負担、ではちょっともう１回お聞きしますけども、今、町が役割分担しているのは中間保

管までがそうですよね。そうだと思います。その役割分担というのは、経費の負担ということ

で考えてよろしいですか。 
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） 

 そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 そうすると今、金属というお話がありましたけども、容器包装リサイクルの対象品目という

のは今のような形にたぶんなっていますね。それがアルミ缶とかスチール缶というのは、また

それとは違うルートがあるということですか。 
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） 

 容器リサイクル法の事業者が責任を持って保管、処理する部分のものと義務付けられてはい

ないもの等がございます。ガラスビン、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包

装類につきましては企業にリサイクルの義務があるもので、義務がないものにつきましては金

属類、紙パック、ダンボール等になっております。 
 それで今言われました、最初の義務があるものにつきましてはおおむね中巨摩広域のほうへ

収集をして、そこからまとめて排出をしております。それ以外のものにつきましては、独自で

引き渡しをしているものもございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 事業者がリサイクルをするのが義務付けられて、再商品化は事業者、製造主ですね、事業者

に責任があるということで義務付けられていますけれども、缶とか紙パックとかダンボールは

事業者に義務付けられていないと考えてよろしいですか。 
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） 

 そのとおりです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 同じ容器包装物だと思いますけども、缶にしても紙パックにしてもダンボールにしても同じ、

容器包装という意味では同じだと思うんですけども、ここの違いはなんでしょうか。 
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） 

 これにつきましては、法律の中で規定されているものであります。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 法律で規定されているとは思いますけども、一般人が考えたときになぜ、ほかのものに関し

ては事業者に義務付けられて、つまり責任を持ってやりなさいと義務付けられているのに、こ

の今、課長がおっしゃったものについては義務付けられていない、いらないですよという法律

なんですね。事業者がやる必要がないですよという法律なんですよね。そうすると、ここの部
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分は誰がやるんですか。 
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） 

 やはり自治体が主体になってやっていることだと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 なぜ缶とか紙パック、ダンボールは事業者でなくて自治体がやるという法律になっているの

か、そこらへんの理由はお分かりでしょうか。 
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） 

 ダンボールとか金属につきましては、有価物として有価の処理ができます。ペットボトル等

につきましては、リサイクルのほうでお金をかけてやるという部分もございますので、そうい

う形で分かれていると思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると有価物ですから、これらの容器包装類を委託業者が運搬する場合には自治体に

バックされていますよね。そう考えてよろしいですか。 
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） 

 経費につきましては、運搬業者の委託料はそのまま支払っておりますけども、引き受けた中

間保管施設のほうからお金が、対価が戻ってきております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 そうすると、その経費とそれから対価が戻ってくる金額との割合というか、町は損している

んですか、得しているんですか。 
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） 

 金額については、やはり対価のほうがだいぶ安くなっております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 考えてみても、町が大勢の町民の容器を分別して回収するということは大変な労力がいるこ

とですから、町のほうがたくさん出さなくてはいけないというのは容易に想像がつきます。今、
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言いたいのは自治体とそれから事業者が役割分担をしているということですけども、その割合

は大体どのくらいの割合でやっているんですか。それから消費者は、町のそれに協力している

ということが役割と考えていいんですか。 
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） 

 今の割合についてですけども、はっきりした部分がございませんけども、容リ法上の処理基

準ですとリサイクル部分を事業者がおおむね９割以上みております。それ以外の部分を市町村

がみておりますけども、収集運搬の部分は市町村がみております。それと住民の役割ですけど

も、町の決めたルールに従いまして協力していただくという形の、住民の部分での役割があろ

うかと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 リサイクル法というのは容器包装だけではなくて、例えば家電リサイクル法とか自動車リサ

イクル、食品リサイクル、いっぱいありますけれども、ここで言われている役割分担、消費者

も含めた役割分担というのは、消費者も経費を負担するんですよという意味の役割分担なんで

すよね。ここで、リサイクル法で言うところの消費者の役割分担というのは、ただ町のそれに

協力しました、役割分担が終わりましたではなくて容器包装リサイクル法のあとにできたのが

自動車リサイクル法であり、家電リサイクル法でありますね。こういうのは消費者がすべてお

金を払っているではないですか。リサイクルに。そうですよね。リサイクル法というのはそう

いうものだと思うんですよね。ですから私は、容器包装リサイクル法に関しての消費者の役割

はあるんですかと聞いているんです。 
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） 

 家電リサイクル法ですとか自動車のリサイクル法につきましてはそれぞれ排出時、または購

入時にリサイクル料金を支出していただいています。容リ法につきましては、その消費者の部

分の負担、直接の製品の中にその部分のお金が入っていないという解釈でございます。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。消費者は容器包装リサイクル法に関しては、その商品を買うときに消費者は

負担していないというふうに判断してよろしいですね。はい、分かりました。 
 次がまだあるんですけども。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 いいですか、ここで質問が変わりますか、ここで。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 変わりません。まだ続くので。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 質問の途中ですが、ここで暫時休憩します。 
 再開は午後１時とします。 

休憩 午後１２時０２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。 
 永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 続きをいくわけですけども、先ほど午前中の私の質問に対して、うしろのほうの方々から難

しくてよく分からないと。永井さんは一体何を言いたいのかというようなご意見がありました

ので、ここから具体的にできるだけ分かりやすく、でもとても重要なことなのでぜひ皆さんに

関心を持って聞いていただきたいと思います。 
 私が申し上げたいのは、今度この容器包装リサイクル法が見直されて改正されます。そのと

きに、ここをチャンスに自治体、町がリサイクルに対して負担が重すぎるんだと。町が払って

いる経費が重すぎるから、この改正のときこそチャンスとして声を挙げていくべきだというこ

とを私は訴えたいわけであります。 
 それで午前中には、その導入部分として町の実態をお聞きしながら行ったり来たりしていま

したけども、これからは、これで２番に入りますので、時間もあれですから２番に入りまして

その核心部分に入っていきたいと思います。 
 まず２番ですね。今度、２番にいきます。共通している部分が多いので戻ったり行ったりと

いうことになるかもしれませんけどもご容赦を願います。 
 （２）番として全国町村会では要望書を提出し、拡大生産者責任の強化を図るとともに事業

者の費用負担および役割分担についても要望しているが、本町のリサイクルにかかる負担の現

状と町長の見解を伺うということで、まずここで拡大生産者責任という難しい言葉が出てきま

したので、この拡大生産者責任というのはどういうことかと言いますと容器をつくる企業があ

ります。それの中身を入れる事業者がいます。こうした生産者ですね。生産者が製品が使用さ

れて廃棄されれば、売れればそれで終わりではいけませんよというのが拡大生産者責任という

んです。売れれば、もうそれで自分の儲けになればそれでいいということではなくて、これが

売れたあと、リサイクルや処分にかかるすべてをこの生産者、事業者が責任を負うというのが

拡大生産者責任というふうに言うわけです。それをすることによって製品の、お金がかかる部

分、今度、生産者はおそらく商品にその分を乗せますね。商品が高くなりますね。そうすると

消費者はその高いものを買うわけですね。 
 ただしここで１つ、重要な点は例えばペットボトルを買う人Ａさん、ペットボトルを夏にな

ると１日３本飲みますというＡさんがいます。Ｂさんは、自分はペットボトルを使いたくない

からマイボトルで自宅から飲料用水を持っていきますと。こういう２人がいるとしますね。こ

のＡさんがペットボトルで飲むのは、これはこの人は今後ペットボトルが高くなっても、私は

これが便利だからということで選択します。そしてマイボトルを持っている人は、私は環境に

配慮した生活をしたいからしません。今はこの両者が同じように税金でこのペットボトルのリ
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サイクル費用を自治体がみんな持っているわけです。Ａさんのような毎日ペットボトルを何本

も飲む人が出すそのゴミのために、Ｂさんも税金という形で出していますね。これはＢさんに

とっては不公平なんですよ。ところがこれが価格に反映されれば、ペットボトルは高くなりま

す。高くなるから買わないという人もいるかもしれません。でもそれでもいいと買う人もいる

かもしれません。それが消費者の責任なんですよ。ここで言う消費者の責任というのは、つま

り消費者は自らこれを選択して、リサイクル費用を含めたこのペットボトルを買いますよとい

うのがその消費者の責任なんです。事業者はその処分に至るまでをすべて責任を持ちなさいと

いうことで、全部費用はそこで、事業者が負担しなくてはいけないというのがこの拡大生産者

責任なんです。これが実はリサイクル法の中にちゃんと謳ってあるわけですね。 
 ところがなかなかそのようにはいかなくて、でも今、全国の自治体があまりにも負担が多す

ぎて悲鳴を挙げているんです。今、全国の自治体、例えばここで全国町村会でも要望書を出し

ているんです。どういう要望書かといいますと、全国市長会でも出していますし、あらゆると

ころで出しているんですよ。例えば要望書の中にこういうのがあります。持続的な容器包装リ

サイクル制度の確立のため、循環型社会づくりの基本理念である拡大生産者責任の原則に基づ

き事業者責任の強化を図るとともに分別収集、選別保管にかかる町村と事業者の費用負担およ

び役割分担について、さらに適切な見直しを行うことと出ているんですよ。全国の町村会の、

これは国に出した要望ですよ。 
 そして例えば東京２３区の区長会が出したのは、もっとすごいんです。リサイクルにおいて

大きな比重を占める収集運搬・選別・圧縮にかかる経費のほとんどは、自治体の負担となって

おり、リサイクルの役割分担における経費負担が事業者と比べ自治体に対して荷重で公平さに

欠けるものとなっています。また他のリサイクル法と異なり、容器包装リサイクル法には消費

者の経費負担にかかる規定がなく、消費者、事業者、自治体間での役割分担が明確になってい

ません。はっきりここで言っているんですね、国に対して。全国の個々の自治体が国に対して

意見書をどんどん出しているというニュースが入っているわけです。 
 そして容器包装の発生抑制の強化、リサイクルだけでは駄目なんだよ、発生を抑制する制度

にしなくてはいけないんだということをはっきりとこうやって謳っているんですね。そういう

意味で、全国町村会がこの要望書を国に出したということは私は当然、山梨県の町村会も、当

然富士川町の町長の思いもこの中にのっているのかなというふうに思って質問を出したら、こ

れは駄目だということで突き返されました。つまり山梨県はこの要望書には関わりありません

ということだったんです。やり方によって、いろんなやり方があるからそういう事情もあるの

かもしれませんけども、私はここでぜひとも町長にこの要望書に対して、全国町村会というと

普通は全国の町村がみんなそう思っているというふうに思うわけですけども、町長のお考えを

ちょっとお聞きしたいです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私の考えということでありますけども、全国町村会、山梨県町村会もそうです。山梨県町村

会として国・県への要望事項もたくさん出しています。冊子になって出るぐらいたくさんあり

ます。山梨県ではこの容器包装リサイクルに対する要望はしておりませんけども、山梨県から

も会長が行って、全国でどういった要望書を国へ今度は出していくかという中に環境保全対策
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の推進ということで国へ要望書を出しております。これは低炭素社会の実現が世界的なテーマ

になっていると。そういう中で政府も温室効果ガスの抑制というのを目標に掲げておりますの

で、それに沿って市町村も同じように地球温暖化対策をやっていかなければならない。そうい

う中で要望書を出しているんですが、この要望書は地球温暖化対策の推進と循環型社会の構築、

そしてまた、山梨には関係ありませんけども漂流ゴミ、漂着ゴミ、こういうもののゴミ処理対

策の推進というのをまとめて出してあります。この環境保全対策の推進には１３項目、国のほ

うへ要望しております。その中の１つが、先ほど議員さんが述べられた持続的な容器包装リサ

イクル制度の確立のためということで要望書として出してあります。 
 山梨県に関わる、関わらないということではなくて、山梨県独自の要望としては出しており

ませんけども、全国の町村の切なる思いということで国のほうへは出しておりますので、それ

は全国、すべての町村の思いだと思っております。 
 私ども町のほうでも当然、リサイクルにかかる費用は年々増加してきておりますので、こう

したリサイクルにかかる自治体負担を軽減するためにも、自治体と事業者の費用をどうしてい

くか。先ほど大半がされていないというのがありました。リサイクルといいますか、こうした

ゴミ処理をしていく８割が入っていないということですので、この費用を製品価格の中に入れ

てほしいというのが国に対する要望の具体的な中身であります。町でもぜひ、そうなればいい

なと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私の思いと町長の思いが一致して大変うれしく思いますけども、私、先月京都に先進事例で

視察というか取材に行ってきました。京都市役所に。というのはここの町ではリサイクル品の

再生、容器包装のリサイクル費用にかかる経費は分からないと。容器包装品に関する、それだ

けのリサイクル費用はちょっと分からないということだったので、私はちょっと京都に行った

折にそのことも聞いてきました。 
 例えば５００ミリリットルのペットボトル、１本をリサイクルするのに市町村は４．５円か

かるそうです。市町村が負担する。事業者は０．０５円だそうです。あまりにもひどいではあ

りませんか。あるいはガラスビンは１０．５円。事業者は０．６円ということであります。ア

ルミ缶５００ミリリットルが市町村は１．７円。先ほど課長がおっしゃったように事業者は０円

なんですよ。それからスチール缶に関しては、市町村は４．３円かかります。１つ。それが事

業者は０円なんです。というようなことで、圧倒的に自治体が負担しているんですね。その分

の町の費用はどのくらいかというのは、ちょっと今ここでは分かりませんけれども京都市の場

合は燃やすゴミに対してビンとか缶類で、燃やすゴミの２．８倍は自治体がかかるそうです。

それから京都市の場合は、容器包装にかかるリサイクル費用だけで４５億円という数字が出て

います。全体では３００億円だそうです。京都は。ゴミ全体では３００億円のうち４５億円と

いうことは、１５％は容器包装の処理費用に自治体はかけている。これを本来の拡大生産者責

任に持っていけば、例えば家電リサイクル、あるいは自動車リサイクルもみんなそうなんです

よ。それに持っていけば町は一切負担することがないんです。家電にしても自動車にしても消

費者が負担しているではないですか、リサイクル費用を。という流れになっていかなければ本

来の循環型社会というのは難しいんではないかというのが、私がずっと思っていた考えです。 
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 そこで最後に３番にいきますけども、全国町村会でこういうのを出しましたよ、今、全国の

自治体が独自に国に対して意見書を出しています。私は、富士川町は先ほどから申し上げまし

たように、町長はゴミの減量というところで大変熱心に取り組んでいらっしゃって、私は全国

的に誇るような先進的なことも試みていると思います。そういう意味からも山梨県の自治体で、

まだそういう意見書を出したところはありませんけれども、ぜひとも山梨で一番にでもそうい

うことを出していただきたいなと私は思っていますけども、町長のお考えをお聞きしたいと思

います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本当、焼却ゴミを減らしていく、非常に大切なことだと思います。廃掃法の中で一般廃棄物

は自治体の責務だということになっておりますので、それが一般焼却ゴミが出てくれば、これ

は自治体が税金で処理をしていかなければなりません。そうした燃さなければならないゴミの

発生抑制と、できるだけ資源化をしていこうというのがこの容器包装リサイクル法だと思って

いますので、そういう中で分別収集をしたり、選別保管をしたりという個々の自治体がやって

いるということでありますけども、先ほど言ったようにこういった総費用の８割が製品価格に

内部化されていないということから、自治体の税金で処理していかなければならない。もっと

もっとこのリサイクルに自治体も積極的に取り組んでいかなければいけないんですが、そこの

費用をどうするかというところがありますが、一番のもとは消費者の皆さん、家庭の皆さんが

分別をしていただく。そして少しでも再資源化をしていただく、こんなことが一番重要かなと

思っていますので、うちの町も県下では一番きめ細かくリサイクルステーションも付けている

と思います。今、まだ足りなくて２６年度予算のほうにも計上させていただいておりますが、

これでよしということではないと思います。全国町村会ではそういった要望もしております。

そしてまた自動車とか家電みたいに処理の過程で、マニフェストの中で、全部どの業者がやっ

た、そして元へ戻っていくとこういうものがこの容器包装の場合はできませんので、これから

はデポジット方式とかそういうものも検討しながら、国においてしっかりした制度設計ができ

るように要望はしていきたいと思います。 
 ２６年度も国・県への要望事項がまたとりまとめられますので、そういう中で富士川町とし

て、また国への要望というのは考えていきたいと思っています。 
 ただ意見書というのは、自治体が国へ意見書を出すわけにはいきませんので、また議会のお

力を借りながらそういったところも両方から攻める形でやっていければいいのかなと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今回は容器包装リサイクル法というところで一本に絞りましたけども、町長がおっしゃるよ

うにこの町のゴミ全体について、やっぱり削減の方向で町民、それから行政、いろんな人たち

が力を合わせて、ぜひ実現していきたいと私も切に願って、そういう意味では先頭に立ってで

もやっていきたいと私は思っております。価格を内部化していくということは非常に重要なこ

とで、この経済システムが成り立たないといつまで経っても使い捨て容器が減らないんですね。

どうしても減らないんです。ですからそういう経済システムをつくりながら、まず富士川町だ
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けではこれはできません。国に対して、自治体として声をぜひ一番に挙げていただきたいなと

思っております。 
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告３番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告４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） 
 私は峡南医療センターについて、一般質問をいたします。 
 午前中、秋山貢議員のほうからこの病院に関しては一般質問がありましたけれども、私は

ちょっと視点を変えたところで、この病院問題に対して質問をしていきたいと思います。 
 平成２６年４月から開院する峡南医療センターは、富士川町の町民のみならず峡南地域住民

の待望の病院施設であります。２４時間眠らない病院、そして救急車を断らない病院、そのこ

とがどれほど地域住民の安心感をもたらすのか、計り知れません。 
 今後、住民側の声、病院側の要望など、病院と住民がお互いを支え合う仕組みづくりが大切

になってくると思っております。そこで当局の考え方をお伺いします。 
 （１）に移りますけども、峡南医療センターが開院に至るまでは非常に困難な道のりでした。

２つの町の病院の統合、しかも片方は町立病院、そしてもう片方は社会保険病院という、まっ

たく異なる組織を持った病院が統合するということは全国的にも珍しく、注目されるくらい難

しいと言われておりました。しかし志村町長は決して諦めることなくこの問題に挑んで、そし

て解決策を国や県、そして峡南地域の中で模索して、この４月に開院となるまでの道を切り開

いてきたと私は思っております。 
 改めて、この峡南の地に峡南医療センターを開院した意義と４月の開院に向けての、どんな

病院にしていきたいのか、町長の考えを伺います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の、峡南医療センターについてのご質問にお答えをいたします。 
 峡南地域における医療につきましては、ご存じのとおり医療機関、あるいは人的医療資源が

少ないことから基本的な医療体制が脆弱でありました。加えて比較的近い場所に同規模・同種

の病院がありまして、それぞれが医師不足を抱えているなど効率的な医療提供体制が組まれて

いない状況でありました。 
 こうした地域における医療問題を解決するため、平成２１年１１月に山梨県地域医療再生計

画というのが策定をされました。それで国の交付金を受ける中で峡南北部地域の医療連携に取

り組んでまいりました。 
 富士川町と市川三郷町に関わる峡南北部地域の医療連携につきましては、両町が主体となっ

て設置いたしました峡南医療体制調査検討委員会および市川三郷町・富士川町新病院設置協議

会において、同地域の３病院の経営統合に向けた協議を行ってまいりましたが、統合の協議が

まとまらず、平成２４年４月にこの組織は解散となりました。 
 このため平成２４年６月からは県が設置をする峡南地域医療連携協議会、またそこにありま
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す部会に検討の場を移しながら統合に向けた協議を行ってまいりました。そして２４年の

１０月ですが基本構想が策定をされ、市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院の経営統合に関す

る基本協定というのを締結し、翌１１月から峡南北部二病院統合協議会において両病院の経営

統合に向けた基本計画の策定の協議を行ってまいりました。 
 また平成２５年４月には峡南北部二病院統合組合が設立をされ、開院に向けた具体的な準備

を進めてきたところであります。役場同士の合併ではなくて、本当に経営形態も、これまでの

病院のイメージも違う病院が一緒になるわけですから、病院の統合に至るまでには大変な困難

な道のりがありました。また賛成反対という紆余曲折もありました。しかし、そういったいろ

んな議論も経て、やっとこの２６年４月から地域完結型医療を基本方針とした峡南医療セン

ターがオープンできる運びとなりました。 
 新たに出発する峡南医療センターの意義といたしましては、２病院２介護施設が一体となっ

て医療からケア機能までの強化および経営改革を図りながら、地域住民に期待される医療サー

ビスが提供されるということであります。 
 ４月の開院に向けてあとわずかとなりましたが両町、両病院はもとより両町の議会、あるい

は山梨県、また山梨大学附属病院、いろんな関係機関と協力関係をさらに強めていって、地域

住民にも統合してよかったと思っていただける病院づくりに取り組んでまいりたいと思います。 
 まだ詳細は、午前中質問がありましたけどもまだ出ていない部分がありますが、この月末ま

でには二病院統合組合の議会も開かれますので、そういうところでしっかり議員さん、そして

また住民にも知らせ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） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今、町長がその経過、これまでいろんなことがあったなと町長の話を聞きながら思いました。

２４年の４月にはいったん解散して白紙の状態に戻ってしまった。そのときにどうなるのかな

と私は思いました。私は町長が覚えているかどうか分かりませんけども、２０１１年の１２月

の議会のときに町長にこういうふうに迫ったんです。町長はどんな困難な状況下でもこの峡南

地域の医療を確保・充実させるという強い意思を持っておられるのか、自分の政治生命を賭け

ても、この峡南の地に医療を確保するんだという強い決意を持っておられるのか、そこをお伺

いしたいんですと言って町長に迫ったんですね。そのときに町長は、この地には絶対に病院が

ないと困るんだという話をしてくれたんです。政治生命を賭けてくれるんですねぐらいの勢い

で私はそれを町長に迫ったことを覚えていますけども、今の町長の答弁でそこまで町長が強い

信念をお持ちになって、これをやり通した、まだまだこれからですよ。これからやっとという

ところですが、そうはいっても病院ができるという実態が出てきたわけですから、ここまで町

長が熱意を持って、政治生命を賭けてまでこれをやり抜こうとする、そこの部分をもう一度、

どんな気持ちだったのかお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 本当に医療につきましては、今言ったように人的資源がなかった、そういった医療体系がこ
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の地域は崩れてきている、そういう実態の中で町民の皆さんからも救急車が全然、行く場所が

ないとかいろんなことを聞きます。これはなんとかしなければならないというのがありました

し、医療はただ単に医療だけでなくて、まちづくりの中の根幹だと思います。どんなに今、元

気な人でもいずれ病院へはかかっていかなければいけない。そのときにしっかりした病院がな

い。それではこの町へ住んでいる意義がなくなってしまうと思うんですね。医療、教育、福祉、

あるいは日用品が身近で買える、そういうものがそろってはじめて町と言えるんではないかな

と私は常々思っていますので、そういう中の１つ欠けていた部分の医療の部分を一生懸命、こ

れは町だけではできませんので、市川三郷町の皆さんにもご理解とご協力をいただきながら、

また峡南全体の町村にもご理解とご協力をいただきながら、２５億円の大半はこの峡南の北部

で使っております。これは市川三郷町とうちだけの病院ではなくて、この峡南地域あるいは南

アルプス市の南側の人たちも十分使える病院だと思っておりますので、そういったことで人の

交流ができれば、キャッチフレーズにありますように交流の輝くまちになっていくんではない

かなとこんな思いもありまして、この病院には本当に紆余曲折がありました。町長は何を考え

ているんだという人もいましたけども、やはりいずれ時間が経ったのちに病院が近くにあって、

しっかり医療が診てもらえる、よかったなと、そんなことをいずれ思ってもらえる時期がくる

と私も信じておりますので、これからもこの医療センターをしっかり見守っていきたいなと

思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 私も町長とまったく同じ思いでして、やっとここまできたなと思っております。その２５億

円がくるということで、一番先に言われたのはお金をもらえるからやるってそういう軽い気持

ちでやられたんでは困るとか本当にいろんな意見がありました。町はそのために地域懇談会を

開いて各区をまわって、そして自分たちがどんな病院にしたいのか、こういうつもりでこの町

に病院を置くんだということを、町は丁寧に説明していって私はこの紆余曲折はありましたが、

本当にこれが町民の方々に理解していただける時間だったのかなと、今思っております。 
 こういうふうなことをやっぱりリーダーシップをとっている町長が、ただ国からお金をもら

えるからという、そんな簡単な思いつきでやっているわけではなくて、本当にこの峡南の地を

考えたり、この町のことを考えたり、そういうことをしてこのまちづくりにこの病院というこ

とをつなげるということが、私はすごくリーダーシップをとる１つの人間的には、町長はやっ

ぱりそういうところはすごいなと。私は別にヨイショしているわけではないですよ。 
 私はやっぱり、そうやって先進的なことをするには必ず反対があります。でも信じて、町民

のために何をなすべきか。この１０年先２０年先がどういうまちづくりになっていくのかとい

うことをしっかりとみんなで議論して、そして進むときは一気に進むということが私は非常に

まちづくりでは大事ではないかなと思います。 
 ２番に移ります。 
 待望の峡南医療センターが富士川町の町民に安心感をもたらすことは言うまでもありません。

それと同時にいろんな要望の声も挙がっております。おらがまちの病院ということで、町民の

声には積極的に耳を傾けると同時に病院側の要望も町民に伝えていかなければなりません。い

くら企業団が経営することになっても構成メンバー、オーナーとして町も町民の声を積極的に
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吸い上げ関わる必要があると思います。どのような仕組みづくりが考えられるのか、町の考え

をお伺いします。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 ただいまの仕組みづくりはどのように考えるのかという、市川議員さんの質問にお答えをい

たします。 
 峡南医療センターの経営につきましては企業団が行うこととなりますが、企業団には両町の

議会から選出される議員による企業団議会があります。そうした場において町民の声が反映さ

れるものと考えております。また病院の運営状況を外部から見ていただくために、有識者から

なる外部委員会も設立することとしております。さらに地域のための病院として地域住民ニー

ズを反映した適切な運営を図るために両町の町長、企業長、経営管理局長等からなる開設者会

議を置くことになっております。このような機会においても、構成町として関わってまいりた

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） 
 市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今、課長のほうから説明がありましたけども、それはそうなんだろうなと。それはあくまで

も、もちろん議員ですから、その町民の声を挙げていくということはもちろんのことなんです

けども、全国的には今、医療の問題ってすごく課題がいっぱいあります。どんなものがあるか

というと医師の過重労働、それから医師不足というのが、新しい臨床研修制度による都市部へ

の集中があって、地方には医師不足が生じますよね。あとは患者さんとか受診する方がコンビ

ニ受診など、いろいろすぐ病院にとんでいく、すぐ救急車を呼んでしまうみたいな、そういう

患者のモラルの低下というのがあると思うんですね。そういった問題と、そしてまた今度医療

現場ではそのコストを削減しなければいけない。いろんなコストをたぶん、費用がかからない

ように削減する。でも片や医療の拡充への要望はさまざまくるわけですね。例えばもっとこう

いう器具を、あそこの病院はなんとかという超音波がどうとかでとか、あるいはこういうこと

ができるんではないかという、たぶんものすごく、そういう医療に対する期待はどんどん要望

が膨らむわけですよ。そうすると医療現場はその狭間ですごく疲弊してしまう。こういう実態

が、では今のこういうところではこうですね、ああですねというふうに網羅するような形で解

決できるかというと私はまだまだそれだけでは足りないと思っています。行政と医療機関関係

者だけが対策を考えて、住民はただ要望を突きつけるだけ、そういう行動では、今は地方の病

院はやっていけませんし、そういうところをなんらかの、住民がそこに関われるような組織を

つくってほしい、それはどんな形なのかというのはちょっと分かりませんけども、例えば今２つ

の町でまたがっていますよね。２つの町の、富士川町では福祉保健課というところがそこに関

わっているんですが、では両町の役場の課として、では交流とか、あるいは情報収集、一体ど

んなふうな形でやるのかというところらへんは、どんなふうに考えていらっしゃいますか。考

えがあったら、お伺いしたいんですが。 
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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） 
 これからも住民の医療に対する要望、そんなことは当然聞いていきながら地域に親しまれる

病院にしていかなければならないと思っています。今ご質問の中の両町の福祉保健課、市川も

同じところでやっておりますけども、そういう人たちとの連携というのは、市川とうちだけで

はなくて、峡南は峡南の福祉課長会議というのを設けております。そういう中で、先ほど言っ

たように峡南医療センターは市川三郷町と富士川町だけの医療をするわけではなくて、郡の代

表的な医療センターになると思いますので、身延であれば南部であれ早川であれ、そういった

ところのご意見も伺って、そのニーズに合うようにまたしていかなければいけないと思います。 
 また峡南医療センターではできない在宅医療の巡回とかなんとかは、飯富病院が背負ってい

ただけるようになっておりますので、そういった連携はこれからも行政間の中ではやっていき

たい。 
 それと先ほど、もっと町民の意見をというのがありました。この企業団が設置いたします議

会も両町から５名ずつという規約になっておりますので、議員さんは住民の代表者ですので、

ぜひ住民の声を聞いて、また企業団議会を通じて、企業団のほうにもいろんな要望をしていた

だければと思っています。 
 外部委員も企業の皆さんにも入っていただきたいなと私個人としては思っています。当然、

病院の運営面からの指摘もいただかなければなりませんけども、企業としての病院、企業も企

業でやはり労働安全衛生の関係をやっていますので、定期健診なりいろんなことをしていかな

ければなりませんので、ここにも大きな企業もありますから、そういう企業の皆さんもぜひ峡

南医療センターを活用していただければ医療センターとしてもうれしいですし、地域でそう

いった医療が提供できるということになってくると思います。 
 そして開設者会議、これはオーナー会議ということになりますけども、これはこれからまた

すぐに議論していかなければなりません、セミオープンシステムをこの峡南医療センターでど

うするかとか、それも実際にはどのくらいの経費がかかるのか、そして年間の検診を受ける患

者さんはどのくらいおられるのか、それで当然赤字といいますか、病院だけでは賄えない部分

が出てくると思います。そこがどのくらいの額になるのか、そういうものも見ながら、このセ

ミオープンシステムを入れるか、入れないかも考えていかなければならないと思います。 
 病院だけでこれを考えさせますと、赤字のものは全部排除していくというふうな形になると

思いますので、そこに行政が政策的な医療をしていくということであれば、その部分は５０％

ずつの負担でやるか、やらないかの判断をしていく。今３つ、こういった機能、機関がありま

すので、これをうまく使いながら住民の意見、地域の声、そしてまた企業の声も聞いていける

ような病院にしていきたいなと思っています。 
 ３つ、とりあえず置きますけども、これでまたうまくニーズが吸い上げられないということ

であれば、その後また企業団と相談しながら考えていくことになると思います。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 この前もちょっと調べてお話したこともあると思うんですけども、病院が住民にとってあま

りにも敷居が高いようなことにならないようにしていただきたいなと。要するに、お医者さん

も住民の方々が自分たちを支えてくれているなというような、その気持ちが通じ合えるような、

そういうおらがまちの病院に私はなってほしいなと。それは峡南、この富士川町の病院という

のではなくて、峡南この地域が、みんなあそこがおらがまちの病院というふうに思っていただ

けるような、そんなつながりができればいいなと思って、そういうつながりは、もちろん議員

が組合議会で提案することもよし、そしてまた例えばですよ、今、町長が子育て支援課が設け

ましたよね。その子育て支援課を設けることで、職員が直接住民の声を聞けるという、すごい

敷居が低くなったんですね。それを同じような形で福祉保健課がその病院に関する情報ネット

みたいなものをやることで、より住民側の要望、あるいは今度は病院側が、いやいやこういう

ことはそんなに夜中に起こさなくても大丈夫なぐらい、一日待ってもいいんだよとか、例えば

そんな講習をしてもらえるとか、ケガがちょっとこの程度だったらこのぐらいにしておきなさ

いとか、あるいは熱が出たらこうではないですかとか、そういうことをその保健師さんとも相

談しながら病院のドクターに来てもらって検診をするような計画を立てるとか、なんかそうい

うことをしながら、病院側と住民側が一体となれるような組織を、これから担っていただきた

いなと思います。 
 例えば山形の新庄市なんかでは、適正受診による医師の負担軽減への草の根運動みたいな感

じが住民側で起こったり、これは兵庫県ですけども、丹波市では柏原病院の小児科を守る会が

あったり、広島県の神石高原町では「お医者さんありがとう」を合言葉にお医者さんに対して

すごく住民が接する機会を設けたり、ドクターのほうもそれをすごく感じやすいような体制を

とったりとか、そんなようなことを住民側のほうとしてやりたいという思いを汲み取っていた

だけるようなものがあればいいなと思いますが。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 子育ての部分がちょっと、これまでもやっていたんですが、もっと細かく相談を受けられる

ようにということで、合併と同時に子育て支援課をつくって、子育てですから、お母さん方が

多いものですから、当初は男性の課長もいましたけども、今は女性の課長でなるべく相談しや

すい体制をとっております。またうちの町には助産師もおりますし、保健師もおりますし、栄

養士もおりますからそういう人たちも子育て支援課へ集結をさせながらやっています。 
 今度の医療につきましても、福祉保健課にこの業務をしていただくというのは、実際の医療

センターの業務は企業団のほうでやりますが、町との関わりの中で福祉保健課がやっていただ

きたい。福祉保健課は予防とか介護とか、そしてまた医療を必要とする人たちへの訪問指導も

やっておりますし、そして病院だけではなくて医師会とも福祉保健課は接触があります。そう

した中で、町の年間計画をお医者さんにも知っていただいたりする医療業務計画というのも年

に１回やって、また不都合があれば寄ってもらってというのもやっておりますので、福祉保健

課のほうが住民の、今、医療を必要とする実態の把握をしているはずですから、そういうとこ

ろと医師会、歯科医師会、薬剤師会、また病院と一緒になってやれば、この町の横の連携は出

てくるんではないかなと思っていますので、今までは病院というのは病院の中身までは関わっ
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ていない町でしたが、これからは町が出資をしている病院でありますので、市川三郷とも同じ

ような要望が出せるように連携を図りながらやっていければいいなと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 ぜひ、そういうふうにやっていただきたいなと思います。今まで鰍沢病院ということで、社

会保険病院で、町はあっても口は出せないというところがありました。そういうところでは、

本当に出資をしたということが町民にとって本当によかったなと思えるような、そんなシステ

ムをとにかく考えてつくって、私たちも協力して住民も一緒になって病院を支えていくという

ような体制をとっていきたいなと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川町立病院も今までは市川町立病院でした、本当に。たぶん役場の職員というふうな考え

でいたと思います。鰍沢病院は旧社会保険庁の病院ですから国家公務員という考えでいたと思

いますが、今は社会保険病院と町立病院ということでありますが、この４月からは企業団とい

う、一般の公務員と、給料・身分というのはそうでありましたけども、市川三郷町の職員でも

なく、富士川町の職員でもなく医療センターの職員ということになりますので、迎えました中

村局長を中心に特に患者と接触する医師、看護師、レントゲン技師もありますけども、そうい

う人たちの意識改革を今していただいています。今までは診てやるという感覚でたぶんいたと

思うんですが、これからは町民の命を守るんだという、お客さまというイメージで扱っていた

だければと。そのへんの意識改革を、町立病院の職員でもないんですよ、社会保険鰍沢病院の

職員でもないですよと、その意識改革を進めているところですから、すぐそういうふうになる

かどうかは別として、これはそういうふうにしっかりなっていくように、口酸っぱく言っても

らうようにお願いしているところです。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 病院側のほうも意識改革が必要であろうし、住民側のほうも意識改革が必要で、やはり不要

なと言ったらおかしいかもしれませんけども、あまりにも病院に負担をかけるような受診の仕

方を、どうしたらもっとドクターあるいはナースの人たちに負担をかけないような、そういう

ふうなことも住民側は十分考えていかなければいけないなと思っているんですね。やっぱり地

域医療というのはそうやって、都心にあるような、ここだけの部分のすごい専門性を有するそ

ういう病院ではなくて、その地域医療ということで考えてみると本当に細かな部分、どこがど

ういうふうに何を手助けしたらお互いにいいものになっていくのか、いい体制につくられてい

くのかということを一緒になって考える、ぜひそれにそのパイプ役を役場が担っていただけれ

ば、たぶんできると思うので、ぜひそういうふうにしていただきたいと思います。 
 それでは３番に移ります。 
 第７回統合協議会資料の中で示された計画の中で、外部委員会設置の項目があります。この

委員会の役割や目的を町はどのように考えているのか、お伺いします。 
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〇議長（芦澤益彦君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋君） 
 お答えいたします。 
 外部委員会は地域のための病院として、地域ニーズの吸い上げや統合病院の経営を外部から

見ていくことを目的に設立するものであり、外部から評価と助言を行うものであります。 
 外部委員会の性格は議会とは違って議決事項に強制力がなく、参加者の病院運営に関する専

門性を有していることが望ましいため、有識者で構成されることとなっております。委員は７名

以内とし、例として公認会計士・税理士等の学識経験者や企業・医師会等の代表者などが挙げ

られます。 
 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） 
 これは企業団が外部委員会を設置するということで、午前中、秋山貢議員さんが不透明でブ

ラックボックスではないですかみたいな話をされましたけども、私はだからこそ外部委員会、

こういうものを設置して、オープンに今どんなような病床率で、どんなふうな患者さんが多い

んですよとか、今はこうなんだけどもこのうちこうなりますよとか、本当にこういうことを外

部委員会の中でしていただけるということが前提に、このブラックボックスというものは払拭

されると私は思っているんですがいかがでしょうか。そういう考え方でいいんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋君） 

 今、議員さんが言われたましたとおり、まったくそのとおりでございます。今後、外部委員

会のほうで委員さんが決められて、今言ったようなところのブラックボックスと言われるよう

なところを有識者の中でそれぞれに評価をしていくことだと思っております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 外部委員会は今、目的で言いましたように地域の病院としての地域ニーズの吸い上げ、当然

これもあります。そしてまた病院の経営を外部から見ていただくということで公認会計士、税

理士等も入っていただく。当然ここもオープンにしていく、いかなければなりません。ただ、

ここはそれを、だからといってそのとおりやらなければならないものではありませんので、そ

こにはやはり両町から選出された議員による議会がありますので、議会にも当然そういった外

部委員さんの意見を反映する中での病院施策がこれから出てくると思いますので、それはすべ

て議事録も残る議会ですから、オープンにはなっていくものと思っています。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 前にこの病院を全部適用にしました。独立行政法人でもいいではないかみたいな話も出まし

たね。でも１回頓挫して、もう時間もないということもありますし、まだまだそういう準備が

整わないということもあって、独立行政法人ではなくて全部適用ということで今度スタートす

るわけですけれども、本当に富士川町は初めて病院を持つわけで、非常にどういう匙加減とい

うか、どういうところに口を出し、どういうところでチェックしということは本当にこれから

やっていくことだろうなと思っています。だから一部事務組合の議員も非常に勉強しながら

やっていかないと困るなということも思っていますけれども、私はそこの外部委員会というこ

とが、ある意味で透明性を外に出せるところだというふうに思っています。もちろん決議事項

に強制力はなくていいんです。というのはこれはもう全部適用ですから、企業団がしっかりと

やっていかなければいけないということなので、ただ口は、要するに外から見てこうなんでは

ないですか、ああなんではないですかということは、ちゃんと言えるところがあるということ

が非常に私は価値のあるところなんだろうなと思っておりますけども、町長にもう１回お聞き

しますけれども、この外部委員会の性格というか、性質というものは町長が透明性を持って、

外にこの企業団がこういう経営をして、こういうふうな今、状況になっているんだということ

を外部委員会を通して皆さんにお知らせしたりするというふうになるんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど言いましたように外部委員さんにも経営の状況、特に経営の状況はすべて詳細な数字

まで出さなければ評価はいただけないと思っています。また病院の細かな数字は膨大なものだ

と思いますので、それらをまた執行部、病院の企業団のほうで精査をしながら病院の運営のほ

うに関わっていくと。それとまた企業団のほうで、必要な資料は議会へ提案しながら議会の議

決をいただかなければ、うちの議会と同じですので１円も使えない。そしてまた議会で反対す

れば、そういった医療もできないということになりますから、そういうふうに住民のニーズに

応えられるような病院の経営管理もしていかなければいけない。それに外部から助言をいただ

きながら、しっかりした病院になっていくようにということで外部委員さんは考えております。 
 私は町長として考えるときには非常に複雑な思いがあるんですが、病院は病院として今度、

関わっていますから黒字化をしていただきたい。本当は病院と警察と自衛隊は暇なほうがいい

と思っています。誰も病院へかからなくて、みんなが健康で過ごしてくれれば一番いいことで

すが、そうはいってもそれは無理だと思いますので、地域の患者さんをしっかり診られるよう

な、二次医療ですからすべてというわけにはいきませんけども、そういった病院になっていた

だければと思っています。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 この前、その一部事務組合のときに、やっぱり医療というのはちょっと独特だなと思いまし

た。というのは、たしか手術する電球が１つ１千万円とか、ちょっと訳が分からないような数

字になっているんですね。これを一般の人にどうですか、高いですか安いですかと言われても

分からないんですよ。私なんか全然分かりません。そういったときに、やっぱりそういうこと
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に知識がある人、そういう道をちゃんと歩んできて、それなりのことがしっかり分かる人が外

部委員会に入っていただいて、そして例えば不要な、たぶんドクターは先進的な器具はほしが

ると思います。でも年に１回か２回しか使わないような器具をほしいといったところで、やっ

ぱりそれは駄目ですよと、ちゃんと言ってくれる人がいないと、何に使うか分からないから賛

成ですなんていうわけにはいかないので、ここの外部委員会というところには本当に専門性を

有した適切な方を選出していただきたいなと思うんですが、これは企業団が選出することなの

でそういうことを期待しておきたいと思いますが、こういうことに関しては、町長はオーナー

なんですが意見は言えないんですか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この外部委員会に意見を言うことはできないと思います。そのために外部からお願いをする

わけですから。ただ開設者会議を設けておりますので、企業団が、これから議会に出す前には

外部委員会の意見、あるいは両町の意見、こういうものが加味されたものが議会へ出てご審議

をいただくということになっていると思います。 
 また今お話しになりました最新の医療機器をほしがる、これは当然だと思います。年に１回

か２回、中央病院にありますから、うちの病院が整備しなくてもいいとは思うんですが、そう

はいってもこの峡南地域、特有なもし病気とかがあれば、それはまた市川三郷町と相談をしな

がら必要なものについては、これは政策的医療ということで両町半分ずつ負担は生じてきます

けども、そういったものは地域の医療ということですから、またあれば考えていくと思います。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 もう１つちょっと確認したいんですけども、この外部委員会のこれだけ、などから７人とい

うことで、今言ったように公認会計士とか税理士とかそういう企業の方とかという、この委員

会のメンバーを選ぶのは企業団が選ぶんですか。それには口は挟めるんでしょうか。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは適正な経営、そして住民ニーズを的確に把握するために外部委員会を設けるものです

から、これは病院側で選択をしていただければと思っております。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 分かりました。たぶんいろんなことを要望したい、例えば病後児保育とかそういうふうなも

のだって、たぶん町民の中からは出てくるかなと思っています。でもそういうことを一つひと

つ、これはできることとできないこと、準備しなければならないこととかいろいろあると思い

ますけども、今度４月からオープンする病院に対しては皆さん、町民の方々はすごい期待を持っ

ているわけですから、ぜひその期待に沿えるように私たちも頑張ります。ぜひ町もしっかりと

した病院になるように一緒になってやっていきたいなと思います。 
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 では終わります。ありがとうございました。 
〇議長（芦澤益彦君） 

 以上で通告４番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１１分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告５番、１５番、保坂實君の一般質問を行います。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 では、まず本議会において私の議員活動最後の一般質問の機会をいただけたことを感謝申し

上げます。 
 では質問に入ります。１．富士山噴火を想定した防災対応について。 
 ご承知のように、竹取物語縁起で霊峰富士といわれる富士山は、世界遺産であると同時に火

山でありますから一向二面の性格があります。陽のあたる裏側に陰ありで、目には見えない潜

在的リスクのあることを認識したいと思います。 
 せっかくの機会ですので、まず富士山の歴史を学び検証してみたいと思います。 
 富士山は、過去３０００年間に１００回噴火していると史実されていますから、平均すると

３０年間に１回噴火している計算になります。直近の噴火は１７０３年の宝永の噴火ですが、

それから３００年間途絶えて噴火していません。富士山の直下では、地上に出ようとするマグ

マがマグマ溜りに相当量、貯えられていることは間違いないと考えられます。噴火などの自然

災害は人智を超え、これを止める万策万能はないことを知る必要があります。 
 ところで、１１５０年前の貞観噴火の際は富士山麓の集落と数百名の人命を飲み込み、１千

度を超す溶岩流は本栖湖に流入し本栖湖を分断し精進湖と西湖をつくり、青木ヶ原樹海をその

ときに出現させましたと史実され、遠くは西暦１９７９年、ヴェスヴィオ火山噴火のボンベイ

の悲劇を想起いたします。 
 ３１１年前に発生した元禄１６年の元禄関東大震災（Ｍ８．２）は、直下型で２０万人の人

命と２万戸の家屋を倒壊しましたが、その４年後の宝永４年１０月４日にはマグニチュード８．

７の宝永東海地震があり、その４９日後には富士山の大噴火が発生しています。 
 この際、７億立方メートルの噴出物と、こぶし大の火山礫、噴石、降灰は山梨、静岡、神奈

川３県と江戸（東京）をはじめ、関東東海一円２８０キロも離れた鹿島灘沖でもテフラが確認

されております。ちなみに静岡県小山町の降灰量は１２０センチメートルと史実されています。 
 富士山自体、玄武岩質火山ですから、噴火による降灰はマグマが微粒化したガラス片状で目

に入ると角膜を傷つけ、吸い込むと喘息など呼吸疾患で推定１，２５０万名の喉、目、鼻など

の部位に障害が及び、ほかに農作物、物流、電気、通信などライフラインや産業面での経済被

害も大きく、日常生活や自然環境の変化など負の数値は、はかり知れない損害をもたらすと考

えます。 
 １９８０年ごろから、富士山直下での地下活動はマグマが上昇中と伝えられ、地下１０キロ
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メートルから２０キロメートルでは、マグマ活動による派長の長い低周波地震や火山性微動が

年間１０数回観測され、南海トラフの延長線上にある駿河トラフは富士山の真下に続いており、

さらに別の調査では、山頂でのＣＯ２濃度が１８００年代から１９８０年までの１８０年間で

５０ｐｐｍ増えていますが、それ以降、ただいままで３３年間で６０ｐｐｍも増加していると

国立環境研で発表しています。 
 これらの観測値と噴火との因果関係判断は別としても、噴火によりＣＯ２（二酸化炭素）や

ＳＯ２（二酸化硫黄）が大量に発生することは自然の理でございます。 
 万が一、想定する南海トラフを震源とする地震と、想定される富士山噴火が連動すると、大

災害になり大きな被害が想定されます。 
 先ごろ富士山噴火を想定した山梨、静岡、神奈川３県の防災計画で発表された被災避難民

４５万余名への対応と併せ、次の２点をお伺いいたします。 
 （１）噴火による降灰被害への町の対応について、まず第１点、お伺いします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 防災課長、鮫田和博君。 

〇防災課長（鮫田和博君） 
 それでは、保坂實議員の噴火による降灰への対応についてのご質問にお答えします。 
 静岡、山梨、神奈川の３県などで構成する富士山火山防災対策協議会が作成しました富士山

火山広域避難計画では、本町の降灰量は２ミリから１０ミリと想定されております。 
 火山灰は小さな粒子状の破片で、その粒子が体内に入ると健康被害を起こす可能性がありま

す。火山灰はいったん堆積したあと風による飛散がしばらく続くことから早急に収集、除去す

ることが望ましいとされております。また堆積した火山灰に雨が降ると斜面を流れ下り、泥流

等を発生させることがあります。こうしたことから、富士川町地域防災計画に火山灰の収集や

防塵などの降灰対策を位置づけ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） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございます。せっかくの機会ですので、皆さまご承知と思いますが、私たちが普

段呼吸しているこの空気はＮ、窒素ですね、これが７８％。それでＯ、酸素ですね、これが２１％。

ＣＯ２は０．０４％ぐらいなんですが、この噴火によって非常にこの大気のバランスが崩れる

可能性があるわけです。ですから酸素が多くなると、これは物がどんどん燃えやすくなるわけ

ですね。ですから火災がどんどん出てしまうんです。またそれと一緒に酸化しやすくなって、

どんどんサビがきてしまう。酸素が結合するとご承知のように酸欠状態になりまして、これは

もう呼吸困難になるわけです。これはアフリカの例なんですが、ＣＯ２が増えて酸素が欠乏し

て１村全部の住民が一夜明けたら亡くなっていたと。これは酸欠状態なんですね。 
 そういうような問題があるわけですが、自然界には１１８の元素がありまして、元素と元素

が結びついたものが分子というんですね。ＣＯ２、二酸化炭素の場合はＣというのは炭素なん

です。それが１つとＯが２つ結びついたもので、ＳＯ２の場合もこれは硫黄なんですね。これ

も同じなんです。そういうふうに噴火による降灰等によって、バランスが崩れると思いもよら

ないような危険な事態になるわけです。そんなことを意見として申し上げて、１項の噴火によ
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る降灰被害の町の対応については終わりたいと思います。大変ありがとうございました。 
 次に峡南４町で受け入れる５千名の避難民への対応について、お伺いいたします。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 防災課長、鮫田和博君。 

〇防災課長（鮫田和博君） 
 それでは、保坂實議員の避難民の受け入れ対応のご質問にお答えいたします。 
 富士山火山広域避難計画では、富士山が噴火した際の避難計画が盛り込まれております。こ

の避難対象エリアは噴火の可能性が高まった時点で、気象庁のシミュレーション結果をもとに

風向きや風力などの気象条件を加味して決定されたものであります。この計画で示された広域

避難先地域別人数の見込みでは山梨県全体で８万５千人とされ、このうち峡南地域には５千人

と明記されております。しかし現段階では具体的な内容、役割などは示されておりませんので

今後は協議会の動きを注視しながら必要に応じた、できる範囲内の受け入れ態勢について検討

してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 大変ありがとうございました。これをもちまして私の質問を終わります。感謝申し上げます。 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で通告５番、１５番、保坂實君の一般質問を終わります。 
 以上で一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時２５分 

 
 
 
 

 ９２



 
 
 
 
 
 
 

平成２６年 
 
 

富士川町議会３月定例会 
 
 

３月１７日 
 
 

 ９３



 
平成２６年第１回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２６年３月１７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 承認第１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９号）） 
日程第３ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定について 
日程第４ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定について 
日程第５ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定について 
日程第６ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定について 
日程第７ 議案第９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第８ 議案第１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
日程第１０ 議案第１２号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第１４号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１５号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整

理に関する条例について 
日程第１５ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設条例を廃止する条例に

ついて 
日程第１６ 議案第１８号 不動産の譲与について 
日程第１７ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分に

ついて 
日程第１８ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算 
日程第１９ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
日程第２０ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
日程第２１ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算 
日程第２２ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
日程第２３ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算 
日程第２４ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
日程第２５ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算 
日程第２６ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
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日程第２７ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計
予算 

日程第２８ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
日程第２９ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財

産区特別会計予算 
日程第３０ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算 
日程第３１ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
日程第３２ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算 
日程第３３ 議案第４４号 公の施設の指定管理者の指定について 
日程第３４ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更について 
日程第３５ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入契約の締結について 
日程第３６ 議案第４８号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を

求めることについて 
日程第３７ 発委第２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定につ

いて 
日程第３８ 発委第３号 富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について 
日程第３９ 意見書案第１号 平成２６年２月の大雪災害に関する意見書提出について 
日程第４０ 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４１ 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４２ 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４３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

 
 １番  鮫 田 洋 平        ２番  長 澤   健 
 ３番  秋 山   貢        ４番  齊 藤 正 行 
 ５番  市 川 淳 子        ６番  齊 藤 欽 也 
 ７番  井 上 光 三        ８番  永 井 寛 子 
 ９番  堀之内 美 彦       １０番  神 田   智 
１１番  深 澤 勝 雄       １２番  望 月 邦 彦 
１３番  井 上   勝       １４番  小 林   進 
１５番  保 坂   實       １６番  芦 澤 益 彦 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
（１６人） 

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
会 計 管 理 者 齋 藤 和 彦 総務課長兼防災課長 鮫 田 和 博 
企 画 課 長 川 手 貞 良 財 政 課 長 田 辺 明 弘 
税 務 課 長 磯 野 英 秋 町 民 生 活 課 長 依 田 一 利 
福 祉 保 健 課 長 笠 井 千 尋 子育て支援課長 秋 山 千 秋 
商 工 観 光 課 長 依 田 正 一 農 林 振 興 課 長 堀 口  進 
建 設 課 長 川住資農夫 上 下 水 道 課 長 細 野 幸 男 
教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 生 涯 学 習 課 長 山 田  直 

 
 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 秋 山 俊 男 
書    記 野 中 充 香 
書    記 齋 藤  靖 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 本日は、第１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。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただきました第１回定例会も本日が最終日となり

ますが、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１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。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 なお本日、追加案として人事案１件、発委２件、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件

が提案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第２ 承認第１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９号））を議題とします。 
 これから、承認第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、承認第１号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第１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９号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定について 
   日程第４ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定について 
   日程第５ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定について 
   日程第６ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定について 
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 以上の４議案は、去る３月７日に産業建設常任委員会へ付託しましたので一括して議題とし

ます。 
 議案第５号から第８号までの委員長の報告を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 堀之内委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第５号から第８号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５号から第８号までの委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、議案第５号から第８号までの討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５号から第８号までの討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第５号 富士川町直売所条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第５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５号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 議案第６号 富士川町道の駅富士川条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第６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６号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第７号 鰍沢町有林財産区議会設置条例の制定についてを採決しま

す。 
 お諮りします。 
 議案第７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） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第８号 羽鹿島財産区議会設置条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８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８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第７ 議案第９号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第１２号 富士川町特別会計設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第１３号 富士川町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第１４号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第１５号 富士川町有住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する

条例について 
 以上の８議案は条例改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第９号から第１６号まで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、議案第９号から第１６号までの討論を終わります。 
 これから日程第７ 議案第９号 富士川町町営バス設置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９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１０号 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第１０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１１号 富士川町職員給与条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第１２号 富士川町特別会計設置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１２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第１３号 富士川町社会体育施設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１３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１４号 富士川町児童センター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１４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第１５号 富士川町有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１５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１４ 議案第１６号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の

整理に関する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１５ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設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１７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１７号の討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第１７号 富士川町穂積地区多目的集会施設条例を廃止する条例

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１７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１６ 議案第１８号 不動産の譲与についてを議題とします。 

 これから、議案第１８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１８号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 議案第１８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１８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１７ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分についてを議

題とします。 
 これから、議案第２８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
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 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２８号の討論を終わります。 
 これから日程第１７ 議案第２８号 平成２５年度富士川町水道事業会計資本剰余金の処分

について採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第１８ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算 
   日程第１９ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算 
   日程第２０ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算 
   日程第２１ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算 
   日程第２２ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算 
   日程第２３ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算 
   日程第２４ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算 
   日程第２５ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算 
   日程第２６ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算 
   日程第２７ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算 
   日程第２８ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算 
   日程第２９ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算 
   日程第３０ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算 
   日程第３１ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算 
   日程第３２ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算 

 以上の１５議案は平成２６年度の予算案でありますので、一括して議題とします。 
 なお、平成２６年度の予算案につきましては去る７日の本会議で常任委員会に分割付託しま

したので、各常任委員長から委員会審査の報告を求めます。 
 質疑は、委員長の報告が終わったあとでお願いします。 
 はじめに総務常任委員長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で総務常任委員長の報告が終わりました。 
 齊藤委員長、しばらくお待ちください。 
 これから、総務常任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。 
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 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、総務常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 次に教育厚生常任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、しばらくお待ちください。 
 これから、教育厚生常任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、教育厚生常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 次に産業建設常任委員長の報告を求めます。 
 ９番、堀之内美彦君。 

〇９番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 堀之内委員長、しばらくお待ちください。 
 これから、産業建設常任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、産業建設常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 
 堀之内委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 以上をもって議案第２９号から第４３号までの各常任委員長の報告および質疑を終わります。 
 これから、議案第２９号から第４３号まで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、議案第２９号から第４３号までの討論を終わります。 
 これから日程第１８ 議案第２９号 平成２６年度富士川町一般会計予算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２９号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第３０号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計予算を採

決します。 
 お諮りします。 
 本案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３０号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第３１号 平成２６年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算を

採決します。 
 お諮りします。 
 本案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３１号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第３２号 平成２６年度富士川町介護保険特別会計予算を採決し

ます。 
 お諮りします。 
 本案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３２号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２２ 議案第３３号 平成２６年度富士川町介護サービス事業特別会計予算

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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３３号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第３４号 平成２６年度富士川町奨学金特別会計予算を採決しま

す。 
 お諮りします。 
 本案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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第３５号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計予算を採

決します。 
 お諮りします。 
 本案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３５号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 議案第３６号 平成２６年度富士川町下水道事業特別会計予算を採決

します。 
 お諮りします。 
 本案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３６号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 議案第３７号 平成２６年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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３７号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２７ 議案第３８号 平成２６年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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３８号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第３９号 平成２６年度富士川町鹿島財産区特別会計予算を採決

します。 
 お諮りします。 
 本案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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３９号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第２９ 議案第４０号 平成２６年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護

財産区特別会計予算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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４０号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第３０ 議案第４１号 平成２６年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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４１号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第３１ 議案第４２号 平成２６年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予

算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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４２号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第３２ 議案第４３号 平成２６年度富士川町水道事業会計予算を採決します。 
 お諮りします。 
 本案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４３号は委員長の報告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００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０９分 
〇議長（芦澤益彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３３ 議案第４４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４４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４４号の討論を終わります。 
 これから日程第３３ 議案第４４号 公の施設の指定管理者の指定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４４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３４ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 これから、議案第４５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４５号の討論を終わります。 
 これから日程第３４ 議案第４５号 富士川町過疎地域自立促進計画の変更についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４５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３５ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入契約の締結についてを議題とします。 

 これから、議案第４７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４７号の討論を終わります。 
 これから日程第３５ 議案第４７号 道の駅「富士川」什器購入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４７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３６ 議案第４８号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めること

についてを議題とします。 
 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） 
 以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４８号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第３６ 議案第４８号 富士川町人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見

を求めることについてを採決します。 
 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４８号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３７ 発委第２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について 
   日程第３８ 発委第３号 富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について 
を議題とします。 
 以上の２議案は発委案でありますので、一括して議題とします。 
 発委第２号および第３号の提出者の説明を求めます。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（芦澤益彦君） 
 以上で提出者の提案理由説明が終わりました。 
 永井委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがいかがでしょうか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第２号および第３号については質疑と討論を省略します。 
 永井委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから日程第３７ 発委第２号 富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第３８ 発委第３号 富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（芦澤益彦君） 
   日程第３９ 意見書案第１号 平成２６年２月の大雪災害に関する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。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 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説明が終わりました。 
 齊藤委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第１号については質疑と討論を省略します。 
 齊藤委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから日程第３９ 意見書案第１号 平成２６年２月の大雪災害に関する意見書提出につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 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４０ 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４１ 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４２ 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４３ 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、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程はすべて終了しました。 
 議員各位には慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申

し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、質疑、答弁にご協力いただきあり

がとうございました。 
 私ども現議員の締めくくりとなる最後の定例会が閉会となります。顧みますと平成２２年

３月８日に富士川町が誕生し、その後選挙で町民の審判を受け私ども１６人が富士川町１期目

の議員となりました。この４年間は町当局と一緒になって多くの課題に取り組み、全力で走っ

てまいりました。 
 中でも日曜議会の開催や地区懇談会の開催など町民に開かれた議会を目指して、精いっぱい

努力して議会改革に取り組みました。これらの取り組みは旧町の慣習に捉われず、富士川町議

会として大きな第一歩を踏み出したものと思います。 
 私どもの任期も４月２４日まで残りわずかとなりましたが、今後、町当局と協力して富士川

町のさらなる発展のため、暮らしと自然が輝く交流の町に向けてまい進したいと思います。 
 残された任期をまっとうし住民の代表として、住民の誰もが住みよいと実感できるようなま

ちづくりにより一層ご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２６年第１回富士川町議会定

例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時３１分 
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