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開会 午前１０時００分 
〇議長（齊藤正行君） 

 富士川町告示第２１号をもって招集されました、平成２６年第２回富士川町議会定例会に議

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

うございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第２回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 本格的な夏を前にして、このところの気候は寒暖の差が著しく県内ではすでに猛暑日を観測

し、甲府や勝沼で３５度以上を記録した日もありました。５月２９日に気象庁では関東甲信地

方に高温に関する異常天候早期警戒情報を発表しました。これによりますと６月上旬は気温が

平年よりかなり高く、その確率が３０％以上と推計されます。 
 一方、６月５日には関東甲信地方が梅雨入りをしたと見られると発表しました。梅雨入りは

平年より３日早く、昨年より５日早い状況ではありますが、ここ数年気象の変化は著しく、昨

年も局地的なゲリラ豪雨などで大きな被害が発生しました。 
 これからの季節は、大雨や台風などの豪雨による自然災害が心配される時期でもあります。

自然災害を考えますと中山間地域を抱える本町にとっては、これから梅雨や台風シーズンを迎

え、大雨による土砂災害など自然災害に対する警戒をしていかなければなりません。今年２月

の豪雪による教訓を生かして、あらゆる自然災害に対応できる警戒態勢や災害復旧を速やかに

行える体制づくりが望まれます。 
 国内の情勢においては５月１５日、安倍首相が自ら設置した安全保障の法的基準の再構築に

関する懇談会から集団的自衛権行使を容認すべきだとする報告書の提出を受けました。安倍首

相はその後の記者会見において、集団的自衛権の行使の限定容認に向けて憲法解釈変更の基本

的方向性を表明し、政府および野党に検討するよう指示しました。 
 このところ集団的自衛権に関する報道が毎日のように聞かれるようになりましたが、国民を

巻き込んだ議論を展開し、国民の理解を得た上で平和国家を築いていくことが重要であります。

今後の政府および野党の動き、与党の動きや与野党での徹底的な議論と法的な手続きに注目し

ていきたいと思います。 
 また環太平洋連携協定交渉においては、アメリカと日本とが先導して基本合意に向けて議論

を交わしているところであります。関税の撤廃に関しては農家の生産意欲を減退させない合意

に向けて努力してほしいと考えております。 
 県内ではＪＲ東海が山梨リニア実験線で、今年の夏から新型リニア車両の１２両編成による

試験走行を始めるとの方針を出しました。さらに今年の秋には、いよいよルートの中心線が決

定されることになります。本町ではルートにかかる住宅の移転補償対策、沿線の騒音、日照権

や水資源への影響をはじめとする環境対策およびアクセス道の整備など、議会も町当局と一緒

になって積極的に取り組んでいく必要があります。 
 さて町内に目を向けますと、４月２０日施行の富士川町長選挙および町議会議員選挙におい

ては、いずれも無投票により当選となりました。今議会は富士川町第２期の町議会議員として

初めての定例会となり、議員各位におかれましては身の引き締まる思いで議席に着かれている
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ものと思います。これからの４年間、活発な議論を展開し二元代表制の一翼を担い、町当局と

一緒になって暮らしと自然が輝く交流の町の実現に向けて、まい進してまいりたいと思います。 
 また本定例会においては、多くの町民の皆さまに議会を知っていただく機会として８日の日

曜日に一般質問を行い、休日議会を実施することといたしました。傍聴席に入れない場合を想

定しまして、多くの方に議会の様子をご覧いただけるよう議場内にカメラを据え付け、会議室

にテレビモニターを設置いたします。議員各位のご理解をお願い申し上げます。 
 今定例会は平成２６年度補正予算や条例制定などについて、審議をお願いすることとなりま

す。議員各位におかれましては健康への十分な留意と活発な議論をお願い申し上げ、あいさつ

といたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ３番 川口正満君 
 ４番 青栁光仁君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２ 会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から１６日までの１１日間にしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から１６日までの１１日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、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をしていただき大変ご苦労さまでした。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては９日の本会議で議事日程により審議をお願いし

ます。 
 なお、今定例会までに受理した請願は先にお手元に配布しました請願文書表のとおりです。

請願は所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、審議をお願いします。 
 以上、諸般の報告を終わります。 
 ここで、町長から所信表明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。 

 ７



〇町長（志村学君） 
 本日ここに平成２６年６月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には公

私とも大変お忙しい中を全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。 
 また日ごろから町政推進のため、格段のご理解とご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を

申し上げます。 
 今議会は改選後初の定例会であります。開会にあたり再度、町政を担当するにあたって私の

所信と主要施策の基本的な考え方、主要事業への取り組み状況および６月補正予算の主なもの

について申し述べ、議員各位ならびに町民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 さて私は、富士川町が誕生してから引き続き２期目の町政を担わせていただくことになり、

改めてその重責の重さに身の引き締まる思いであります。 
 私はこうした町民の皆さまの負託に応えるべく町政を担当するにあたって、これからも公

平・公正な立場で住民中心の町政を推進すること、そして町民の生命と財産を守り、安全・安

心で将来に夢と希望の持てるまちづくりを進めること、町民ニーズを的確に把握するため町民

と直接、接する現場主義を重視するとともに、議員の皆さまを通じ幅広く町民の皆さまの声を

お聞きしてまいりたいと考えております。 
 また私はこのたびの選挙におきまして、第１次総合計画で掲げた施策を着実に実行し、暮ら

しと自然が輝く交流のまち富士川町を推進する中で、子どもや若者が夢と希望を持てる町、お

年寄りや住民が安心して暮らせる町を目指して、７項目の主要施策を発表してまいりました。 
 こうした町民との約束を実行するため、職員とともに積極果敢に努力をしてまいる所存であ

ります。 
 それではここで７つの主要施策について、基本的な考え方について申し上げます。 
 まず、公共施設の再配置計画の策定であります。 
 本町を取り巻く状況は少子高齢化の進展、社会保障費である扶助費の増大や市町村合併に伴

う地方交付税の上乗せ措置が平成２７年度から段階的に縮減されるなど、厳しい行財政運営を

強いられる中にあって、将来にわたって持続可能な行財政運営を実践していくことが肝要であ

ります。 
 こうしたことから、これまでも事務事業や補助金の見直し、指定管理者制度の導入、職員定

数の計画的な削減を行うとともに、行財政改革プランに沿った取り組みを行っているところで

あります。 
 また旧増穂、旧鰍沢町時代に建設された公共施設、すべてを未来永劫維持することは困難で

ありますので、庁舎、町民会館、町民体育館、図書館、児童館などの施設について公共施設総

合整備の観点からも検討し、公共施設の再配置計画を作成する中で整備を進めてまいりたいと

考えております。 
 次に防災体制の充実についてであります。 
 近年、東日本大震災などによる地震災害をはじめ、地球温暖化の影響による局地的豪雨の被

害が各地で発生するなど、住民の生命や財産を脅かす災害の発生が懸念されております。こう

した自然災害などから住民の生命・財産を守るため、災害に強いまちづくりを推進し、安心し

て安全に暮らせるために防災行政無線の戸別受信機の設置、保育所、児童館、児童クラブ、小

中学校の窓ガラスの飛散防止対策、富士川の氾濫防止のため鰍沢地区の親水護岸の整備などに

取り組んでまいります。 
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 次に少子化対策、医療福祉の充実についてであります。 
 町民一人ひとりが豊かな人間性を育みながら、生きる力を身につけていくとともに町民みん

なで子どもや若者を育成・支援し、年齢や障害の有無に関わりなく安全に安心して暮らせる社

会を実現することが必要であると考えております。 
 また今日の人口減少社会の中では、子育てに対する不安感や負担感が増していくことにより

少子化が加速していくことが懸念され、この少子化問題は社会経済の根幹を揺るがしかねない

大きな課題となっております。こうした中、次世代を担う子どもを安心して産み育てることが

できる環境を整備し、子どもがすこやかに育つことができる社会の実現のため、総合的に少子

化対策に取り組んでまいります。 
 また医療、福祉の分野では町民の誰もがいつでもどこでも良質で先進的な医療、福祉サービ

スを受けられる環境を整備することや障害者の自立や社会参加への意欲の高まりなど、障害の

ある人を取り巻く環境も大きく変化していることから、住み慣れた地域でいつまでも暮らした

いという多くの人々の思いを実現するため、地域生活支援体制や事業所における障害者、高齢

者の就労機会の確保に取り組んでまいります。 
 また空き家バンクの推進や中山間地域への定住を促進するとともに、子ども医療費窓口無料

化の拡大や学校給食費の負担軽減等を検討してまいりたいと考えております。さらに妊婦、出

産、育児への支援の充実とともに峡南医療センターの診療体制の充実に努めてまいります。 
 次に環境保全対策の推進であります。 
 今、地球温暖化防止対策や自然エネルギーの活用など、世界的な規模で地球環境を守る取り

組みが始まっております。本町におきましても、先人より引き継がれてきたふるさとに残る美

しい豊かな自然を将来の子どもたちに残すことは、今に生きる私たちに課せられた責務である

と思います。こうしたことから本町におきましても、自然環境を保全するとともに資源循環型

社会の構築、省エネルギー、地球温暖化防止などに向けた対策を進める必要があることから、

発生抑制、再利用、再使用を重点とした循環型社会づくりを推進するとともに太陽光発電施設

や設備の普及を図り、地球温暖化防止の対策を推進してまいります。 
 次に産業、観光の振興であります。 
 本町の市街地を中心として都市基盤は整備されつつありますが、人口減少や高齢化などを背

景とした店舗の閉鎖など、かつて商店街と言われた面影はなく、日常の買い物をする場の減少

など町民生活への影響も懸念されております。 
 こうした中、甲西バイパスや中部横断自動車道などの主要道路の開通により県内外からの交

流人口の増加につながることを好機と捉え、人の流れを中心街へ呼び戻し賑わいを再生するな

ど商店街の活性化に向けての取り組みが必要であると考えております。 
 また近年、中山間地域などにおいては野生鳥獣による被害が深刻化、広域化しております。

これは経済的被害のみならず営農意欲の減退や耕作放棄地の増加をもたらす一因ともなってお

り、地域の実情に応じた鳥獣害防止対策が必要不可欠と考えております。 
 こうした課題を解決するために地場産業や商店街の活性を図るため、賑わいのまちづくりの

推進、農作物の鳥獣害対策防止の推進や特産品の販路拡大と戦略を持った観光振興策を進めて

まいりたいと考えております。 
 次に都市基盤の整備についてであります。 
 都市基盤の整備につきましては、高齢化社会の進展や国際化などへの対応も重要であること
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からユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、すべての人が利用しやすく安全で快適な歩行

空間や道路などの整備を促進していく必要があると考えております。 
 道路におきましては住民生活の快適性、安全性、防災性の向上を図るため、整備すべき優先

順位を定めるとともに交通需要と災害時の安全対策の観点からも体系的な整備方針を策定して

進めていくことが重要であると考えております。 
 こうしたことから、国に対しては国道５２号における中部地区の国道かさ上げと歩道設置、

青柳町区間の電線地中化の促進、シビックコアの整備・促進を、県に対しては富士橋の架け替

え、県道平林青柳線、髙下鰍沢線、市川三郷富士川線の拡幅の促進とともに鹿島トンネルの実

現などを強く要望してまいりたいと考えております。 
 また甲西バイパスと国道を結ぶ道路の新設、天神中條２０号線、青柳１０号線の延長工事を

実施するとともに、リニア中央新幹線の建設用道路を活用した山梨駅へのアクセス道路の建設

などに取り組んでまいります。 
 次に教育文化スポーツの振興についてであります。 
 地域住民の教育などに対する関心や期待はますます多様化し高度化している今日、本町の未

来を創造していくために１０年後２０年後の担い手である子どもたちを育むことは、現在を生

きる私たちに課せられた使命であります。 
 このため幼児・児童・生徒の心のサポートやきめ細かな対応をするための体制の充実に継続

的に取り組むとともに、児童生徒の安全で安心な教育環境の確保など学びの場の整備と知・徳・

体を備えた調和の取れた人間形成という教育目的の実現に向け、きめ細かな教育と国際理解教

育を推進するためのスタッフの充実を図ってまいります。 
 また増穂商業高等学校の存続に向けた運動を展開するとともに、かわまちづくり事業を推進

する中でサッカー場などの建設、歴史的文化を後世に引き継ぐため、文化財の保護・保存など

に積極的に取り組んでまいります。 
 以上、主要施策の考え方について申し上げましたが、こうした政策は私一人では到底できる

ものではありません。具体的な施策の実現にあたっては、職員とも十分な検討を行った上で議

会の皆さまにご審議をお願い申し上げ、実現していくこととなります。 
 今後、施策を具体化し、充実していくためにも町民の皆さまの建設的なご発言と町政に対す

る積極的な参画をお願いするものであります。 
 議員の皆さま、ならびに町民の皆さまには一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げる

次第であります。 
 さて先般、５月８日でありますが衝撃的な試算の発表がありました。地方から大都市への人

口流出が現在のペースで続けば地方で暮らす女性が大幅に減り、全国の自治体の半分が将来的

に消滅する可能性があるというものであります。これは国立社会保障人口問題研究所が昨年に

公表した２０４０年の将来推計人口をもとに、有識者でつくる日本創生会議の分科会が子ども

を産む２０代から３０代の女性の数を試算し、２０１０年と２０４０年を比べたものでありま

す。社会保障人口問題研究所の２０４０年の人口推計では、本町では１万７０２人であります

が、人口移動に歯止めがかからなければ２０１０年に１，５６１人いた２０歳から３９歳の女

性が６９１人となり、総人口が９，７５９人となってしまい、社会保障やバスなどの生活交通

の維持も困難になり、税収減で自治体は破綻しかねないという衝撃的なものであります。 
 しかし人口減少は今に始まったものではなく、本町は合併以来５００人アップ作戦として保
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育料の軽減、子ども医療費の窓口無料化の拡大、保育教育環境の整備・充実をはじめ地域医療

体制の構築、日用品調達場や生活インフラの整備のほか町有地の売却、町有住宅家賃の値下げ

など子育て、教育、福祉、医療、生活基盤の充実に努めてきたところであります。 
 少子化対策はそれぞれの自治体の努力も必要でありますが、３０代後半の夫婦の年収問題な

ど結婚、出産、育児には十分な経済的基盤も必要となることから、離婚率の高い非正規雇用の

処遇の改善や正規雇用の拡大、男性が育児や家事に従事できるよう長時間労働の改善など日本

全体で取り組まなければならない課題も多く、人口減少の克服を原案の柱としている骨太の方

針が今月末にも閣議決定される見込みであります。その内容に期待をしているところでありま

す。 
 本町といたしましても、これをすればといった有効策がないのが現状でありますが、少子化

問題、人口減少問題は最重要課題でありますので、人口増加策につながるよう社会基盤、生活

基盤整備といいますか、方策を整え、住んでみたい町、住んでよかったと思っていただけるま

ちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に主な事業への取り組み状況について、申し上げます。 
 まず峡南医療センターについてであります。 
 本年４月１日より富士川病院と市川三郷病院の２病院、サンビュー富士川とケアセンター市

川の２介護老人保健施設の４施設が統合し、峡南医療センターとしてスタートしたところであ

ります。診療内容も富士川病院が基幹診療型病院として９診療科を行い、市川三郷病院が総合

診療型病院として１２診療科を行っております。特に医療体制につきましては、４月から医師

数が富士川病院で４名増加となり、懸案でありました富士川病院での内科の入院、市川三郷病

院での小児科の再開がされたところであります。 
 スタートして間もないとはいえ、峡南医療センターの動向は地域住民はもとより医療関係者

からも注視されておりますので、職員各自が意識改革を行い的確な病院運営に努め、地域住民

に期待され、かつ満足される医療サービスが提供できるよう期待をしているところであります。 
 次に道の駅富士川についてであります。 
 平成２５年１月に着工いたしました道の駅富士川は外構工事も完成し、７月８日にオープン

を迎える運びとなりました。当日は１０時から竣工式を行いテープカット、施設内の内覧、モ

ニュメントのお披露目のあと、国土交通省から増穂防災ステーションの機能説明と併せてパネ

ル展や照明車、ポンプ車、災害対策車などの作業車の展示も予定しております。 
 なお、店舗の営業は式典終了後の正午からとし、７月１２日・１３日の土日になりますが、

このときにはオープニングイベントを予定しておりますので、大勢の皆さまのご来場を期待し

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、これまで沿線住民の皆さまが抱える心配ごとなどに

ついて、その解消を目的に地域懇談会を開催してまいりました。また住民の皆さまから要望の

ありました実際のリニア走行に伴う振動、騒音などを体感していただきたいとして、沿線の皆

さまを対象にしたリニア体感会を計画し、３回に分けて実施することとしております。ＪＲ東

海におきましては現在、事業認可手続きなどが進められ、今年の秋以降には工事着手に向けた

住民説明会が予定されております。 
 町といたしましてはリニア中央新幹線の本線の問題はもちろんですが、本線整備後の側道の
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活用についても、これから検討していかなければならない課題として考えております。 
 なお、今後もリニア中央新幹線の進捗とともにさまざまな問題が生じてくるとは思いますが、

さらに継続して住民の皆さんと一緒に対応してまいりたいと考えております。 
 次に、天戸地区への太陽光発電設備の建設計画についてであります。 
 天戸地区への太陽光発電設備につきましては甲府市内の民間企業により計画がされ、すでに

建設に着手されております。場所は旧テニスコート跡地に太陽光発電パネル５，６００枚を設

置し、発電容量は１，４００キロワットを予定しているものであります。 
 次にデマンドバスのエリア拡大についてであります。 
 現在、鰍沢地区の公共交通は町営バスを運行しておりますが、本年４月から５回、中部地区

への児童生徒がスクールバス通学を開始したことから、町営バスの利用者が減少したことや車

両の老朽化などを踏まえ、本年６月をもって町営バスの運行を廃止することとしております。

町営バスに代わってデマンド交通を鰍沢地区へ導入いたしますが、朝夕はこれまで同様の乗り

合いバスとして、また日中は自宅近くまで送迎するデマンドタクシーとして利用者の利便性の

向上を図ってまいりたいと考えております。 
 次に学力向上フォローアップ事業であります。 
 小中学校の児童生徒の基礎的・基本的な学力の向上を目指して、土曜日や夏休みなどを活用

し、児童生徒に補習的な学習支援を行うことにより学ぶ楽しさや分かる喜びを知ってもらい、

基礎学力の定着と学習意欲の向上を図るため、学力向上フォローアップ事業を実施するもので

あります。 
 講師には退職教員や教員志望の学生などの地域の人材を活用し、本年度は夏休みから授業を

開始し２学期以降、土曜日を中心に教室を開設できるよう準備を進めているところであります。 
 次に男女共同参画推進条例の制定についてであります。 
 富士川町男女共同参画推進条例につきましては、少子高齢化をはじめ社会情勢が大きく変化

していく中で、豊かで活力あるまちづくりを進めるためには、性別に関わりなくすべての町民

がその個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現が求められておりま

す。このため、男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進を図るため、条例を制定するもの

であります。 
 次に６月補正予算についてであります。 
 本年度の当初予算は７月に町長選挙がありましたことから、骨格予算として編成をいたしま

した。政策的なものは今議会に計上いたしております。その主な予算の内容について、ご説明

申し上げます。 
 はじめに、町民交流広場設計費についてであります。 
 この事業は平成２４年に国土交通省から認定されましたかわまちづくり事業でありますが、

平成２５年度から国土交通省において浸水護岸の詳細設計を実施しており、本年度は渇水期の

１１月ごろから護岸工事を実施する計画となっております。 
 こうしたことから、町では第１期計画として駐車場、４００メートルトラックとサッカー場

である町民交流広場の施設整備に向けて、必要な測量および設計の経費を今定例会に計上いた

しております。 
 次に窓ガラス飛散防止対策であります。 
 地震や偶発的な事故による窓ガラスの飛散防止を図り、安全な保育環境を整えるため現在、
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強化ガラスを採用している第５保育所を除く他の５カ所の保育所におきまして、飛散防止フィ

ルムを貼り付けるための経費を計上いたしております。 
 次に、鰍沢福祉センター改修と太陽光発電パネルの設置であります。 
 鰍沢福祉センターは災害時の福祉避難所となっております。そのことからその機能をさらに

向上させるため、１０キロワットの太陽光発電設備と蓄電池設備を設置するとともに過疎地域

を対象とする集落活性化推進事業を活用し、和室の改修、トイレの洋式化など利便性を高める

ための施設改修にかかる所要の経費を計上したところであります。 
 次に被災農業者向けの経営体育成支援事業であります。 
 ２月の記録的な大雪により被災されました農業経営者の方々に対し、農産物の生産に必要な

施設の復旧および施設の撤去等を緊急的に支援する事業であります。国の補助と合わせて再建

および修繕にかかる費用の９割、被災施設の撤去にかかる費用の１０割を補助し、被災農業者

の営農継続を支援してまいりたいと考えております。 
 また併せて再建費用の融資をＪＡ等から受けた場合、融資期間の利子補給を行う支援策を行

うための所要の経費を計上したところであります。 
 次に新規道路の計画についてであります。 
 青柳町区および大椚区の東部には、甲西道路都市計画道路や国道など南北の道路はあるもの

の、市街地と甲西道路を結ぶ東西方向の道路がなく、利便性が悪い状況であります。こうした

ことから市街地と甲西道路を結ぶ新たな道路として、国道１４０号と町道青柳横通り線の間に

２路線、また青柳１１号線と青柳１号線との間に１路線、合わせて３路線、延長約６００メー

トルの道路計画の策定に向け、必要な経費を計上いたしております。 
 以上が６月補正の主なものです。 
 なお本定例会には報告案件５件、専決処分案件３件、条例制定案件２件、条例改正案件１件、

条例廃止案件１件、補正予算案件３件の合わせて１５案件を提案しております。提案理由は議

案ごとに説明させていただきますが、よろしくご審議の上ご議決あらんことをお願い申し上げ、

あいさつとさせていただきます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 これで、町長の所信表明は終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第４ 報告第１号 平成２５年度富士川町一般会計継続費繰越計算書について 
   日程第５ 報告第２号 平成２５年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第６ 報告第３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 
   日程第７ 報告第４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第８ 報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

 以上の５議案は報告案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について報告を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 報告第１号につきましては、地方自治法施行令第１４５条の規定に基づきまして継続費にか
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かる繰越計算書を議会へ報告するものであります。 
 また報告第２号から第４号につきましては、地方自治法施行令第１４６条の規定に基づきま

して、繰越明許費にかかる繰越計算書を議会へ報告するものであります。 
 次に報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出についてでありますが、地

方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づきまして、株式会社富士川の経営状況について提

出するものでありますが、地方公共団体の出資比率が２分の１以上のものは毎年度、経営状況

を説明する書類を作成して、これを議会に提出しなければならないこととなっております。 
 今回、決算報告書でありますが、予算書も本来は提出すべきですが、平成２６年度の予算書

は株式会社富士川はまだ３カ月分しかしておりませんので、全体が出たところで今後の議会に

提出する予定としております。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 まず、報告第１号および第２号の補足説明を求めます。 
 財政課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 
 それでは、まずはじめに報告第１号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計継続費繰越計算書朗読説明） 
 引き続きまして、報告第２号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 以上、補足説明とさせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に報告第３号および第４号について、説明を求めます。 
 上下水道課長、内田一志君。 

〇上下水道課長（内田一志君） 
 それでは、報告第３号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 引き続き、報告第４号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２５年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 以上で、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に報告第５号について、説明を求めます。 
 商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 
 それでは、報告第５号の補足説明をさせていただきます。 
 株式会社富士川の経営状況について報告がありましたので、次のとおり報告をさせていただ

きます。決算報告書をお開きください。 
 （以下、株式会社富士川決算報告書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、町長の報告ならびに担当課長の説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町一般会

計補正予算（第１２号）） 
   日程第１０ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第１１ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町介護保

険特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の３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） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、承認第６号から第８号までの補足説明を求めます。 
 まず、承認第６号の補足説明を求めます。 
 財政課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 
 それでは、承認第６号の補足説明をさせていただきます。 
 専決処分書をご覧ください。 
 （以下、専決処分書・平成２５年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表 歳入歳出予算の補正につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。 
 事項別明細書をご覧ください。 
 （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） 
 なお、最終ページの２７ページは地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。 
 前に戻っていただきまして、予算書の８ページをお願いいたします。 
 予算書の８ページ、第２表 地方債の補正であります。 
 （以下、第２表 地方債補正朗読説明） 
 以上、承認第６号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１５分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に、承認第７号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田一利君。 

〇町民生活課長（依田一利君） 
 それでは、承認第７号の補足説明をさせていただきます。 
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 専決処分書をお開きください。 
 （以下、専決処分書・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、予算事項別明細書より説明をさせていた

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） 
 以上、承認第７号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、承認第８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（笠井千尋さん） 
 承認第８号の補足説明をさせていただきます。 
 専決処分書をご覧ください。 
 （以下、専決処分書・平成２５年度富士川町介護保険特別会計補正予算の朗読） 
 詳細につきましては、事項別明細書をご覧ください。 
 （以下、平成２５年度富士川町介護保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の承認第６号から第８号までの提案理由および補足説明が終

わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１２ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
   日程第１３ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例の制定につ

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

〇町長（志村学君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、議案第５０号および第５１号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第５０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５０号 富士川町男女共同参画推進条例について、補足説明をさせていただ

きます。 
 制定の目的につきましては近年、少子高齢化をはじめ情報化、国際情勢の進展など社会情勢

が急速に変化し、一方では性別による固定的な役割分担意識や社会における慣行などが依然と

して残っています。そのような中で性別に関わりなく互いの人権を尊重し、その個性と能力を
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十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向かうことを目的とします。 
 条例は前文と５章２７条の条文で構成されております。 
 前文では男女共同参画に関する現状と条例を制定する目的等について述べております。 
 第１章では総則として第１条から第８条までにこの条例の目的、用語の定義、男女共同参画

を推進する上での基本理念、町、町民、事業者、自治組織、教育に携わる者の責務について規

定しております。 
 第２章では性別による権利侵害の禁止について、第９条、第１０条で性別による人権侵害の

禁止、報酬に表示する情報の表現の配慮について規定しております。 
 第３章では第１１条から第２０条までに男女共同参画計画の策定をはじめ、町が実施する基

本的な施策等について定めております。 
 第４章では、第２１条から２６条までに男女共同参画の推進に関する必要な事項を調査およ

び検討するための富士川町男女共同参画推進委員会の設置に関する事項を規定しております。 
 第５章では雑則としまして、第２７条で条例の施行に対しての委任の規定になっております。 
 この条例は平成２６年７月１日から施行します。 
 以上で補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、議案第５１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（笠井千尋さん） 
 議案第５１号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例でございます。 
 鰍沢福祉センターは、災害発生時における災害対策本部設置の代替施設および福祉避難所に

なる施設です。このため太陽光発電設備を設置して、地域住民の生活に不可欠な機能を維持し

ていくものです。このたび太陽光発電設備にかかる維持管理を円滑に行うための売電費を基金

に積み立てるための基金条例の制定でございます。 
 主なものをご説明いたします。 
 第２条の積み立てる額としましては、発電設備から生ずる売電収入および毎年度予算で定め

る額とする。 
 それから第４条の運営損益の処理ですが、利益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編

入するものとする。 
 第６条の処分ですが、これは基金を太陽光発電設備にかかる維持管理の経費に充てるのであ

れば基金を処分できるとするものです。 
 附則としましては、この条例は平成２６年７月１日から施行するというものです。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１４ 議案第５２号 富士川町税条例等の一部を改正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。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 
〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５２号の補足説明を求めます。 
 税務課長、磯野英秋君。 

〇税務課長（磯野英秋君） 
 議案第５２号につきまして、補足説明を行います。 
 条例本文が３枚ございますので、めくっていただきまして新旧対照表により説明を申し上げ

ます。 
 ２３条につきましては項の改正により号・項のずれおよび字句の訂正を行うものであります。 
 ３２条につきましては項の改正等により、削除するものでございます。 
 めくっていただきまして３３条、第５項につきましても同じく号・項のずれ、字句の訂正を

法の改正により行うものであります。 
 ３４条の４、法人住民税の税率は１００分の９．７とすると、こういう今回メインになると

ころでございますが、これに関しましては地域間の税源の偏在を是正し、財政力格差の縮小を

図るため法人住民税割の一部を国税化し、地方交付税の原資、いわゆる元手とするという趣旨

でございます。 
 したがいまして、この部分では法人住民税が減ってくるという形になります。この部分は施

行期日が平成２６年の１０月１日からということでありまして、１０月年度開始、９月決算の

法人さんから適用されますので、実際にはこの部分の申告がありますのは決算の２カ月後です

から１４カ月後、ここでかつ黒字の法人さんについては町への申告収入が減るという形で順次、

だんだん、町のほうの法人町民税が減ってくるという改正であります。 
 続きまして第４８条第２項につきましても、同じく号・項のずれと字句の訂正をするもので

あります。 
 その下のページの第５２条第１項につきましても号・項のずれ、字句の訂正に関わるもので

あります。 
 めくっていただきまして、第８２条に関しましては軽自動車税の増税を行うものであります。

平成２７年４月１日から施行ということになっておりますので、あくまでここにありますよう

に新車、新しく買った車については、実際は私どもの立場だと２８年の税収から税の増収が見

込まれるという内容であります。 
 以下、ここにありますように１千円のバイクが２千円、それからその下の２ですね、いわゆ

る９０ｃｃのバイクが１，２００円が２千円。その下が１，６００円が２，４００円。エとし

まして三輪以上のものに関しましては２，５００円が３，７００円という改正であります。 
 下が四輪の軽自動車に関しましては、現行二輪のもの、いわゆるサイドカー付きのものに関

しましては２，４００円が３，６００円。三輪のものに関しても３，１００円が３，９００円。

四輪乗用の営業用５，５００円が６，６００円。一番台数が多いところなんですが自家用の軽

自動車が現行７，２００円が１万８００円に改定。貨物用のもの、いわゆる軽トラと思ってい

ただくとよいと思いますが３千円が３，８００円。４千円が５千円という改定であります。そ

れから雪上車に関しましても２，４００円が２，６００円。 
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 小型特殊に関しましては農耕作業車を２，４００円。その他のものを４，７００円を５，

９００円。二輪の小型自動車につきましては、４千円を６千円とする税制の改正に伴う税条例

の改正であります。 
 めくっていただきまして、こちらからは附則になりまして附則第４条の２につきましても

号・項ずれの訂正、字句の訂正であります。 
 その下のページの７条の４につきましても号・項のずれ、字句の訂正に伴うものであります。 
 それから附則の第１６条ということを設けまして、ここで１３年乗って１４年目になった軽

自動車につきましては、国の表現から言いますとグリーン化ということで、廃車を促進すると

いうことで若干高くなりますよということでございまして、これはちょっと分かりにくいんで

すが三輪車が３千円のものが４，６００円になりますよと。四輪の乗用営業用が８，２００円

になります。四輪の自家用が１万８００円が１万２，９００円。それから四輪の貨物営業用が

３，８００円が４，５００円。それから四輪の貨物自家用が４千円が５千円ということで、古

い自動車に関しましては約２割がた、高い税金を１４年目になったときから払っていただくと、

こういう改正であります。 
 次にこのページの附則第１９条でございますが号・項のずれ等を訂正するものであります。 
 次のページをめくっていただきまして、これから以降は東日本大震災の関係の条例に乗っ

かってくる部分がありましたが、このたびの改正で町の条例に載せる必要はない、こういう指

示指令がありましたので、ここの部分の削除でございます。このページ、次のページ、その次

のページ、またそれの次のページ、次のページ、次のページ、なおずっと続きましてこのアン

ダーラインが右側にあるところまでが東日本大震災に関する問題であります。したがいまして、

ここで旧２４条が２２条になるという改正であります。 
 引き続きまして附則の第１９条の３でございますが、ここに関しましても下のほうにアン

ダーラインがございますように地方税法の改正に伴う号・項のずれ、字句の訂正を行うもので

あります。 
 その次のページの１９条の第２項に関しましても字句の訂正、号・項の訂正を行うものであ

ります。 
 以上、補足の説明です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１５ 議案第５３号 富士川町町営バス設置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（齊藤正行君） 
 次に、議案第５３号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、依田一利君。 
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〇町民生活課長（依田一利君） 
 富士川町町営バス設置条例を廃止する条例につきまして、補足説明をいたします。 
 この条例はデマンド交通の開始により廃止するものであります。 
 附則で施行期日は公布の日から３カ月を超えない範囲で定める日といたします。現在７月

１日を予定しております。 
 ２項では経過措置としまして、施行の日前日までにした行為については従前の規定によるも

のといたします。 
 ３項で富士川町手数料条例、別表「５２ 町営バスの乗車に関する証明」の項を削除するこ

とを規定いたします。 
 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１６ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１７ 議案第５５号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１８ 議案第５６号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
 以上の３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） 
―――― ３議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、議案第５４号から５６号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第５４号の補足説明を求めます。 
 財政課長、齋藤靖君。 

〇財政課長（齋藤靖君） 
 それでは、議案第５４号の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお開きください。 
 （以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 
 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書で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。 
 説明に関しましては款、項の合計額と主なものの説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２６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） 
 最終の１６ページでありますが、地方債の現在高見込みに関する調書であります。 
 戻っていただきまして、予算書の４ページをお願いいたします。 
 （以下、第２表 地方債補正朗読説明） 
 以上、議案第５４号の補足説明をさせていただきました。よろしくご審議をお願いいたしま
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す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 次に、議案第５５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５５号の補足説明をさせていただきます。 
 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、表紙の裏面をご覧ください。 
 （以下、平成２６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。事項別明細書をお開きください。 
 （以下、平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 次に、議案第５６号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、内田一志君。 

〇上下水道課長（内田一志君） 
 議案第５６号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明をさせていた

だきます。 
 裏面をお開きください。 
 （以下、平成２６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２６年度富士川町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で、議案第５６号の補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で町長の提案理由説明、ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、６月８日の開議時間は富士川町議会会議規則第９条第２項により午前９時に繰り上げ

て開くことにします。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時００分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（齊藤正行君） 

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

変お忙しいところご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 
 ただいまの出席議員は１６名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第２回富士川町議会定例会２日目の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名はお手元に配布し

た一覧表のとおりです。 
 また中込文江教育委員長職務代理者には、大変お忙しい中ご出席をいただき誠にありがとう

ございます。 
 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分以内としたいと思います。 
 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。 
 なお、本日は議会改革の一環として議場内にビデオカメラを設置し、会議室に中継しますの

でご了承願います。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１１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、１２番、齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、ただいまから一般質問を行ってまいりたいと思います。 
 それに先立ちまして、今議会、私たち議員１６名、４月の議員選挙で選ばれましてこの場で

今後４年間議会を町当局とともに運営していくということで、よろしくお願いしたいと思いま

す。そして、初の定例会の最初の一般質問のトップを私がやらせていただくということで非常

に緊張しております。時間もありませんので、当局の答弁は簡潔にお願いしたいということを

あらかじめお願いしておきたいと思います。 
 それでは内容に入っていきたいと思います。 
 ４月２０日執行の町長選挙および私たち町議会議員選挙は結果的には無投票となり、富士川
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町町制２期目の４年間がスタートしました。無投票のため私たち議員の考え、今後の取り組み

はもちろんのこと、町長の今後４年間の施政についての方針というものが広く町民には知らさ

れないままできたと思っております。先の町の広報で初めて町長から就任のあいさつというこ

とで今後４年間の主要な施策、考え方が述べられておりまして、そしておとといの所信表明の

中ではさらに具体的に述べられたと思っております。そして私がその所信表明の中で特に感じ

たことは、人口の減少についての町長の認識、それと交流人口という言葉が非常に重要なキー

ワードとして使われたということを痛切に感じております。 
 そういうことを含めまして、１つ目の質問としまして、これは非常に大枠になるかもしれま

せんが少子高齢化の進む中、本町では道の駅の完成、東部地域の大型商業施設のオープン、そ

して今後はリニア建設など町全体が大きく変貌してきます。そうした中にあって、今後のまち

づくりについての基本的な考え方について、お伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、まちづくりについての基本的な考え方についてのご質問にお答えをいたし

ます。 
 わが町を取り巻く社会の動向は少子高齢化の進行、地方分権の進展、経済の成長が期待でき

ない中での行財政基盤の強化への対応など、時代の潮流は急速な変化をもたらしております。

このような中で、少子高齢化問題は小規模自治体にとって重要な問題でありますので、人口増

加につながる施策展開とともに、地域の魅力や活力を維持・増進するための方策などを考えて

いく必要があります。また国においては道州制の議論も始まる中で、町の自己決定・自己責任

のもとで行政施策を展開していくためには、組織体制の強化とともに専門的で高度な能力を持

つ職員の育成を図り、質の高い行政サービスを行っていく必要があります。さらに人口減少時

代に入り、右肩上がりは期待できない経済と相まって、東北の地震や原子力発電所の問題など

復興復旧に向け、厳しい財政状況が続くことが考えられます。 
 こうしたことから公共施設の再配置など、行政のスリム化を進めながら自主財源の確保とと

もに行財政基盤の強化をしていく必要があります。このため、こうした社会の変化や地域の課

題を的確に把握し、そして今と今後に求められる多様な価値観に対応したまちづくりが求めら

れていると思います。 
 これまではすべて行政がサービスを提供することが柱でありましたが、これからのまちづく

りは住民と行政の協働が不可欠であると考えております。本町のまちづくりにおける羅針盤は

第１次総合計画でありますので、今後も地域がやるべきこと、行政の支援を受ければ地域がで

きること、行政が進めるべきことを主体に、町民と行政が一緒になって知恵を出し合うまちづ

くりを進めてまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 ただいまの発言の中で、やはり成長が見込めないという中での今後のまちづくりということ

でもって、非常に大きなウエイトを占めているのが人口率が上がるという点だろうと思います。
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定住人口を増やすということだろうと思いますけども、その点について今少し具体的なお考え

あれば、お願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昨日の所信表明でも言わせていただきましたが、本当に５月９日の新聞を見ますと衝撃的な

記事でありました。日本全国が人口減少する中で、当町にとってもそれは避けては通れない問

題だと思っております。人口を維持するためには子どもの出生率というのが今１．４１ですが、

これを２．０７にしていかなければいけない。諸外国でもこういった問題に取り組んでおりま

す。フランスあたりは多少うまくいっているところもありますけども、やはり社会的構図を変

えなければ無理ではないかなと思っております。 
 特にこの出生というのは個人のプライバシーの問題でありますので、役場がいくら産め産め

と言っても、そしてまたここにおられる皆さんにもう１人ずつお願いしますと言ってもこれは

土台、無理な話なんですね。ですからみんながこの町に住んでみたい、住んでよかったと思っ

ていただけるようなまちづくりを町の総合的な施策展開の中で進めてまいりたいと思っている

ところであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 少子高齢化ということ、定住人口を増やすということで、１つ、たしか町長の公約にも長年

載っていますけども、例えば子どもの中学生までの窓口の無料化と、これは子育てしやすい環

境と。必ずしも定住人口の増加につながるかどうかはまだまだ分からないことですけども、私

が先ごろ思っていますのは地域活性化ということがよく叫ばれますけども、その地域活性化の

一番のキーポイントはいわゆる雇用を創出すると。これは中小企業、商店街も含めてですね。

なんと言ってもその点にあるんだろうと思います。その点について、何かお考えはあるでしょ

うか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 所信表明の中でも言わせていただきました。少子化対策はそれぞれの自治体の努力も必要で

ありますけども、私が今、特に思っているのはやはりこれは日本全体の問題だと思っておりま

す。３０代後半の働く、子どもを産んでこれからという人たちの雇用の問題、非正規職員が多

い状況、できれば正規職員でみんな雇用できるような形態をつくっていただかなければ、どう

にも歯止めがかからないんではないかと。 
 それとまた賃金の問題もそうだと思います。子どもができて、いざ子どもにもお金がかかる、

やはり３０代後半だと思いますけども、まだまだ安い賃金ではないかと。そういう中から教育

費も増大をしていく今日でありますので、そういった面につきましてはこれは富士川町でどう

こうするわけにもまいりませんので、各自治体の声も大きくしながら国のほうも今、骨太の方

針というのを今月中に閣議決定する予定で、人口減少の克服とか１億人の人口の維持とかいろ

んな方策を考えていると思います。ただ、今回の骨太の一番大きなものは３人目の子どもに対
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する支援というのがたくさん出てくると思います。富士川町だけではどうにもできない問題も

ありますので、その骨太の方針を持ちながら、また県の人口減少対策の方針も見ながら、富士

川町として特色ある、これが効くかどうか分かりませんけども施策の展開をしていきたい。 
 先ほど総合的なという言葉を言いました。議員からもありましたような、子どもたちの医療

費の窓口無料化の拡大、あるいは子どもがいない時期ですから、不妊治療の助成とかいろんな

面でいち早くやってきたことがあります。そしてまた子どものいろんな病気に対する予防接種

の拡大とかしてきたわけであります。町としても町の未活用土地を売却しながら、一人でも多

くこの町に住んでいただけるような方策もしております。まだまだ足りない部分があります。

あまりそちらばかりかけますと通常の行政サービスを削らなければならない。これもやはりバ

ランスも取っていかなければならないと思いますので、子どもの出産前から、そして子どもた

ち、そして働く人たち、そしてこの富士川町をつくってくれた先人の皆さんが安心して暮らせ

るような町をつくっていく、そのバランスを考えながらやっていきたいと思っています。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 たしかに人口が年平均１％ぐらい、毎年減ってきているという状況の中ですので、やっぱり

トータルの中で考えていく問題だろうと思います。 
 ２つ目に移りたいと思います。 
 これは１番目の中でも行財政改革ということが言われましたけども、町長の、たまたま町の

広報の就任あいさつの中には、実は行財政改革という点については文言として触れられていな

かったので改めて、実は私、町長もご存じのとおりこの間ずっと行財政改革ということで何度

も何度も質問もし、町としての進み具合もお聞きしてきました。非常に今後、地方交付税も減っ

ていくという中で大事な部分ですので、改めてその点についてはお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ６月号に掲げました広報ふれあいの中で、私の就任のあいさつを載せさせていただきました

が、このあいさつにつきましては私の１期目の取り組みとともに山積する新たな課題を例示す

る中で、政治姿勢と２期目の主要施策について項目を挙げさせていただきました。 
 その主要施策の１番に掲げたのが公共施設の再配置計画の策定であります。これは人口減少

が進み、税収の伸びも期待できない中で旧増穂、旧鰍沢町が持っていた現況の公共施設を未来

永劫維持することは不可能だと考えているからであります。こうしたことから既存施設の統合

や廃止、譲渡、また他用途への転用など幅広く検討していくものであり、まさに行財政改革の

中心となるものだと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 公共施設の再配置計画ということで、今まさにこれは行財政改革だと。今はじめてそういう

内容をお伺いして、なるほどというふうに思っております。 
 他方、施設の統合もそうですけども、先ほど行政改革ということで、私、職員の削減計画と
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いうことを以前、何回か質問していますが、たしか町長は１００人に１人ぐらいがベストだろ

うと。そういう意味では今、１万６，１６０人か１万６，１７０人、ちょうどその考えに基づ

けば適宜なのかなと。しかし一方では多様化するサービス、あるいは介護も含めてですけども

専門性の高い職員の雇用ということが大きな課題になってきます。それについて職員の全体的

なバランス、適正化等、専門職員の今後の確保という点についてどのようにお考えなのかをお

願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 人口が減少していきますので、職員数もそれに伴いながら減少していくべきだと思っており

ます。合併したときは相当の数がありましたけども、将来的には人口１００人に１人くらいの

正規職員だと。これも先ほどの非正規と正規の問題にも関わってきますけども、そうは言って

も役場の行財政、特に財政の健全化、あるいは未来永劫、しっかりした持続可能な財政を運営

していくには、やはり非正規もやむを得ない分野もあるわけであります。 
 今、昨年は８名、採用させていただきました。リニアの問題が急に入ってきたり、病院も最

終年度でやっていかなければならない。こんなことから今、医療センターのほうにも職員出向

をさせていますけども、そういうことがありましたので昨年はちょっと多く採用しましたが、

今年はそれをまた解消するように当初の計画よりも減らしながら、いずれ人口１００人に対し

て１人ぐらいの正規職員にしていかなければならない。その中ではやはり職員の専門性、ある

いは質の高度化も求めていかなければなりません。民間に委託できる部分は委託をしながら、

そうは言っても役場が担わなければならない根幹的なものは、しっかり役場職員でやっていか

なければならないと思っています。 
 ここ３年間、専門職の募集もしてきました。特にうちは土木職が少なくて困っております。

そこで３年間していたんですが、一次試験は合格をしましたけども二次試験の前に逃げられて

しまったという現状であります。 
 今年はまた看護職、保健師職、あるいは保育職、そしてまた今言いましたような土木職、そ

ういった職種も採用をしていこうかなと考えているところであり、総合事務組合のほうにはそ

ういった職種の採用ということで連絡をしているところであります。 
 いずれにしても人口減少になってきますので、それに耐えられる役場体制でいきたいと思っ

ておりますので、今後増えることはまず考えられないと思っております。そういう中で時代の

流れに沿いながら、そうは言っても時代の流れに一緒に沿っていたんでは対策も何もできませ

んので若干、役場の行革、今言った人事管理のほうは、定数管理は遅れるかもしれませんけど

も、いずれは右肩下がりでいかざるを得ない、そんな状況だと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 今の定数管理という話なんですけども、具体的にこの定数増減を含めて、あるいは専門職を

含めて今後の具体的な数値というのは、今現在、計画としてつくられてあるのかどうか。ある

いはつくるとしたら、いつごろまでにつくるのかお願いしたいと思います。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 総務課長、増原俊郎君。 

〇総務課長（増原俊郎君） 
 ただいまのご質問ですけども、お答えをさせていただきます。 
 平成２２年に合併時、計画目標数として１８８でございました。これは平成２９年まで目標

数値を定めてございまして、１７０名という目標でございます。現在、平成２６年ということ

でございまして目標値は１７７名。４月１日現在では実数１７４名ということでございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 これについては、年度ごとで例えば具体的に数値を出しているということでよろしいでしょ

うか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 もう１点、行政改革ということでお伺いしておきたいんですけども、前４年間の町政のとき

には有識者による評価委員会でしたか、事務事業評価委員会、たしか私の記憶では昨年の１１月

か１２月にたぶん最終報告をいただいていると思うんですけども、今後４年間についてですけ

どもどのようにされていくのか。またそういったことを引き継ぐのか。あるいは新しい形態で

考えていくのか、その点についてお願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ただいまの齊藤議員の事務事業評価につきましてですけども、これまで事務事業評価は事務

事業、それから見直し、補助金もやってきたわけですけども、今後も引き続き事務事業等の見

直しはやっていきたいと考えております。 
 評価委員さん、外部評価委員も含めまして継続してやっていくこととしております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 引き継ぐということですけども、外部評価委員については、例えば前回からの方がもうすで

に任命されているのを新たにまた今期から任命されるのか、その点だけお願いしたいと思いま

す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 外部評価委員さんにつきましては任期がございまして、今年度、新たにお願いするというこ

とで、現在２名の方を公募しているところでございます。 
 以上でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 もう１点、行政改革ということですけども、行政改革といえば支出を抑えるということがど

うしても中心になってくるんですけども、歳出を抑えるということなんですけども、昨年の決

算のときに、うちの町の入札率をちょっと拝見したんですけども、全体として９６％を超える

ぐらいの数値が出されていると。世間ではよく９６％というと、悪い言い方をすれば談合があ

るんではないかという話も出るわけですけども、そこにはたぶんいろんな事情もあるんだろう

とは思いますが、その点についてどのような見解を持っているのか、町長にお伺いしたいと思

います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 入札できるものは、すべて入札をしていく計画でおります。緊急を要するものとか、また金

額の小さいもの、これは見積もり合わせと、あるいは継続しているものは１社と随契をしなが

らやっておりますが、大半を入札に付しているわけであります。入札の中でも工事以外のもの

については予定価格を公表しておりません。ですから２回までの入札をしながら２回やっても

不落で再度、最低入札者にこちらの予定価格を示しながら、これでできますかという協議をし

ながら、またもしそれでできなければ、その業者すべて取り替えて新たに入札をするというこ

とになります。 
 また工事関係については、大半が工事関係が多いわけですけども予定価格を公表しておりま

す。この予定価格は、設計書をつくった附請負額と言いますけども、その額から若干減らした

予定価格を、端数を切るとか減らしたのを予定価格にしておりますので、設計額と同額という

のはほとんどないと思いますけども、それで公開をしながらそして業者を指名しながら、その

中で競争をしていただいて、最低の額、入札査定をやっております。予定価格が公表されてい

なければ、あまりにも低いものも出てきますけども、うちの場合はそれをしても年に１回ぐら

いは相当低いのもあります。最低制限価格というのも設けていますので、その範囲の中での競

争になります。業者のほうもここのところ単価も上がってきておりますので、そしてまた人材

確保も大変なところだと思いますが、予定価格を公表する中であれば、おおむねいい数字の落

札率になっているんではないかと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 談合があるというふうな話もあまり聞かないので、一応ないんだろうと思いますけども、簡

単な数字だけ言っておきます。全体でいくと平成２２年９２．８％が２３年は９３．７％。ちょっ

と２４年が異常なのかどうか、９６．０％という形で。これは全体ですから、委託や物品、工

事、全部含めてということで。工事のほうについては昨年、２４年、２３年、９６．５％と。

その前が９４．８ですから、大体９５～９６％で推移しているんだろうなと思いますけども、

入札というのは前にも入札のやり方、いろいろ町でも工夫してこられてよろしいんだろうと思

いましたけども、いま一度その点も含めて考えていただければと思います。 
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 それでは、次の質問に移ります。 
 ３つ目、公共施設の耐震化。先ほど再配置計画という話がありましたけども、これはまたそ

れとはちょっと質が異なるんだと思います。耐震化、あるいは建て替えということについてで

すね。この間、ずっと４年間、さらなる合併ということがあったので、町長、なかなか重い腰

を上げなかったわけですけども、昨年、本格的に新町でちゃんとやっていこうということで、

シミュレーションもつくったり、計画もつくりますという話であったわけですけども、これに

ついてどのように計画的にも考えているのか、お願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 財政課長、齋藤靖君。 
〇財政課長（齋藤靖君） 

 齊藤議員の公共施設の耐震化、建て替えに関する今後の取り組みについてお答えさせていた

だきます。 
 公共施設の耐震化は子どもの使用する施設を優先的に進めてまいりましたけども、庁舎など

一部の施設で耐震化が図られておりません。このため、庁舎等を含めたすべての施設のあり方

や方向性を総合的に検討した上で、適正な配置による効率的な管理・運営が図られるよう、今

年度公共施設再配置計画の策定を進めてまいります。今回、計画策定に向けた経費を予算計上

し検討委員会委員の選定や公募に着手したところであります。 
 今後は検討委員会におきまして既存施設の整理統合、廃止、譲渡および他用途への転用など

用途別の分類を基本とした公共施設の適正配置を検討し、コンセンサスを得る中で施設の耐震

化や建て替えを含めた公共施設の整備を進めてまいりたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 再配置計画ということで３５０万円でしたか、今回、補正で組まれております。この中身に

ついては、また質疑もありますからちょっと遠慮しておきますけども、今のお話でいくと再配

置計画というのは今言う統廃合あるいは譲渡、そして新たな耐震化施設と、このすべてを含ん

でいるということのようですけども、今後、検討委員会の話もありましたが、町としては財源

の問題も当然伴ってくるわけですから、このへんについて雑駁な考え方があれば、当然あるだ

ろうと思いますのでお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町の２９年度までの財政シミュレーションをしてあります。その中にはいろんな項目

で入れてあります。いつできるかは歳入を見ながら、そしてまたいろんな補助事業の状況を見

ながらでないと具体化はできてきませんので、毎年度予算計上という形で論議をしていくと。

ただ今後つくっていく、あるいは整備していく施設はある程度、大きなものになりますので、

数年の計画でやっていかなければならないと思います。町の財政も本当にあり余っているもの

はありませんので、そういう中でも職員全体で創意工夫する中で歳入を確保し、そして今つくっ

ていかなければ今後、１０年後１５年後にまたそういった問題が出てきますので、負担と言い

ますか、問題を先送りすることなく、今回この公共施設再配置計画の中で、全体になってくる
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と思いますけども適正配置・適正規模、そして重複するような施設の統廃合、あるいはこれま

で住民からの要望があった施設について、なかなかできなかったものをどうやって住民ニーズ

に応えていくか。いろんな意味合いからやっていくつもりであります。適正配置・適正計画と

いう名称にはなっておりますけども、総合的に見直しをしていく部分と、そして残す施設の延

命化策もその中で検討していくこととしております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 たしか以前、私の質問で公共施設白書を早くしろという中で、３月ぐらいまでに財政シミュ

レーションを含めて、ある程度、計画プランをつくっておきたいという話だったんですけども、

町はそこまで具体的にはつくっていないということですか。それともつくってあるけども、今

後検討委員会もあるのでということなんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 財政シミュレーションは、つくっておかなければ県のほうのいろんな起債の許可も受けられ

ませんので、しっかりつくってあります。ただ、それが実際と合うかどうかは毎年度、決算を

してみて修正を加えながらということになりますが、そういった中に先ほど言いましたいろん

な、この富士川町で考えられているような施設は、第１次総合計画がもとでありますのでそう

いう中にいろいろしてある。ただ幾年にというのはまだ具体化してありませんが、財政シミュ

レーションの中の想定には年度を分けながら入れてあるというのが事実です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 町もたくさん借金していて、この間、財政課のほうで今後の公債費、あるいは返済計画につ

いて簡単な資料を見させていただきました。非常に厳しいということを一方に感じながら、ま

た財政力指数も０．３６ということですので、厳しい中であっても延び延びになってきていた

この課題だけは、やはり実行できるものから順番に選定して早い段階で、この４年間で少なく

とも全計画はつくりあげる。そして一部はもう取り掛かるということを期待したいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 財政計画の中では当然、税収、そして地方交付税、それと同時に地方債がどのへんまで発行

できるのか。合わせて歳出のほうの公債費の額を抑えていかなければならないと思います。今、

８０億円ぐらいの累計の公債を発行しておりますけども、これは旧鰍沢の過疎債も含めての

８０億円でありますから、その中で今度は返済額というのはとても減ってきます。そしてまた

仮に町債に手をつけるときには合併推進債も使えますので、これは例えば１億円借りても実際

返すのは６千万円というふうな数字になってきますので、そういった意味で歳出の公債費の額

もしっかり抑えながら、将来エンストしないような財政運営をやっていかなければいけないと

思っています。 
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 そしてこの公共施設再配置計画の中で、先ほど建設計画をつくりますという答弁をさせてい

ただきましたけども、どれから手をつけていけるのか。たぶんリニアの問題が入ってくれば、

体育館とか児童館とかというのはいち早くやっていかなければならないと思います。そうする

と庁舎は建設計画では入れますけども、若干遅れるということも想定されます。これもこれか

ら民間の方も入っていただいた公共施設の再配置計画検討委員会の中で、住民の皆さんの必要

度等々もお聞きする中で、しっかりつくっていきたいと思っています。できれば、この４年間

で一部、当然、体育館は手をつけていかなければならないと思いますけども、一部手をつける

ものもあると思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 次に４つ目に移りたいと思います。 
 先ほどから話題になっている高齢化３０％、今年は超えたということで非常に大変なわけで

すけども、高齢化が急速に進む中、介護福祉関係の経費は増額の一途であり、国においては医

療・介護に関する一括法は成立し、今後給付事業の一部は町事業へと移管されます。介護予防

事業を含め、今後福祉に関わる町長の考えというものをお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまの齊藤議員さんの介護予防事業についての考え方ということで、お答えのほうをさ

せていただきたいと思います。 
 介護保険の給付事業の一部が町事業に移管される件につきましては、要支援者向けの介護予

防サービスのうち訪問看護と通所介護を予防給付から切り離し、市町村の地域支援事業に移行

するものです。移行にあたっては、来年度を初年度とする第６期介護保険事業計画期間の最終

年度である平成２９年度までには、その対応を図らなければなりません。町への移行が見込ま

れる要支援者に対する訪問看護と通所介護の看護予防サービス給付費は、平成２５年度で約２，

６００万円、給付費総額で１４億８千万円の約１．８％となっております。介護保険制度の改

正に伴い、町においても効果的・効率的な事業推進を図るため、７月に提示予定である国のガ

イドラインに従い、介護予防事業の充実に向け既存の介護サービス事業者への委託に加え、ボ

ランティアやＮＰＯの活用も視野に地域の実情に合った介護予防サービスの提供や体系づくり

に努めてまいります。また一般高齢者に対する介護予防事業についても、常に事業効果を検証

しながら充実を図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（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 非常に新しい制度なので、それにいち早く対応していこうということだろうと思います。先

ほども介護保険１４億円、もうすぐ１５億円と。保険料の見直しもたしか来年からですかね、

また３カ年の計画見直しが行われていくわけですけども、そういう数字的な面とは別の意味で

予防事業というのは、やはり地域づくりと結びついてやっていかないと、なかなかうまくいか

 ３４



ないんだろうなということを感じています。一次予防、二次予防というような形で、１、２と

いうふうに分けられているようですけども、健康な方向けの生き生き筋力教室ですか、トレー

ニング教室なんかを見ていても、私が直接見たわけではありませんけども、お話を伺っている

と青柳５丁目では非常に自主的な活動が活発に行われていると。だけども他の地区では、２回

のうち１回、先生に来ていただいてやっているようですけども、なかなか人が集まらないと。

当初は５丁目のような自主的な教室をやっていこうということだったと思うんですけども、そ

ういったことの取り組みについては、どのように今後考えているのかお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまのご質問ですが、たしかに議員さんの言われるように、地域によってその取り組み

の姿勢が変わってきています。ただ、町のほうとしましては、それは自立して、自分の健康は

自ら守るということを一番の基本としてやっていただくように、すべてのことに対して手を貸

すということではなく、そのきっかけづくりをつくるということで筋力教室のみならず、いろ

いろなところの会議とか研修の場でそういったところをＰＲしながら、みずからの健康はみず

から守る、健康寿命を生かしましょうということでＰＲをしております。本当に地道な活動で

すけども、こつこつ細く長くすることで効果があるのではないかという考えがあります。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 これは町長にお伺いしたいんですけども、実は地域包括支援センター、この間、いろんなと

ころから非常に大変だよというお話を伺ったので、直接やっている方のところへお話を伺いに

行きまして、地域包括支援センターは保健師とかケアマネを持った方たちが５人で対応されて

いるわけですけども、お伺いしたならば月６０件から７０件を世話し、そして年間２，５００か

ら２，６００件の相談を受けると。夜の体制も正職員が２人しかいないので２人で２４時間、

転送電話で何かあれば飛んでいけるような体制をつくっているという話を聞いて、町の職員も

たくさん、どの部署も余っているということではないとは思うんですけども、先ほど言ってい

た専門職の体制という意味では、ここは非常に今後ますます、正直、本当は少なくて済めばあ

りがたいんですけども、実際にはここに、この間、福祉保健課へ行ってもらってきたら私たち

の年代が一番層が厚いんですよね。こういう感じになってしまっているわけで、これがそのま

ま上がっていくと逆ピラミッドになってしまうと。私たちがあと２０年、３０年すると完全に

町の人口構成は逆ピラミッドになっていくという中で、そうはいっても結局介護、福祉という

問題は避けて通れないということを考えて、今の地域包括支援センターの現状を見ると非常に

厳しいということを思っているんですが、町長はどのように感じますか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域包括支援センター、名前が包括でありますからなんでもかんでもというところがありま

す。かつてはここに障害児の関係も入っていたんですが、今は障害担当をつくっておりますの
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で、その障害の一時的なものは抜けておりますけども、いろんなものがいろんな機関と連携を

していかなければできませんので、たしかに大変だと思います。そしてここも先ほど言った専

門職でないとできません。ある程度、資格を持っている人でないとできませんので、誰でも行っ

てすぐできるというものではありませんから、今年度の職員採用の中にも保健師を入れたりし

ながら、これから高齢化社会になってきますので保健サービス、福祉サービスの充実をしっか

りしていくことが大事だなと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 福祉保健課はまたちょっと離れているので、日常的になかなか町長も行かれないと思います

けども、時には覗いて話を聞きながらいい環境で仕事ができるように、勤めてもらうようにし

ていただければありがたいと思います。 
 次に５つ目、教育関係ということで１点ですけども、西小の統合が昨年、いろんな事情の中

で１年先送りとなりました。たしかそのとき町長は１年間という、ある意味では限定的な、区

切った形で説明をされたと。実はこの間、議会のほうへ保護者というか、父兄といいますか、

その方たちが陳情といいますか、見えまして少しお話をされたということもありました。正直、

陳情は町長へ直接すればなという思いもありましたけども、そういった１年先送りになって、

今後、西小をどうしていくのかということもありますけども、町全体として児童生徒の教育環

境の整備、あるいはハード・ソフト両面での今後について町長の、あるいは町の考えをお伺い

したいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 増穂西小学校の統合につきましては昨年、教育委員会からの学校規模適正化基本方針を受け、

地域の考え方とか、議会での議論を踏まえる中で現在の生徒数で推移した場合は平成２６年度

末をもって閉校とする。ただし書きを付けさせていただきまして、ただしこの間に通学区域内

において今後、町の教育委員会が策定した学校規模適正化基本方針を満たすようであれば、閉

校年度を検討するとしたところであります。こうしたことから平成２６年度は存続をしており

ますけども、本年度の教育環境では引き続き複式学級の解消のための町単講師の支援、町単講

師とかそれ以外の支援員、そして養護教諭の配置を行うなど、これまでと同様なきめ細かな教

育体制を整えているところであります。また西小学校については耐震化という問題もあります

が、当面１年ということでありますから耐震化や改築については現在、昨年に示した児童数の

条件が満たされるか見極めているところであります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 今、西小の問題についてはそれでよろしいかと思います。 
 あとこれはちょっとあれなんですけども、先ごろたまたま小中一貫教育ということが新聞に

も騒がれまして、実は町長もご存じのとおり、私だいぶ前から小中一貫教育と。特に鰍沢、同
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じ校庭を挟んで中学校、小学校、そして保育園もあるんだと。それぞれ１つということで、モ

デル的な形でそういったものをやったらどうかなということを前々から言わせていただいてき

ているわけですけども、支援事業なんかの話も最近出ています。これはまたのちほど別の議員

の方から質問されるのでそこはよろしいんですけども、小中一貫教育ということについて町で

はどのように現在考えているのか、またまったく考えていないのか、その点ちょっと一言お願

いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの件について、答弁させていただきます。 
 現在、教育委員会の中におきまして小中一貫教育についてはまだ議論がされていません。今

後、然るべき状況が発生したときに教育委員会の中で議論してまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤議員、小中一貫の問題については通告のほうにありませんのでよろしくお願いします。 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 それでは次に６番目としてですけども、自然環境を生かした観光産業施策についてというこ

とで、これは町でも、あるいは私たち議員のほうでも一生懸命、地域の特色を生かした形でと

いうことで考えもし、また提案をさせていただいたり、あるいは町としてはその第三セクター

を造って新しくできた道の駅を生かして、それをまた地域の観光産業へつなげていこうという

ような取り組みもされているんですけども、このへんについての町の考えをお願いしたいと思

います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 商工観光課長、永井たかねさん。 
〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの齊藤議員さんの自然環境を生かした観光産業施策について、町の考えを伺うとい

うことに対しまして答弁させていただきます。 
 本町は富士川や戸川、大柳川等の水辺空間、西には櫛形山や源氏山などの２千メートル級の

山々や奥深い森林、緑を陰影づける美しい渓谷、大法師山の桜や妙法寺のあじさい、棚田やゆ

ずの里など豊かな自然と四季折々の美しい風景を見ることができる観光資源があります。 
 こうしたことから平林、穂積、五開を自然と文化を結びつけた観光拠点として位置づけると

ともにこの三筋を結ぶ観光周遊ルートの開発などを行っているところであります。 
 今後は季節ごとの見所やイベント、旬の味覚情報など本町への来訪の動機づけとなる新鮮か

つ魅力的な観光情報の充実を図るとともに、県立大学と連携し農業体験のできる農家民泊の可

能性を調査・研究するなど、自然環境をさらに生かした観光産業の推進をしてまいりたいと考

えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 今、三筋を中心に説明があったわけですけども、自然の観光パンフレットといいますか、以

前は櫛形山、自然塾からアルプス、アルプスのところから切った地図がよく配られていた。最

近ですか、今度は市川三郷町と一緒の地図、観光パンフレットなんかが作られたりしましたけ

ども、自然を生かした観光ということに限って言うならば周辺地域、特に櫛形山といったとき

には、うちだけではなくてアルプスもあれば早川もあったりという、このへんとの共同なり提

携ということについてはどのように考えているのか、あるいはどのようにされているのか、お

伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 南アルプスでもアイプロジェクトの中で櫛形山の観光を大々的にやっています。尾根ではな

くて今度、北岳のほうが見える散策路も入れてあります。その拠点は富士川町の池の茶屋林道

を通ってということでありますので、南アルプス市とも今、一緒の、櫛形山を中心とした観光

パンフレットを作りましょうという話は進めております。それと合わせて中部横断道沿線活性

化協議会の中でもこの櫛形山、南アルプス市、そして富士川町、早川町、身延町を使った山の

トレッキングコースの検討、それと山岳ガイドの検討もしておりますので、いずれその大きな

パンフレットが出てくると思っています。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 やはり周辺との連携とそれと共同した、何か起爆剤になるような事業というのを計画して進

めてもらえればと思います。 
 以上で大きな１番目は終了しまして、次に２つ目に移りたいと思います。 
 峡南医療センターについてということですけども、いよいよ今年４月から医療センターが開

設しまして、それに先立って一部事務組合で予算が議決されたわけですけども、その予算の内

容を見ましてちょっと驚いたわけですね。それはなぜかと言いますと、たしか医療連携基本構

想の中では、初年度から黒字だよと。わずかでした。７千万円かいくらかの規模だったと思い

ますけども、それが初年度は３億８千万円近くの赤字になると。その後、赤字が減額して３年

目から黒字へというような中期構想を含めた話のようですけども、なぜ黒字予測が初年度赤字

予測に変更されたのか、その点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南医療センターの収支につきましては、平成２５年３月に策定いたしました峡南北部二病

院の統合にかかる基本計画におきまして、このときは２６年度の収支は４億２，７００万円余

の黒字を見込んでおりましたが、平成２６年３月に示されました新たな峡南医療センターの

３年間の中期経営計画では初年度が３億８千万円余の赤字、次年度が１億９千万円余の赤字、

３年度が５，４００万円ほどの黒字ということになっております。 
 基本計画と中期経営計画の収支予測が異なった要因といたしましては、基本計画では年間外

 ３８



来患者数を平成２２年度の実績の１．２倍で見込んでいたこと。そしてまた年間入院患者数を

２３４床に対して病床利用率を８０％で見込んで推計したのに対しまして、今回、開院にあた

り再度関係者等が集まりまして中期経営計画を立てました。この中期経営計画では年間外来患

者数を平成２５年１２月の実績で推計をしております。年間入院患者数を市川三郷町が５０床

の病床利用率の８０％で、富士川病院が１５４床の病床利用率を６８％で推計したことが差異

が生じている原因であります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 要は当初の基本構想の段階から比べると、いわゆる見込みの倍率を変更したと。実情に合わ

せたということなのかもしれませんけども、ということと具体的にはその病床利用率のパーセ

ントの見直し等ということの答弁がありましたけども、私はじめてこういう病院企業と言うん

ですか、会計のつくり方というのを見て正直驚いたんです。それはなぜかと言うと今言ったよ

うな当然、実績があるので、それに基づいて、あるいは人口、地域の状況を踏まえて病床利用

率なり、外来患者数なりを試算していくんだろうとは思うんですけども、その試算の中身は私、

以前実際にやっていた市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院時代の合算よりも、やはりかなり

数字的には上回っているのかなと思っています。 
 それでもって今年度の会計、収入予測をして支出を当然して、それに基づいた計画を策定し

ているということになっているわけですけども、やはり非常になんとなくぼやっとした不安感

を絶えず持っています。 
 お願いしたいんですけども当然、上半期、６カ月なら６カ月の間の実績というのは出るわけ

で、上半期の決算が出た段階で、すぐに資料として提出してもらえればありがたいと思うんで

すけども、その点についていかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今度つくりました峡南医療センターは、市川三郷町と富士川町が関与した一部事務組合でつ

くっておりますので、そちらのほうにも市川三郷町、富士川町からも議員さんが出た議会があ

ります。その議会で議論されたものは両町の議会にも戻ってくるものだと思っております。当

然、病院ですから上半期とか下半期とか３カ月に１回とかそんなぬるいことではどうにもなら

ないと思いますけども、毎月の数字が出ますのでそれをいつ公表していくかはまた病院の判断

になると思いますので、病院が公表した段階で皆さんのお手元にも届くものだと考えておりま

す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 これは２つ目になりますけども、移りたいと思います。 
 ２つ目、医療体制、特に医師の配置と救急医療の現状についてということですけども、町が

こうやって峡南医療センターを運営していくことにあたって、一番大きな問題はもちろん赤字
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があまり出ないということも１つでありますけども、そのほかにやっぱり救急医療と急患、町

長がよく言っている急患を断らない病院ということで、実際スタートしたときにお話を伺って

いると、医師の目標数値というのが計画では２０人だったけども、今は２１人ということで、

聞くところによるとちゃんとした先生と言いますか、２人ほど余分に配置されたというような

お話も伺っています。当然、そうなってくれば急患も断る率というのは減るのかなと思って消

防署のほうへちょっと確認をしましたところ、今までは大体３０人に２０人受け入れていたわ

けです。昨年も。あるいはその前もそうなんです。大体３００人だと２００人受け入れる。で

は今月、４月の時点だけの話なんですけども、どうなんだろうということで問い合わせをしま

したら、やはりその割合というのはあまり変わっていないんですね。約３０人、急患があって

２０人受け入れてと。あとの方たちはどうしたのかは、そこまでは数字的に聞いておりません

けども、状況的にはあまり変わっていないんだなということを感じていますし、まわりの知り

合いからも実は急患を断わられてねという話があったものですから気になったわけですけども、

そのへんについてどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまの齊藤議員さんの質問にお答えいたします。 
 峡南医療センターは急性期から慢性期、在宅医療に至るまで地域全体で切れ目なく必要な医

療が提供できる地域完結型医療の実現を図るため、本年４月よりスタートしたところでありま

す。両病院の医療体制につきましては、富士川病院が基幹診療型病院として診療科目は９科目

で、常勤医師は内科医が２人、外科医が４人、整形外科が３人、小児科医３人、病理診断科１人

で合計１３人です。病床は稼働していない５階病棟を含め１５８床であり、新たに内科の入院

が再開されたところであります。 
 一方、市川三郷病院は総合診療型病院として診療科目は１２科目で、常勤医師は内科医が３人、

外科医が２人、泌尿器科医が２人、眼科医が１人で計８人です。病床は一般病床５０床であり、

新たに小児科の診療が再開されたところであります。 
 また休日・夜間救急医療につきましては富士川病院が内科、外科、整形外科を、市川三郷病

院が内科、外科、泌尿器科を担当しております。 
 それから先ほどの救急患者で運ばれたということですが、４月には救急車で運ばれた方

１９人を受け入れております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 まず先ほど言った急患の話ですけども、１９人と。私も資料があったのであれですけども、

約１０人ほどお断りしているわけですけども、この現状があんまり変わっていないなという私

の認識なんですけども、その点についてはどのように考えているのか、意見があればお願いし

たいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 

 ４０



〇町長（志村学君） 
 夜間・救急の患者、先ほど１９名と言いましたけども、これまで、４月だけを見ますと一番

多いのかなと思っています。まだまだお医者さんの体制が十分でない中で、こうやって増えて

きているというのはありがたいなと。 
 そういう中で５月の上旬ですか、私のところに１つ苦情がまいりました。鰍沢病院の内科で

通常診ていただいている患者さんが、休日ですから、夜間は８時まではその病院が受け持たな

ければ、それから翌日は平常であれば平常の診療、休日であれば休日診療ということで他の病

院が指定されております。そういう輪番制をやっていますけども、そういう中で６時ちょっと

すぎごろですから、夜間ということで行ったら先生がその専門の先生がいないからということ

で他の病院へ行かざるを得なかったという苦情がありました。 
 そのときは先生に断わられたという情報でありましたので、病院のほうに早速こういう状況

があると。これでは急患を断らない病院には当てはまらないということで言いましたら、よく

よく病院の中でも精査をいたしましたら事務方の人が断ってしまったと。先生は知らなかった

という状況でありますので、早速病院の中でもその状況を職員会議の中で伝えていただきまし

て、本来であればもう社会保険病院ではありませんから、今度は公立病院ですから意識改革を

全職員がしてもらわなければいけないんですが、意識があってもなかなかそういうのが態度に

出てこないという、今、移行期間だと思っております。そうは言いましても、そんなものが長

く続くようなことがあったら困りますので、私のところにまたそういう連絡があれば、その都

度聞きながら住民が期待する病院になっていくようにこれからもチクチク言っていきたいなと

思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 今の話は非常によく分かりました。とにかく断らないということが建前というか、できるだ

け断らないようにしていくということが大事なことで、それが１つの今回のメインなわけです

から、設置者としてしっかりと対応していただきたいなと思います。 
 １点ですけども、先ほどの医師の数の話に戻りますけども、２１人ということなんですけど

も、前、研修医と指導医という話でありましたけども、この２１人の中には研修医は何人かい

らっしゃるんですか。研修医。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 今言っているのは正職のお医者さんだけであって、研修医は含まれておりません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 この中には入っていないということで、研修医というのは例えば指導員と研修医ということ

が言われていましたけども、それは１チームなりなんなり来ているということでしょうか、現

在は。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 福祉保健課長、笠井千尋さん。 

〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 
 申し訳ありません。その医師体制がどのようにまわってしているのかということは、詳しい

ことは存じておりません。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今のところ研修医は来ていないと思っております。これは地域医療センターと言いますか、

医大のほうで県と一緒につくっている研修医を配属する状況があります。今朝の新聞にも出て

いましたけども、郡内は今のところゼロというところであります。ただ、これから地域枠とい

うのも出てきますので、そしてまた郡内のほうは地域的にちょっと時間がかかりすぎる。医大

が真ん中にあって中央病院と甲府市立病院と峡南医療センター、いい位置にありますので、今

後はそういう研修医も活用しながら、研修医が来れば指導員も来るということで医大のほうに

は医師確保ということでは要望しているところであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 最後ですけども、あと１点だけ、これは確認です。 
 予算書の中に医療従事者の数なんかが、医師が何人、看護師が何人というような数字がある

わけですけども、この予算書にある医療従事者の数というのは現在、確保されている数という

ふうに理解していいのか。それともまだ看護師さんも募集しているという話もありますので、

最終的にという意味なのか、そこだけ１点お願いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 峡南医療センターの予算の中で、そこまで細かくはしてありません。通常でいくと現員現級

でありますから、人が入ったのちに、予算はありますので、その中から年間の予算でぴったり

になるようにしていくと思います。今は３０７名、正規職員がいますのでその部分の予算計上

と考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 これで終わりますけども、最後に峡南医療センター、ぜひともうまくやっていかなければい

けないと思っていますので、私は協力できるところは協力していきたいと思っています。 
 特にこの１年間が非常に大事だなと思っていますので、設置者もいろいろと意見を述べて、

よりよい運営ができるようにご努力願いたいと思います。 
 以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告１番、１２番、齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
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 ここで、暫時休憩します。 
休憩 午前１０時０８分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１０時１８分 

〇議長（齊藤正行君） 
 休憩を解いて再開します。 
 続いて通告２番、８番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 ８番、鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 
 それでは通告に従いまして、一般質問を始めます。 
 今回は大きく３つ質問させていただきます。簡潔に分かりやすい答弁をよろしくお願いいた

します。 
 それでは１つ目の質問に移ります。合併の検証について伺います。 
 住民生活に大きな影響を与えた平成の大合併が政府主導により行われたことは、ご承知のと

おりです。当時の旧自治省や県が合併を主導し、合併特例債などの手厚い財政支援と三位一体

の改革による地方交付税の削減という言わばアメとムチによる合併推進策によって、半ば強制

的な特徴を有していたと私は考えます。わが町でもこれを機に住民投票や合併協議会設置の住

民発議の直接請求など、直接民主制の広がりが巻き起こりました。 
 この身近な合併議論により住民が町の未来に対しての意思決定に、それまでより積極的に関

わることとなり、産みの苦しみという大きな痛みが伴ったものの住民自治が大きく前進という

要素もありました。 
 また地方議会の活動についても、地域の未来の方向性を決める重要な議決の過程において住

民の前に議会活動の過程がさらされ、その議論の方法や最終的な議決の重さについても改めて

考えさせられるきっかけとなったというメリットもありました。 
 その一方、県がまとめた合併効果の検証のデメリットの記述の中に本庁舎に職員が集約され

たため、支所に活気がなくなり周辺商店の売り上げが減少しているとか、本庁舎から遠い地域

の住民は切り捨て、置き去り感が強いという言葉が並んでいました。 
 富士川町は平成２７年３月で合併５年を迎えます。町長は常々、町民の一体感の醸成の向上

や合併して子育て医療費助成が中学３年生まで拡大できたなど多くの成果を挙げられました。

数多くの合併の恩恵を受けられたとあいさつや書面の中で訴えてきました。 
 しかし合併が負に働いたこともあると思います。例えば公共料金の統一などによる使用料の

値上げや庁舎の分散化による住民の不満などが挙げられます。そして今後、重要課題の１つと

して公共施設の再配置や合併の目的の１つである行政コストの削減といった部分を含め、町長

は合併のメリット、デメリットについて現時点でどのように考えているか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まず合併についてのメリット、デメリットというご質問についてお答えいたします。 
 今、鮫田議員の質問を受けながら政府主導あるいは県主導という言葉がありましたが、私は

そういうことは一切思っていません。鰍沢と増穂の住民でしっかり議論をしながらこの合併は
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なされたものだと思っています。ただ国の施策、県にも多少合併に対するメリットがありまし

たけども、合併に対する、すぐしろとか、この枠でどうだとか、こういう会議は一切ありませ

んでしたので、そこはご理解をいただきたいと思います。 
 増穂町、鰍沢町による２町の合併につきましては質の高い行政サービスに資する体制整備、

医療・福祉・土地利用などの広域的な行政課題への対応、あるいは財政基盤の強化および少子

高齢化への対応などが求められていたことから合併を模索したわけであります。そのことから

合併後も分庁舎方式を取ったり、鰍沢にサービスセンターを設置しながら旧町の利便性の向上

には努めてきたところであります。 
 こうした中、新たな行政課題の対応として子育て支援課の設置ができたり、防災課が設置で

きたりということで、きめ細かな行政としての対応ができているんではないかなと思っており

ます。観光面におきましても三筋の地域資源を有効活用した広域的な観光振興策や、地域医療

の充実のために峡南医療センターを設置することもできたと思っています。これが旧増穂町だ

けでは、要は鰍沢病院は鰍沢の設置エリアですから、増穂はたぶん横を向いていたと思うんで

すね。そういうことも可能になりました。合併時における議員の定数の削減、これも旧増穂で

１８人とか、まだ鰍沢が１０人持っていても、大変それぞれの自治体が苦しい状況に置かれた

だけではないかなと思っております。また職員の定数等についても削減を進めているところで

ありますので、いろんな面で行政のスリム化を行ったほか、普通交付税の算定替えにより財政

基盤の強化も図れたところであります。 
 さらに保育所、小中学校の保育・教育環境の充実、あるいは６５歳以上の高齢者、障害者の

町営バスの無料化なども実施をし、福祉面でのサービスがいくつか図られてきたところであり

ます。 
 合併に対するメリットというのは数知れないと思いますが、先ほど公共料金が値上げをされ

たというのがあります。今言った町営バスもかつては距離で取っていた。それがどこへ行って

も同じ値段でできる。あるいは６５歳が無料化できた。これも合併のよかったところではない

かなと思っています。公共料金といえば、今まで旧増穂、旧鰍沢がなかなか料金を変えられな

かった。ですから値上げというよりも適正化を図ったと思っていただければありがたいなと

思っています。デメリットはないと思っていますが、こうした中で同じ用途を持つ公共施設の

整理統合については、行政サービスの急激な低下等を考慮する中で、現状では手がつけられて

いない状況であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 
 それでは再質問をさせていただきます。 
 ほかの町で合併をしたところはたくさんあると思うんですけども、そういった町はしっかり

合併の検証というのを行って公表していると思うんですが、うちの町ではそういうことをする

予定等はあるでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 私は合併をするときに、まず町民の一体感の醸成というのを一番先に掲げてまいりました。

こうやって何回もいろんな場面で言わせていただいていますが、県下の合併した新町村と比べ

ると、うちは２町だけであった。それと増穂、鰍沢の合併であってシステム的には増穂のシス

テムを鰍沢の人たちにご理解をいただきながらやってきています。まだ合併しても旧区単位で

１００いくつある市町村もあります。うちの場合は、鰍沢の皆さんのご協力により２８あった

区を現在は５区に再編成をしていただいた。そんなこともありますので、今、町民の皆さんか

ら合併をして何がまずかったとか、どうなったという苦情が役場のほうには届いておりません

ので、私どもはこれからの一体的な富士川町、私も旧増穂、旧鰍沢の風土はもうやめていただ

いて、いいところは継承していく、悪いところは直していくという方針でやってきましたので、

今、いい富士川町の風土ができつつあると思っておりますので、特に検証をするという、何を

という難しいところがあるんですが検証は考えておりません。住民の意見を聞きながら、さら

に一体感をつくっていければと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 ２番に移ります。 
 合併のメリットについて、これからもますます充実してほしいと思っていますが、今後の計

画をお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今後につきましても、いい面はさらに伸ばしていくよう一層の充実を図ってまいりたいと考

えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 いい面をしっかり伸ばしていただき、計画的にしっかり行っていただきたいと思います。 
 ３番目ですけども、デメリットは今、町長がないとおっしゃったんですが、通告に載せてあ

りますので、デメリットについてどのように解決していくのかお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど言いましたように行財政運営にかかるデメリット、あるいは町民のいろんな団体等の

運営に対してもデメリットは感じておりませんが、先ほど言ったように重複する施設がまだ存

在しておりますので、今年度公共施設再配置計画を策定し、施設の必要性の検証や機能の向上、

公平性の確保、地域性の配慮を念頭に公共施設の活用方法などを見直す中で順次再配置を行う

ことで、さらに住民サービスの向上を図ってまいりたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
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〇８番議員（鮫田洋平君） 
 公共施設の再配置ということなんですが、議会のほうでも特別委員会を設置しましたので一

緒になってしっかりした再配置計画を立てていきたいと思っておりますので、お願いします。 
 ４番、合併して交付税の合併算定替えも５年を迎え減少されていく中、今期４年間の町長の

町政運営について町長の考えをお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地方交付税の合併算定替えは普通交付税においては合併後５年間が対象でありますので、そ

してまたその後の５年をかけて段階的に縮小されていくものであります。本町におきましては

２２年の合併でありますから、平成２６年度までが算定替えの対象でありまして、平成２７年

度から縮減が始まってまいります。平成３２年度には一本化されるということになります。こ

の縮減は約４億円と推計されますので、現在の予算編成におきましても算定替えによる普通交

付税の縮減を想定した予算編成を行っている中で、予算に対する余剰金が生じた場合は基金へ

積み立てるなどの運用を行っているところであります。 
 今後４年間の町政運営に関しましては、第１次富士川町総合計画で定められた６つのまちづ

くり基本目標に沿った事業を展開し、将来を見据えた持続可能な財政運営を行っていく中で税

収の確保拡大に資する施策や歳出抑制につながる施策の実施に努め、町の将来像である暮らし

と自然が輝く交流の町を目指してまいりたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 町長の今後の町政運営についてよく分かりましたので、計画どおりに実施できるよう努力し

ていただきたいと思います。 
 ＰＤＣＡサイクルという言葉があります。これは一般企業でも活用されている方法でＰはプ

ラン、計画。Ｄはドウ、実行。Ｃはチェック、検証。Ａはアクション、改善の頭文字を取った

言葉で事業活動を円滑に進めるための業務プロセスの１つです。多くの町民が合併してよかっ

たと思えるよう、こういうＰＤＣＡサイクルというものを活用し、今後の健全な町政運営にご

尽力されることをお願いし、大きな２つ目の質問に移ります。 
 防災無線についてお伺いします。今までにも何度か同じような質問がありましたが、質問さ

せていただきます。 
 どこの市町村を見ても、防災無線の難聴課題はなかなかよい解決策には至っていないのが現

状だと思いますが、わが町の現在の難聴地域の現状と対策についてお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 防災行政無線につきましては旧増穂町では平成１９年度に、旧鰍沢町では平成２１年度にそ

れぞれデジタル化に移行し、合併によりこれを統合して現在に至っております。防災行政無線

に関する難聴地域の全町単位での現地調査は実施しておりませんけども、町民の皆さまから雨、

風が強い日や窓を閉め切っていると聞きづらいとのご意見をいただいております。また昨年、
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町内の世帯を対象に無作為抽出により実施した防災行政無線アンケートの調査結果でも、回答

者の７４％の方々から聞こえないか、聞きづらいとの回答が寄せられております。町ではこの

ような状況の解消に向け対応策を検討してまいりましたが、既存の屋外放送施設の増設では限

界があると判断をしているところであります。 
 しかし、緊急時に警戒情報や避難情報等を確実に町民に伝えることは非常に重要であると考

えておりますので、今後、防災行政無線を室内でも受信できる戸別受信機の導入を進めてまい

りたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 
 現状と対策については、よく分かりました。 
 今、戸別受信機というお話がありましたが、この戸別受信機はいつまでに計画して設置をす

る予定なのか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回の私の公約の防災対策の充実という中の一番先に、防災行政無線の戸別受信機の設置を

進めますと掲げております。まだ始まったばかりでありますので、これまでも検討してきまし

たので、いずれも放送局をつくった防災の伝達、あるいは各戸にアンテナを立てていただいて

家の中で聞こえるとかそういうものよりも今、また技術も進歩してきましたので、もっと簡単

な方法があります。町内の１カ所に、鰍沢の十谷にも長澤、大椚、平林にも届くような箇所に

１つ発信機を付けることによって、１台でたぶんできると思いますのでそんな新しい技術も企

業と検討しながら、これからその準備を進めていくということですから、今はまだいつまでに

というハードの部分と、また個々の家の戸別にどういうふうにして付けていただくかという問

題もあります。町が全部付けても新しく入ってきた人にはどうするか、途中で出て行った人、

あるいはもう家庭がなくなったところはどうするか、細かな問題もありますので役場も先ほど

来言っているように、これから職員の数も減ってきますので、なるべく手がかからないような

形でしっかり希望する家庭には、難聴家庭にはそういうものが設置できるような方策を検討し、

できるだけ早く設置をしていきたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 まだはっきりとした計画がないというか、前向きに進んでいるということなのでよろしくお

願いいたします。 
 国や県からの補助金や助成金などの制度があれば、またそういうものもしっかり活用してい

ただき、なるべく町の支出や受益者に負担がかからない方法をしっかり検討していただき早期

に実現できるようお願いいたします。 
 （２）番に移ります。先ほどの質問で戸別受信機という回答をいただき、次の質問をしづら

いですが、こんな方法もあるということで質問させていただきます。 
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 全国ではいくつかの市町村で電話での確認ダイヤルを設け、聞き逃しや聞き取りづらい方へ

の電話での確認を行っています。このような方法も予算があまりかからない解決策の１つと考

えますが、富士川町でも難聴の課題はなかなか解決に至りません。そこで富士川町でもこのよ

うなサービスを開設する考えがあるか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 現在、町では防災行政無線の難聴地域の対策を検討しており、いくつかの市町村でご指摘の

電話確認サービスシステムを導入していることは承知いたしております。しかしこのシステム

は指定された番号に電話をかける手間がかかることから、あまり利用率は高くないと伺ってお

ります。また一刻を争う緊急時には、このシステムはあまり有効でないと考えております。 
 近年、異常気象による集中豪雨の発生や東海地震、南海トラフ地震の切迫性が叫ばれる中、

緊急時の情報を瞬時にまた確実に町民の皆さまに伝えることは、非常に重要であると考えてお

ります。こうしたことから難聴世帯の解消策としては、電話確認サービスシステムではなくて

室内でも確実に情報が得られる戸別受信機の導入を検討しております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 鮫田洋平君。 

〇８番議員（鮫田洋平君） 
 今後さらに財政難になることが予想されます。なるべくお金のかからない効果的な方法を

しっかり検討し、いつ災害や緊急事態が起こるか分かりませんので、早急に難聴課題を解決し

て町民の安心・安全につなげていただきたいと思います。 
 それでは大きな３つ目の質問に移ります。少子化対策について、お伺いいたします。 
 １２月にも同じような質問をさせていただき、そのときも言ったのですが人口減少問題は少

子化に歯止めをかけなければ解決しない問題だと私は考えています。町長の所信表明の中でも

最重要課題の１つで総合的に少子化対策に取り組んでいくというお話があり、とても明るい兆

しが見えたように思いました。日本全体の課題だとは思いますが、小さい自治体だから何もし

なくてもよいといった問題ではありません。やはり地方でもしっかりとした少子化対策をして

いかなければならない問題だと考えています。 
 県では少子化対策プロジェクトを今年度、継続で延長しました。いくつかの市町村は少子化

対策課を設け、独自の少子化対策を研究し実施していると聞いています。富士川町は日本創生

会議、人口減少問題研究分科会での研究結果で若年女性が半数以下に減る市区町村の１つに数

えられ、２０４０年に消滅の可能性が高い町にされています。そこで一刻も早く少子化対策を

強化し、施策を講じなければ研究結果どおりになってしまう危険性があると思います。 
 富士川町でも総合的な少子化対策を担う専門部署を設け、対策をする必要があると思います

が当局の考えをお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 少子化とか人口減少問題といったのは、ご承知のとおり今に始まった問題ではありません。

こうした中、先般、地方から大都市への人口流出が現状のまま続けば、地方で暮らす女性が大

幅に減って、全国の自治体の半数が消滅する可能性があるという衝撃な試算値が日本創生会議

から発表されたところであります。 
 町では合併と同時に子育て支援課を新設いたしまして、重要課題の１つであります少子化対

策に取り組み、子育て支援の充実や子ども医療費の窓口無料化の拡充、予防接種の助成種目の

拡大等を図ってきたところであります。また同時に各課におきましても総合計画をもとに住み

やすく魅力あるまちづくりを目指して諸事業を展開してきたところであります。しかし急激に

進む人口減少の問題は、何か１つの事業をやればいいという特効薬は本当ありません。そして

また先ほど言いましたようにこの個人のライフスタイルに関わる問題でありますので、町が強

力にというところが難しいわけであります。ただ、今までの延長をやっていたのではたぶん駄

目ではないかなと思っております。役場が一体となってこの少子化という問題に対する危機意

識を共通する中で、待ったなしの問題でありますので、スピード感を持って役場全体の事業と

して取り組んでまいりたいと考えております。当然ここに住みたい人が、土地の問題もありま

すし、環境の問題もあります。そしてまた道路の問題も出てくると思います。医療の問題も教

育もしっかりしていかなければいけない。日用品を買う場所もそばになければならない。いろ

んな問題が絡んでいますので、１つの部署をつくったからそこですべてできるというものでも

ないと思っていますので、役場全体の問題としてそれぞれの課がどうすれば少子化につながっ

ていくか知恵と汗を出しながら、これは役場全体の問題としてやっていきたいと思っておりま

す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 今、さまざまな問題があってこの部署という形だけではとおっしゃったんですけども、例え

ばさまざまな問題が各課にいろいろ山積されていると思うんですけども、そういうのを１つに

まとめないと、やっぱりあっちでもこっちでもという格好になってしまうと思うんですけども、

そのへんはどうでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 役場はそれぞれの課が孤立しているわけではなくて、ここにいるのがすべての部署というこ

とになりますけども、ここの新たな事業で人が必要といえば総務課がしますし、こういう予算

がこの事業をやるには必要といえば財政課がやります。それぞれのところが単独でやったら財

政も人事も統制が取れません。会社でも同じだと思うんです。総務部があって販売部があって

企画部があって、販売をするには企画がもう少し考えてくれなければできないからと、これを

一緒にしてしまったら、とても組織として統制が取れなくなってくると思います。個人商店で

あれば社長がああしろこうしろと言えるかもしれませんが、これだけの町民を抱えて、これだ

けの役場の組織としていくと、それぞれの部署でそれぞれの役割を分担していただく。ただそ

この中に縦割行政という弊害が今までありました。今、言いましたようにこの少子化、インフォ
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メーション問題はこの富士川町の最重要課題という共通認識をそれぞれが持っていただく中で、

スピード感を持ってやらなければ、そしてどこの部署が飛び出しても、どの部署が遅れてもこ

れは駄目なんですね。同じスピードで人口問題に対して取り組んでいきたいと。それには役場

全体で関わっていくよりほかないだろうと。当然、福祉は福祉の部分、教育は教育の部分、そ

してまた産業は産業の部分、当然交流人口というのもあったりしますので、そこには道路もよ

くしていかなければならない。下水道もしていかなければならない。それを全部の部署にする

とこの中から各課を排除するだけの話なんですね。それよりも専門性もあります。転入してく

る人にはその事務をやっていかなければならない。そういう部署も必要でありますので今の体

制を取るなら、ただここを連携させるために政策補佐を３人置きながら、３つぐらいずつの課

を持ちながら連携は取ってやっていますので、そういう中で少子化対策や観光振興対策も一緒

の課題だと思っておりますので、町の共通課題として取り組んでいきたいと、こんな思いでい

ます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 鮫田洋平君。 
〇８番議員（鮫田洋平君） 

 しっかり、庁舎内で歩調を合わせながら取り組んでいただきたいと思います。 
 これで質問を終わるわけなんですけども、最後に町長はこれまでさまざまな施策、高齢少子

化問題や人口減少問題に取り組んでこられたことは高く評価しています。しかし所信表明の中

にもありましたが、これをすればという有効策がないのが現状だと思います。私も少子化対策

は一分野の施策の充実だけでは解決できない問題だと思います。子どもを産み育てやすい環境

の整備や子育て支援、男女の出会いの場の創出や雇用の安定確保など町や町民が協働で取り組

み、豊かでゆとりのある生活の実現を図ることを大切だと思っております。そのため就職から

結婚、出産、育児など各段階に即した本町の実態に合う総合的な施策を展開していってほしい

と思います。 
 以上で私の一般質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告２番、８番、鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、２番、深澤公雄君の一般質問を行います。 
 ２番、深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 では通告に基づきまして、質問させていただきます。 
 初めてですので失敗もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 
 先ほどの鮫田議員の質問ともダブりますが、人口減少問題について最初お伺いいたします。 
 先ほど来から出ております日本創生会議の推計は本当に衝撃的でした。わが富士川町も

２０４０年には９千人台になるのではないかという将来推計人口も出されています。全国的に

少子高齢化が叫ばれている中、わが富士川町も例外なく高齢化率は県平均を上回り、人口も富

士川町発足時に１万６，８６３人だったものが、今年５月１日には１万６，１５９人と７０４人

も減っているのが現状です。町では平成２４年度に若手中堅職員による人口５００人アップ作

戦と銘打った検討委員会を立ち上げました。そして平成２５年度には新事業の実施を目指すと

いうことでした。しかし、いまだ人口減少にはまったく歯止めがかかっていないのが現状です。
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この人口減少の問題はわが町にとっても最大の課題だと私は考えます。 
 ただ、非常に残念ではありますが私の住んでいる地域にも町内から町外へと転居している役

場職員もいます。あまりにもこの問題に対する危機感のなさを感じずにはおりません。もちろ

ん一生懸命に町や地域のために汗をかいてくださっている職員もたくさんおられますので、重

ね重ね残念に思います。 
 そこでお伺いいたします。今この検討委員会がどのような進捗状況にあるのかをお聞かせく

ださい。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは、深澤議員の人口減少問題についてのご質問にお答えさせていただきます。 
 職員による検討委員会につきましては平成２４年度に各課の若手有志職員により発足し、人

口増加に向けた施策を検討してまいりました。その後、人口５００人アップ作戦８つの提言と

して取りまとめ、同年１１月に町長宛てに提言書として提出したことにより検討委員会は解散

しており、現在活動はしておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 今、伺ったことによりますと解散しているということですけども、私もこの山日新聞を見た

ときに本当にこの人口減少に危機感を感じていましたので、とても期待していたんですけども、

今お聞きしたら解散したということで非常に残念なんですけども、８つの提案の中で２５年度

の事業に結びついたものはあったんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ８つの提言についての２５年度の事業でありますけども、この中で定住促進に関することで

空き家対策事業の実施、それから町有地の有効活用の推進ということで町の未活用地の公売、

それから若い人の働く場所、住む場所の確保ということの中で、場所の確保の中では町有住宅

の改修等の事業を実施してきております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 ということは空き家バンクとかいろいろありましたけども、それに関する効果のチェックと

いうものは、この検討委員会は何も関わらないということでしょうか。普通は提案して企画を

しましたら、それに対してのチェックを行って、それに対する工夫改善をするんだと思うんで

すけども、それに対しても全然関わらないということでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 若手職員による検討委員会の件につきまして、お答えをいたします。 
 これは２４年度に各課の若手有志により自発的に発足したものであります。その中で８つの

提言をいただきました。この提言をもとに施策可能なものについては、施策実施をしておりま

す。ただ、この中には義務教育費の無料化とかありますけども、今うちの財政を考えると、と

てもできないことでありますので実施できないものあります。またショッピングセンター周辺

をもっと整備しろというのもあります。ただ先般、ショッピングセンターも出たばかりですか

ら、まだまだ手のつけられない部分がありますが、先ほど企画課長が言いましたように町有地

の有効活用を推進しろとか、空き家対策をしっかりしろとか、町をもっとＰＲしろとか、でき

るものから実施しているものであります。この実施しているものは、町の事業として実施して

いきますので、この若手職員のチェックではなくて、これは提言をいただいただけです。この

中から町が事業展開できるものは町の事業としてやっておりますので、そちらのほうで検証は

させていただくことになります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 深澤公雄君。 
〇２番議員（深澤公雄君） 

 よく分かりました。 
 では２番目の質問に移ります。５００人アップに向けて、平成２５年度に取り組んだ事業と

平成２６年度の取り組みについて、その内容をお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど深澤議員からありましたように、これまで道路を造れ造れといったところに一生懸命

道路を造っていったら、その道路を使ってみんな出て行ってしまうというのが現状なんですね。

この富士川町もこれまでなかなか整備が進んでおりましたが、住みよい町というものをつくっ

ていくには医療、福祉、教育および日用品が容易に手に入る、こういった当然道路もあります

けども環境が必要であります。この町もようやくそういった基盤が整ってきたと感じておりま

す。こうしたことからこれまで行ってきた諸事業に加えまして、平成２５年度にはゼロ歳児保

育を開始しております。また町有住宅の改修をしたり、空き家バンクを開始した事業を主に行っ

てきました。また今年度はさらなる子育て支援を充実するとともに、町有住宅の家賃をこの４月

から大幅に下げております。そしてまた昨年もしておりますけども、引き続き公有住宅の売却、

今年度は９区画ぐらいは町の土地を売却できるんではないかなと考えております。さらに山王

の土地区画整理事業も本格化をしてまいりました。当初予算にも道路整備費を計上していただ

いております。山王も市川三郷町との共同事業でありますけども、両町が道路を造り、水道を

引き、下水を整備し、そういったところに約１００軒の家を造る計画の事業であります。さら

にリニアというのも具体化をしてきました。この秋には動きが出てくると思いますので、リニ

アによって今住んでいる住宅をどかなければならないという人も出てきます。また公共事業も

今後も進めていきますので、そういうので移転を余儀なくされる人もいますので、そういう人

たちのための、他町へ出ないための代替地の登録制度なども行っております。いずれにしても

住みよい、住みやすい環境をつくってまいりたいと考えております。こうした一つひとつの施

 ５２



策を積み重ねた結果として、人口の歯止めがかかっていくんではないかなと思っております。 
 先ほど来言っていますけども、何をしたからというものはないと思うんですね。住民の皆さ

んにも本当に、このふるさと富士川に愛着を持っていただいて、できるだけ多く、そしてまた

子どももここの地へ住んでいただけるよう、そんなようなこともまた先進的な話になるかもし

れませんけども、やっていかなければならないかなと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 今の町長からの答弁、一つひとつの事業、大変よいと思うんですけども、ただこれが５００人

アップにすぐに直結するかというとやっぱり疑問だと思います。住みよい町とか安心で生涯快

適に暮らせる町にしていかなければいけないと思うんですけども、やっぱり人口増加に一番直

結するのは子育て世代の定住だと思うんです。今から子どもをつくる世代。その世代をやっぱ

り呼び込まなければいけないと思います。その施策として、今、注目されていますのがネルボ

ラという施設があるんですけども、これは育児支援の母子相談施設という取り組みだそうで、

日本ではまだ７市区町村しか検討、あるいは整備の取り入れはしていないそうです。これはフィ

ンランドでできました施策なんですけども、フィンランドがやはり少子化が進んだときにこの

施策を始めましたら人口が増加に転じたということです。ぜひこういった新しい、またほかの

町でまだやっていない、セールスポイントになり得る施策を検討していっていただきたいと思

います。 
 続きまして、次の質問に移ります。 
 今年３月、大変残念でありましたが鰍沢中部小学校が閉校となりました。中部区の子どもが

減少した理由の１つとして、中部住宅の老朽化により子育て世代の入居者がいなくなったこと

が挙げられます。私自身も結婚する際には中部住宅への入居も考えましたが、老朽化が進んで

いたということで、当時の北新の雇用促進住宅に入居させていただきました。そして私が結婚

するときには、家内に子どもができたら最終的には鬼島に住んで中部小学校に入れてくれとい

うお願いをしまして、今は鬼島に住んで２人の子どもも中部小学校を卒業させていただきまし

た。 
 中部住宅の今後をどうお考えになるのかをお聞かせいただきたいと思います。噂では将来的

には中部住宅の跡地は分譲するようなことも聞いています。しかし分譲では若い人たちが大変

厳しいと考えられます。公営住宅があれば中部、五開地区の若者が結婚のときにここに住む人

が出てくると考えます。そして地元の人たちとの関わりを持っていれば、一生地元に住んでく

れる人も出てくるでしょう。ただ、これが住宅がなく、よそに住んで地元の人たちとの関わり

がなくなれば、もう地元に帰る確率はぐんと減ってしまうのではないでしょうか。そんなに大

規模なものではなく、１０戸か２０戸か程度の規模でよいと思いますが、中部住宅の今後を考

えるなら公営住宅の建て替えが必要だと考えます。中部住宅の入居状況と今後の建て替え計画

について、お伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
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〇建設課長（堀口進君） 
 ただいまの、深澤議員の質問にお答えいたします。 
 本町の町営住宅は３５５戸で５月１日現在、２９９戸が入居されており、その入居率は８４．

２％であります。そのうち中部団地は５２戸中３４戸が入居されており、入居率６５．４％で

あります。こうした町営住宅の維持や今後の建て替え等の計画につきましては、平成２３年度

策定した富士川町公営住宅長寿命化計画に基づき行うこととしております。この計画では中部

団地は建て替えを行わないことになっておりますが、退去状況等を見ながら順次取り壊しを行

い、定住人口確保のため分譲を行っていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 先ほど鮫田議員のときの答弁で景気が今後よくならないというような答弁がありまして、鬼

島は鬼島住宅の分譲が２回あったわけなんですけども、中部小学校の下の。その１期目のとき

はまだ景気がよかった時代で、すぐに９区画埋まったんです。それで２期目が平成１５年に５区

画分譲したんですけども、最終的にその分譲が埋まったのが約３年前、それまで私がそこへ一

番はじめに入ったんですけども、その後４区画がなかなか売れなくてという状況でした。それ

からやっぱり分譲というと、若い子育て世代が土地を買うというのは非常に厳しいと思うので

ぜひ分譲ではなく、公営住宅の建て替えの検討もお願いしたいと思いますけども、いかがお考

えでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 今現在の計画でしたら分譲という形を取っております。これについては、中部住宅の形態が

簡平といいまして長屋の平屋建てということで、住居環境につきましても非常に汲み取り式と

か、トイレにしても悪い状況になっております。こんな中で施設自体の整備を行って、今後入

居という方向を取っていくことは非常に経済的でないということに試算でなっております。そ

ういうことで、現の中部住宅については分譲という計画でおります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 分譲という方向に向かっているということですけども、この中部住宅の問題は中部区の将来

に大きく左右する問題だと思います。建て替えなのか、あるいは分譲なのかによってだいぶそ

の状況が変わってくると思うので慎重にお願いしたいと思います。私もこの問題については、

不退転の気持ちで訴えていきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 続きまして４番の質問に移りたいと思います。 
 人口減少において特に深刻なのは中山間地域です。町内にも中部、五開地区、穂積地区、平

林地区などを観光資源とする、いわゆる町内三筋における活性化は必要であると思います。観

光による交流人口の拡大も１つですが、若者がその地域に暮らし一緒に生活し活動することで

 ５４



地域にも活気が出てくるものと思います。特に中山間地域は自然に恵まれ、都市部の人にとっ

ては格好の居住環境であることから、定住人口の拡大になんらかの対策が必要だと考えます。

今後、中山間地域の人口対策についてのお考えをお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 人口減少対策につきましては町全体の問題であり、定住促進は町全体で取り組まなければな

らないと考えております。中山間地域の人口減少は急速に進んでいるため、定住や移住を促進

することが重要であることは認識しているところであります。こうしたことから中山間地域内

の町有地で適地がある場合は一定期間住むことを条件に土地代と低価格等で譲渡すること、ま

た民有地を購入して移り住む場合にもなんらかの助成を検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 先ほど２番の質問のときに空き家バンクの創設ということがありましたけども、中山間地域

においては、空き家バンクに登録されている家というのは何件くらいあるんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 空き家バンクにつきましては中山間地域の定義というところがあるわけなんですけども、現

在、平林、小室、鳥屋というところに登録がありまして、現在、平林、それから鳥屋につきま

しては入居がされております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 その空き家バンクのＰＲというのはどういう形でやられているんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 
 企画課長、川手貞良君。 

〇企画課長（川手貞良君） 
 空き家バンクのＰＲにつきましては、年度当初区長会にも空き家がありましたら紹介をして

いただくということはもちろんですけども、インターネットあるいは広報紙、それからＰＲに

ついて特に今年度は町外に住まれている方に固定資産税の通知を出すときに、一緒に空き家バ

ンクのＰＲもしております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 今、都市部の若者に非常に田舎暮らしは需要が増えてきています。ぜひ都市部にもこの空き
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家バンクという富士川町の自然豊かな平林、穂積、あるいは五開地区の空き家を確保しまして

やっていっていただきたいと思います。 
 この中山間地域の衰退というのは、みんな川の源流を持っているわけで、このまま放ってお

くと昨年の６月の議会のときに神田副議長もおっしゃっていましたけども、５０年先１００年

先を考えた里山再生事業を行わなければいけないということも言われました。ぜひ中山間地域、

この三筋の源流に対する施策をもうちょっとみんなで頑張って、衰退しないようにしていかな

ければいけないと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 空き家対策については山梨県全体でもやっていますので、東京のほうにもそういった情報発

信をするときは、うちの町の部分も入っております。また先ほど言ったように区長さんにもお

願いして、ぜひ空き家バンクに登録をしていただかなければ、問い合わせがあっても紹介がで

きないということがあります。ただ中山間の場合は空いていても貸してくれない、売ってくれ

ない、それが今、一番の現状でありますので、ぜひ地域全体で地域をなんとか活性化していっ

ていただければと思っています。 
 また先ほど来、私も言っているように町有地で適地があればそれは本当、そこに住んでくれ

るということであれば提供もしていきたいなと思いますし、今、財政課長が言ったように民間

の町有地でも購入して、そこへ住んでくれるということであれば、なんらかの助成を町でも考

えていきたいなと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 深澤公雄君。 
〇２番議員（深澤公雄君） 

 ありがとうございます。では次の質問に移らせていただきます。 
 人口減少の中で、子どもの減少も大変深刻な問題です。その大きな要因の１つに未婚化・晩

婚化の進行があります。県の統計によると５０歳時点での一度も結婚しない人の割合を示す県

内の生涯未婚率は１９９０年に男性が６．０１％、女性が３．６５％だったものが２０１０年

には男性が１９．４８％、女性が８．１９％に上昇しています。一昔前まではどこにでもおせっ

かいなおじさんやおばさんがいていろいろお世話をしてくれたんですが、今はそういう文化も

なくなってしまいました。県でも、他市町村でも出会いの場を提供する試みを始めています。

４月２６日の山日新聞にも載っていましたが、県でも未婚化・晩婚化を背景とした少子化傾向

に歯止めをかけることを狙いとした若者の結婚支援施策として、来年１月には山梨出会いサ

ポートセンターを設けるということです。わが町でも平成２３年１１月に、もみじ祭りと同時

開催で出会いウォーキングを開催し、その中から１組の夫婦が誕生したという、この間、広報

にも載っていました。今後、町として未婚化・晩婚化に対してどのような対策をお考えでしょ

うか。町内の観光、例えば穂積のゆずもぎの時期に合わせて穂積を起点とした婚活イベントな

どを企画したらよいのではないでしょうか。具体的な取り組みについて、お伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
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〇企画課長（川手貞良君） 
 婚活イベントなどの企画についてのご質問にお答えいたします。 
 若者の未婚化、晩婚化対策、少子化対策として男女間の出会いの場の提供は必要性が高いも

のと考えているところであります。これまで先ほど議員が申されましたように、もみじ祭りに

おいて出会いのウォーキングを開催し約５０名が参加し、その中で成立した１組のカップルが

今年４月に婚姻したという喜ばしい事例もございました。 
 こうした婚活イベントは、町内の方はもとより町外からも多くの方が参加できるようなイベ

ントとすることが望ましいと考えますが、本町や近隣の市町村の事例からもカップルの成立が

必ずしも定住人口の増加に結びついておりません。このことからイベント内容等を研究する中

で開催が可能であるか検討してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 必ずしもカップルができたからといって富士川町に住むとは限らないと思うんですけども、

やっぱり近隣市町村、南アルプス市とか市川三郷町とか身延町とかと連携した婚活イベントな

ども考えていったらいいんではないかと思います。ぜひ私も協力させてもらいますので婚活イ

ベントを実現していただきたいと思います。 
 では人口減少問題については以上で終わりますけども、人口減少問題は本当に子どもたちの

将来に関わる問題ですので、ぜひみんなでこの危機感を共有しまして一層の対策を打ち出して

いければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 では２番目の質問に移ります。２番目の質問ですけども、防災対策について質問させていた

だきます。 
 去る４月２４日、木曜日の午後２時に鰍沢地区にサイレンが鳴りました。駅前通りの山際よ

りの出火ということで、私も８分団の機能別消防団員となっておりますので出動しました。詰

所に駆けつけましたが、いたのは石坂８分団長が１人、そして少し遅れてやはり機能別消防団

員が１人駆けつけました。計、私と３人で火事現場に向かいましたが、幸いにもこのときの火

事は大したことなくて大事には至りませんでした。この４月２４日の駅前通り地区の山林火災

における町の対応と消防団の出動状況をお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 ４月２４日の１３時２５分ごろ発生しました火災につきましては、役場から現場付近での異

常な煙が目視され確認作業を行っていたところ、同１３時５０分に峡南消防本部から山王地区

付近の山林の火災発生通報がありました。これにより町では鰍沢地区にサイレンを鳴らし、ポ

ンプ車とともに第７、第８、第９分団の団員と機能別消防団員、合わせて６４名が出動しまし

たが、すでに先着しておりました峡南消防本部の消防隊員の消火活動により枯れ草と雑木が燃

えただけで、すでにほぼ鎮圧した状態でありました。 
 なお、現場付近は町境付近でありましたが、その後の検証で市川三郷町であることが判明い
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たしました。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 このときの出動状況ですけども８分団は３台、消防自動車があるんですけども、鬼島と鹿島

と箱原。出動できたのは鬼島の１台だけでした。鬼島の部は機能別消防団員が２名、そして分

団長が１名と、団員は現場に直接駆けつけた人が２名、計５名です。８分団全体で５名だった

と思います。平日の日中ということで団員の多くは町外に仕事へ出ているということで、これ

も致し方ないのでしょうが、これが今の平日の昼間の現状になります。今回の、この平日の昼

間の時間帯における消防団体制の弱さを浮き彫りにしたのではないかと思います。平日の昼間、

町内に何割ぐらいの団員がいる可能性があるか町としても把握し、それに対する対処も必要で

はないでしょうか。平日の昼間、団員の多くは仕事で外に出ています。私が思い浮かぶ、この

平日の昼間に最も町内にいる可能性の高い集団は役場職員だと思います。この役場職員が一番

昼間いるので、この体制として一番いいのは役場本庁舎、分庁舎にそれぞれ若手・中堅職員に

よる役場分団を配備することだと思いますけども、ただこれですと消防車等、大変な費用がか

かってしまいます。この問題に一番早く、また経費を掛けずに対応する方法としまして本庁舎、

分庁舎および教育委員会の若手・中堅職員が一番近くに詰所がある分団の機能別分団員となり、

平日の昼間の有事の際に出動できる体制を整えておくことだと考えます。機能別消防団員とし

て役場職員の消防隊を組織することはできないのか、お伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ２番に入っているんですよね。 
〇２番議員（深澤公雄君） 

 ２番です。すみません。申し訳ないです。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 
 現在、火災が発生した場合、常備消防である峡南消防本部は通報と同時に出動いたしますが、

消防団は峡南消防本部からの通報を役場が受け、その後のサイレンにより出動するため、現場

到着には差が生じます。しかし、これにより現場の消火活動に支障が生じているとは特に聞い

ておりません。 
 ４月２４日の火災においても消防職員が先に現地に到着し、消防団員が到着したときにはす

でに消火活動が開始されておりましたが、その後も双方連携のもとで的確な活動がなされたも

のと考えております。 
 また役場職員にも現役の消防団員が３９名おり、町内で火災が発生した際には速やかに現場

に到着できるような体制を取っております。こうしたことから、現状では新たに機能別消防団

員として役場職員の消防隊を組織することは考えておりません。 
 ただ現在、町内に火災が発生した場合には旧町単位で出動をしておりますので、今後はこれ

を全町単位にすることや、さらなる機能別消防団員を確保することによりまして１人でも多く
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の団員が火災現場に迅速に到着し、消火活動に当たれる方策を検討したいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 

〇２番議員（深澤公雄君） 
 ありがとうございます。今、３９人の役場職員が消防団員になっているとおっしゃって、速

やかに出動できる体制をとっているということでしたが、この２４日のときはこの３９名の団

員のうち何名、出動できましたでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 当日、把握しております人数は１２名でございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 深澤公雄君。 
〇２番議員（深澤公雄君） 

 １２名ということですけども、このとき私、鬼島の消防車に乗って出動したんですけども、

出動時間が大変遅かった記憶があります。自分たちも。ただ、着いたのは鰍沢７、８、９分団

のうち鰍沢の７分団の消防車は、ほとんど同時の到着だったと思っています。非常に遅いと思

います。ですから初動体制が非常に今のままではよくないんではないかと思うので、私が考え

るにはやはりこの前の火災はそんなに大したことはなかったんですけども、これが中部地区、

あるいは五開地区、山のほうの火事の場合、中部地区の場合、平日の昼間、鬼島の１台が出ら

れるかどうかだけなんですね。２台はたぶん無理です、今の状況ですと。そのへんをカバーす

る組織として、やっぱり鰍沢分庁舎の職員がサイレンが鳴ったらすぐに、現場におりますけど

も、現場が中部地区あるいは五開であれば分庁舎の若手の職員が機能別消防団員になっていて、

すぐに役場の自動車で鹿島や箱原の詰所に飛んで、そこから消防車を出すと。そういうような

組織ができると思うんですけども、そういったことは考える余地もないということでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 現在、消防団員につきましては常勤の消防職員とはやっぱり異なりまして、日ごろは本業に

就いていながら火災現場に出動するということの中で、どうしてもそのへんの若干の時間の差

は生じるかと思うんですが、一面ではやはり広域のそういう、言わばプロの消防職員がおると

いうことの中で、これまでの火災も現場到着は団員のほうが遅れましても、ほぼ迅速な活動の

中で双方連携のもとに収束はしているということが感じ取れます。 
 ただ、今、議員さんがおっしゃったように町内に何割ぐらいの団員がいるのかと、そういう

ことも調べた中で今後の対応策ということも考えてまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 深澤公雄君。 
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〇２番議員（深澤公雄君） 
 分かりました。体制もいろいろやっぱり、今から見直さなければいけないと思うので、ぜひ

前向きに少しでも有事の際に対応できる体制を取っていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告３番、２番、深澤公雄君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３３分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 
 続いて通告４番、３番、川口正満君の一般質問を行います。 
 ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 私は町の最高計画であるこの総合計画に沿って、３つの大きな質問をさせていただきます。 
 この総合計画はすでに４年を経過しました。この中に暮らしと自然が輝く交流の町、そして

全戸に配布されましたこの冊子の中で、力強い産業と魅力に溢れたまちづくりを挙げておりま

す。ここの商店街の活性化、そして農林業の振興に関連して３点、伺いたいと思います。 
 まず質問１です。商店街の活性化のため、町の商工会の育成支援について伺います。 
 このダイジェスト版の真ん中に書いてあります町の東部に大型店が進出しましたが、商店街

の活性化は長年にわたり、おらがまちの最重要課題です。町は厳しい財政の状況下、さまざま

な分野で稼ぐ力を増強することが待ったなしの課題です。町は総合計画の商店街の活性化の章

で商工会と連携して魅力ある商店街を形成し、中心市街地の賑わいを創出することを目指して

います。そして商工会の育成支援を主な施策事業として挙げています。町には約７６０の事業

者があり、うちこの３月末では５６０事業所が商工会員でした。商工会には商工業、建設業の

振興を中心として町の両輪の輪として町民の期待は大きく、商工会は言わば町の経済化の民間

パワーを担っています。 
 この質問では町民が感じている問題点や地域の力を高めるために、関係者が取り組むべき課

題を明らかにしまして実際の状況や取り組みの目標を共有すること、また関係者が認識を新た

にして、地域の活性化に本気で効果的に取り組むことを主眼として質問をします。 
 それでは質問です。 
 総合計画では生涯快適に暮らせる町を目指して、町長も冒頭のあいさつで町と町民が知恵を

出し、汗をかいて取り組みたいと述べています。総合計画を設けて４年を経過しました。この

間、商工会員は２１年度５２１会員から２５年度４６０会員となっております。町から商工会

に対しては事業補助金が２５年度１，０８８万円。ちなみに会費収支は２５年度８４１万円で

した。これまでに商工会をどのように育成してきたか、その知恵出し汗出しの状況について町

長に伺いたいと思います。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 商工観光課長、永井たかねさん。 

〇商工観光課長（永井たかねさん） 
 ただいまの、川口議員さんの質問にお答えいたします。 
 町では、これまで商工会の育成支援のための助成はもとより商店街の活性化のためにＲ

５２夏まつり、青柳宿運営補助金、町の駅設置補助金、一店逸品事業補助を行ってまいりまし

た。また買い物弱者に対する快適な購買環境の確保のため、デマンド交通などによる公共交通

の整備、加えて朝市の開催により消費者の利便性の向上に努めてまいりました。 
 こうした中、町内に大型商業施設がオープンしたことにより、他地域への購買力の流出に一

定の歯止めがかかったものの商店街への買い物客減少への懸念は解消されておりません。 
 こうしたことから、今後は人の流れを商店街へと引き寄せるような店づくりに商店街、商工

会で取り組んでいただき、また町の富士川町コミュニティビジネスモデル事業、企業支援者補

助金も大いに活用し、空き店舗などの有効活用をしていただきたいと考えております。 
 今後も商工会や起業者への支援を行うとともに、こうした方々とさらに連携を密にして、道

の駅や大型商業施設への来訪者を既存商店街への誘客に結び付けられるよう取り組んでまいり

たいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 いくつかの商工会を育成・支援する施策と商工会の活動状況の説明がありました。さて、暮

らしと自然が輝く交流の町、商店街は町の顔です。ではこの４年間、どのように商店街が活性

化されたのか、その点の深刻さについてどのように商店街を支援してきたか、改めてお聞きし

たいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 商店街の育成・支援につきましては今、担当課長から説明したとおりです。町は商店街の育

成・支援ではなくて、商工会の育成・支援をやっているところであります。個々の商店街に対

して補助金等々は出せる現状ではありません。ですから商工会という皆さんの連携組織に助成

をしながら、そしてそれを各商店街の活性化につなげていただくということでありますので、

第１次総合計画にもありますように関係者が認識を新たにして、それぞれが頑張っていただか

なければどうにもなりません。町は個々の企業、個人も制度的なものは別ですけども、特に企

業、株式会社等については町は助成できないということになっておりますので、商工会を経由

しながらやっていくということですから、ぜひ商工会に現状を見ていただいて、もっともっと

活力ある商店街をつくっていただければありがたいなと思っているところであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 
〇３番議員（川口正満君） 

 関連の商工会と町が所有する２つの追分館やなぎ亭ですね、あおやぎ宿活性館、２つの施設
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について伺っていきます。 
 町が所有するこの２つの貴重な観光施設、商工会と１０カ年の賃貸借契約を交わして運営を

任しています。来年３月で切れるところです。町の支援や商工会の努力にかかわらず、商工会

が運営する追分館やなぎ亭の収入額推移は２１年度７４９万円・・・。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 議長、議事進行の動議。 
〇議長（齊藤正行君） 

 具体的な部分は通告にございませんので、全体の中でやっていただきたいと思います。 
〇３番議員（川口正満君） 

 商工会からいただいたり、あるいはこれを町民が知っていただくという意味合いで発言して

おります。 
 町はやなぎ亭の町内の利用者数が少ないこと・・・。 

〇議長（齊藤正行君） 
 ここで、暫時休憩します。 
 議運の委員長、副委員長、議長席へお願いします。 

休憩 午前１１時４１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時４１分 
〇議長（齊藤正行君） 

 ここで議運の委員長より議運を開く申し出がありましたので、議運の方々は控え室へお願い

いたします。 
休憩 午前１１時４２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時５４分 

〇議長（齊藤正行君） 
 休憩を解いて再開いたします。 
 ただいまの川口議員の商工会に対する質問については、商工会の中の内部の中で検討してい

ただくと、そんなふうな問題でございまして、いったんその問題については議運でこの議会に

はそぐわないということを言ってありますので、そこを飛ばしていただいて次の質問からお願

いいたします。 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 それでは道の駅開業に伴う町の特産品の開発、物産の販売について伺います。 
 総合計画の観光振興に関連しまして、町は特産品の開発を挙げています。さて例えば身延町

では曙大豆や絵葉書を有料商品化している。６月１日の新聞では、市川三郷町は大塚ニンジン

の商品化を始めたとのことです。道の駅もいよいよ７月オープンとなり、町を挙げて総ぐるみ

で、今ある魅力ある観光施設や加工所をもっと効果的に活用して町の特産品を積極的に開発し

て販売することが強く期待されています。 
 地域や組合ごとに稼ぐ力を創出して、地域の力を高めることが関係者には試されています。

そこで町は商工会や日出づる里活性化組合、平林活性化組合、ＪＡふじかわや株式会社富士川
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などの直売所などに対しても特産品の開発と販売をどのように要請し、また支援を投げかけて

いくのか対応策について伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 商工観光課長、永井たかねさん。 
〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの、川口議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
 町では観光客の集客を行うために体験型観光を、また集客後の経済活動につながる特産品を

含めた物産販売の促進を考慮した連携体制の構築が必要と捉えております。また地域活性化の

ため、特色ある強い産地づくりの中で特産品の生産や販路拡大を行っていくことは大変重要な

ことと考えております。 
 こうしたことから商工会はもとより、日出づる里活性化組合には特産品のゆずを加工するた

めのミキサーや生ゆず保存用冷蔵庫、加工品保存用冷凍庫、またあじさいを観光資源だけでは

なく、地域の特産品として商品化するための販売用新品種、ピラミッドあじさいの日よけハウ

ス資材一式、ＪＡには知事に命名してもらった富士川モロコの生産、飼育、販路の拡大を図る

ための備品機械一式、平林活性化組合には朝市用のプレハブ倉庫の設置、緊急雇用創出事業で

の高齢農家が販売できるような農産物の集出荷や販路拡大に取り組むための事業、中部区には

活性化プロジェクトの取り組みとして、過疎集落等自立再生緊急対策事業でのニンニクやショ

ウガなどの農産物の栽培拡大や加工施設の改修補助の支援をしてきたところであります。また

今回、道の駅開業にあたり農産物直売所部門の販売農家を募集したところ、２００以上の農家

の申し込みがあり、最終的には１８３の農家に出店を要請したところであります。 
 このようなことから今後も活性化組合、ＪＡ、直売所などに生産体制の改善や新商品の開発

を行うための補助が受けられるような、情報提供の支援を行っていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 先ほど１８３の農家の出荷申し込みがあったということですが、このうち町内の農家はどれ

だけでしょうか。今、道の駅開業に伴って町内の農産物の供給量、生産力が非常に心配されて

おります。場所の問題もあり、あるいは上り線からのアクセスがないという中で町の生産力、

供給力等の充実が求められていますので、その点をお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 商工観光課長、永井たかねさん。 
〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの川口議員さんの、今回の出店農家で町内はどのくらいかというご質問でございま

すが、富士川町内はこの１８３の農家のうち３０％、それから南アルプス市のほうで６０％、

そのほかの地域で１０％ということでございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 
〇３番議員（川口正満君） 

 町内が３０％ということですが、これはやはり厳しく、現状を踏まえながら今後どういうふ
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うに拡充していくかという体制を関係先で取り組んでいただきたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 次に移りますか。再質問ですか。 
〇３番議員（川口正満君） 

 はい。 
〇議長（齊藤正行君） 

 では質問の途中ですが、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０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開いたします。 
 通告４番、３番、川口正満君の一般質問を再開します。 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 それでは先ほどの町の特産品の開発販売、物産の販売について一部補足しながら質問させて

いただきます。 
 これまでの観光施設等さらに強化販売していくということですが、新たに町が７０％出資す

る大株主の株式会社富士川が運営する道の駅が開業されます。町も商店街への入り込み客が大

きな課題となっておりまして、どのように町の物産の開発および販売を積極的に支援しながら、

これらの道の駅、そしてまちなかにある２つの観光施設等々の活性化に結びつく町の育成と支

援をどのように具体的に行っていくか、伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 農林振興課長、細野幸男君。 
〇農林振興課長（細野幸男君） 

 ただいまの川口議員さんの特産品の補助というか、どうしていくかという質問にお答えしま

す。 
 この特産品の販路の拡大とか、あるいは産地づくりによる生産とかというのには、山梨ルネ

サンス総合支援事業というものがありますので、それらの補助と町の補助を活用できるように

それらの情報を各組織、開発する組織とかそういうのに情報提供として提言していきます。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 ありがとうございます。 
 いずれにしても先ほどの議員の中でも出ましたプラン・ドウ・チェック・アクション、計画

をしっかり持って、計画なき成功はないわけでして、株式会社道の駅、あるいはそれぞれの組

合員さんも高齢化の中ですが、頑張っていただきたいと思います。 
 それではよろしいですか、質問３に移らせていただきます。 
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 これも総合計画の中にあります市民農園の推進と普及する施策の提示について伺います。 
 総合計画の農林業の振興において市民農園、体験農園の推進を挙げています。町が管理する

市民農園、青柳に２つ、長澤に３つ、計８７区画ありますが２２区画、４分の１が今、空き区

画となっております。年間２千円に下げて利用促進を図っておりますが、この市民農園の目的

は農産物を育て収穫し、趣味の園芸を共にする仲間と触れ合いを楽しむ、そんな目的で設けら

れたと思います。この区画をどのように埋めていくか伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 農林振興課長、細野幸男君。 
〇農林振興課長（細野幸男君） 

 ただいまの、川口議員さんの市民農園の推進についての質問にお答えします。 
 本町では、遊休農地解消のための施策および町民の方々のための行政サービスを目的に市民

農園を開設しております。現状は青柳５丁目地区に１４区画、青柳町２丁目地区に１４区画、

長澤地区に２５区画を整備しております。青柳５丁目地区は全区画利用されていますが、青柳

２丁目地区と長澤地区にそれぞれ４区画、合計８区画が空き区画となっております。市民農園

を推進するにあたり、まずこの空き区画の貸し出しを進めなければなりません。この空き区画

につきましては職員が年に数回雑草の刈り払いを行っておりますが、借りる方からすると雑草

を目にしますと敬遠してしまわれると思います。またゴミの投げ捨てなどの原因にもなってい

ます。このようなことから空き区画の管理について、刈り払いの回数を増やし、耕運を行い、

使用しやすい状況を保った中で町広報やホームページにおいて募集を行ってまいりたいと考え

ております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 ありがとうございます。今、具体的に利用を促進するための方策がありましたので、ぜひそ

の方策の具体化を通じまして、この市民農園がさらにまた増やせるように取り組みの強化をお

願いしたいと思います。 
 次に区民農園という各区で管理したり、あるいは広めていただきたい区民農園について提案

と質問をさせていただきます。 
 総合計画や年計画のマスタープラン、昨日も各議員に配られました。でも区の役割は極めて

大きいようです。住民が参加できる協働のまちづくりのその１つとして区民農園、身近な家庭

菜園の延長としての地産地消、あるいはそれが地産地消につながるように区が中心となって遊

休農地を利用する。あるいはそこで生産されたものを町外での販路に活用していくと、このよ

うな取り組みの延長上に、今回の株式会社道の駅でも大きな販路に対して販売先を設けられま

したので、町民挙げて農作物の生産活動に取り組みたいと。そんなことで町は例えば区長会や

農業委員会、あるいはＪＡふじかわなりと各区が学びあいながら、あるいは競い合いながら区

民農園も設けていただいて広めていきたいなと思いますが、町のお考えを、積極的な取り組み

策を伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 農林振興課長、細野幸男君。 
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〇農林振興課長（細野幸男君） 
 お答えします。 
 現在、町で設置する市民農園のほかに地域においても平林活性組合の体験農園、棚田オーナー、

小室区の日出づる里活性化組合のゆずの木オーナー制度、箱原地区のサツマイモの栽培などそ

れぞれの地区において取り組みがなされているところであります。一方、遊休農地所有者の農

地活用に対する意向や各区のニーズ、農地のニーズなどを把握していない状況にあります。 
 こうしたことから、地域の実情に即した市民農園の設置を進めることは必要なことと考えて

おりますので、今後区長さんを通じ各地域のニーズの把握をしてまいりたいと考えております。 
 なお、市民農園につきましては区で持てるのは青柳区しか持てないことになっております。

あとは地縁団体になっておりませんので、区では区民農園を持つことはできないことになって

おります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 ありがとうございます。 
 まとめに入りますけども、この総合計画のこれからの４年間、やはり商工業、そして農業、

あるいは林業の保全ということで、町を挙げてこの総合計画の実行と、そして農作物の食料は

暮らしの原点ですので、この点を改めて町全体、そして各区、そしてそれぞれの組合さんたち

と町を挙げて、おらがまちを元気に地域の力を高めていけるような取り組みを願いながら質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告４番、３番、川口正満君の一般質問を終わります。 
 続いて通告５番、４番、青栁光仁君の一般質問を行います。 
 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 それでは通告５番、青柳から大きく３つの質問をさせていただきます。 
 まずはじめに町制５周年記念事業についてでありますけども、町の広報５月号によりますと

５周年記念式典の開催、それから富士川町ラン＆ウォークですか、それから富士川町健康ウォー

キング、山車巡行祭り、文化ホール記念イベント、町の歌の制定、町の鳥の制定などが掲げら

れておりました。 
 まず１番目としまして、どのような計画であるのか。これ以外にも何か予定があるのか、そ

のへんについて伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは、青栁議員の町制５周年記念事業についてのご質問にお答えいたします。 
 記念事業といたしましては１０月２６日に健康ウォーキング大会、１１月２日に山車巡行祭

り、１２月上旬にラン＆ウォーク大会、３月８日に町の歌や町の鳥を制定する記念式典を計画

しているほか、文化ホールにおいても記念講演を３回程度、計画しております。 
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 また大法師さくら祭り、ふじかわ夏まつりＲ５２、甲州富士川まつりなどの既存の事業にも

町制施行５周年記念の冠を付けて祝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（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ちょっと私、聞き取りづらかったんですけども、５周年記念式典というのは明年の３月８日

ということでよろしいでしょうか。それとも町の歌の制定がされたときに開くものと一緒にな

るわけですか。質問します。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 記念式典につきましては、２７年の３月８日に実施いたします。それと併せまして町の歌、

町の鳥の制定発表をするということになっております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 ありがとうございました。５周年ということで、町長の当初の合併時の所信表明にあります

町内一体化、融和ということで非常に楽しみな行事が並んでおるとは思いますけども、これに

ついて私、予算書を見てみたんですけども、たしか富士川町ラン＆ウォークについては、商工

観光課のほうで予算化されていたように見えました。それから教育委員会のほうで山車につい

て、町の文化財ですから文化財の補修費として補助金が盛られております。ただ、ほかの事業

についてはちょっと見当たらなかったので、そのへんも含め、まず記念事業の中で１１月２日

に、日にちとか巡行先が決まっております山車巡行祭りについてお伺いしたいと思います。ど

のような経緯で１１月２日とか、巡行経路まで決まったのか教えていただきたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ２番の質問に移っているということでよろしいですか。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 失礼しました。２番でよろしいです。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは山車巡行の開催の件につきまして、答弁させていただきます。 
 山車巡行祭りにつきましては、昨年地元保存会から山車巡行の気運が高まったとして開催の

要望があったことや町としても５周年を記念したイベントを計画する中で、町を代表する文化

財で昨年、国民文化祭でも披露した山車の巡行を考えたところであります。 
 こうした中、昨年１１月に各保存会の代表者による会議を開催し、５周年記念事業の１つと

して山車巡行祭りの実施について話し合いを行い、開催を了承していただきました。また日程

につきましては、町全体の事業日程や中学生のお囃子の練習状況を勘案して１１月２日を提案

させていただきました。 
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 さらに本年１月に開催した同会議では、町から各保存会へ５０万円の運営費を検討している

ことや教育委員会に指定文化財修理の補助事業があることを伝え、合わせて開催日とルートに

ついて協議し１１月２日とすること、それから青柳２丁目まで巡行することを決めていただき

ました。 
 なお、５月には保存会の新しい役員の方々にも経過を説明させていただき、山車巡行の運行

部会を設けたところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ありがとうございました。 
 今の答弁の中に運営費を５０万円ということは、１台当たり５０万円予算化されているとい

うことですか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 運営費については、各保存会ということで５０万円を予算化しておるところでございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 ただいまの５０万円は今後、補正予算といいますか、議会へ提案されるということですか。

どの項目に盛ってあるか教えてください。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 予算につきましてはすでに当初予算のほうに計上させていただいておりまして、企画費の企

画総務費の報償費に計上してございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 分かりました。ありがとうございました。 
 それに関連して３番へ移りますけれども、今４台ある文化財の山車のうち旧鰍沢上町の山車

と本町の山車が昨年の国文祭の巡行のときに前輪に不具合が出たということで、２丁目まで

引っ張った場合、心配があるというような状況だそうです。予算書を見る限り、教育委員会の

ほうの文化財補修の補助金としては２００万円盛っていただいてありますけども、修理費の

３分の１までが補助できると。しかも最高は５０万円ということですけども、上町の例でいき

ますと修理費の見積もりが今のところ６３万円で出ているそうですけども、そうすると３分の

１というと２１万円程度の補助金が出ると。６３万円のうち２１万円だというと約４０万円は

保存会が持ち出す。それから今、川手課長から５０万円の運営費も助成するというお話があり

ましたので、そちらはそちらでいいのかなと。引き手のお弁当代とか法被のクリーニング代と
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か保存会のほうでかかる各費用もあると思いますので、それは企画の総務費のほうで見てもら

えるということであればよろしいかと思うんですけども、町の行事へ参加していただくについ

て修理費が３分の１、保存会への負担がかなりかかってくると思います。ぜひもう一段、その

修理費について、特に５周年記念事業という冠をかけるであれば、もう少しそちらのほうも見

ていただければと思いますけれども、町のお考えを伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 生涯学習課長、依田正一君。 
〇生涯学習課長（依田正一君） 

 青栁議員の質問にお答えします。 
 富士川町の文化財保護の事業の補助金の条例がございます。そのうち要綱がございまして、

先ほど青栁委員さんが言われたとおり、補助の限度額は５０万円。最高限度額が５０万円で３分

の１ということで、これは要綱の中にもございまして、それからちょうど見直しを２６年の２月

に行いまして、４月１日施行ということで、その要綱の中のほかのものにつきましても、先ほ

どの３分の１、それから限度額を５０万円というふうに決めさせてもらいました。これはあく

までも、本年度は山車について限度額を決めたんですけども、この中には指定文化財の修繕費

ということも踏まえまして、町内には５３の指定文化財がございます。それぞれの文化財に補

助も充てなければならないと。今年度は山車の巡行がございますので、その巡行費に最高の限

度額の５０万円、４基でございますから２００万円というふうには盛ってあります。全体的に

は予算の中では２４５万円。２００万円が山車のものにつきまして限度額５０万円の４台。そ

のほかにつきましても指定文化財の修繕費、有形文化財の管理費、無形文化財の活動費という

ふうに４５万円のものがございます。ですので山車ばかりということではなくて・・・。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 指定文化財の修理については制度補助ということで３分の１という、これは決まりがありま

すのでその中でやっていただく。それと国文祭のときもそうなんですが、何をしたからという

補助金は出しておりません。いろんなものに使ってもらう、想定できない部分があるんですね。

国文祭のときにも１山車あたりに５０万円、今回も同じ予算が計上してあります。ですから当

然、この文化財に指定されていない、いろんな各地域の今度催しも出てきます。そういうのも、

クリーニングは全部自腹でありますけども、これは指定されている文化財ですので、そして国

文祭のときにも同じようなお願いをしましたから、報償費、先ほど企画課長が言いましたけど

も補助金でなくて、もう１つ報償費５０万円、謝礼というふうな意味であります。ですから、

その中はうちのほうで特に指定はしませんので修理費へまわしていただいても結構ですし、新

たに法被をつくっていただいても結構ですし、通常であれば飲み食いは補助金を出しませんけ

ども、お礼という意味ですからみんなでまた次のところの反省会をしたりというところへ、い

ろいろ使ってもらえるように補助金でなく報償費ということで、各山車に５０万円ずつ計

２００万円を計上しておりますので、この中で対応していただくということであります。 
 今後も山車というのはいくつか、また時期を定めてやっていかなければならないと思います

けども、毎年やれば同じ制度が続けば毎年いくと。１０年に１回やったから５００万円寄こせ

といってもこれはまた無理な話でありますので、そのへんは地域の文化財でありますので、地

 ６９



域の皆さんのご協力をいただく中で対応していただきたい、こんなふうに考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 よく分かりました。私、心配したのは保存会の方から一部、聞き漏れたところでは区へお金

がおりてくると。区へお金がおりてくると山車を持っていない区もあるので、保存会へまわる

かどうか分からないということがありましたけども、今の町長の答弁で保存会へ報償費が

５０万円払われるということであれば、安心していろんな事業ができると思いますので、また

持ち帰ってお伝えをしたいと思います。 
 それでは続きまして２番目の質問ですけれども、防災対策について気象庁の長期予報により

ますと、すでにペルー沖のほうでエルニーニョが５年ぶりに発生していると。５月の猛暑から

考えますとちょっと考えられませんけども、エルニーニョが発生した年の夏は冷夏でゲリラ豪

雨が多発するという傾向があるようです。 
 富士川町でも中部地区の鬼島では、５７年の台風のときには国道沿いの民家が床上浸水しま

したし、長澤のほうでも危うく浸水しそうになったと。３年ほど前にはこれから検討されると

思いますけども、町のグラウンドを造る予定の河川敷が人の背丈ほど水がついたりとか、ある

いは長澤のふれあい水辺公園、親水公園に水がついたとかいろんな水害が発生しております。

そこで特に鬼島地区の富士川橋の護岸工事のかさ上げについて、どのような計画で進めている

か。また工事着手の予定について、お伺いしたいと思います。町長、お願いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 ただいまの、青栁議員の質問に答弁いたします。 
 中部地区の富士川護岸のかさ上げ工事につきましては、河川を管理する国において堤防の高

さおよび断面不足のため、五開入口付近から塩の華付近までの間を富士川水系河川整備計画の

中で浸水防止対策区間として位置づけられております。国では河川整備について下流側、また

は緊急性の高い区間から工事を進めてきておりますが、当該地区は国道５２号の道路工事を計

画しておりますので、国道のかさ上げや歩道設置工事と合わせて実施できるよう、働きかけを

してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 今の国の工事ですから、いつから着手するかということは答えられないかもしれませんけど

も、ぜひできるだけ訴えていけるように、ひとつ早く事業が進むようによろしくお願いします。 
 それでは、防災の関連で次に移ります。 
 次に今、お話ししました台風とか集中豪雨等による町内の浸水の被害防止のために町内には

排水ポンプが設置されております。その稼働状況について伺います。 
 かつて長澤新町とか鰍沢で大雨による河川の増水で排水ポンプを稼働しようとしたときに、

すぐに作動できなかったと。業者を呼んだら茨城から来たということがありました。長沢新町
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でも危うく浸水しそうになったということを聞いております。 
 まず鰍沢、青柳、長沢の３カ所の排水機場の運営につきまして、大雨で水害が予想されると

かそういった場合、排水機の稼働操作はどの部署で何人が対応しているとか、その担当につい

て伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 町の排水機場の稼働操作につきましては、各総責任者のもと各機場ごとの各班の班長、それ

から副班長が中心となって行っております。現在、鰍沢地区にある東川排水機場は１班を７人

の職員で構成し、それを２班体制で稼働操作の担当をしております。また長澤・青柳排水機場

については、それぞれの排水機場ごとに職員７人で構成された班が稼働操作の担当をしており

ます。 
 なお、各排水機場には操作方法を熟知している職員を配置し、稼働操作に支障のない体制を

取っております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ありがとうございました。一番心配になることは、いよいよ操作をしたら動かなかったとか、

そういったことだと思います。これには次の質問ですけども、緊急時の対応マニュアルという

のは作成されているんでしょうか、お伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 質問にお答えさせていただきます。 
 富士川町地域防災計画では大雨洪水警報が発令された場合、第２配備体制といたしまして防

災課長が関係機関からの情報や農林振興課や建設課などの現地確認をもとに、各排水機場への

配備指示を出すこととしております。さらに必要と判断された場合には、各機場の総責任者が

ポンプを稼働する体制をとるようにマニュアル化されております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ありがとうございました。 
 続けて関連の４番の質問ですけども、定期的な操作研修、それから先ほどの班体制ですけれ

ども、職員異動による引き継ぎとかどうなっているか、伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
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〇防災課長（田辺明弘君） 
 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 先に人事異動等があった場合でございますけども、人事異動等がありました場合でもそこの

総責任者を中心に稼働操作等の訓練を実施いたしますので、人事異動に伴う配置の転換があっ

た場合でも、特にポンプの稼働には支障がないものと考えております。 
 それから続いて定期的な操作検証がなされているかというご質問ですけども、排水機場の操

作訓練につきましては、毎年各機場ごとに雨期から台風シーズンの間に実施をしております。

鰍沢東側排水機場は６月から１０月の間、毎月第２・第４金曜日に２班体制で操作訓練を行っ

ております。また長澤排水機場は７月から８月の間、２班合同で１回実施しております。 
 なお、排水機場における訓練内容につきましては、操作熟練者である班長などが班員に対し

排水機場機械操作マニュアルに従い、操作確認および機械器具の動作確認等を行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ありがとうございました。役場職員が平時から防災に努力していることがよく分かりまして、

これで町民も安心できると思います。それこそ安心・安全に努力しているということが私は分

かりましたけども、町民にも積極的にＰＲして役場の皆さんが努力されていることをお伝えす

るように広報等へ掲載する案も、またご検討をお願いしたいと思います。 
 それでは次に介護保険制度の改定につきまして、質問させていただきます。 
 介護保険制度の改定につきましては、先の５月１６日に衆議院本会議で制度改定案が可決さ

れまして参議院も通過する見込みとなっております。現在は介護認定は要支援１、２とそれか

ら要介護５段階ですね、計７段階で区分されております。改正後は要支援の１と２、身体状況

が軽い方ですけども、軽い方は町の担当といいますか、町へ事業を委託することになると思い

ます。なおかつ介護３以上の人でないと、今現在は介護１とか介護２でも特段の事情がある方

は特別養護老人ホームへ入れることになっていますけども、今度、特別養護老人ホームへは介

護３の方しか入れないということになると、町の対応として要支援１、２の方は町の事業になっ

てくる。それから要介護１と２の人に対して特別養護老人ホームへ入れないことになりますと、

町民に対して何か考えてあげなければならないということが出てくると思います。 
 その中で、まず第１番目に町内における要支援１や２の方の人数とどんな支援を今、受けら

れているか、身体状況が軽い方ですね。要支援１と２の方が何人いらっしゃるのか。どんな支

援を利用されているか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまの認定を受けている方の人数、そしてどんな支援を受けているかということに対し

ての答弁をさせていただきます。 
 平成２６年４月現在、要支援の認定者数は要支援１の方が５５人、要支援２の方が７５人、

計１３０人であります。このうち１００人の方が地域包括支援センターが作成する介護予防支

援計画に基づき訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所介護、通所リハビリ、短期入所、生活介
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護、福祉用具の貸与といった介護サービスによる支援を受けております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 今現在、町民で要支援の方が１３０人いらっしゃるということですけども、要支援は地域包

括で１００人ぐらいの方が相談に乗っているというお話でした。これから要支援１、２の方が

市町村対応になった場合、各市町村によって裕福な町と財政的に苦しい町とサービスメニュー

が違ってくることが予想されます。また町によっては独自サービスということも考えるかもし

れません。そういった、まだ先ではありますけども、今後制度改正に対して市町村対応のある

ことに対し、町長の基本的な考えをお聞かせいただければありがたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ２の質問ということでよろしいでしょうか。 
 現在、介護保険における要支援１および２の認定者は介護予防サービスとして、先にお答え

をしました各種のサービスのほか、地域密着型の介護予防サービスが利用できます。今回の改

正では、このうち約６割の方が利用している訪問介護サービスと通所介護サービスの町の地域

支援事業に移行するものです。町としまして、７月に提示される予定の国のガイドラインに基

づき具体的な検討を行う予定ですが、既存の介護サービス事業者の活用に加えボランティアや

ＮＰＯなど、多様なサービス提供主体の活用も検討していく方向で考えております。 
 また制度改正後もサービスの質を落とすことのないよう知恵を出し合って、利用者のニーズ

に応えていくよう努め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（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ありがとうございました。 
 最後に３番目でございますけども、当初お話しましたように要介護１とか２ですね、車イス

で移動するほどではないけれども、杖とか介助者が必要というような方で要介護１や２に認定

された方、これから特別養護老人ホームへ、例えば一人暮らしとか特段の理由があって今現在

では入れるんだけども、これから入れなくなるという方への対応もしておかなければならない

と思いますけども、そのへんに対して要介護１や２の方が何人ぐらいいらっしゃるか、教えて

ください。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 要介護１および２の認定者で特別養護老人ホームへ現在入所している方は、平成２６年４月

現在で１４名いらっしゃいます。今回の改正によりまして、特別養護老人ホームへの入所条件

は要介護１、２の方は介護者不在や認知症などやむを得ない事情の場合に限定され、基本的に
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は要介護３以上の方が利用できるものとなります。こうしたことから、入所を必要とする方を

今後は正確に把握することをはじめ、入所に依存しない介護サービスとして在宅サービス、地

域密着型サービスの充実を図るなど住み慣れた住宅での生活を可能な限り持続できるよう、自

立支援や介護予防に向けた取り組みを今後一層、進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 まだ国のガイドラインが出ていない段階ですけれども、今後、特別養護老人ホームへ入所で

きなくなる要介護１とか２の認定を受けた方が、ショートステイとか訪問介護といった利用に

なると特別養護老人ホームと比較して、かなりの自己負担が増えると思います。諸事情により

入所を必要としていながら入所できないという方が出る可能性もありますので、今、課長のお

話にあったとおり、そういった方への配慮も考えていただきたいと思います。 
 また現在のサービスは、当町で行われておるサービスが低下することのないように早めの検

討と対応を要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告５番、４番、青栁光仁君の一般質問を終わります。 
 続いて通告６番、１番、小林有紀子さんの一般質問を行います。 
 １番、小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 １番、小林有紀子でございます。これより一般質問をさせていただきます。 
 まずはじめに１番、子育て支援について質問をいたします。 
 少子化人口減少社会の中で、子どもを取り巻く環境は大きく変わってまいりました。携帯電

話、インターネット、テレビゲーム等の普及により親子のコミュニケーションが希薄化し、ネッ

ト依存やいじめ、引きこもり、さまざまな事件の低年齢化、さらには虐待等が深刻な社会問題

となっております。だからこそ親子の触れ合いを通して育まれる心の豊かさが人間形成の土台

となることを真剣に受け止め、子どもの幸せや子育ての安心が確保される社会を構築していく

ことが最も大事だと考えます。未来の宝である子どもたちや若者が安心して産み育てられる環

境づくり、親子の触れ合いを通しての子育て支援などの対策をどのように考え、具体的に取り

組んでいるのかを町長にお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 小林有紀子議員の、子育ての将来に対する対策についてのご質問にお答えいたします。 
 本町の未来を担う子どもたちは未来の夢であり次代の希望であり、そしてその子どもたちの

育成は子どもを持つ家庭のみならず、すべての町民にとってかけがえのない財産であると言え

ます。 
 こうしたことから、町では安心して子どもを産み育てることができる子育て環境づくりの対

策として、子ども医療費の窓口無料化の拡大、不妊治療費や予防接種への助成、保育料の軽減、

ゼロ歳児保育、延長保育の充実と保育所・小中学校へのエアコンの設置などを実施してまいり
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ました。また今年度は災害時の安全対策として、全保育所の窓ガラスに飛散防止フィルムの設

置を計画しております。 
 今後は教育費の負担軽減、医療費の助成のさらなる拡大を検討するとともに来年度、施行さ

れます子ども・子育て支援新制度の計画策定のために行ったニーズ調査の結果を精査する中で、

より充実した子育て支援を展開するとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 子育て支援に対する考え方、多くの支援策を伺いました。その中でブックスタート事業がま

だ行われていないようでございます。ブックスタート事業は、赤ちゃんとその保護者に絵本や

子育てに関する情報が入ったブックスタートバッグを手渡し、絵本を介して心触れ合うひと時

を持つきっかけをつくる活動として英国で始まったものであります。この２００１年には子ど

も読書活動推進法が制定されて、活字離れが叫ばれる中、公明党では心豊かな人間形成には良

書に触れることが大切として、読み聞かせやブックスタート事業、朝の１０分間読書運動を推

進してまいりました。その後、これが全国各地に広がっております。現在、実施されている自

治体は８６０市区町村、山梨県では１５の市町村で事業化されております。多くの自治体で集

団健診などで実施されているわけでありますけども、この親子の心の交流、また保護者が地域

の方と関わるきっかけとなるこのブックスタート事業について、本町でも実施すべきだと思い

ますがどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 
〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 小林議員のブックスタートについてのご質問にお答えします。 
 ブックスタートの目的は乳児が絵本に触れ合う機会をつくり、絵本を通して親子の愛着形成

を図ることであり、絵本を手渡す際に地域で子育てを応援していることを親に伝える機会とし

ても意義深いことであります。ブックスタートの持つ役割は現在、行っている各種子育て支援

サービスにおいて果たしていると考えております。 
 例えば妊娠期および産後の戸別訪問指導においては、親の特性に合わせて子どもへの愛情表

現の方法や言葉の掛け方を具体的に言葉や教材を使って伝えております。また子育ての不安や

悩みがあったときには親の訴えをしっかりと受け止め、一人で抱え込むのではなく相談事業の

利用、児童センターやファミリーサポート事業、一時保育の活用なども紹介しております。そ

のほか乳幼児健診や育児教室等、多くの場面で保育士が絵本の読み聞かせを実施し、絵本の効

果を指導しております。また町民図書館や乳幼児健診、育児教室の会場、児童センターや各保

育所に絵本を用意し、親子が絵本と触れ合う機会をつくっております。このようなことからブッ

クスタートの実施は今のところ予定しておりません。今後も今以上に、乳幼児健診の待ち時間

や育児教室において用意されている絵本を子どもに読んであげられるよう声をかけ、絵本を通

しブックスタートと同様に親子の触れ合いの大切さを伝えてまいりたいと思います。 
 以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ありがとうございます。町でも取り組んでいらっしゃることがよく分かりました。本当に今、

読書離れ活字離れが騒がれておりますので、ぜひこのことは心豊かな子育てに本当に大事な部

分だと思いますので、ぜひまた力を入れていただきたいと思います。 
 またこれに関連しまして、総務省のほうから公演申請が出ております映画で「じんじん」と

いう映画がございます。これは絵本を通してまちづくりをした実例をもとに撮った映画であり

ますけども、２０年前に１億円ずつ交付したふるさと創生資金をもとに絵本原画を収蔵する絵

本の館を立ち上げたという北海道の剣淵町のことですけども、今、その映画の試写会がいろん

なところで活発に行われておりますけれども、私もそれを見させていただきまして、本当に心

豊かな子育て形成の豊かな心、助け合う心を結んでいく、家族のぬくもりが大事だということ

が本当に映画の中で語られているわけですけども、これが富士河口湖町や北杜市、市川三郷町

でも上映が予定されているということですので、ぜひ本町でも関係者などの試写会をぜひ計画

していただければと思っております。この件に対して、ぜひご意見をお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市町村振興協会と市町村総合事務組合で、これはいったんみんな全市町村の職員も見ており

ます。そういう中でいち早く手を挙げたのはうちの町であります。文化ホールを持っておりま

すので、ここでぜひやってほしいということで今その準備を進めているところですが、文化ホー

ルの館長が今進めているところでありますので、うちの町でも上映する予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ありがとうございます。ぜひ早期実現をお願いしたいところでございます。 
 では次の質問に移ります。２番、安心・安全のまちづくりについてお伺いいたします。 
 ６月３日に、政府が公明党の防災・減災等に関する郷土強靭化法を受けて、国土強靭化基本

計画を閣議決定いたしました。ソフト・ハード両面においての取り組みが本格的にスタートし

たわけでございますが、災害に強い安心・安全なまちづくりを行政と町民が一体となって取り

組むためには、情報伝達手段が何より大事だと考えます。特に防災行政無線は大きな役割を担っ

ております。３年前の東日本大震災でも宮城県、南三陸町の役場の女性職員が、わが身をかえ

りみずに防災行政無線で町民の方に避難を呼びかけたということがございましたが、本当に町

民の命を守る必死な叫びが防災行政無線の必要性やあり方を見直す機会となったと思っており

ます。本町でもデジタル防災行政無線整備基本計画に則り、デジタル化をされたということで

ございますが、本町では防災無線として、またあらゆる注意情報、警告、告知、行事の連絡、

イベント等に多岐にわたって情報を流しておりますけれども、これが町民になかなか聞き取り

にくいという場所もございます。いろいろな手段としてどのような対策を取られているのか、

午前の質疑でもございましたけども、再度お伺いしたいと思います。 

 ７６



〇議長（齊藤正行君） 
 防災課長、田辺明弘君。 

〇防災課長（田辺明弘君） 
 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 現在、町内には防災行政無線の屋外子局、スピーカーでございますが７１カ所設置してあり、

緊急時には避難勧告や緊急地震速報などの防災情報をはじめ、平常時には小学生が下校する際

の見守り活動の呼びかけや行方不明者の捜索に関するお知らせなどの行政情報を放送しており

ます。しかしながら町民の皆さまから雨、風が強い日や窓を閉め切っていると聞き取りづらい

とのご意見を頂戴していることから、屋内でも防災行政無線を聞くことができる戸別受信機の

導入を検討しております。 
 また避難情報や地震情報など災害時に限り、富士川町内に滞在中の携帯電話所持者に強制的

にメールを配信する緊急速報メールを活用し、災害情報を住民へ周知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（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ありがとうございます。防災行政無線の戸別受信機の答弁をいただきました。ぜひ一日も早

く実現をしていただきたいと申し上げるとともに、戸別受信機を必要とする難聴地域の方々、

またそれ以外にも一人暮らしの高齢者の方々や障害者の方々等、戸別受信機を使用する場合の

自己負担金がかからないよう、無償で貸与していただきたいのですがいかがでしょうか。全国

の自治体の中では岩手県の大船渡市や京都の南丹市、大分県の国東市をはじめ奈良県の三宅町、

北海道の更別町では無償で貸与をしております。電気代と電池代は自己負担となりますが、ぜ

ひ財政面の町民への負担をなくしていただければと考えますが、この件に対してお伺いいたし

ます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ検討段階でありますけども、数年前からいろいろ、午前中も言いましたけどもＦＭ放送

局を町で持ちながらＦＭでやる方法がいいのか、今のデジタル無線を各家でキャッチしていた

だいて、あの電波を使いながらするのがいいのか。ＦＭ放送の場合ですと相当、年間を通して

営業していかなければならない。相当の費用がかかります。役場へＦＭ局を持つということで

ありますけども、その場合は戸別受信機がものすごく安く入ります。そうしてまた今あるデジ

タル行政無線を各家でキャッチしていただくには役場の近くの人たち、鰍沢の南川橋ぐらいま

では十分届きますからいいんですが、その場合はただ子機を入れるだけでいい。ただ、ちょっ

と沢へ入ったりしますと、やはり聞き取りづらいところが出てきますので、各家庭でアンテナ

を付けていただかなければならない。これも相当のお金がかかります。そんなことを検討して

いるうちにまた新たな機器も出てきましたので、役場は役場で１カ所に無線を発信するところ

を設けるとこの町内、丸い町ですから全体へ届くんではないかというところの今、確認がされ

てきています。その根幹的なものは当然、役場がやってきますけども、たぶんそんなにしない
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受信機で入ると思いますから、この受信機の部分については個々に希望者から順次設置をして

いただければと。実際よく聞こえるところはいらないわけですけども、ここはちょっと聞きづ

らいという家庭から低価格なものがたぶんできると思いますのでしていただく。それと町が一

斉に配布をした場合、午前中も言いましたけども、これから役場の職員も減ってきます。そう

いう中で、新たに来た人にも対応していかなければならない。転出した人、あるいは家庭が消

滅していることも今後考えられます。その管理をしていかなければなりませんので、そういっ

た諸々もこれから検討をしながらできるだけ役場の手もかからず、そして住民も負担が少ない

ようなものでそれぞれ個々に持っていただく。また修理というのも出てくると思いますので、

役場の備品で入れるよりも個々の家庭で購入をしていただいたほうがいいんではないかなと。

いろんなところを今、検討している段階です。ただ、災害はいつやってくるか分かりません。

これから台風シーズンがきます。そこにはちょっと間に合わないかもしれませんけども、地震

はいつやってくるか分かりませんので、午前中も言いましたようにできるだけ早く事業化をし

ていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ぜひ前向きな検討をお願いいたします。 
 さらに先ほど緊急地震速報ということでありましたけども、エリアメールのことかと思いま

すが、特定区域内に携帯電話に緊急情報を一斉送信できるサービスということで、気象状況の

影響も受けにくいということで、大雨で避難勧告を出す場合などに防災行政無線放送が聞き取

りにくい地域の情報提供手段として、とても有効であると思います。本町では町公式のツイッ

ターも開設しておりますけども、日常の町政関連の情報伝達として、災害発生時には町民にタ

イムリーな情報伝達として大変に有効であると思っております。しかし、まだまだ町民への周

知が遅れているのではないかと思っております。もっとこのことに対してツイッターやエリア

メールに対して、知ることによってもっと多くの町民が日常的に行政と一体となって防災への

意識を高められるものと考えますが、周知徹底の方法についてこのツイッターとかエリアメー

ルはこれからということ、今は始まっていらっしゃるんですね。このエリアメールに関しても

まだまだ始まっていることが知られていないということですので、周知徹底の方法についてぜ

ひお伺いをしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 防災課長、田辺明弘君。 
〇防災課長（田辺明弘君） 

 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 
 町の緊急情報等につきましては、やはり瞬時に確実に町民に伝えることが一番重要だという

ことで考えておりますので、このエリアメールも含めまして今後より早く、また正確に伝えら

れる情報がほかにもあるのかどうかということも検討しながら、また対策をいろいろ考えてい

きたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ありがとうございます。ぜひ周知徹底をよろしくお願いいたします。 
 それでは次の質問に移ります。３番、デマンド交通についてお伺いいたします。 
 現在、旧鰍沢町を運行している町営バスがこの６月いっぱいで終了し、７月からは新たにデ

マンドバスが運行されることになっております。旧増穂町ではすでに活用されているわけであ

りますが、旧鰍沢町の高齢者の方々から町営バスが廃止になるとどこにも行けなくなるとの不

安の声が多く寄せられました。今までも町の公共交通に対する満足度が低い中、さらに交通弱

者の移動手段がなくなるとの思いから生きる希望を失っている方もいらっしゃいました。ます

ます高齢化の進む山間地域にとって、まちなか地域を結ぶ交通網は生活に大変密着した問題で

あり早急な対応が望まれます。リニア中央新幹線や中部横断自動車道をはじめとする交通ネッ

トワークを構築することも大事ですが、高齢者や交通弱者の方々が安心・安全で快適な生活を

送れることが何より生活に希望を与え、ひいては介護保険を使わずに生活が送れたり、認知症

予防にもつながるなど、町長がおっしゃっております第１次富士川町総合計画に掲げた生涯快

適に暮らせる町を目指してのサブテーマにも沿った、町民一人ひとりに寄り添った行政と言え

るのではないかと考えます。町営バスの廃止、そして代替のデマンドバスに対しての町民への

納得のいく説明、利用方法の周知徹底はどのようになっているのか、お伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 小林有紀子議員の、デマンド交通についてのご質問にお答えいたします。 
 町内の公共交通につきましては住民の足であることを踏まえ、常に利用しやすい方法を念頭

に置き運行しているところであります。鰍沢地区の７月１日の運行開始に向けて、６月５日か

ら２５日まで各区・組の要請に基づき料金、運行体系、利用登録、予約方法について映像を活

用し説明会を行っております。また各ご家庭で利用しやすいように壁に貼れるチラシの配布や

ホームページの掲載等を行い、住民の皆さまが心配なくデマンド交通が利用できるよう周知し

てまいります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 小林有紀子さん。 

〇１番議員（小林有紀子さん） 
 ありがとうございます。ぜひ一人ひとり丁寧に指導をお願いしたいと思います。なかなか高

齢者にとって１回で分かることではありませんので、ぜひその点をお願いしたいと思います。 
 以上で私の質問は終わりといたします。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告６番、１番、小林有紀子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１５分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 
 続いて通告７番、７番、長澤芳文君の一般質問を行います。 
 ７番、長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 議場内の皆さまの目を覚ますような、こぴっとした質問ができなくて残念に思っております。

長澤芳文でございます。よろしくお願いいたします。 
 私、１０月になりますと８１歳になりまして、今、申し上げたようにハッピーだなと一人と

喜んでいる立場ではございません。 
 今日はちょっとした質問をさせていただくんですが、私の政治の師は中曽根康弘先生であり

まして、５月２７日に９６歳の誕生日を迎えられ、お会いするたびに「お前は若くていいな」

と言われて喜んでいるわけですが、実は県内にも大正１５年ですから８９歳の地方議員がい

らっしゃいまして、お名前は申し上げられませんけども、このお二人のためにも私も頑張って

質問をさせていただこうかなと。果たして、こぴっとできるかどうかはお許しください。 
 それではまず、今、国・県・町で問題になっておりますというか、話題になっていますリニ

アについて質問いたしますけれども、リニアとは最近の言葉でございまして、昭和４５年の５月

１８日に、今から半世紀前ですね、全国新幹線整備法というのが成立して昭和４８年の１１月

に基本計画が決定したわけでありまして、最初は東海道第２新幹線という名前で話が始まった

んです。当時は東京、新横浜、それから身延線の鰍沢口に甲府鰍沢口駅というのを新設いたし

まして、そしてそれから長野に抜け、恵那に抜けて名古屋・大阪に行くというコースで大体

４３０キロぐらいのコースだったようでございます。最近、科学が発達したといいますか、リ

ニア超伝導式の高速鉄道ができるようになりまして、ご承知のように今度、山梨、特にこの町

を通るようなことになりました。それで私、５月３日の日に、ちょっと長くなりますけれども

御坂町と八代町の境へ自分で見に行ってきました。実験線を。たまたま桃をもいでいる農家の

方がいましてお聞きしましたら、あんまり音はしないよと。でも工事中の音はものすごかった

というご返事をいただきまして、途中帰りながらまた近くのおばあさんに、真上を通っていた

んですけどもと聞いたら、うるさくないよというご返事をいただきまして安心はいたしました

けども実は私の部落も通ります。 
 それでそんなことで少し勉強はしてみたんですけれども、５月１９日にＪＲ東海に環境関係

の甲府の事務所がございまして、そこに行っていろいろ聞きましたら、国交省になすり付ける

ということ、国交省もＪＲ東海になすり付けるようなことで、はっきりしたことがまだ分から

ないような状態で彼らもまだ１３年後、２７年、あるいはもっと先になる建設についてのこと

ですから、はっきりしたことを言うと責任を取らなければならないということで、私の質問が

厳しすぎたかどうか知りませんが、そんなご返事でした。 
 それで着工はいつするのかというと、ご承知のように４月２３日ですか、整備法が提出され

まして、これから９０日以内に国交省は環境省と話をして決定するということなんですけれど

も、果たして中央線、中央ラインの杭打ちなどは、まず第１問でございますがいつごろになる
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だろうかという予定がお分かりになりましたら担当課長からご返事をいただきたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今流行りのこぴっとという言葉を使いながら質問をいただきました。私も身にしみてお答え

をしたいと思いますが、長澤議員のリニア中央新幹線の工事はいつごろになるのかというご質

問であります。 
 リニアという言葉は本当に最近の言葉でありまして、はじめは超伝導磁気浮上式鉄道といっ

て、ルートも甲府から岡谷ルートを通って名古屋へ行くというルートでしたが、土木技術の進

歩から今度は南アルプスを横断していくというような、そんなことで本町を横断する計画に

なってまいりましたけども、この整備事業につきましては環境影響評価法による手続きを済ま

せて環境省から意見が先般、出たところであります。 
 こういたしますと、今年の夏ごろには国土交通省より工事実施計画の認可を受けるんではな

いかなと予想しております。ＪＲ東海の皆さんもこの工事の実施設計の認可がまだ出ていない

から具体的なことがなかなか言えないというところだと思います。認可の前に、これからの手

続きがどんどん一般に出ていってしまうということはうまくありませんので、今ぼやかしてい

るというところではないかなと思います。 
 この事業認可後には事業説明会、そして中心線の測量、用地説明会を行いまして、早いとこ

ろでは計画認可後の１年ぐらいから用地取得に入っていくんではないかなと、私どもは考えて

おります。 
 富士川町内におきましてはリニアの本線工事はもとよりトンネル工事、そして変電施設、保

守基地の整備が予定されております。またそれぞれの工事場所、施工方法が違うことから各種

手続きの進捗状況、あるいは地元への説明状況によって着工時期がずれる場合があると考えて

おります。こんなような状況から現時点で、どの場所はいつから工事着手しますよと、こういっ

た時期がまだ明らかになっておりません。事業認可が出てくれば、より詳しい工事内容が出て

くると思います。それは中心杭の測量をするための事業説明、用地の取得説明、このくらいか

ら細かいことが分かってくるんではないかと。お答えになったかならないか分かりませんけど

も、今、町でもその程度しか状況はつかんでおりません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 今の町長のご答弁で、２番の質問は省略させていただきますけどもよろしいですか。私が今、

お話したことで大体１、２終わってしまったような気がしますけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 はい。 
〇７番議員（長澤芳文君） 

 では３番に移ります。 
 私が今、心配しておりますのは、もし工事中にいろいろ言われております東京直下型地震、

南海トラフ、東海大地震、富士山の噴火はないと思いますが、そういうものが起こった場合に
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この工事はストップするか、あるいは計画が中止するというふうな懸念も私、抱いているんで

す。このコースを造るときに、大体半径８キロで円を描きます。この円の角度より狭めると

５００キロ以上のリニアは走れない。リニアは英語で直線と言うんですよね。直線コースが品

川から東京、ずっと実験線に入りまして南アルプスになって、なぜ南のほうに曲がるのかとい

うことも研究してみました。静岡大学の教授もそんなことで、たぶん１１日に認可されるであ

ろうユネスコの問題でも書いておられましたが、それとは別に私はその曲がったことによって、

わが富士川町、小林地区、天神中條、最勝寺を通過すると。もしそういう大きな災害があった

場合に、町長はどのように対応していただけるのかなという難しい質問でございますが、お答

え願えればありがたいなと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどの１番目の答弁の中で、質問の中には走行中の騒音はそんなでもないけども、工事中

のものはうるさいよと。コンクリートの打設とかいろいろするから騒音が出てくると思います

けども、そのへんもちょっと触れながら今のご質問にお答えをしたいと思います。 
 工事中は騒音の環境影響を低減させるために、低騒音型建設機械というのを入れながらやっ

ていくようであります。それと仮囲いの防音シートの設置による遮音対策などそういった環境

保全を取りながらほこりの対策、騒音の対策をやっていくと。またほこりの対策については散

水による粉塵抑制や排出ガス対策を取り入れた建設機械を使っていくとか、また工事規模に合

わせた建設機械、あんまり小さいところへ大きな機械で来ると音がうるさいものですから、そ

んなことなどを環境保全対策の措置を取るということにこれはなっております。また工事着手

前にはさらに具体的な工事計画の協議を行うことになっておりますので、騒音、ほこり対策は

もちろん工事車両の運行、当然児童生徒の通学路の交通安全対策などがありますので、環境保

全と環境と安全に配慮した万全な措置を取るよう要求していきたいなと思っております。また

工事施工中におきましても、その都度環境保全対策について協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 
 それでは、今いただきました地震による工事中の中断への懸念についてのご質問にお答えを

いたします。 
 ＪＲ東海はこれまでの説明会でもリニア中央新幹線の構造物については、最新の耐震基準に

基づき設計建設をすることとしておりますが、リニアの工事中に万が一地震が起きた場合には

その規模等により中断するか、中止にするかの判断は事業者であるＪＲ東海が判断を行うこと

となります。しかし状況によっては沿線の市町村に関わる問題でもありますので、県と協議を

する中で対応してまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 このリニア通過に際しましては、町内でも相当反対する人もいます。しょうがない、国のや

ることだからと諦める人もいます。私が今申し上げたように、リニアでありながら南アルプス

がエコパークに登録、おそらく１１日にされると新聞にも出ていましたけども、そのために曲
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がって、犠牲のツケはわが町にきたのかなと。と言いますのは経済効果は私、ほとんどないと

思います。リニアが通過することによって。眺める人はいいなと言うかもしれないし、通られ

る人は先ほどから多くの議員が質問いたしましたけども、人口減少という問題にもつながるで

はないかと思います。増えることはないんではないかなと。そういう悲しみを持った人とか、

反対する人とかについて、町長はどのようなお考えを持っておられるか質問をいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ４番の質問でよろしいですね。 
〇７番議員（長澤芳文君） 

 はい。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リニアの整備事業につきましては、町として事業主体でありますＪＲ東海に加担することな

く、これまでに住民の皆さんのリニア整備事業に対する心配事や懸念されることなどを解消す

るために地区懇談会を開催してまいりました。また現在は沿線の皆さまを対象に実際の振動、

騒音などについて体感していただくための体感会、都留の小形山の実験線のところですが、そ

こで体感会を開催しております。さらにリニアの通過に伴いまして、家屋が影響して立ち退か

ざるを得ない住民の皆さんに対しては住み慣れた本町に定住していただけるよう、代替地の登

録制度などを運用しながら、その不安解消に努め町の立場として、できる限りの対応を現在し

ているところでございます。 
 こうした中、先般、国におきまして「強くてしなやかな日本へ」という国土強靭化計画が閣

議決定をされました。リニアはＪＲ東海がやるものでありますけども、この国土強靭化計画の

基本計画の中に、そしてまたこの推進方法としてリニアのことが掲げられております。わが国

の経済を支える人流、物流の大動脈および拠点について大規模自然災害により分断、機能停止

する可能性を前提に、超高速性による国土構造の変革をもたらす国家的見地に立ったプロジェ

クトであるリニア中央新幹線に関しては、建設主体であるＪＲ東海が国、地方公共団体と連携・

協力しつつ整備を推進するという国土強靭化計画の基本計画であります。 
 こうした、いずれ国家的プロジェクトに位置づけられるであろうリニアでありますので、町

としても今後、さまざまな心配事や相談事に対して住民の皆さんの相談窓口として対応してま

いりたいと思っております。 
 またリニアが本町を通過することによります、まだ中央市と南アルプス市とわが町で駅西部

の沿線活性化協議会というのもつくっております。そこには駅へのアクセス道ということを第

一に掲げてやっております。中央市は南環状道路に側道がある。南アルプス市はちょっと区間

が長いのかなという問題もありますけども、いずれ両市もその判断はしていただけると思いま

すが、わが富士川町とすれば町の中をそのリニアの建設や側道を利用したアクセス道、駅へ向

かってのアクセス道として整備をしていきたい。そうしなければＪＲ東海が用地買収をした、

その外側にフェンスを立てられた場合には特に小林、天神中條、最勝寺は地域が分断してしま

う恐れがありますので、中部横断自動車道の沿道、側道を使っていると同じような形で地域住

民がこれからもそのまわりで行き来ができるためにも側道の整備を進めていきたい。こんなこ

とを今、考えているところであります。 
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 以上です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 長澤芳文君。 
〇７番議員（長澤芳文君） 

 補償の問題も含めまして、人口をどうしても減らさないようにというような考え方の中で町

長のご尽力をお願いしたいと思いまして、私のリニアに関する質問は終わります。 
 今度は町内のことから海外に話が飛びますが、町制施行５周年を記念いたしまして、今年の

事業の１つといたしまして、来年にかかっても構いませんが、決して慌てることではありませ

んが、海外との友好都市をつくることについて質問をいたします。 
 現在、わが町には友好都市はありません。今年は合併して５年の節目となります。この機会

に科学的、文化的、生産的な目的を持って海外と交流できる友好都市をつくり、相互に交流す

ることが非常にいいなと思いますが、町長のお考えを伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 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、長澤議員の海外の友好都市をつくることについてのご質問にお答えします。 
 国際情勢が大きく変化し、あらゆる分野でグローバル化が進み、国際化に対応できる人材を

育成する上で国際交流は有意義だと考えます。こうしたことから町では、富士川町国際交流協

会と協力し国際交流を推進しておりますが、こうした外国人との交流に将来的には友好都市へ

発展していくこともあると考えます。 
 合併５周年の今、節目として友好都市を結ぶということは時間的に無理だと考えますが、国

際交流の意義は認識しておりますので、今後どこの都市とどのような分野で友好関係が築ける

か、国際交流協会とも連携する中で考えていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 夢のあるご返答をいただきました。実は私、このことにつきましては財団法人 自治体国際

化協会交流支援部というところにいろいろ問い合わせをしたり、資料を送っていただきまして

勉強してみました。しかしながら統計整理上、３つの条件がありまして、両首長、例えばアメ

リカの首長、富士川町の志村町長の提携書があること。交流分野が特定のものにならないこと。

３つ目は交流にあたって何かの予算措置が必要となった場合には議会の議決を必要とする。こ

の３つがそろったところで友好自治体という扱いになるというようでございます。 
 今、課長がおっしゃったように、それは今日明日という問題ではございませんが、５周年を

記念いたしましてそういう運動を提案したことだけはご承知願いたいと思います。 
 ところが、私が町を出し抜いたわけでありますが、一例としてアメリカのオハイオ州にシド

ニー市というのがありまして、これは約２万人の人口です。この交流協会のほうも大体同じく

らいの人口でないと斡旋はしないと。こちらでお願いするのでなくて、向こうでいろいろと紹

介してくださるような財団法人でございます。それから提携先がシドニー市と同規模で農業と

産業が組み合わされた都市が理想であると、これは向こうの言い分です。まったく異なる都市
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でもＯＫと言っていますので、希望の内容は文化・教育交流、職業交流などだそうであります

けども、私なりの仮説で申し上げるとぴったりとこの町が当てはまるような気がいたします。

それで課長にもう一度お尋ねしたいなと思っておりますけども、例えば地元の議員もいらっ

しゃる中でちょっと失礼かもしれませんけども、小室のゆずを青年海外協力隊の若者に依頼し

てアメリカのこの地に植える。向こうの土地のことを私が調べてみました。向こうは大体

２００町歩、３００町歩ということですけども１００町歩ぐらいはできるではないかと。浜松

にオイスカというやはり海外との農業を交流している高等学校がございます。ここにも私、直

接、理事長と話をして応援はしますよと。今日もお話が出ましたように老齢化していく農業の

中でこの関東一番、香りのいい小室のゆずをアメリカに植えまして、とりあえず１００町歩、

そしてそれをＴＰＰを逆手に取って日本に輸入してくれば四国４県を追い抜くような生産量が

生まれるではないかと。それは雇用にも共通します。それから向こうの青年もこっちに来てい

ろいろ勉強したりという交流をこの市としたらいいだろうなと、それは私だけの考えですので

これは町長にお願いしても無理だと思います。今の課長のお話で、今年のゆずを来年のゆずを

ということではございませんが、そうしないとせっかくのゆずも１０年後２０年後の先行きは

暗いなと思っております。いろいろ皆さん、ほかの議員さんがいろいろ人口の問題とか活性化

とか話をされましたけども、やはりこの際、度胸を決めて外国との交流も深めていくのがいい

のではないかなと思っております。これは質問ではありません。 
 それで今の外国の交流につきまして、３番目、今の高等学校の生徒、この町の奨学金、そう

いう制度はどうなっておりますか、詳しくお聞かせ願いたいなと思っています。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 長澤議員の町の奨学金制度の現状について、お答え申し上げます。 
 町の奨学金制度は、進学を希望する生徒が経済的理由により就学困難な場合に貸付を行える

こととしております。貸付対象者は高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部に在学し、

町内に引き続き１年以上住所がある人で貸付額は月額２万円、高等学校等の就業期間中、無利

子で貸付となります。返還につきましては高等学校等を卒業後５年以内となりますが、大学等

に進学した人はその後５年以内に返還することとしております。山梨県における同様の制度に

山梨緑奨学金があり、利用希望者には県の制度も合わせて説明していることなどから平成

２０年以降、町の奨学金の利用者はありません。 
 なお、高校生の大学等への進学や海外への留学に対する町の奨学金制度はありません。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 先ほど依田課長も言われましたように、グローバルな人材育成が必要だということでござい

ますけども、私もそう思います。友好都市提携をした都市の若者とわが町の若者が互いの留学

制度を利用して、さらに交流を深めるというような取り組みができれば人材育成と国際交流を

同時に行うことができます。外国留学に際して国の留学制度を活用して、わが町の若者を海外

へ留学させるような取り組みをすべきだと思いますが、担当課長か町長からご答弁をお願いし
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たいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ２番の質問でよろしいですか。 
〇７番議員（長澤芳文君） 

 ２番です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 ではご質問にお答えいたします。 
 今日、多くの若者が語学研修をはじめさまざまな目的を持って海外へ留学をしており、国際

的感覚を持つ人材の育成は重要であると認識しております。町としては中学生までの進路につ

いては指導を行っていますが、高校生以上の者については関与できないものと考えております。

こうしたことから海外留学にあたっては、自らが個々の目的に即した制度を活用する中で実現

しており、現時点で町としては若者に海外留学をさせるような取り組みは考えておりません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤芳文君。 

〇７番議員（長澤芳文君） 
 たぶんこれで最後の発言になると思いますけども、たまたま私、下村文部科学大臣と先月お

会いして名刺をいただきました。下のほうに「飛びたて留学ジャパン」と書いてあったんです。

そのことで今日の質問もさせていただいたんですけども、経済連でも今、年間３０名ほどの奨

学金を出しております。文部科学省でも出しております。あとは町長の腕次第で文科省、ある

いは県と交渉してどのような奨学金が、今、留学生というのはだんだん減っているんですね、

残念ながら。それはやっぱり資金がないということと意欲がないということ。平成４年ですか、

８万いくらあったのが平成１０年では６万２千ぐらいに減っているんですね。それはそういっ

た今の２つの理由で、海外に行ってまで日本のために一生懸念、日本をよくするんだという意

欲がないことと親たちに金がないということで、アルバイトぐらいではとても留学はできませ

んので、そういったことも含めまして今後ともぜひともいろんな意味で、町長のお力をお借り

したいと思いますけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほどのゆずの話といい今度の海外交流、あるいは留学する問題にしても本当に夢のある話

だと思います。富士川町としてもできるだけ限りしたいなという気持ちは十分ありますし、そ

してそういった国際感覚を持ったこれからの子どもを育成していかなければならない。その重

要性は十分認識しているわけでありますけども、ゆずの話にしてみればかつて、中国は広大な

土地を持っていますから、そことゆずをしてもいいなと。向こうもゆずらしきものがある。た

だ、こんなに大きいと。ゆずが。ですから香りが全然違う。あの人たちに、やはり穂積のゆず

も食べさせたことがあります。そうしたら酸っぱすぎてどうにもならない。かつてはわさびも

嫌いだった中国人が今はわさびを付けてマグロを食べるという時代になっていますから、また
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時代が変われば変わってくるんではないかなと思っております。 
 またアメリカのシドニー市との交流の話もしていただきましたけども、なんかそういった

きっかけをつくりながら交流できる分野は、いろんな分野があっていいと思いますけども、そ

こがうちと合えば、シドニー市に限らずどこかともまたしてみたいなという気持ちも十分あり

ます。 
 そしてそういう中で高校生の海外留学という話ですけども、国のほうにもいろいろな制度が

あります。それとまた企業もいろんな制度を持っています。うちのほうも、その留学した子ど

もがここへ戻ってきてくれて、なんかここに働く場所があって、目的があって留学させるんで

あれば町の税金を投入してもやぶさかではないと思います。ハーバード大学であれ、ロンドン

大学であれ、北京大学であれ、どこでもいいとは思うんですけども、そういった長期的なもの

に立った人材育成というのもありませんし、今後この町で、またこの地域でやっている企業等

から、そしてまたそんなふうな要請があれば検討はやぶさかではないと思います。 
 ただ、先ほど担当課長が説明したように、町はやはり子どもの、そういった進路の部分につ

いては中学生の範ちゅうまでだと思っております。それ以上にはあまり口を出すと伸びる芽が、

伸ばしてやる部分はいいんですが摘んでしまってもいけませんし、将来的に責任も持てません

ので、町は中学生以上になればやはり県、あるいは国等の大きな組織になってくると思います

し、町のほうはしっかり今の中学生に義務教育を教え、そして進路指導、進学指導も含めた部

分は町が一生懸命やっていかなければならないと思いますが、今、高校も１校しかありません

から、すべての子どもがその高校へ行くわけでもありません。またその子どもの状況によって

就職するのか、また高等教育を受けに行くのか、海外に行くのか、そのへんは本当に個々のプ

ライベートの問題になってくると思います。そうは言いましてもこれからの海外へ視点を向け

ていくということは重要だと思いますので、中長期的な視野に立って検討してまいりたいと思

います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 長澤芳文君。 
〇７番議員（長澤芳文君） 

 質問はこれで終わりますけども、最後に私、散歩の途中で増穂小学校の中庭に下りたんです。

そこには１００周年記念のモニュメントがありまして、地面には世界地図が描いてあるんです。

私、そこを読みました。そうしたらそこに書いてあることは、子どもたちが広く世界に羽ばた

くようにとの願いが込められて、その世界地図が描いてある。だから決して長澤芳文が大きな

話をしたのではなくて、増穂小学校自体も１００周年のときにそういう気持ちを子どもに植え

付けてきたと思います。私、富士川町の増穂小学校の出身でありますので、すごくその言葉が

気に入りまして、こんなお話をさせていただきましたけども、先ほどハーバード大学の話が町

長から出ました。例えば医学は、日本は世界でもアメリカかイギリスか日本かぐらい、ベスト

３に入っているぐらい、ドイツも入りますけども、峡南医療センターに帰ってきてもらって日

本の医学のメッカになることだって不可能ではないんです。向こうの素晴らしい大学へ行って。

こちらは子どもたちに臓器を移植することができませんね。みんな何億円の寄附を集めてアメ

リカに行って、助かるか助からないか知らないけども、１年も待って手術をして日本に。日本

はそれを今、許していないんです。だから向こうに行って、ここ出身の高校生が向こうの大学

の医学部に行って、そういうこともひっくるめて、いずれは幼児たちの臓器移植ができるよう
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な医療機関が日本にただ１つ、峡南医療センターだけだといえば、ものすごく町としてのネー

ムバリューも上がるではなかろうかと、そんなふうに思いました。 
 最後のまた最後に、私がハウツー富士川という言葉を考えました。富士川をどうやって生か

していくか。これは町長以下、幹部職員の皆さんが安定から前進にこの町を導いていかなけれ

ばならない。町民が幸せを満喫できるような町になりますように、町長ならびに幹部職員の方

にお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告７番、７番、長澤芳文君の一般質問を終わります。 
 続いて通告８番、１３番、井上光三君の一般質問を行います。 
 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 それでは質問に入ります。私は大きく２点、質問をさせていただきます。 
 まず１番目には総合計画の評価につきましてですが、わが町の総合計画、第１次富士川町総

合計画は平成２２年度から平成２９年度までの８年間を計画期間として策定され、実施計画と

しましては全般の４年間が前期計画、それから後半の４年間が後期計画となっています。基本

計画では平成２５年度を中間値として目標数値が設定されておりますが、この前半が終わった

期間、前期計画が終了した時点でこれをどのように評価していくのか、お伺いをいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 それでは、井上議員の総合計画の評価についてのご質問にお答えをいたします。 
 総合計画の目標数値は基本目標ごとに示され、現状と課題の中でその課題がどれだけ解決に

向かっているかを示すために設けられた資料であります。これを定めた目標項目については毎

年度、各課にヒアリングを行い進捗管理を行っているところであります。 
 平成２５年度は総合計画期間内における目標数値の中間値が示されており、各課の達成度に

つきましては達成、またほぼ達成であった項目が全体の８５．１％。進捗中であった項目が１０．

６％。遅れている項目が４．３％でありました。このことから前期計画が終了した時点では目

標項目の８割以上において目標数値に達していると判断でき、計画は順調に進捗していると考

えているところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 今の答弁でいきますと、その評価は各課で担当課ごとにおいて実施しているということなん

ですが、ほかの自治体を見ますと総合計画の評価委員会等、外部委員を含めた委員会等がある

んですが、私はそれが外部委員会で評価すべきだとは考えておりませんけれども、以前、この

事務事業の評価について質問をしたときに、町では一次評価、二次評価、三次評価ということ

で、これは毎年やるというふうな回答をいただきました。それで一次評価については各課にお

いて単独事業について、拾い出しを行い評価すると。おそらく今の答弁はその一次評価が行わ

れたということだと思います。二次評価につきましては評価検討会議、これは課長レベルで何
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人かで会議をもって評価をするということを以前の答弁でいただいております。三次評価につ

いて、これは午前中、齊藤欽也議員の質問にあったと思うんですが、行政改革の中の委員会で

ということもあるんですが、これが行われていないということで、今回は一次評価が行われて、

その結果が８割方、達成できているということでよろしいんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 総合計画につきましては目標数値、中間値がありますので、その達成については各課から報

告と現状把握のためにヒアリングを行っておりますけども、外部評価につきましてはこれまで

の事務事業、補助金等の見直しを行うために一次評価、二次評価、外部評価委員会ということ

でしておりますので、総合計画のこの評価とは別に評価委員会を開催させていただいておりま

す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 
〇１３番議員（井上光三君） 

 私も今、設置されている外部評価の委員会がその総合計画の評価にはつながると思っていま

せんけれども、外部の、例えばやはり住民がどういうふうに評価しているかということも検証

する必要があると思うんですよね。ほかに評価をする委員会がないので、外部評価で実施され

ているのかなという思いがありましたのでお伺いしたんですが、やはり午前中の鮫田議員の質

問の中にＰＤＣＡということが出てきたと思うんですが、私もこのサイクルというのは、特に

チェックなんですね、チェックというのが必ず必要だと。チェックをして新たに検証をして、

そこからまた次の事業を進めていくということが非常に重要ではないかと思うんですけれども、

このチェックが、もう一度、再質問でお伺いしますけども、４年間やってきて１年ごとに先ほ

どの、今回は数値目標が２４年、２５年度で実施されているから、２５年度のその数値目標に

対して今回、その評価が行われたということなんですね。それとは別に総合計画というのは毎

年毎年やっている事務事業もすべて総合計画に関わってやってきていると思うんですが、その

事務事業の評価というのは１年ごとに行われているか。そして今回の評価は数値目標が設定さ

れている４年間が終わったからその評価をしたのか、そのへんもう一度確認をしたいのですが。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 事務事業評価につきましては事務の見直し、補助金の見直しというようなことで、改善とか

廃止とかというようなことを含めて検討させていただいております。総合計画につきましては、

これまでのように目標項目に対して現時点でどの程度進捗しているかということも含めまして、

毎年各課のヒアリングは個々に実施をしております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 
〇１３番議員（井上光三君） 

 総合計画は８年計画ですから、８年経ってどうかという評価も必要だと思うんですが、前期

と後期に分けていますので、前期が終わった時点で評価をして、それを後期にどうつなげてい
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くかということもそれが検証だと思うんですが、評価がされて８割方、総合計画の中は実施さ

れているということですから、またその残ったところはその検証の結果、たぶん後半にそれを

踏まえてということだと思います。総合計画については、では以上で質問を終わります。 
 次に大きな２番目としては、食育の推進と学校給食についてということで質問をさせていた

だきます。 
 ご存じのように食育基本法というのが、併せて食育推進基本計画が策定されて以降、子ども

たちが食に関する正しい知識とまた望ましい食習慣を身に付けることができるように、町でも

食育推進計画を策定しまして、また学校においても積極的に食育に取り組んでいるところであ

ります。 
 食育の生きた教材として学校給食の役割というのは非常に重要であると思いますが、本町の

食育の推進状況および学校給食の現状、今後の課題等についていくつか質問をさせていただき

ます。 
 まず１つ目、町の小中学校の学校給食が食育推進にどのように関わっているかお伺いをいた

します。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 井上議員の学校給食の食育推進の関わりについて、お答え申し上げます。 
 平成２５年３月に作成した富士川町食育推進計画においては、学校における教育活動の１つ

に食育を位置づけ、これを推進することで子どもの健全な食生活の実現と豊かな人間形成を図

ることとしております。この計画では、学校給食の関わりとして食文化に対する理解を深める

ため、地域の特産品、農産品の利用や郷土食、病児食の実施に取り組むこととしております。

また学校は正しい食習慣や食事マナーを身に付けるための学習指導、食事の重要性、食べ物を

大切にする心、給食に関わる人々に感謝する気持ちの醸成など食に関する知識と理解を深める

場として食育の推進を図ることとしております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 いろいろと取り組んでおられているということが今の答弁で分かりましたが、今ここに町の

食育推進計画というのがありますが、この中に小学校のところに触れられて、いくつか項目が

あるんですが、実際に、特に小学校において先ほど答弁でいただいた内容を具体的にはどのよ

うな形で子どもたちに推進しているのか、具体例がもしありましたら数点お伺いしたいと思う

んですが。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 具体例の取り組みにつきまして、お答えをしたいと思います。 
 具体的な学校給食での取り組みにつきましては、まず地域の特産品、農産品の利用につきま

しては、ＪＡとタイアップしながら町や峡南地域の特産品を積極的に利用し、子どもに理解を
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させるとともに給食だよりの発行などで紹介をしております。また特産品を利用した郷土料理

や毎月１９日が食育の日となっていることから、全国各地の郷土料理を献立に取り入れるとい

うような学校もございます。 
 子どもたちへの学習指導では教育課程の中に食育の年間指導計画を策定し、指導目標を立て

ながら月別の目標に基づいた指導を行っております。このほか学年の縦割グループやスクール

ガード等の交流給食、１年生の給食室の見学、調理員さんを招いての給食会の実施など食育に

関する全体計画の中で実施をしております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 今、答弁の中で地域の特産品、地産地消ということでしょうけども、特に取り入れたいとい

うようなお話でございましたけども、今、学校給食ではホームページを見ますとどの地域の食

材を使っているかということが分かるように出ておりますけども、例えば富士川町のものがど

のくらい使われているのかということが、割合として分かりましたらお願いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 手元には率としての資料はございませんけども、ＪＡとタイアップする中で地元のタマネギ

であるとかニンジンであるとかジャガイモであるとか、そのようなものを利用しているところ

であります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 またちょっと繰り返しになって申し訳ないんですが、地元のものが少ないというのは食材が

地元ではそろえられない。数がそこまで調達できないということが１つに挙がっているんで

しょうか、ちょっと確認でお願いしたいんですけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 通年をとおしまして、学校給食で必要とする量が調達できないのが現状であります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 分かりました。またこれからいろんな方法で調達できるような方向というか、われわれも考

えていかなくてはいけないというような思いがしております。 
 もう１つ、再質問ですが食育推進計画の中で小学校のところに、栄養士と調理員の苦労を知

り、給食づくりへの理解を深め給食への感謝の気持ちを養うということが載っているんです。
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これは１年生が給食室の見学だけやっているのか、そこだけでこの項目についての教育という

のは終わっているのかどうか、お願いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 先ほども話をした部分でもございますけども、１年生の給食見学は実施をしております。ま

た調理員さんを招いて一緒に子どもたちと給食をする中で料理の説明、また調理をする場面に

おいてこんなような苦労があるよというようなコミュニケーションを図る中で、このような推

進をやっているというところでございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 
〇１３番議員（井上光三君） 

 ありがとうございました。 
 それでは２番目に移ります。町内学校給食の調理方式というのか、調理場方式というのか、

設置方式というのか、調理方式というのが出ていましたので調べましたら自校調理方式、それ

から給食センター方式、親子方式とこの３点があると伺っていますけども、この３点の現状の

それぞれメリット、デメリットをお伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 町内の学校給食の調理方式は、増穂中学と増穂南小学校が自校調理方式で行っており、増穂

小学校と増穂西小学校が親子方式で行っております。鰍沢地区では、これまで旧五開、旧中部

小学校を含めた４校での給食センター方式を行ってきましたが、２校が閉校となったため現在

は鰍沢小学校と鰍沢中学校の２校となりました。 
 各方式の主なメリットとしては、自校方式では調理から食事までの時間・距離が短く、出来

立ての給食を提供できるほか、学校独自の献立を計画でき行事食等への対応が可能であります。

栄養職員による栄養給食指導が容易にでき、食育の推進が図りやすいなどが挙げられます。 
 親子方式やセンター方式では複数校併せた調理をするために効率がよく、衛生管理が行いや

すいこと、調理員や設備等の経費低減を図ることができることなどが挙げられます。 
 デメリットとしては、自校方式では多くの職員が必要となり、学校ごとの衛生管理が必要と

なります。親子方式、センター方式では給食の運搬が必要となり、食事までの時間を考慮した

調理が必要となることであります。 
 以上であります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 それぞれの方式でいろんなメリットがあり、デメリットがあるということは理解します。今、

町の給食室、今の方法でいきますと３カ所の給食室ということでよろしいんでしょうか。３カ

所あると思いますが、調理員の数とかがもし分かりましたらお願いいたします。栄養士も含め
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て。町全体でよろしいですけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 調理員の数でございますけども、全体で調理員は１７名、栄養職員は３名でございます。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 調理員が１７名、栄養職員３名、２０名で３つの給食室を運営しているということで、ここ

については以上で終わります。 
 次に移ります。今回、この本議会に補正予算として増穂小学校給食室耐震補強設計業務が提

案されていますけども、町内の学校給食室もかなり老朽化していると思うんですが、その現状

をお伺いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 町内の給食室の現状について、お答えいたします。 
 各学校給食室の建築年度は鰍沢小学校が昭和４１年度、増穂中学校が昭和４６年度、増穂小

学校が昭和４８年度、増穂南小学校が昭和５４年度であります。すでに４０年以上を経過した

施設が多く、経年による老朽化が進んでいる現状であります。備品等の設備はドライ仕様に移

行しているものの施設は建設当時のウェットシステムのままとなっているため、今後床や壁等

の改修が必要な状況であります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 相当古いということですよね。文科省の基準でいくドライ方式まで至っていないということ

ですが、この耐震化が今回出されておりますけども、ほかの施設の耐震状況はどうなっている

んでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 今回は増穂小学校の給食室について、国の基準によりまして耐震診断を行って耐震化が必要

だということでございますけれども、あとの南小学校につきましては、学校と一体の施設とい

うことでございますので、学校が耐震ということで耐震になっております。あと鰍沢小学校、

それから増穂中学校につきましては、耐震診断等はまだしておりません。 
〇議長（齊藤正行君） 

 井上光三君。 
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〇１３番議員（井上光三君） 
 そうしますと相当老朽化しているので、これから耐震も必要だし、改築も必要だということ

で、４番と関わりがありますので４番の中に入りながら質問をさせていただきます。 
 今後、給食室の改善や調理方式を検討する場合、何を重点に置くのか。一番心配しているの

は今までのいろんな意見を聞きますと、例えばもう町は１つにしたほうがいいとか、あるいは

食育を考えると自校方式がいいとかいろいろなことがあるかと思うんですが、その何を重点に

やっていくのか。それからもうかなり老朽化しているので、その建物の整備も含めて近々に考

えているのか。あるいはいろんな調理方式も含めて、これからいろんなところと意見を調整し

ながら検討するのか。まず、何を重点に考えていくのかというところからお願いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 お答えいたします。 
 学校給食室の改善にあたっては、施設のドライシステム化が必須といえます。また改築をす

る場合には町内全般にわたり、どのような調理方式による施設整備を行うか、十分検討してい

く必要があります。検討すべきポイントとしては安全・安心な給食の提供、栄養バランス、献

立の多様化に配慮した給食の提供、食物アレルギーへの対応、食育の推進、経済性、効率的に

配慮した整備運用などが挙げられます。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 これから検討する場合はそういうふうな内容を含めて検討されるということなんですが、今

の時点では老朽化はしているけども、いつまでにどのようにするということは決まっていない

ということでよろしいんでしょうか。そういう理解でよろしいんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 必要性は感じているわけでありますけども、まだ現時点で方針をどうするかということは決

まっておりません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 ぜひこれから検討する場合、私が今回、食育と学校給食を挙げたのは食育のところを非常に

大事に考えていますので、例えば効率化とかなんとかだけではなくて、建物をどうしようかと

いう考えではなくて、子どもたちに食育を推進するにはどういうふうにしたらいいかというこ

とも踏まえて考えていただきたいし、ぜひまたそういう機会があれば直接、子どもを持つ親の

意見を聞くとか、ぜひそういうところも考えながら検討していただきたいと思いますが、その

点をちょっとだけお願いいたします。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 ただいまの件でありますけども、現在、学校給食がウェット方式だと。どうしてもドライ対

応を迫られている、そのような状況はご理解いただけると思うんですけども、そういうような

学校が特長を持って給食を提供しておりますので、保護者の皆さんの声にも耳を傾ける中で今

後考えていきたいと思っています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
 ぜひ直接、学校に子どもを預けている親は食育の部分とか非常に大切に考えていますので、

ぜひいろんなところを踏まえて、例えばこれから給食室が改善、あるいは調理方式の見直し等

を行う場合はそんなことも踏まえて検討していただきたいと思います。 
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告８番、１３番、井上光三君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時２１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時２９分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 
 続いて通告９番、１０番、秋山貢君の一般質問を行います。 
 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 
 まず１点目の峡南医療センターについて、（１）の３月時点で峡南医療センター全体では看護

師が９人、それから薬剤師が３人不足しているということをお聞きいたしました。今現在、日

にちはそんなに経っていないんですけども充足しているのか、この点についてお伺いいたしま

す。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまの峡南医療センター、看護師、薬剤師の状況についてということでお答えをいたし

ます。 
 峡南医療センターが開院する前の３月時点における峡南医療従事者は看護師が９人、薬剤師

が３人不足している状況でした。その後、就職者、退職者がありまして現在は看護師が７人、

薬剤師が２人不足しているということでございます。 
 以上でございます。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 そうすれば差し引き２人採用できて７人足りなくなっただけということで、薬剤師さんはお

二人ですけども。この看護師や病棟に足りないのか、それとも外来に足りないのか、どういう

ふうにこの７人というものは足りない状況になっているんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 両方に不足しているような状態で、今後もこの７人については応募を行っていきたいと思っ

ていますが、病棟のほうが特に不足している状態でございます。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 そうすると病棟に７人ということで、それが富士川町なのか、市川三郷なのか、ちょっと分

からないんですけども、いずれにしても病棟に７人足りないということで、ではこの７人が充

足したときにはどのような病棟体制ができるという前提で、この人数、７人足りないというの

はどういうふうになっているんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 現在５階が稼働していない病棟が４８床ございまして、看護師等の募集をしまして研修を経

て、早期に稼働するというようなことで５階への対応になっていると思います。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 ５階に対応するためには、あと７人看護師さんが必要だということですけども、先般５月

２４日の山日新聞、これは皆さん見たと思うんですけども、県立中央病院の６階の１病棟、

４６床を昨年１２月から閉鎖していると載っていたと思うんです。この中央病院の現状という

のが６５１床あるんですけども、病床利用率が７０％ほどなので患者の受け入れ態勢に影響は

ないということなんですね。７対１の看護体制をあそこは敷いているので看護師も約７３０人

勤務しているということで、昨年も２５年度、５回募集したんだけども、５回とも定員割れと

いう状況だったように聞き及んでおります。 
 今後、峡南医療センターが平成２７年度の計画どおりに病棟体制を実施するには、病棟看護

師が、これは計算で大体出てくるので８２人ぐらい必要になると考えられるんですね。県看護

協会と言うんですか、会長さんがその新聞の取材に応じてこうおっしゃっているんですね。特

に夜勤がある急性期の病院は定着が課題であると。職場環境の改善と研修の充実などが求めら

れると話しておりました。山梨県ではこの二病院の統合に関しまして、看護師確保対策として
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当時説明していただいたのが年間３名程度、峡南北部に誘導し今後１０年で３０名を確保した

いというふうに言っていたと記憶しております。県でこういうふうにおっしゃってくれている

のであれば、３名ぐらいは責任を持って県で確保してくれたのか。この点については、約束は

守られているのかなということをお聞きしたいんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 福祉保健課長、笠井千尋さん。 
〇福祉保健課長（笠井千尋さん） 

 ただいまのご質問ですが、峡南医療センターのほうで県のほうの斡旋で３人確保できたかど

うかということは今、明快なお答えができない状態です。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 分かりました。詳細なことなので課長さんには無理かなと思うので、またこれについては議

会からも当然、議員さんが出ているのでこの点については確認していただこうと思います。 
 （２）に移らせていただきます。 
 町長が町民に説明した二病院統合の経営収支予測と峡南北部二病院統合事務組合の作成した

中期経営計画では、市川三郷病院と富士川病院の年間延べ入院患者数および外来患者数の推計

値に大きな隔たりがございます。どのような要因でこのように違うのかということをお聞きし

たいんですけども、午前中に齊藤欽也議員も同じ内容を違う言いまわしでおっしゃっていまし

たので、もし重複する部分があればそれは割愛していただいて、さらに説明していただける部

分があれば、その点についてお聞きしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山議員の、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。 
 先ほど看護師の数がありました。私が記憶している中では４月１日現在ですが、９名不足と

いうふうな状態でありましたが、そのうち２名は確保できたと。そういう中で、まだ若い看護

師さんが多いものですから育休、あるいは病欠とか出てきますので常に看護師の数が動いてい

ます。県にもお願いをしたり、県の県立大学もありますからそういうところにもお願いをして

いますが、年度中途の確保は非常に困難であります。また来年度の卒業生を対象に、これはま

た県とも連携をしながらできるだけ早く、お医者さんの確保はできても看護師さんがいなけれ

ばどうしても運営できませんので、それはやっていきたいなと思っています。 
 また私が町民の皆さんにご説明した二病院統合後の経営収支予測は、これは午前中にも齊藤

議員のときにお話しましたが、平成２５年３月に作成した峡南北部２病院の統合にかかる基本

計画の財政シミュレーションの推計数値を申し上げたところであります。その数値と今回、示

された中期経営計画の数値で両病院の年間延べ入院患者数、また外来患者数の推計値に大きな

隔たりが生じております。その元となった要因といたしましては、午前中も言いましたけども

入院患者数について推計の前提となる両病院の病床数と病床利用率に違いがあったことによる

ものでありまして、外来患者数についてもやはり推計値の前提となる患者数が平成２２年の実
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績から推計した数値が基本計画の数値であります。また平成２５年１２月の実績から推計した

数値が今度の中期経営計画の数値であるので、そこに差異が生じているということであります。 
 その結果、外来患者数を当初は１６万３，４４８人という２２年の実績から導き出しました

が、これを昨年の１２月を基準にいたしますと１３万６，６４０人と修正したものであります。

また年間入院患者数につきましても６万８，３２８人という、２２年度の実績から昨年度の数

値を活用いたしまして、５万２，９２５人と修正したことから推計値に大きな隔たりが出てい

る、こういったことが赤字になっている要因だと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 県の当時、山本地域医療官ですか、ご説明をいただきまして何度か質問させていただきまし

た。経営収支予測の前提として入院患者数と外来患者数、どのくらいなるか。たしかに実績を

もとに２６年度計算すればそうなるんでしょうけれども、その当時、病床利用率、これについ

ても過大な設定になっていないかとお聞きしたところ、前提といたしまして適切な役割分担に

基づく医療提供体制を整備し、さらに経営統合、または高度な医療連携を行ったと仮定した場

合には達成可能な数値であるという説明を受けて、例えば先ほど市川三郷病院、年間外来患者

数６万３，４４０人、これにつきまして説明を受けたのは外来者数８万２，４４７人。差し引

くと１万９，００７人の差が市川三郷の外来患者だけで出るんですね。富士川病院も８万１，

００１人。これが外来の患者数。今回の見込みが７万３，２００人、７，８０１人少ないんで

すね。入院患者、これについても当時、年間患者数、富士川病院どのくらいかと言うと４万４，

９６８人、これが今回３万８，３２５人。こういうふうに市川三郷も１万４，６００人。ここ

は病棟を改修するから極端に少なくなっている。これにしても、もしこういったことが見込ま

れるであれば、やはりこういったことを前提に入院患者数、外来患者数というものを出してい

ただきたかったと思うんです。やはり町も当然にこの県の説明をもとに町民の皆さんに説明い

たしました。であれば、やはりこの計画がなぜ違うかということは、町民に対しての説明責任

を果たすべきだと思うんです。議会もその責任を負うと思います。やはりこういった計画が当

初の見込みとこんなにずれるであれば、やはり町と議会は町民に対してこういうふうに違った

んだよと。現実はこれだけ厳しいものだよということを、町民にはぜひ知っていただきたいと

いうことがあると思うので、こういったことをやはり周知徹底するということが僕は大事だと

思うんですけどもいかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本計画のときは県主導みたいな形で、まだやっていた時期であります。そしてそれに民間

コンサルが入って通知を出してきたのでありますが、今回の中期計画につきましては今、医療

センターの形が出てきましたので、企業長ほか９名の内部の人たちで再度、現在の診療へ来る

人、あるいは入院を受けられる人、当時ははっきり分かりません。何名かが入ってくるという、

お医者さんの数も出ていたと思うんですが、そういう中で今度は診療科目も分かりました。こ

の基本計画のときには診療科目の来る先生が分かりませんでしたので、先生をとりあえず当て

てというふうなアバウトな数字でありました。今回は先生も決まる中で、そしてまた実際に業
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務に携わる皆さんが甘い数字ではなくて、より可能な数字に私は近づけてやっていただいたん

ではないかなと思っています。ただ、これはあくまでもシミュレーションですから、この数字

を外来患者数がこれだけ当初より減ったとか、必ずこの通りにはいかないわけでありますから、

それをいちいち住民の皆さんに言うのか、それともこれからは期ごとには、数カ月ごとには状

況が出てくると思いますので、そういう数値を峡南医療センターと住民と共有する中で、みん

なでこの峡南医療センターを守っていくという、気運の醸成のほうが大切ではないかなと考え

ております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 やはり事実をありのままの姿で町民に知っていただくということが、僕は非常に大事なこと

だと思っています。やはりそうでなければ自分たちの病院を利用しようとか、そして大事に思

うという気持ちをやはり育んでいくには今、病院というのは看護師、それから医療スタッフ、

すべての人が頑張っているけれども、なかなか本当は厳しいんだよということを分かっていた

だくためにそういった努力を惜しんではならないんではないかなと私は思います。 
 再質問ですけども、こういうふうに県のほうは適切な役割分担、それから医療体制を、経営

統合、また医療連携を行った場合には今年度は、齊藤欽也議員もおっしゃっていましたけども、

７，６６４万６千円の医業収益が出るというシミュレーションだったんですけれども、現在、

峡南の医療センターの常勤医、これについては何度もお聞きしていますけども、富士川病院に

１３人、それから市川三郷病院に８人いることになっているんですね。私、常勤医、調べて当

番表を市川三郷町と富士川病院、一人ひとりつき合わせて見たんです。市川三郷病院の内科医

さん、常勤医３人いらっしゃっていることになっているんですね。そのうちの１人がたしかに

糖尿病内科ということで月曜日から金曜日の午前中、１週間を通して外来診療を当たっていた

だいているんですね。しかし２人、消化器内科がいらっしゃるんですね。この先生方は週のう

ち１日限り、午前中の外来診療に当たっているだけなんですね。では富士川病院でも診療して

いただいているのかなと思って見たんですけども、名前がないんですね。するとこの例えば同

じ常勤医でも市川三郷病院の糖尿病内科の１人の先生は月曜日から金曜日いて、常勤医。でも

消化器内科のお二人の先生は１週間のうち１日限り、午前中の外来診療にあたっているだけで

常勤医扱い。この常勤医という定義が、僕にはちょっとよく理解できないんですね。週のうち

１日、午前中だけで果たして常勤医と言えるのかなと思うんです。もしこの方が常勤医扱いで

どういった状況でなったのかも皆目、たぶん町当局も当然これは分からないと思うんですけど

も、もしかするとこれは穿った見方ですけども、統合の際に市川三郷病院の常勤医、現状８人

は維持すると、たしか基本計画でもおっしゃっていたんですね。そのために、もし数合わせだ

けの見かけ上の常勤医であるとすれば、やはりこれは当初の計画どおりやっていただく必要が

ある。なぜならば、例えばそのほかにも市川三郷病院、整形外科医も常勤医が１名配置される

という計画が整形外科医は今のところゼロですよね。それで診療も毎日行われるものが月、火、

水の午後のみと小児科も毎日診療されるという予定が月、水、木の午後のみということで、や

はりどうも市川三郷の医師体制というものは弱体化して、そのために診療報酬というものが減

少しているんではないかなと考えるんです。やはり今後の病棟体制、先ほど言いました看護師

さんも厳しいのであれば、やはりこういった実現が本当にできるのかなと疑問視されてもやむ
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を得ない状況だと思うんです。そうであればお医者さんを、町は県や山梨大学医学部に対して

約束をぜひ守ってほしいと。破っているとは言いませんけども、やはり基本計画に沿った約束

の常勤医の配置をお願いしたいということは、やはり声を挙げるべき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（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 基本計画策定時には１２名だったと思ったんですが、開院時には１３名来ていただいたと。

そして内科を言えば富士川病院に２名、市川三郷に３名ということで常勤医はそういう貼り付

けをしております。 
 院長も、企業長もそうですけどもお医者さんですから学会もありますし、常にわれわれ公務

員と違って、常にそこにいるということではないですね。そして特に今、医大から先生をいた

だいておりますので、先生というのは普通の公的病院へ入っても普通の公民館とは違いますの

で、いろんなところで研修とか、またグループがありまして、そういう中で応援をしています

から、そのとおりそこにいるかというと、非常に普通の感覚ではちょっとおかしいではないか

と思うところが多々あります。そんなことから非常勤の職員を入れながら、それに対応してい

るわけでありますけども、富士川病院のほうを見れば消化器系内科が２人しかおりませんので、

そしてまたこの人たちもいろんなところへも行きますから、消化器系内科だけでも４名の非常

勤の先生が出ている。そしてまた一般内科がいませんので、５名の非常勤の先生を入れている。

この先生方はほかのほうに本務を持ちながら、その曜日、あるいは時間でこっちへ来てくれる

ということでありますけども、本当に先生方のこの確保については県というよりも医大のほう

に、医大が派遣元になりますのでそことたくさん連携をしながら、そして峡南医療センターが

困らないようにやっていかなければならないかなと思っています。 
 ただ、こうやって常勤医でいてくれることによって入院患者がとれるというメリットがあり

ます。いる、いないというよりもそこに旅客運送のバス、あるいはタクシーと同じように、も

うその先生を名前でそこにはり付けておかなければなりませんから、例えばあるＡという先生

が富士川病院の常勤医でいると。その先生はもうほかには常勤医では行けません。そういうふ

うな形で常勤医を確保しなかったために、今まで内科の入院患者が取れなかったんですが、今

回は消化器系内科の先生２人が富士川病院に常勤医でおりますから、また５階の病棟はオープ

ンできなくても３・４階の空き部屋を使いながら入院患者が今、取れるというふうな状況になっ

ております。 
 先生の勤務状態をまたわれわれがいろいろ言ってしまうと、すっとどこかへ行ってしまうと

いう恐れもありますので、このへんは実情を、おかしいところはまた医大のほうにも相談をし

ながら、できるだけここを拠点に活動してくれるような先生方が配属されることを願っている

ところであります。私が見ても、通常の、先生も公務員といえば公務員なんですが、普通の公

務員と同じような考えをしていると、誰もまた来てくれない病院になってしまうのではないか

なと思います。医大がもとであります。向こうはもとは国家公務員ですから、ここへ来ると地

方公務員になりますけども、そのへんは重々承知しながら羽目を外さないと言ってはあれかも

しれないですが、医師のルールの中でいろいろ動いてくれていただいていますので、今後もで

きるだけここを本務として、ここで診療をしてくれるような先生方に定着してくれるように医
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大のほうには要請をしていきたいなと思っています。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 町長のお話を聞けば、やはり僕たちの感覚と違う感覚で当然、お医者さんはあるんだろうと。

変に納得しまうところがお医者の世界って違うんだなと改めて感じましたけども、そうはいっ

ても峡南医療センターとして富士川病院も市川三郷病院もやはりこの北部の住民、それから南

アルプス市も含めて患者さんが見えているので、できるだけ病院にいていただいて手術もして

いただける、それから外来も診ていただけるというのが、ここに住む住民にとってはありがた

いので、町長もおっしゃるとおり言ったことによって、また派遣に影響があっては僕の本意で

はないので、その点については誤解のないようにお願いしたいんですけども、ぜひここにいる

お医者さんにはこの地域のために全力を尽くしていただきたいということで、次の３番目の質

問に移らせていただきます。 
 中期経営計画では平成２６年度の富士川病院の入院単価が４万２千円、外来単価が８，

５００円となっておりました。町民に説明したときには、それぞれ３万８千円と１万円で計算

していたと記憶しております。なぜ違うのか、その理由について端的にお願いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これも先ほどの基本計画と中期経営計画の違いでありまして、２２年度の実績と２５年

１２月の実績の推計の時点の違いであります。当時、富士川病院は基本計画では入院単価が３万

８千円でありましたけども、中期経営計画では４万２千円に、外来単価が１万円をこれは逆に

下げて８，５００円に修正をし、市川三郷病院においては入院単価２万４，５００円を３万円

に修正し、外来単価は１万円に据え置いたところであります。これは先ほどの２２年度の実績

と２５年１２月の時間的差があるのと同時に今度のこの単価を再度、先ほど言った９名の実務

者、病院を運営していくスタッフで他の病院の実績等も勘案しながら基本計画にはかかわらず

実際に取れるお金を推計したものから、こういった金額の違いが生じたところであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 富士川病院の４万２千円というのは、たしかその当時、説明を受けたときに看護体制を１０対

１から７対１に移せば、この金額は当然いろんな計算をした中でできるということは聞いたん

ですけども、その１０対１の看護体制の中でこの金額が４万２千円、実務者が計算してくれた

ので間違いないと思うんですけども、間違いなく４万２千円の単価というのは今の看護体制で

もいただけるという解釈でよろしいんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 中期経営計画を立てる上で単価を４万２千円にしたということであります。全部が全部、７対

１看護ができるか、１０対１なのか、あるいは１２対１でもできる看護があるのか、そのへん
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はこれから実態になると思いますけども、この中期経営計画では入院患者数を抑える中で計算

上の単価として４万２千円の単価を使ったということだと理解しております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 わかりました。病院についてはこれで終わりますけども、やはりその病院というものを住民

の人に正しく理解していただくということは、ありのままの現状の姿をまず理解していただく。

そして例えば町長は今後、病院に運営面の補助はしない。それから政策的医療をお願いすると

きには、当然その経費はみていくとおっしゃいます。でももしかするとこの経営計画以上に厳

しいことが出てくるかもしれないです。そのときにやはりうちは、例えば富士川町が、もう町

は企業団、あと一部事務組合に経営を任せているんだから、一切手は貸さないよということで

なくて、やはりそれは町民が事実を知って、本当にこれを守っていくときに、町も当然負担し

なければどうにも経営できないというときになったときには、やはりその町民の理解を得て、

なんらかの負担をしていくということはないとも限らないんです。そのときのためにも、やは

り町民の皆さんには本当のありのままの姿を今から知っていただくということが、やはり非常

に大事なことであるということを言わせていただいて、病院については終わらせていただきま

す。 
 大きい（２）に移らせていただきます。 
 町有住宅についてということで（１）平成２３年４月１日から管理している町有住宅、これ

は鰍沢団地８０戸中４０戸、青柳町団地は７９戸中４０戸が空いている現状でございます。平

成２３年１２月定例会の一般質問で当時の建設課長が電話や現地見学の問い合わせが多いが、

なかなか入居につながらないということを答えていらっしゃいました。今もその状況は変わら

ないと思われるんですけども、町は何が原因でこういう状況が変わらないのかと考えているの

か伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 秋山議員の質問にお答えします。 
 町では平成２３年４月１日から町有住宅として鰍沢団地、青柳町団地を管理しており、当時

の入居者は鰍沢団地で４２戸、青柳町団地で２４戸でありました。買い取り後、半数以上が入

居していない状況から、くらしのカレンダーおよびホームページで公募を行ったが、電話や現

地見学の問い合わせは多いものの入居にはつながらない状況であったことから、見学者の意見

や近隣の町の状況を参考に分析した結果、間取りが古いことや家賃や駐車場使用料が高いこと

が原因と考え、平成２５年度には室内改修工事として和室をフローリング化し廊下、キッチン、

脱衣所のフローリングの張り替えを実施しました。また平成２６年４月には家賃および駐車場

の改正を行い、２カ月が経過した現在、鰍沢団地８０戸中４０戸、青柳町団地７９戸中３９戸

が入居利用されていますが、まだ半分が空いている現状であります。 
 こうしたことからほかの原因も考えられますので、今後入居者に対して設備内容等に関する

調査を実施してまいりたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 分析した結果、間取りが古かったり、家賃が高かったり、駐車場の整備が必要ということで、

お金を投資してきたわけですよね。鰍沢団地が２３、２５で８７４万８千円。それから青柳団

地、これは２２、２４、２５、２２年度はまだ雇用促進の住宅だったんですけども駐車場で１，

８４９万３千円。青柳のほうで２，３１９万７千円。４年間で合計３，１９４万５千円。これ

は費用を使って改修したり整備してきたけれども、なかなか入居率が変わらないということに

なっている状況なんですね。町有団地は僕もちょっと知り合いの人に見させていただいたんで

すけども、給湯器とか網戸、これは入居する人が設置するというんですね。退去するときはと

お聞きしたら、退去するときは持って出ると言うんです。今どき、あの団地の規格に合った網

戸とか給湯器を設置して持って行って、それが引っ越し先で使えるかというとほとんど使えな

いと思うんです。それに間取りがさっき合わないとおっしゃっていたんですけども、例えばト

イレも、あれはいつですか、竣工したのは昭和５３年青柳、昭和６３年が鰍沢団地、それ以降、

改修工事をしてあるのかなというぐらい古いトイレなんですね。先ほど言った台所、押入れ、

なかなか使いづらいんですね。押入れも高かったり、今どきの使い勝手ではない。たしかにフ

ローリングをしたのは、ひとついいのかもしれないんですけども、やはり今どきの間取りでは

ないし、今どきの改修ではないと思うんです。もっと例えばインターネットも使える、住民の

もう少し要望を細かに取り入れて、せっかく今年予算を使って改修するんであれば、１室でい

いからリニューアルモデルというものをつくって公開して、どうですか、富士川町ではこうい

うふうに、今風のモデルルームをつくってみたと。だからこういうふうに造ったら、皆さん住

んでくれますかということをやって、住民の皆さん、近隣の町民の皆さんに見てもらって、こ

れだったら絶対改修してもいけるというものを１つ提案してやっていくという方法も僕は大事

だと思うんです。やはりフローリングをするのも１つの手立てでしょう。でもやはりそうでは

なくて、その間取りという意味合いには、一つひとつの例えばトイレにしたって、今どきウォッ

シュレットなんて当たり前だと思うんですよ。それが蓋もない便器で、一見ですね、僕、よく

テレビとか映画で見る刑務所の独房みたいなトイレだなと思うぐらいだったんです。やっぱり

そうではなくて、これだったら住んでみたいと思うような改修をやるということが民間でもた

くさんあります。それらと競合しても町有団地はやっぱり富士川町の職員さんの考えることは

ちょっと違うよな、これだったら住みたいと思えるぐらいものをつくって提案するというのも

方法だと思うんですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 あくまでも今年度調査のほうをして、入居者に対してどんなことをしてほしいのかなという

調査はしていきたいと思います。 
 それから秋山議員からの１部屋、リニューアルモデルというような形の中でどこかというこ

とで、非常にいい参考意見でありますので、今後検討してまいりたいと思います。あくまでも

２団地につきましては昭和の５３年、６３年という老朽化した団地でございます。たしかに中

のほうも最新式の住居の利用状況ではございません。そのへんで調査もですけども、なんかい
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い方法があったら、町のほうも人口改善に向けてなんか考えていきたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 せっかく課長さんおっしゃってくれたんで、ぜひ前向きにたぶん町長も気持ちは僕と一緒だ

と思うんですよ。ただ町長はなかなか役場の職員さん、部下ですから、動いてもらわなければ

困るから僕みたいに言いたい放題言えないと思うんですよ。やはりそこは、僕は気持ちが同じ

だと思うので、ぜひせっかく今年度も５４０万円、改修費、補正予算出ていますよね。それを

有効に使っていただいて、この入居率が格段に上がったと言えるような事業にしていただきた

いことをお願いして質問を終わります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 （２）はいいですか。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 ありますね。せっかくだから聞いていいですか、議長。 
 では今年度、町有団地の必要な改修を行う計画があるのか。通告をするのが議案説明の前だっ

たので、こういう書き方をしたんですけども、議案の中で出てきたので、５４０万円の改修予

算が出るということで、端的に答えていただければせっかくですのでお願いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 町では平成２５年度、７部屋の室内改修工事を実施し、６部屋が入居したことから今後も計

画的に室内改修を行っていきたいと考えておりますので、本定例会において昨年度と同様なフ

ローリング化に関する予算を計上させていただいております。また今年度、実施予定の調査結

果の内容により必要と判断した場合には新たな改修工事を計画していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 であれば、ぜひ新たな改修計画を検討していただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告９番、１０番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、５番、堀内春美さんの一般質問を行います。 
 ５番、堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
 それでは５番の堀内でございます。質問をさせていただきます。 
 母子寡婦福祉相談員の配置についてでございますが、今この町もひとり親家庭、父子家庭、

あるいは母子家庭、非常に増えている現状です。そしてこの家庭というのは、どこもみなそう

なんですけども、経済的にはもちろんのこといろんな問題を抱えて困窮しているというのが実

情ではないかと思っております。その家庭の子どもたちも、次の時代を担うこの富士川町の地
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域の宝物として育てるために、この人たちが気軽に相談できる窓口として、それからまた女性

団体連絡協議会の中に母子寡婦福祉会という方たちがボランティアで、このひとり親家庭の支

援をしている団体がおります。この方たちのパイプ役としても、この町の中に福祉相談員を配

置していただきたいと思うんですけれども、町の考えを伺いたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 
〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 それでは、ただいまの堀内議員の質問にお答えいたします。 
 母子及び寡婦福祉法では知事、市長および福祉事務所を管理する自治体の長が母子自立支援

員を委嘱することとしております。 
 山梨県ではこの法律とは別に地域の方に各町の母子相談員を委嘱し、母子家庭となった家を

訪問し、母子の相談を受け行政につなげる役割を担っていただいておりました。しかし平成

１８年度から県が母子相談員の委嘱をしなくなったことに伴い、町の母子相談員は廃止となり

ました。 
 こうした中、町ではひとり親家庭の相談を含め子どもに関する相談の窓口を子育て支援課、

児童センター、また各保育所に設けて相談にあたっております。またかつての母子相談員の役

割を民生児童員が担っているものと考えていますので、新たに母子相談員を設置することは考

えておりません。 
 今後も母子自立支援員や民生児童委員および各種関係機関と連携する中で、ひとり親家庭の

自立に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
 この自立支援員、この方たちがそういう活動をしているというのは町の中にはどのように知

らせているんでしょうか。実際、ひとり親家庭で困っている方が何件か聞いております。この

方たちは相談する窓口が分からない、民生委員さんには相談しにくいと言っているのが現状な

んです。そのへんいかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 
〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 窓口は子育て支援課のほうにございますので、そういう声をお聞きになりましたら子育て支

援課のほうに問い合わせをしていただきたいと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 子育て支援課でそういう窓口になっているというのは、広報とかそういったもので知らしめ

ているんでしょうか。それから先ほど申し上げました女性団体の中に母子寡婦福祉会のボラン

ティアでやっていらっしゃる委員さんがいらっしゃいますが、こういう人たちはひとり親家庭

がどこにあるのか。前は分かったんですけども、今は全然、それが分からない状態なんです。
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手助けをしたいんですけども、手助けができないというのが実情なんです。このへんはいかが

でしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 
〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 そういったことは個人情報になりますので、母子寡婦福祉会の方にこちらのほうから情報提

供をすることはできません。そして子育て支援課のほうの窓口ということは、広報やいろいろ

な情報で町民の方にはお知らせしています。それからこちらのほうに来た相談に関しましては、

私どもが各機関にまたつなげていくような仕組みになっております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 そうしますとせっかく、母子寡婦福祉員の皆さんのボランティアの行為が生かされてこない

んですけども、それでは子育て支援課のほうへ問い合わせをすればそういうものは教えてもら

えるんでしょうか。それともその情報というのがネックになっているんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 子育て支援課長、望月ひとみさん。 
〇子育て支援課長（望月ひとみさん） 

 個人情報と先ほども申しましたように相談の内容にもよりますし、そのボランティアの方に

相談につなげられるものは担当のほうでつなげると思いますし、また違う機関につなげるもの

はこちらの判断でそのようにしていきますので、ご了承いただきたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 それでは、せっかく皆さん方のご厚意でボランティアでそういうふうにしてやってくださる

という会があるんですから、ぜひそういう会を大いに利用して双方がひとり親家庭にとっても

いいような、そういうふうな状況を極力つくっていただきたいと思います。 
 それでは、次に移らせていただきます。 
 町道整備についてですが、その第１番目なんですが昌福寺の横通り線、この道は歩行者が非

常に多いです。ですが皆さんご存じのように道幅が非常に狭くて、車が１台通るのがやっとで

す。すれ違いは絶対にできません。そしてこの道は３丁目、４丁目の小学校の児童の通学路に

もなっています。歩行者と車がすれ違うときは、歩行者が昌福寺のブロック塀に張り付くよう

にしなければ車が通れません。これが実情なんですが、この道路は総合計画に入っているんで

すけれども、その総合計画に入っているものがなかなか実現できないというのはどういったと

ころからでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 堀内議員の質問にお答えいたします。 
 昌福寺横通り線は町の中心部を東西方向に通過し、金手小林線と青柳長沢線を接続する都市
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計画道路として平成２年７月に延長４６０メートル、幅員１２メートルが都市計画決定された

重要な路線であります。しかしながら本路線区間には移転に伴う住宅等が多く点在しており、

移転補償費に相当多額な費用と事業期間を要することから未整備の状態であり、狭隘道路の状

態が続いていることは承知しております。またその他にも青柳町の市街地内には狭隘道路が多

いことや市街地と甲西道路を結ぶ東西方向の道路が少ないため、交通の利便性が悪い状況であ

りますので、新たな道路網整備も必要であると考えております。 
 こうしたことから、市街地と甲西道路を結ぶ新たな道路網計画や青柳１０号線の延伸計画を

平成２６年度中に策定してまいりたいと考えておりますので、未整備の都市計画道路について

も整備手法および事業着手期間等を合わせて検討していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
 そうすると総合計画の後期のほうの、あと４年間の間にこれは実現できるのでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 
 建設課長、堀口進君。 

〇建設課長（堀口進君） 
 総合計画の中ではこの路線自体が載っているわけではありませんけども、狭隘道路の整備と

して載っていることは承知しております。後期ということで、これは地元にまた説明会等もし

ながら地元の意向を聞きながら、計画のほうを立てていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
 この件は３年か４年前にある議員がもうすでに質問をしております。今回、私が同じ質問を

するということは、地元の人たちが非常に困っているという現状を踏まえて質問をしているの

です。そのへんのところを汲み取っていただきたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 地元の方には直接、まだ話はしておりません。並行してその横にちょっと道路計画を２６年

度でということを考えましたので、そちらのほうが先ほど言ったとおり、ちょっと先行するよ

うな形にはなってしまうと思います。ですけどもこちらの道路につきましては、もう都市計画

決定された道路でありますから、地元にもおろして緊急順位等も考慮する中でちょっと話し合

いをしていきたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 今、課長さんのおっしゃるのにその横の道路とおっしゃられましたけれども、その横の道路

というのはあれでしょうか、昌福寺の北の保育園のところへ、国道から保育園のところに通じ
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る道路のことでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 そうであります。青柳１１号線の延伸という形の中で、おおむね今のところは１００メート

ルぐらいを考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 よくお考えになっていただきたいんですが、あの保育所まで行くわずかな国道からあそこま

でですよね、昌福寺の横通り線というのは国道から８メートルまで行く道路ですよね。保育所

は保育所までで行き止まりではないですか。どちらのほうの道路が必要なんでしょうか、伺い

ます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 昌福寺横通り線の拡幅工事の質問に今、お答えしています。 
 ここの道路は旧増穂町の時代に都市計画決定をした道路であります。都市計画決定をすれば

本来であれば増改築はできないはずなんですが、永久構造物ではないから木造ということで、

みんな道路の際まで家を建ててしまった。本来はその幅の間は改築、増築はできないはずなん

ですね。今、甲府の和戸町竜王線という大きな道路も開けていますけども、６０年前からそこ

はもう家が建っていませんでした。それを外して家を建てた。だからここの横通り線について

は道路のぎりぎりまで家をみんな建ててくれていますので、先ほど課長が言ったように住宅が

多く点在して建って、移転に伴う費用が相当かかってしまうということと、今度新しく出た

ショッピングモールの南側にくろがねやさんが出ております。青柳１１号線と言いますけども、

あれが都市計画道路にもあがってきます。それから国道までの道路をどこへ通すという計画が

今、ありません。青柳の地元の人からは昌福寺さんの真ん前へ抜いていこうという話もありま

す。そういった昌福寺の横通り線もあるけども、そっちはいいからこっちへ抜いたらどうだと

いうふうな話もありますので、都市計画のマスタープランができましたので、今後地域の皆さ

んとしっかり、どこにどういう道路を入れていけば今後いいのか、そういうことを話し合いし

ながらやっていきたいと思っております。 
 また第４保育所に通ずる道路につきましては、あの地域の、第４保育所の駐車場もないこと

から駐車場の用地は確保してあります。そしてまた国道沿いの用地も町のほうで確保してあり

ますので、そこには道路の延長が、保育所までかもしれませんけども、いずれはそれも大きな

都市計画をつくる中で役場の南側まで来るのか、それとももう１本、南の通りへぶつけていく

のか、そのへんは地域の皆さん、いずれにしても今住んでいる皆さんの移転ということが生じ

てきますので、役場だけで決めるんではなくて、地域の皆さんと相談しながら決めていきたい

なと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
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〇５番議員（堀内春美さん） 
 それでは地元の人たちはだいぶ困っているということで、私、今回質問させていただいてお

りますので、地元への説明をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まず昌福寺の横通り線より前に、もしあの地域をするんであれば町道青柳の１１号線から国

道までどうやってつなげていくのか。それをどこに、次の上に行く道路のどれに付けていくか。

向こうはしっかりした道路がバイパスからきていますので、アンクさんのすぐそばまで。あの

道路を今度は上に、どこへ持っていくか。それとつなげなければ意味がないと思うんですね。

行ったらみんな旧甲府市の通りみたいに、金手の通りばかりになってしまうと道路としての機

能がありませんから、ただ、今、甲西バイパスから上へはいくらか入れてきています。それと

今回、新たな道路計画として３本、道路整備計画を予定しておりますが、これは１４０と、こ

の役場の北の通りの間に２本ぐらい、それと今度は１１号線と１号線の間に１本ぐらいという

３本の道路計画ですけども、それらの道路とどういうふうに今度は合わせていくのか。いずれ

鰍沢病院の北側の道路も途中で止まっておりますので、あれを新田地区から青柳５丁目のどの

道路へつなげていくのか。これは下からやってこなければならないと思います。計画は一緒に

つくっても構いませんけども、そういう中で地域の皆さんと話をしていかなければならないと

思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 ぜひ説明会を設けていただきたいと思います。 
 それでは、次の質問に入らせていただきます。 
 天神中條２０号線というのは今回、私、初めて分かったんですけれども、この役場の前のガ

ス屋さんがありますね、増穂燃料さん。そしてまんじゅうやさんがあって、ソーラーが設置し

てあって、ソーラーが設置してあるその隣の道路、その道路がＪマートの裏側の道路まで、焼

肉大門のところの道路までの行き止まりの道路、この道路がこの３月の議会の予算で通過して

設置するということになったようですが、先日、私、この道路のことでちょっとお伺いしまし

たら、この道路の総工費が９千万円かかるそうですね。この９千万円は、本当に９千万円でしょ

うか。 
 それから国庫補助が付くということですけども、国庫補助はいくら付くのか。それからこの

行き止まりの道路、どのくらいの利用数があってこの道路ができるとなったんでしょうか、そ

のへんのことをお聞きします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 このへんはまだ測量調査、設計をしていないものですから実質的な総額というのは分かりま

せんけども、補助対象事業にもっていくときにある程度、距離、それから家屋等の状況を判断

しながら、全体の事業費を算出します。その関係で９千万円ということで、ちょっと前もって
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深澤議員には報告したわけですけども、それからこちらについての交通量調査ですけども、ど

のぐらいの利用がということで考えられているかということでございますけども、このへんに

ついてもまだ今のところ、その状況の調査はしてございません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 堀内春美さん。 

〇５番議員（堀内春美さん） 
 改めて申し上げます。私、深澤ではなくて堀内でございます。 
 お尋ねいたします。 
 ちょっと素人ですけども、どう考えてもこの横の道ですね、南北へ行くこの道、国道があっ

て廃軌道があって８メートルがあって、８メートルから約１００メートルしか離れていないん

です。そしてしかも行き止まりなんですね。１１０メートルで行き止まり。その道路が本当に

必要なのでしょうか。それからこの道路は総合計画の中に入っていたのでしょうか、伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この道路は今、ここ役場の前を通っている県道平林青柳線と、そしてＪマートさんの裏の町

道青柳天神中條線を南北に結ぶ延長１１０メートルの拡幅６．５メートルで考えている道路で

あります。この地域周辺の東西道路は、町道の金手小林２号線と町道天神中條長沢１号線の２路

線があるものの、この路線間の距離が離れております。８メートルと小学校の東の通りですね。

ここが非常に離れている。こういうことから、この２路線の中間に道路を整備することによっ

て地域住民の生活道路や小学校への通学路として非常に便利になるということから、天神中條

区、最勝寺区から長年の要望道路であります。そしてもともと、その半分はもう道路が出てい

るんですね。そこで止まってしまっている。それからその南へということで、町もそこにあり

ました梅畑を土地開発基金で取得してあります。その買い戻しも含めた経費が概ねで９千万円

と建設課が言ったんですが、今その部分の詳細設計をする経費を計上しておりますので、それ

で出てきていると思います。これが完成すると学校へ行き来する人、子どもたち、今、ここの

子どもたちは小学校の上まで行って、それから下ってまた中学校とかカギ型に歩かなければな

らないですね。それか８メートルへ出て行くとか、そういうのがここを通ることに、その奥に

も子どもたちが通れるぐらいの広さの道路はずっと付いていますので、それで学校まで安全に

行けるということと、天神中條の人たちが役場に来るのに、やはり小学校のほうへまわってく

るか、いったん８メートルへ出てまた上がってくるか、こういうことがありますから天神中條

区と最勝寺区から長年の要望があった道路だと。やっと用地が取得できましたので、この道路

を建設していきたい。町としてもこの道路は必要性のある道路だと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 今、町長さんが小学生の通学路道路にも便利だとおっしゃいました。ですがこの昭和通り、

小学生の青柳の１丁目から４丁目近くの子どもたちまで全員がこの通りは通ります。先日調べ

ましたら１２４名の生徒がこの道を利用しているんです。そしてそこに道路が出ることによっ
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て、その道路は絶対に信号は付きません。８メートル道路に信号がありますから。しかも８メー

トル道路には歩道があります。今度の道路は６．５メートル。歩道は付きますか。道路が出る

と、道路というのは必ず車の道路になるのが主なんですね。そうしますと小学校の子どもたち

は下校当時、上から下ってきますとあそこに民家があるんです、人家が。ブロック塀がありま

す。私、先日、そこへ立ってみました。北から来る車は見えません。だから北から来た車も小

学校から下ってきた子どもたちは見えないんです。この小学校の児童の安全確保は、どういう

ふうにするんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この県道平林青柳線は青柳の２丁目、３丁目の外回りをしておりますけども、２丁目の北側

の子どもたちはＪマートの裏を上がっていくんですね。それと８メートルからちょっと上がっ

たところの子どもたちは、やはりＪマートの北側の道路を使っています。青柳と天神中條を結

ぶ道路ということになりますので。小学校のその道路を上がっていったところの小学校という

のは変則交差点になっていますから非常に危ない交差点なんです。あそこは改良できません。

かつての道路にいくつもまた入っていますから、五叉路ぐらいの道路になっているはずです。

非常に危ない道路でありますので、この道路が出ることによってこちらへまわってまっすぐ小

学校へ行くことができると思いますし、そこには信号機はたぶん付かないと思います。交通量

が少ないから付かないということだと思います。８メートルと近いからではなくて、もうこれ

だけ離れればいいとは思うんですが、ただ、今、役場の前にも１つ歩道がありますから、その

歩道も上へ上げて、そしてまた新たな道路には歩道を付けながら、今、詳細設計をやっていま

すから、道路がどのへんに付くかはまだこれからのことですけども、今、用地買収をしてある

道路の幅は６．５メートルより広くとってありますから、そこには空間ができると思いますの

でブロック塀とすぐ道路ということはないと思っておりますので、当然安全性というものは町

がつくる道路計画だけではなくて、公安委員会の許可も取らなければならないことですから、

そのへんは配慮していけると思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 今、町長さんが２丁目の子どもは向こうを通るとおっしゃいましたが、私、交通安全母の会

の会長をしております。春と秋の交通安全運動週間、それからそれ以外でもあそこの元ローソ

ンのところですね、あそこで旗振りをしています。２丁目の子どもたちはあそこを全部通りま

す。ですから１２０人ぐらいの生徒といいますと、小学校の全体の２０％がこの道路を利用す

るんですね。何をするにしてもメリット、デメリットというのは必ずつきものです。これは分

かります。けれども私、交通安全母の会の会長としての立場から言わせてもらいますと、未来

のこの富士川町を担っていく子どもたちに災害が降りかかるようなデメリットは避けていただ

きたいと思います。このへんはどうでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 私どもは必要な道路ということで、今議会に提案させていただいております。そこはまた議

員のご判断によると思いますけども、これが不必要な道路ということであれば予算からすべて

否決していただければいいと思いますけども、町民からの要望も非常に強い。そして小学生も

全然使わないということはないと思います。この役場の前の通りに近い人はここを通りますけ

ども、実際にもこの裏の通りも通っています。この議会でも小学校の東側の交差点が危ないと

いう意見は何回も出ています。その道路よりも上の人は、またそこを通るかもしれません。し

かし子どもたちの安全、あるいはここは小中学生と言いましたけども、先ほど言った中学生が

遠回りをしなくても行ける道路だと思っていますので、そしてまた天神中條の北側の人たちも

役場へ来るのに非常に不便を感じている。そういうことを考えると町とすれば地域の要望も踏

まえる中で、この道路は必要であると考えておりますので本議会へ提案させていただいている、

こういうことであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 中学生が通る道路とおっしゃいますけれども、簡単に計算しましても中学校は３年間、小学

校は６年間、その比率からいけば中学校生徒が通るのは半分なんですね。そして歩道がある

８メートルを通ったほうがずっと安全だと思います。それから天神中條、最勝寺の人が役場へ

来るといっても毎日、来る人はいないと思います。おそらく１カ月に１回来るかないかと思い

ます。意見の相違かもしれませんけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 言葉のあやではありませんけども、私は地域住民の生活道路や小中学校への通学道路として

長年地域から要望のあった道路でありますから、これが完成すると学校、役場への利便性が向

上するということで今回、提案させていただいていますので、よろしくご審議のほどお願いい

たします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 堀内春美さん。 
〇５番議員（堀内春美さん） 

 以上で質問は終わらせていただきますけども、町長さんの方針にありますように子どもたち

が安心・安全に暮らせるまちづくりというのを方針の中に織り込んでいます。ぜひそのへんの

ことを踏まえて考えていただきたいと思います。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で通告１０番、５番、堀内春美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 ４時４１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時４９分 
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〇議長（齊藤正行君） 
 休憩を解いて再開します。 
 続いて通告１１番、１１番、市川淳子さんの一般質問を行います。 
 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 １１番ということで、最後でございますのでよろしくお願いします。 
 私は小中学生の学習支援事業について、伺っていきたいと思います。 
 平成２６年５月１０日の山梨日日新聞の一面トップ記事によると、山梨県教育委員会は今年

度計画している土曜日や放課後を活用した小中学生の学習支援事業を甲州、都留、富士川、南

部の４市町で実施するとありました。このことについて伺ってまいります。 
 その新聞はこれなんですけれども、一面トップ記事でこのときはそうなんだと思ったんです

が、富士川町がというところで私は非常にうれしく思いまして、今回の質問をさせていただき

ます。 
 この記事によりますと小学６年生と中学３年生が対象の全国学力テストで、県のほとんどの

教科が全国平均を下回る中、退職教員らが講師を務め小中学生の学力向上を後押しすると。こ

ういうような趣旨が書いてありました。これだけしか書いてないので、いろいろ調べたんです

がよく分からなかったので、ここで一般質問ということで１番に移ります。 
 県で提唱する学習支援事業とはどういう内容のものなのか、お伺いします。 

〇議長（齊藤正行君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 ただいまの件で答弁いたします。 
 県の学力向上フォローアップ事業は放課後や土曜日等を活用し、児童生徒への補習的な学習

支援を通して、学ぶ楽しさや分かる喜びを実感することで、基礎学力の定着と学習意欲の向上

を図ることを目的としています。また退職教員や教職志望の学生等に指導をお願いし、国語、

算数、数学を基本とする中で補習学習を行うものであります。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 では２番に移ります。 
 この記事によると富士川町でも実施するとありましたが、どのような経過でこの富士川町は、

まずはじめに手を挙げたのか、どのような経過で実施することになったのかお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えします。 
 町教育委員会におきましては、かねてより町単独の学習補習支援事業について検討を教育委

員会の中で重ねてきたところでもあります。児童生徒の基礎学力の定着と学習意欲の向上を図

るため、実施の決定をこのたびしたところであります。 
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 以上です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 
〇１１番議員（市川淳子さん） 

 私がこの記事を読んで山梨県は全国平均を下回ってしまったんだなと思って、ちょっとがっ

かりしたんですが、言える範囲で結構ですので、富士川町はこの学力テストに至ってはどのよ

うな結果だったんでしょうか。答弁できる範囲で結構です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 数字的な部分につきましては議会で公表するわけにはいきませんけども、小学校の国語、算

数につきましては、山梨県平均をすべて上回っています。中学校につきましては、一部教科で

コンマ以下で下回っていますが、これは年度内の変動する許容範囲だろうと思っています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 私は小学校の、前、教育厚生常任委員会で学校へよく出向くことがありました。そのたびに、

その学校の校長先生が、この町は町単の先生方を非常に多く採用していただいているので助

かっているんですということをいつも言われていました。私は峡南地域の小中学校の町単講師

の状況をちょっと調べていただきました。なぜ調べたかというと今、小学校は平均より上だっ

たと。これは非常によかったなと思っています。私は何を調べたかというと、峡南地区の小中

学校の町単講師の状況なんですけども、市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町とい

うところで調べさせていただいたんですが、富士川町はすごく大きな特徴があるのは増穂小学

校がこの中の、今言った中ではダントツの児童数ですね。５８７人。そして学級数が２３なん

です。これの次がどこかなと思うと市川小学校。これが３８９人で学級数が１８です。これは

平成２６年５月１日現在なので本当に最新の情報なんですが、ここでなるほどと思ったことが

あったんですが、増穂小学校はこの町単講師が１１名いるんです。講師。そして市川小学校が

一番近いんですが、１８クラスで講師は２人、そして支援員が２人の４人だけなんです。これ

はやっぱり学校の先生が町単講師が多くて非常に助かっていますと言われても、これは本当に

そうなんだろうなと。しかも今、小学校が平均を上回っているということは、町単講師の人数

を町の予算をかけて一生懸命フォローアップしているということが、ここに少しでも、これは

イコールとは言えませんけども、かなり影響があるんではないかなと思います。 
 そしてもう１つ、南部町なんですけども、この中で手を挙げたのは、町で南部町と富士川町

だったんですね。南部町はどうしてというふうに思ったんですが、南部町は教育支援センター

というのをスタートさせたと書いてあるんです。これが教育委員会の中でスタートしたんです

ね。これはどういうことをやっているかというと青少年の教育相談、適応指導教室の運営、学

力向上対策、特色ある南部町教育の実現という４つをやっている。これは支援センターという

形で、教育委員会の中にあるんですが、こういう形で特長づけたと。私はやっぱり南部町はこ

ういう教育に非常にお金をかけているなと思ったのは南部中学校は１８９人で講師が７人、そ
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して支援員が１人で８人いるんです。１８９人で８人、付けているんですね。ところが富士川

町は増穂中学校が３２６人、これは多いんです、やっぱり。増穂中学校は講師が４人、これで

も多いほうなんですよ。多いほうなんですが講師が４人、支援員が１人。鰍沢中学校は１人、

１人の２人で鰍沢中学校は１０８人なんですね。やっぱりこういうところを見ると、小学校の

数とか中学校の数がそれぞれ違うというのは分かるんですけども、でも特長としてこの富士川

町の教育というものをどういうふうにしようとしているかというのを、これはすごく顕著に表

れている数字なのかなと思いました。そこらへんの町単講師の、これからの採用についてもし

意見がありましたら、お伺いしたいんですがいかがですか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 質問の途中ですが、議長から申し上げます。 
 富士川町議会会議規則第９条第２項の規定により、この会議は時間を延長します。 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 ただいまの件に答弁いたします。 
 まず南部中学校が多いというのは万沢、富川、南部中学校を統合したときに、やはりそれぞ

れの学校が抱えていた講師、支援員をそのまま南部中に持ってきたということでちょっと突出

をしていると思います。富士川町の将来的なことでありますけども、やはりきめ細やかにすれ

ばするほど児童生徒の基礎学力が定着をしていくんだろうなと思っています。しかしながら町

単講師を当然採用するにしても、支援員を採用するにしても予算が伴いますから、なんらかの

形で教育費の中を工面していく必要があるだろうなと思っています。しかしながら現状の中で

はこれ以上、町単講師、あるいは支援員を増やすことはちょっときついのかなと思っています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 これで今、校長先生たちは本当にこういうところに予算をかけていただいてありがたいです

と言っておりますので、別に不足していますとかということを言いたいわけではなくて、こう

いうところで、これは見えないんですよね、一般の方たちには。例えば窓口無料化とかそうい

うものというのは見えるかもしれないんですが、なかなかこういうところというのは一般の

方々に、保護者の方たちには見てもらえないところなので、非常にその富士川町はそういう意

味では子どもの学力を伸ばそうと。ただ、テストの点がよければいいということではなくて、

そういうことに力を入れていると私は感じました。 
 ３番の質問に移ります。 
 学習支援事業を実施するにあたり、その計画について伺いたいと思います。 

〇議長（齊藤正行君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 富士川町におきましては、町内の小学３年生以上ならびに中学生を対象といたしまして夏季

休業期間より、来年２月までの間に町民会館や教育文化会館を会場に各３０回程度の補習事業

を予定しています。 
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 指導員には町内の退職教員や教職志望学生等を選定いたしまして、きめ細やかな指導による

基礎学力の定着を図る計画であります。 
 なお、退職教員を中心とした運営委員会とともに具体的な実施方法等を検討する中でスムー

ズな運営と効果的な学習支援を実施してまいりたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 この数値は小学校、中学校、どんなふうな形でなさるんでしょうか。 

〇議長（齊藤正行君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 お答えします。 
 当然、町内の小中学生が対象でありますから小学校ならびに中学校、すべての家庭に通知が

行き渡るような方法を取ってまいります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 中学校は非常に部活を優先にしますよね。この前も日本の文化のことで茶道とお琴と、そし

て日本舞踊というのをやったんですが、そのときに中学生のあるお母さんから言われたんです

が、中学生は非常に難しい。なぜかと言うと部活があるんです。土曜日の午前中ってほとんど

部活ですよというふうに言われたんですね。こういうことをしてくださるのはとてもいいんで

すが、そのやりましたというだけではなくて、本当に行きたいと思う子どもたちがちゃんと行

けるような状況をつくっていただきたいんですが、そういうことに対する配慮はどのように考

えていますか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えします。 
 小学生につきましては午前中でも土曜日、もしくは日曜日の午前中でもいいのかなと思って

いますけども、中学生についてはおっしゃるとおり部活が当然ございますから土曜日の午後、

もしくは日曜日の午前中と考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 退職なさった先生方で退職者の運営委員会ですか、つくっていただけるというようなお話

だったんですが、ここでの役割みたいなものはどんな委員会になさりたいと思っていらっしゃ

いますか。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 お答えします。 
 まだ踏み出したばかりであります。予算も今回の議会で可決をしていただくというような状

況でありますので、運営委員につきましては退職の校長先生方を今のところは予定しているん

ですけども、詳細についてはまだ決定されていません。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 こういうことをなさるときに、保護者の考えとかそういうものを聞く機会とかというのはな

いんでしょうか。どうもなんとなく、やってくださることはいいんですが、非常に思いがなか

なか伝わらないというか、一緒に考えてもらうという場が少ないような気がするんですが、い

かがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えします。 
 運営委員のメンバーということになりますけども、当然退職教員、もしくは教員を志す大学

生のみならず、ＰＴＡの皆さんからも幅広く運営について意見が聞けるような状況をつくって

いきたいと考えています。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 ぜひこれが実のあるようなものにしていっていただきたいなと。南部町で、たしかこれに書

いてあったんですが、最初のときは本当にごく少ない人数しか来なかったというような話を聞

いています。ちょっと心配するのは学校との関係というのは、そこらへんは大丈夫なんでしょ

うか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 当然、運営委員の方に校長退職者等も入っていますから、学校の実情は十分承知の上で計画

を練っていきたいと考えています。 
〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 
〇１１番議員（市川淳子さん） 

 ではよろしくお願いします。 
 ４番に移ります。 
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 富士川町教育委員会のコメントとして、ここに新聞にコメントが書いてあったんですが、こ

んなコメントがあったんですね。子どもの学力向上は地域としても重要な課題、来年度以降も

継続できる体制を整えたいとありました。学力向上と地域の課題を結びつけ、継続していく体

制とは具体的に何か、このコメントの意味をお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 山梨県が行いました県民へのアンケートにおきまして、学校に期待する内容として基礎的な

知識、学力を身につけることが最も多かったことから、基礎学力の向上は教育委員会におきま

しても重要な課題の１つと捉えています。本年度の事業実施は国、県の委託事業でありますが、

来年度以降につきましては、町単独で実施をすることとなります。このため、本年度の事業実

施にあたりましては、来年度以降も継続的に実施ができるよう指導員体制の充実や学校との連

携、組織の確立を図ってまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 先ほどの長澤芳文議員さんがすごく国際人をという、非常にそうだなと思いながら聞いてい

ましたけども、それからあと小林議員さんもその本を与えながらと。私は今、子どもたちが、

教育長がおっしゃったように基礎学力ですね、学ぶ権利、そしてそれが分かって知的好奇心が

本来ならば子どもたちっていっぱいあっていいはずなんですよね。ところがそれがなんか、だ

んだん少なくなってしまうというのは、自信がなくなる、基礎学力が分からない、分からない

まま中学校にあがってもっと分からない。そうなると自分に自信がなくなる。そういうふうな

人たちが世界へ目を向けますかということなんですよ。そういうことを考えると、この事業っ

て非常に重大ではないかなと私は思います。そうして、今、私がとてもよかったなと思ってい

るのは地域と、この学力向上を結びつけてくれたこのコメントにどういう意味があるのかなと

いうことをすごく深く考えたんですが、もうちょっとそこらへんが答弁できるようでしたらお

願いしたいんですけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 お答えします。 
 子どもたちの中には家庭の経済的な理由によって塾へ行けない子ども、あるいは若干なりと

も能力の差があって基礎学力が追いついていかない子ども、そういう子どもがボーダーライン

の中にいると思います。できるならばそういう子どもたちも救っていきながら、この町の子ど

もたちの教育力を少しでも高められたらいいなと思っています。これはもし、町の事業として

数年で定着していくということであれば、できるならば地域の公民館でごく自然に地域の活動

として子どもたちの補習事業ができるような状況が一番望ましいのかなと思っています。 
 以上です。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 今、教育長のおっしゃったことは本当に私も痛感しています。塾ってやっぱりすごく値段が

高いですよね。１教科いくら、しかも親の送り迎えもあったりして、非常に親としてみれば負

担が大きい。これが行政がやっていただけるということであれば、これは本当にありがたいこ

とだなと思ってもらえるように周知をしていただきたい。ただ学力を付けるだけということで

はなくて、今、教育長がおっしゃったように、これは地域と子どもを結びつける絶好のチャン

スだと私は思っています。教職員の方の退職者というのは、地域にいっぱいいらっしゃいます

よね。そういう方たちが例えば大椚でしたら大椚の公民館に土曜日いて、そして子どもたちが

そこに勉強道具を持って行く。そうすると、そこで誰々さんの子どもだねということが分かっ

てコミュニケーションができて、そこに親も行く。そこに近所でなんか手伝うよという人たち

が行くという、こういうコミュニケーションがどんどん取れてきて、それで子どもたちはすご

く守られているというような実感を持ってくれるんではないかなと。そういうことで私はその

学力だけということではなくて、これを地域のコミュニティとして位置づけながら、退職者の

先生たちの力を借りながら、これはぜひとも成功させて、そして継続的にやっていただきたい

事業だなと思いますけれども、町長この事業に対してひとつコメントをいただきたいんですけ

ども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今回は、この学力向上フォローアップ事業というのは山梨県教育委員会の事業として実施を

いたします。国からの支援も受けながらということでありますが、この山梨県におきましても

もう１０何年前から旧境川村になりますけども、当時の県の教育委員長が退職したあと、自分

の仲間を集めて、子どもたち、特に今は貧困ということから子どもの学力低下も非常に叫ばれ

ているところです。そういったものを始めたのがきっかけだと思っておりますが、これがだん

だん成長してきて、国も動き、県もその気になって４市町でありますけども、今回なると。こ

れは必ずこの４市町だけで止まらないと思います。これからほかのところもやっていきます。

６人に１人が貧困の家庭といわれる中で、うちの教育委員会も検討はしてきましたけども、よ

く踏み切ってくれたなと思っております。ぜひこれを県下の先行の町として、ほかの町が富士

川町を見習ってくれる、そんな思いでいっていただければありがたいなと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 
〇１１番議員（市川淳子さん） 

 本当にここの町は非常にコンパクトで、何をやるにしてもやる気さえ出せば浸透できると私

は思っています。ここに研究結果があるのを、ちょっとなるほどなと思ったんですが、これは

子育て支援ともちょっと絡むんですけども、ここにこう書いてあるんですね。相談相手や相談

先は近所にいる、近隣にあることが重要になる。この神田、山本さんという人の研究によれば、

子育て支援事業に参加するか否かの分岐点は、利用者の自宅から支援センターまで２０分未満

で行けることだったと。特に１０分未満ではその８割が子育て支援事業に参加していたと。こ
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れは研究室の人がやったんですね。この町は十分２０分あれば、こっちからこっちまで行ける

んです。その地の利と言いますか、この大きさを十分フルに活用していただいて、先ほど町長

が言いました子ども・子育て支援制度がありますね、今度これがたぶん決定されるだろうと思

いますが、これが地域子ども・子育て支援事業というふうなものに、これは市町村が中心になっ

てやる事業だということになるみたいなんですね。これは本で書いてあるのを見ると、これは

地域の格差がどんどん出てくるだろうと。なぜ地域の格差が出てくるかというと、これに取り

組む地域と取り組まない地域の行政力が違うんですということが書いてあったんですね。だか

らぜひいろんなものを、国の流れと、今５００人アップ作戦ということで一生懸命人口の歯止

めをかけようとしていますけれども、本当に総体的にいろんなものを考えながらやっていただ

ければ、私は留学生も、あるいはハーバード大学の人がここでというのも夢ではないかなと思

いながら質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 以上で通告１１番、１１番、市川淳子さん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 ５時１５分 
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平成２６年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２６年６月９日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 報告第１号 平成２５年度富士川町一般会計継続費繰越計算書について 
日程第３ 報告第２号 平成２５年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 
日程第４ 報告第３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書について 
日程第５ 報告第４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について 
日程第６ 報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 
日程第７ 承認第６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１２号）） 
日程第８ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）） 
日程第９ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町介護保険特別会計補正予算（第４号）） 
日程第１０ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
日程第１１ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例

の制定について 
日程第１２ 議案第５２号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第５３号 富士川町町営バス設置条例を廃止する条例について 
日程第１４ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（齊藤正行君） 

 平成２６年第２回富士川町議会定例会３日目の本会議に議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 これから平成２６年第２回富士川町議会定例会３日目の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は一覧表としてお

手元に配布しておきましたとおりです。 
 本日は質疑の日程になっておりますが、議案第５０号および第５１号の条例制定案件と議案

第５４号から第５６号までの補正予算案件については、お手元に配布しました議案付託表のと

おり所管の常任委員会に分割して付託しますので質疑は大綱のみに留めてください。 
 質疑の回数は富士川町議会の申し合わせのとおりとします。議会運営にご協力をお願いしま

す。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２ 報告第１号 平成２５年度富士川町一般会計継続費繰越計算書について 
   日程第３ 報告第２号 平成２５年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第４ 報告第３号 平成２５年度富士川町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 
   日程第５ 報告第４号 平成２５年度富士川町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 
   日程第６ 報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について 

 以上の５議案は報告案でありますので、一括して議題とします。 
 これから報告第１号から５号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １２番、齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 それでは報告第５号 株式会社富士川の決算について質問したいと思います。 
 株式会社富士川はご承知のとおり、本町初の第三セクターとして指定管理を行っていただい

ております。初めての報告で詳細な内容については触れませんけども、全体としてよくやって

いるなという、まず感想を持っています。売上高、売上原価、そして一般管理費とここまでの

部門で３００万円ほどの赤字が出てはいますけども、非常に人件費の削減等々をやっています

ので、評価すべき点が多いだろうというふうに率直に感じます。 
 ここでちょっとお伺いしたいんですけども、まず営業外収益の部分で施設管理収益、これは

今年も計上しています。たぶんトイレ、あるいは駐車場等々という内容だろうと思いますけれ

ども、その下にある緊急雇用事業収益１５０万円ばかりですけども、これはこの理解でいいか

どうかだけお答え願えればいいんですけども、よく国からの緊急雇用対策で直接、町では雇用

 １２４



できないけれども、それに準ずる形で町がその費用を使ってやっていくという形の事業内容か

なと思うんですけども、その点についてお伺いしたいのと、その施設管理費の内容を改めて説

明いただければと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 商工観光課長、永井たかねさん。 
〇商工観光課長（永井たかねさん） 

 ただいまの、齊藤議員さんの質問にお答えいたします。 
 損益計算書の中にあります営業外収益の緊急雇用事業収益ということでございますが、先ほ

ど議員さんがおっしゃられたとおりでございまして、２５年１２月１日から１名と２６年２月

１日から１名、雇用させていただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 やはり損益計算書の中の営業外収益で施設管理費の収益６２０万円でありますが、これは塩

の華が株式会社として営業する部分以外の部分を町がお願いしているという部分です。特に大

きいものは、つくたべかんはもともとああいったみみ料理を製造しながら、そして地域をＰＲ

していくという目的を持っておりますので、つくたべかんの一部、それと塩の華の営業時間外

の電気料、そして２４時間、トイレも空けてほしいということでありますので、これは町のほ

うからのお願いでありますから、時間外のトイレの使用料等、年間の経費で６２４万円、これ

は委託料ということで、町のほうから株式会社富士川のほうに出してあるものであります。議

会の議決を得て出向しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 もう１点お伺いしたいと思います。 
 説明の内容を見ると、材料費の買い入れ価格なんか相当抑えているんだなということと、そ

れとパート、アルバイト、たぶんかなり削ったんだろうという内容はうかがえるんですけども、

本町から出向で総務部長という形で１名行っていますけども、おそらくその方の賃金は出向と

いう形なので本町からということであるんだろうと思います。その理解でよろしいかどうかと

いうことと、今後こうやってせっかくある程度、順調にきていますのでいずれは町からの派遣

というか出向という体制は当然、１、２年で目途をつけていくおつもりなのかどうか、そこま

で含めてお願いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平成２５年度の５月２３日から３月３１日までの、この決算書につきましては人件費に相当

する部分、うちの町から出しているのは４名分、出しております。これは移行期ですからとい

うことで、議会のこの場でも説明をしながら、そして今後は順次減らしていきますということ
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で、平成２６年度、この４月からは総務部長の部分だけは町が継続雇用ということが今度は出

ておりますので、どこかに置いておかなければならない部分がありますので、町のほうで給料

を出しながら株式会社富士川のほうの業務をやっていただく。それ以外の３名については１名

が塩の華で採用、２名は町のほうに戻ってきておりますので２６年度は１名分、今までの給料

とも変わっておりますけども、再雇用という形で採用しております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 最後にですけども、今言った出向の１名についてですけども、こうやって第三セクター、い

よいよ自立していくということになると思いますので、セクターの自立性をつくっていくとい

う意味で、そういった体制を徐々に変えていくという方向で検討されるかどうか、それだけお

答えください。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 理想的には株式会社富士川、独自で人材採用をしながらやっていただければいいわけですが、

町のいろんな事業とも絡む部分もあります。町もお願いする部分があります。そしてまた、今

言いましたように今度６１歳は年金が出ませんので、継続雇用、あるいは再雇用という制度が

出ております。年金が出るまではなんとか町のほうでも、これだけ働いてきた職員ですから、

そして日本の雇用関係も変わってきておりますので、どこかで採用していかなければならない。

前回の議会のときにも言いましたけども、これからは活性化組合なんかも事務局長として派遣

をしていければということですから、どこかに張りつけていかなければならないということで

ありますので、基本的には株式会社でありますから独自で人材採用をしながら経営していただ

くことが望ましいとは思いますけども、町の事情もありますのでそのへんは町が３分の２近い

出資をしている会社でありますから、町とも連携がしっかり取れるような人材体制にしていき

たいなと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 出向という形ではなく、セクターで再雇用するというような形が取れればベストかなという

ふうに思っています。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 同じくこの報告第５号 株式会社富士川の経営状況に関する書類の提出について伺います。 
 経営状況とは決算と予算の報告があります。昨日も町長から予算についての報告はのちほど

ということでして、添付がなかったということで、今回ここには決算と予算、予算に関係しま

しては簡単に課題と対応とあります。町が７０％、３，５００万円出資でよろしいでしょうか。
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その出資の状況とこれまで聞いているのは４社、民間企業が出資してと伺っておりますけども、

再確認と、それから町の出資率の再確認ですね。それと株主各社に対する当初の計画ですね、

原案ですね、それもあって出資要請もされたかと思います。それででは計画対比と今回、１０カ

月決算ですけども、その計画について伺います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 最初にこの経緯についてということでしたね。まず、その経緯についてのことを質問してく

ださい。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 株式会社富士川は昨年５月２３日に会社を設立いたしました。それまでには当然、賛同者を

得なければなりませんので、株式会社富士川の事業計画は私どもがつくるものではありません

から、会社設立構想は当然、言わなければ出資をしてくれません。ただお金をくださいだけで

は、これはどこでもくれないと思いますので、それは普通の会社設立と同じ手続きは踏んでお

ります。それで当初は町が７割の３，５００万円出す予定でありましたけども、５社で設立と

いうことになりました。町が１社、あと民間が４社入っております。この４社がそれぞれ

４００万円ずつ出しておりますので１，６００万円になります。当初の出発は５千万円の出資

金ということを決めてありましたので町の出資は３，４００万円です。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 川口正満君。 

〇３番議員（川口正満君） 
 ２点目をお願いしたいと思います。 
 この事業報告ですね、株式会社富士川は塩の華とつくたべかんと新たな道の駅、３つの事業

を柱として行っていくわけですが、町の皆さまも非常に心配していると。さて道の駅が立ち上

がって塩の華はどうなるんだろうかと。昨日も商品のことで１８３の農家さんのうち３０％の

みが町内からの農家さんだと。商品力の充実とか、あるいはつくたべかんは加工と体験型の事

業が中心だと。先ほどよくやっているなという齊藤議員の話がありましたけども、私はこの事

業報告にはそれぞれ３つの異なる大きな柱ごとに決算状況と、今後の予算というのもあって然

るべきだと、そのように思いますがいかがでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 こうやって議会へ報告するのは地方公共団体が出資率２分の１以上というもので、それには

経営状況を説明する書類と、そして翌年度の予算が生じます。２つ出す必要があると思います

けども、経営状況につきましてはもう決算が出ておりますので出せます。そして予算について

は、この間も言いましたけども３カ月の予算を出してあります。まだ道の駅がどういう形でど

ういう時間帯でやっていくのか、今、従業員も募集をしております。おかげさまで予定した従

業員は確保できますけども、そういう人たちでやっていく。そしてまた当然予算ですから、あ

らかじめの算出ですので、やってみて変わるところがあります。今、株式会社富士川は３カ月

の予算をつくってありますが、この３カ月の予算のみを議会へ報告してそれで終わりというこ
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とであれば、これは議会軽視になると思いますので、このあとしっかりした、当然予算ですか

ら動いてはいますけども、しっかり年間予算を策定した段階、９月の議会になると思いますが、

そのときに今後は予算、２６年度予算の関係を提出させていただくということにしております。 
 そういったことでやっておりますが、今、２００いくつの募集があって１８３の出店者を決

めて富士川町が３割しかないとか言いましたけども、３割出てくること、それがもっと伸びて

いただければありがたいことであります。当然、果物、農産物だけではなくて、ほかの商品も

他町村から、あるいは他県から入れている部分もあります。お客さんのニーズがどこにあるか

ということでしていかなければ、こちらのほうの勝手で商品を置いても売れないという状況が

出てきますので、やはり今までの塩の華の経験も生かしながら、あそこへ立ち寄っていただけ

る人のニーズがどこにあるか。それは常日頃、年齢層、男女別、そんなことも考えながら塩の

華ではやっておりますけども、これらについても、これは事業報告でありますから、２６年度

の部分であって、それを議会へ、当然、株式会社のほうからそれぞれのつくたべかんの状況、

塩の華の状況が出てきます。塩の華の中の物販をやっている部分、あるいは飲食をやっている

部分、分けてしてありますけども、議会へ出す書類とすれば全部をまとめた株式会社富士川の

事業報告で十分足りるものだと思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 
〇３番議員（川口正満君） 

 もう１点だけお願いします。 
 計画なくして事業の成功なしという言葉があります。昨日も秋山議員から病院につきまして

計画はどうだったという質問もありましたけども、短期、中期、長期の計画をきっちり出して

いただきたい。何か取締役会後に公表しますよということですが、ぜひ来年度になりますでしょ

うが、６月議会に間に合うように２６年度の事業報告と２７年度の予算等についてをお願いし

たいなと。そういうふうに思います。そんなことで、町民全体が非常に心配しておりますので、

ぜひ町あるいは商工観光課さんが窓口になりますか、指導のほうを重ね重ねお願いしまして要

望といたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 株式会社でありますので、株式会社法等々に則ってそれはすべてやることになっております

ので、そのことはやります。ただ、今回につきましては道の駅のこの４月に入ってから内装を

どうするかということをやっている段階でありますので、当面３カ月の部分だけは取締役会で

承認を得ながらやっている。当然、その３カ月をつくるにもいろんな、まだ文言にはなってい

なくても、どこへ出せる書類ではなくても取締役会の中では将来的にどうしていくかという、

こういう構想の中でやっているものですけども、当然、内々には中長期的なプランを立てなが

らやっていて、当然、人を採用するにも今回２０何名採用していますけども、それも将来構想

がなければ、一時の、１年ぽっきりの構想の計画でおおぜい人を採用するわけにもいきません

ので、長い計画もありますが、よそに発表できるような、より具体的な計画とするのはあくま

でも実現性の伴った年間計画ということになってくると思います。来年度につきましては、た

ぶん年間計画が出てくると思います。そんなことで予算も一緒に、年間の予算が出てくると思
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います。今年はまだ手探りの状態で、今、当然、夏の期間の営業時間がどのくらいにするか、

冬はどのくらいにするか、土日はどうするか、曜日によってもいろいろ検討はしています。た

だ、それがそのとおりいくかどうかもまだ分かりません。実際やってみて修正もあると思いま

すけども、そういった段階ですので、ここはまだ会社を立ち上げてそうした新しい事業をやる

ばかりですから、全然計画がなくやっているわけではなく、３カ月の計画を取締役会で了承さ

れて、そして今、それで動いていますがその後の計画はこれがある程度、動き出したのちに年

間計画を策定していく予定でございます。それで取締役会が通らない書類は、ここにも出せな

いと思います。出資をしていただいた皆さんが、取締役会が決定機関でやっておりますので、

株式会社の執行部としても取締役会に諮って了承を得たものであれば、これはいいと思います

けども、それ以外のものを出せば、これはまた株式会社富士川のほうが内容的に信頼の置けな

い会社になってしまうと思いますので、今後も議会へ出す書類は取締役会、あるいは総会で承

認されたものがここへ出てくると思っております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 川口正満君。 
〇３番議員（川口正満君） 

 終わりに、商品につきましては例えば南アルプス市、あるいは市川三郷町の力を借りてとい

うことでよろしいし、おらがまちの稼ぐ力としてこの道の駅は期待されておりますので、どう

ぞご指導のほうをよろしくお願いします。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 関連で申し訳ありませんけども、株式会社富士川について重ねて質問を２つだけさせてくだ

さい。 
 まず感想としては齊藤議員からよくやっているという評価がありましたけども、私に言わせ

るとまだまだ甘いと。というのはなぜかと言うと建物、普通の商店ですと自分で建てるか、貸

家を借りると家賃を払わなければならない。株式会社富士川については家賃支払いが今のとこ

ろないわけですね。そういう中で仕入れと売り上げの差額が４割５分ぐらいあります。かなり

恵まれた商売をやっています。ほとんどかかるのが人件費と光熱水費ぐらいだということで、

マイナス３００万円というのはちょっと厳しいかなと。それで質問の１点ですけれども、施設

管理費は今、この段階では道の駅富士川はまだオープンしていませんので、そのトイレとか駐

車場の管理費も含まれているのか、６００万円の中にですね。それともつくたべかんと塩の華

分だけで６００万円なのか、それをお伺いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 株式会社富士川は昨年５月２３日に設立いたしまして、塩の華とつくたべかんを指定管理に

したところであります。道の駅富士川はこの７月から指定管理ということになっておりますの

で、この経費の中には道の駅は一切含まれておりません。塩の華とつくたべかんの管理委託の

部分です。 
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〇議長（齊藤正行君） 
 青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 ９カ月決算ですから、これでいいのかなとも思いますけれども、あくまでも委託収益があっ

て黒字になっているというところに十分、気をつけていきたいと思います。 
 もう１点、質問ですけども最後の個別注記表というのがありますけども、私も初めて見る言

葉なのでよく分からないんですけども、商品の最終仕入れ原価、いわゆる棚卸しに使った貸借

対照表価格は収益性の低下による簿価切り下げ方法により算定と注釈がありますけども、簿価

切り下げ方法ということはホウレン草を１００円で仕入れたけども、売れ残って商品価値が下

がったから３０円で評価するよと。分かりやすく言うとそういうことでやると、いわゆる在庫

が低く抑えられるんですよね。１００円のまま、１００円のものが１００本あるから１万円だ

ということではなくて、３０円で評価すると在庫が低く抑えられるというふうに見えるんです

けども、この簿価切り下げの方法という言葉をご存じの方がいたら教えていただきたいと思い

ます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは特殊なケースだと思います。今までは町が直営で両施設を運営してきました。つくた

べかんのほうはそんなにはないんですが、塩の華のほうには売れないゆずワインとか、そんな

ものがものすごい在庫でありますので、それをそのまま引き継ぎますと株式会社富士川は設立

当時から負債をものすごく抱えてしまう。そこで簿価の切り下げをやって、これはタダ同然だ

と。いくらやっても売れないと。来た人にお土産であげてしまったらどうだということで在庫

処分をさせていただいた部分が、ここの個別注記表の中の簿価切り下げということです。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 ありがとうございました。その２点で質問を終わりますけども、先ほど言ったように株主資

本も５社で５千万円出ていますけども、まだ資本金を一切使っておりません。普通の商店です

と棚を作るとか、いろんなことで資本金は使われていくと思いますけども、半分おんぶに抱っ

このところがあるので十分、注意をして見ていきたいと思います。 
 質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（齊藤正行君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 指定管理というのは非常に私も生ぬるいなとは思っております。ですからこの議会でも指定

管理ほど生ぬるいものはないという話もしてきました。今、議員さんがおっしゃるように土地

も町が買い、建物も町が建てて、そしてさあ、やってください、どの施設も。それはここだけ

ではなくて、かじかの湯もまほらの湯も同じなんです。普通であれば本人が出資をして土地を

買って、建物を建ててそこで営業するんですが、小泉内閣のときから、町が経営をするよりも

できるだけ民間に出しなさいというのが指定管理制度です。どこでも同じなんですが、町が経
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営すると親方日の丸のような経営になるから、民間の経営感覚を入れて、なるべく町の負担を

少なくするということで、この旧鰍沢がやっておりました塩の華、あるいはつくたべかん、こ

れは年間４千万円ぐらいの赤字をしていたんですね。先ほどは３５６万円ほどの黒字になって

いますが、当然、町からの施設管理委託料等々を含めての３５０万円ですから、甘いと言われ

るところはあります。それと同時に４名の人件費を出しております。ただまだまだ地についた

ところでありまして、２６年度は人件費３人分は完全に消えていますし、この６００万円の部

分はもともと不採算の部分なんですね。つくたべかんはそんなに、半年商売しかできませんか

ら、冬はほとんどお客も来ない、道路も閉ざされるような状況も幾日も続くようなところです

から、そういうところにありましても地域の雇用の拡大とか、そういった行政的、施策的な意

味合いもありますので、この部分はこの部分として当然、歳出もこれは出ているはずですから、

支出のほうも。それ以外に３５０万円、人件費は別にしても、してくれたというところは今ま

で３千万円、４千万円の赤字が出ていたところに比べると効果はあるかなと。まだまだ甘いと

言われるところはあります。取締役会でも非常に甘いと言われておりますので、株式会社富士

川のほうもできるだけ効率的な、そしてまた原価率を低くしたそういった運営をやっておりま

すので、今すぐというわけにはいきませんが、いずれ皆さんに期待される株式会社富士川になっ

ていただきたいと私も期待しているところであります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 ありがとうございました。私の質問は終わりますけども、今お話にあった中で地元の雇用と

いう話も出ましたけども、塩の華が社長に代わったときに何人かのパートさん、地元の職員が

切られておりますけども、そういう反面も、経営を順調にしようとするとやっぱり人件費を削

らなければならないという負のデメリットの部分もあるということを申し添えて、質問を終わ

ります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、報告第１号から第５号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第７ 承認第６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１２号）） 
   日程第８ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第９ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町介護保険

特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の３議案は承認案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第６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。 
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 ９番、長澤健君。 
〇９番議員（長澤健君） 

 たいした質問ではないんですけども、１回ぐらい登壇しないと忘れられそうなので質問させ

ていただきます。 
 一般会計の事項別明細書９ページ、１７款寄附金、指定寄附金のふるさと納税の部分で補正

前が２１２万円で補正額が１３２万円とちょっと減っていますが、今、ふるさと納税は非常に

全国的にも地方自治体で力を入れている部分があるんですけども、この減った原因というとこ

ろを教えてください。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ただいまの、長澤議員のふるさと納税につきましてのご質問にお答えさせていただきます。 
 ここにある指定寄附金につきましては、ふるさと納税以外のものもありまして、ふるさと納

税につきましては当初予算で１０万円計上しておりまして、今回１３２万２千円を補正すると

いうことで、合計では１４２万２千円がふるさと納税ということで、２５年度は納税されてお

りまして、２４年度と比較しますと２４年度は９０万円のふるさと納税でありましたので増え

ているということでご理解いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 
 すみません、ちょっと勘違いしていましたけども、ただこのふるさと納税というのが非常に

今、各地方自治体で力を入れていまして、インターネットで見ても例えば特産品を納税した方

に送るということで、山梨県の富士川町を今クリックすると特産品は特にありませんと出てく

るんですけども、そういうところもぜひＰＲしながら、地方の特産品とかもＰＲできますし、

そういうところももう少し考えながら、このふるさと納税を増やす施策というものを考えてほ

しいんですけども、何か考えがあれば。 
〇議長（齊藤正行君） 

 企画課長、川手貞良君。 
〇企画課長（川手貞良君） 

 ふるさと納税につきましてはインターネット、ホームページのほうでも紹介をしていまして、

その中で５万円以上の方には年３回、町の特産品を送付するというようなことをしておりまし

て、その中にはゆずとか棚田米とかということで紹介はさせていただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 
 町のホームページですよね。全国のところにもそれがあるので、ぜひそっちにもＰＲしなが

らやっていけば、今一般の人ですごくその特産品を狙って納税したいという人も結構いますの

で、ぜひその部分も考えながらふるさと納税の増額を図っていただきたいと思います。 
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 以上です。 
〇議長（齊藤正行君） 

 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、承認第６号から第８号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１０ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
   日程第１１ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例の制定につ

いて 
 以上の２議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 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５０号および５１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １２番、齊藤欽也君。 

〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 ５０号について、簡単にご答弁を願えればと思います。 
 男女共同参画条例がようやく出されて、ぜひ委員会でもスムーズな審議をされて、無事採択

されることを私としては願っておりますけども、ここに至る経過について、一昨年の６月に町

が提案されて委員会で継続となり、９月でしたか、条文の文面というか条項というか文書が

ちょっとよくないよということで不採択みたいな、ちょっと中途半端な結果になったんですけ

ども、それから何度か私も早く提出してほしいということもお願いしてきたわけですけども、

ようやく出されたということで、今回、ここに至る経過について簡単なご説明をお願いしたい

と思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 ただいまの齊藤議員のご質問にお答えします。 
 平成２４年の６月議会で男女共同参画推進条例の提案をさせていただきました。その後、委

員会の継続案件ということで、９月の本会議で否決をされております。その後につきましては、

２４年度のうちに１０月と１２月と２月と３月と４回、策定委員会のほうで協議をしておりま

す。２５年度につきましては、その内容に基づいて事務局のほうで詳細に精査をさせていただ

きました。いろんな表現の問題ですが、条項の内容のバランスの問題等がありまして、今回お

渡しした議案のようなものになりましたけども、それで昨年度はいろんな検討を重ねてまいり

ました。その後、町の法令審査会、また行政連絡調査会を通しまして今回の提案に至ったとこ

ろでございます。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
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〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 ありがとうございます。多くの方がこれを待ち望んでいましたので、今回提出されたという

ことで、私としてはほっとしているということで感想として述べておきたいと思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（齊藤正行君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、青栁光仁君。 

〇４番議員（青栁光仁君） 
 今の関連で私、存じ上げないのは男女共同参画推進委員会、２０名の委員のようですけども、

男女比率はどうなっているか教えてください。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 条例に載っております委員会につきましては条例が制定したあと、今後公募も含めまして

２０人以内の委員さんを選定していくということになっております。その前の準備委員会につ

きましては、１０名の委員さんで半々の男女の比率になっていると思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 青栁光仁君。 
〇４番議員（青栁光仁君） 

 ありがとうございました。条例の中にも男女比率、例えば女性が１２人で男性が８人とか、

どちらか一方が４割を超せばいいということになっていますので、ぜひその比率を、女性が７人

だったというようなことのないようにお願いしたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５０号および第５１号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１２ 議案第５２号 富士川町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから、議案第５２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５２号の質疑は終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１３ 議案第５３号 富士川町町営バス設置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５３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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 １２番、齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 たびたびなのでちょっと申し訳ないんですけども、１点確認しておきたいと思います。 
 これについては７月１日からデマンドバスへ移行するというお話を伺っております。地域へ

の説明会もまだ今からか、もう終わったのか知りませんけども、ここで通常、施行日について

は、もうある程度決まっているんであれば７月１日からとなるわけですけども、この３カ月を

超えない範囲というのがちょっと引っ掛かって、正直、場合によったら少し延びる要素もある

ということを含んでの、こういう施行日の設定になっているのかどうか、そこだけちょっとお

伺いしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町民生活課長、依田一利君。 
〇町民生活課長（依田一利君） 

 ただいまの質問にお答えします。 
 デマンドバスの運行開始にあたりまして、現在、運輸局等々手続きの申請を行っております。

それについては７月で可能なわけですけども、委託事業者のほうで乗り合い営業の試験を取っ

ていただかなければならないということで、おおむね業者のほうで試験を受験していただくわ

けですけども、おおむね受験をすれば合格するわけですけども、中には何回か受験をして取っ

たという業者もありますので、そこのところが不確定だったということで、一応、規則に委任

するということを入れさせてもらいました。業者のほうは試験を一発で合格しましたので、１日

に運行を開始できるようになると思いますので、よろしくお願いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 了解しました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 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５３号の質疑は終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１４ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１５ 議案第５５号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１６ 議案第５６号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
 以上の３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。 
 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５４号から第５６号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

 １３５



 １０番、秋山貢君。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 それでは大綱なので２点ほどお聞きしたいんですけども、まず１点ですけども今回、公共施

設の再配置ということで業務が予算に載っているんですけども、これについて昨日の一般質問

で財政課長さんが対象をすべての公共施設ということを話されたと思うんですけども、その点

については一般にすべてといえば、町の抱える公共施設全部を対象にするんだということだと

思うんですけども、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 財政課長、齋藤靖君。 
〇財政課長（齋藤靖君） 

 秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 公共施設といいましてもいろんな施設がございまして、行政が管理して行政系の施設、これ

は庁舎等になります。それから教育系の施設、教育委員会が管理をしている施設、それから児

童系の施設ということで児童センター、あるいは保育所等の施設がございます。それを今のと

ころは対象としておりまして、道路あるいは橋梁等の部分については再配置の中に含まれてお

りません。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 ちょうど総務省のほうで、各自治体に公共施設と総合管理計画の策定をしてほしいという要

請が出ていると思うんです。これについて、平成２８年度までに策定すればいいよということ

になっているんですけども、この計画を策定すると例えば計画策定に要する経費、これについ

ては特別交付税で措置されると。措置率が２分の１とか、計画に基づく公共施設等の除却につ

いて町債の特例措置を創設というような、策定に関する支援というものを国でも用意している

と思うんです。であれば、やはりこれも２８年度ということであれば町は当然、国に先行して

考えてきたと思うんですけども、やはりこれも一緒にやっていったほうが僕は、いずれやらな

ければいけないことなので、すべての施設についても検討していただいたらいかがかなと思う

んですけども、どうでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 財政課長、齋藤靖君。 
〇財政課長（齋藤靖君） 

 議員さんのおっしゃるとおりでございまして、富士川町は先行して再配置というような方針

を出してまいりました。今年の４月に総務省のほうから総合管理計画をつくりなさいというこ

とで、施設の長寿命化等を含めた計画になりますが入ってまいりました。ということになりま

すので、再配置を先行しながらこの総合管理計画も視野に入れるということでおっしゃるとお

りの内容で含めてまいりたいと考えております。 
〇議長（齊藤正行君） 

 秋山貢君。 
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〇１０番議員（秋山貢君） 
 町民もやはり自分の近所に施設があったりすると非常に便利なんですね。やはりこういった

ことというのは、どうしても痛みを伴っても改革すべきことだと思うんです。それは町長も所

信の中でもおっしゃっていたとおり、やっぱりここは一大決心をして町民の皆さんにも、町も

一生懸命頑張るけれども町民の皆さんにもぜひ協力してほしいという姿勢で、志村町長でなけ

ればできない政策だと思うんです。だからぜひ、これは僕も一生懸命後押ししたいので、町長

も町民の皆さんに理解してもらって納得していただいた中で、やはりこの再配置を強力に進め

ていただきたいなと思います。 
 それからもう１点お聞きしたいんですけども、町民広場の設計ですか、これは１，２４０万

円くらいあるんですけども、お聞きすれば今、畑とか使っているところを国交省で今年から護

岸を整備してそこに計画されるということだったんですけども、たしか２３年でしたか、予算

は２４年ぐらいだと思ったんですけども、青柳の親水公園、あそこも大水でついて泥とか片付

けるのに１，２００万円ですか、そして鰍沢のふれあいスポーツ公園７５４万円ぐらい、国の

補助もあったんですけども片付けるのに両方で２千万円近く、大水がくると道路片付けとか立

木とかの片づけで経費がかかってしまうんですね。やっぱりそうであれば、そういったことは

造るところが低水の護岸だから当然、流水が流れるのは当たり前なんですけども、そこが適地

かどうかということはやはり慎重な検討をした上で造っていただきたいなと思います。その点

について、もしお考えがあればお聞きしたいと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 建設課長、堀口進君。 
〇建設課長（堀口進君） 

 ただいまの秋山議員の質問にお答えします。 
 町民交流広場として陸上競技場、４００メートルのトラック、それから進入路駐車場等の設

計を行うわけですけども、当然、あの場所についても河川内でございます。当然大きい台風で

あればつく可能性は当然あると思います。しかしながら、町民こぞって今、集まれるような大

きいこういった施設がございません。そういったことを想定してあの場所が適地ではないかと

いうことで計画のほうをいたしました。国交省においても今年度から低水護岸の施工というこ

とで開始をしています。そういうことで、町のほうもそれに引き続き委託費のほうを計上させ

ていただきました。 
 以上です。 

〇議長（齊藤正行君） 
 秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
 大綱なのでこれ以上は聞かないんですけども、委員会もありますので委員会の中で、また詳

細な検討をお願いしたいと思います。これで終わります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、齊藤欽也君。 
 
 

 １３７



〇１２番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、これは指定管理に関わる先ほど株式会社富士川の話がありましたけども、そのこ

とで商工費のところに温泉回数券の買い取りというか、また７６０万円ばかり計上されている

わけです。昨年、まほらの湯の指定管理のときにもこのことは非常に話題になりましたけども、

今後どのようにこれを考えていくのか、その点についてだけ説明をお願いしたいと思います。

９ページの商工費です。温泉回数券ですね。別に金額はどうでもいいんですけども。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは昨年も議論をしていただいたところですが、昨年と同枚数を本年度も買っていこうと

いうことです。当然、今年もとても来客数を注視しているところですが、２月が大雪で本当に

半月以上、閉鎖をしなければならない。また施設はオープンできても、道路がまだ開かなかっ

たということで２月はとても入り込み客が落ちておりますが、そうはいっても今度は消費税も

上がる中で、両施設ともまだまだ一生懸命努力はしているものの大変だと思いますので、昨年

と同枚数、まほらの湯が７００枚、かじかの湯は１，３００枚ということで昨年は３，５００円

でありましたけども、今度は消費税が上がりましたので３，８００円ということで計算をさせ

ていただいて計上させていただいたと。黒字が独自でできるようになれば、これは落としてい

くものだと思いますけども、今のところは今しばらく、これは現状、支援をしていかなければ

ならないと思いますので、また皆さんのご理解をいただきながらぜひ事前購入をしていただけ

ればありがたいなと思います。 
〇議長（齊藤正行君） 

 齊藤欽也君。 
〇１２番議員（齊藤欽也君） 

 ありがとうございました。以上で終わります。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 大綱ということなので、もしかしたらばちょっと細かいことになってしまっているのかもし

れませんが、２ページの県支出金の教育費委託金の中の学力向上事業委託金というのがござい

ますけども、昨日、私が質問したところなのかなと思っているんですが、これが支出のほうで

１２ページの教育費の学校費の中で学力向上事業指導員というところに、ほぼ同じような金額

が載っているんですが、これは県のほぼ１００％ですよね、ほぼ１００％に近い補助金のもと

で、教育費ということで使っているというふうに理解してよろしいんでしょうか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 教育総務課長、野中正人君。 
〇教育総務課長（野中正人君） 

 市川議員のご質問にお答えいたします。 
 本事業につきましては県の委託事業ということでございますので、１００％の委託金が出て

おります。ただ対象となる費用につきましては、１２ページの報償費と旅費に関して対象とな
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るということでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（齊藤正行君） 
 市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
 ありがとうございます。 
 それからもう１つ、これは考え方なんですけども、先ほどからいろんな質問が出ている中で

第三セクターとか指定管理とかそういうところで、普通の、青栁議員さんのほうからもちょっ

と質問がありましたけども、要するに町が関わってやっていくことと一般の企業が、利益を追

求しながらやっていくことと、たぶんそれは一線を引かなければならないということがあると

思うんですね。そういうところで、私たち議員もそこらへんの考え方をしっかりしていかなけ

ればいけないなと思うんですが、町長の基本的な指定管理、第三セクターと一般の企業での違

いというか、そこで町が関わるところの基本的な考え方ですね、そこをお願いいたします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町が関与する外部団体、あるいは会社等々いろいろあります。そういう中でこの町のこの場

所といいますか、議員さんからのご質問という件だと思いますけども、当然、町が予算を出す

部分については予算審議ということでやっていただいて結構だと思います。また今のような経

営状況も当然、報告はします。これは法律で決まっているから議会へ提出をするということに

なっております。その審議であまり細かいところは、私どももそのために外部団体へ任せてい

るところでありますから、細かいところを聞かれても答弁には困ることが出てくると思います。

議会のほうには継続審査案件として、年間を通していろんな現地へ行っての調査権も持ってお

りますので、株式会社富士川で委員会を開いていただいて、そうすれば社長が答弁者になって

皆さんの質問にお答えできると思いますので、議会制度をしっかり活用していただく中でご審

議をいただければありがたいなと思っています。 
〇１０番議員（秋山貢君） 

 議長、今、一般会計とかの２６年の補正予算についての質疑なので、今のはどこにその項目

があるのか。 
〇議長（齊藤正行君） 

 市川淳子さん。 
〇１１番議員（市川淳子さん） 

 分かりました。ありがとうございました。 
〇議長（齊藤正行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５４号から第５６号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
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 ご苦労さまでした。 
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平成２６年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 
平成２６年６月１６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 請願第１号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を

促進するための法律の制定を求める意見書」の提出を求

める請願について 
日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町一般会計補正予算（第１２号）） 
日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）） 
日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富

士川町介護保険特別会計補正予算（第４号）） 
日程第６ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
日程第７ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例

の制定について 
日程第８ 議案第５２号 富士川町税条例等の一部を改正する条例について 
日程第９ 議案第５３号 富士川町町営バス設置条例を廃止する条例について 
日程第１０ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号） 
日程第１１ 議案第５５号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１２ 議案第５６号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１３ 議案第５７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１４ 同意第３号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについて 
日程第１５ 同意第４号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求める

ことについて 
日程第１６ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求める

ことについて 
日程第１７ 同意第６号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意

を求めることについて 
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日程第１８ 同意第７号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第１９ 同意第８号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第２０ 同意第９号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第２１ 同意第１０号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第２２ 同意第１１号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第２３ 同意第１２号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意
を求めることについて 

日程第２４ 同意第１３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委
員の選任につき議会の同意を求めることについて 

日程第２５ 発委第４号 富士川町議会改革特別委員会設置に関する決議について 
日程第２６ 発委第５号 富士川町議会リニア対策特別委員会設置に関する決議に

ついて 
日程第２７ 発委第６号 富士川町議会増穂商業高校の存続を考える特別委員会設

置に関する決議について 
日程第２８ 発委第７号 富士川町議会公共施設再配置調査研究特別委員会設置に

関する決議について 
日程第２９ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施について 
日程第３０ 意見書案第２号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促

進するための法律の制定を求める意見書提出について 
日程第３１ 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３２ 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３３ 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３４ 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  小 林 有紀子        ２番  深 澤 公 雄 
 ３番  川 口 正 満        ４番  青 栁 光 仁 
 ５番  堀 内 春 美        ６番  秋 山   勇 
 ７番  長 澤 芳 文        ８番  鮫 田 洋 平 
 ９番  長 澤   健       １０番  秋 山   貢 
１１番  市 川 淳 子       １２番  齊 藤 欽 也 
１３番  井 上 光 三       １４番  神 田   智 
１５番  小 林   進       １６番  齊 藤 正 行 

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
 
 

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

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
会 計 管 理 者 秋 山 千 秋 総 務 課 長 増 原 俊 郎 
企 画 課 長 川 手 貞 良 財 政 課 長 齋 藤  靖 
税 務 課 長 磯 野 英 秋 防 災 課 長 田 辺 明 弘 
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 望月ひとみ 商 工 観 光 課 長 永井たかね 
農 林 振 興 課 長 細 野 幸 男 建 設 課 長 堀 口  進 
上 下 水 道 課 長 内 田 一 志 教 育 総 務 課 長 野 中 正 人 
生 涯 学 習 課 長 依 田 正 一 

 
 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 秋 山 俊 男 
書    記 野 中 充 香 
書    記 早 川 竜 一 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（齊藤正行君） 

 本日は、第２回富士川町議会定例会第４日の本会議に議員ならびに町長をはじめ執行部各位

には大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重に審議をいただき、第２回定例会も本日が最終日となりますが

ご審議のほどよろしくお願いします。 
 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２回富士川町議会定例会第４日の会議

を開きます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は、お手元に配布

した一覧表のとおりです。 
 なお本日、追加案件として人事案件１２件、特別委員会設置に関する決議案４件、議会行政

視察研修案１件、意見書案１件、閉会中の継続調査申出書４件が提出されています。 
 ご審議くださいますよう、よろしくお願いします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２ 請願第１号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための

法律の制定を求める意見書」の提出を求める請願についてを議題とします。 
 去る６月６日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました請願第１号について、委員長の

報告を求めます。 
 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、請願第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 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、請願第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、請願第１号の討論を終わります。 
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 これから日程第２ 請願第１号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促

進するための法律の制定を求める意見書」の提出を求める請願についてを採決します。 
 請願第１号に対する委員長報告は、採択とするものです。 
 委員長の報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第１号は委員長報告のとおり採択とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町一般会計

補正予算（第１２号）） 
   日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）） 
   日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士川町介護保険

特別会計補正予算（第４号）） 
 以上の３議案は承認案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第６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、承認第６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 承認第６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１２号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第６号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第４ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士

川町国民健康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、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第７号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度富士

川町介護保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、承認第８号は原案のとおり承認することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第６ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定について 
   日程第７ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例の制定について 

 以上の２議案は条例制定案でありますので、一括して議題とします。 
 去る６月９日の本会議で教育厚生常任委員会へ付託しました議案第５０号および第５１号に

ついて、委員長の報告を求めます。 
 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 井上委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、議案第５０号および５１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５０号および５１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 井上委員長、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５０号および５１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５０号および５１号の討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第５０号 富士川町男女共同参画推進条例の制定についてを採決し

ます。 
 お諮りします。 
 議案第５０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５０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７ 議案第５１号 富士川町鰍沢福祉センター太陽光発電設備管理基金条例の

制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 議案第５１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５１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第８ 議案第５２号 富士川町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから、議案第５２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５２号の討論を終わります。 
 これから日程第８ 議案第５２号 富士川町税条例等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５２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第９ 議案第５３号 富士川町町営バス設置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５３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５３号の討論を終わります。 
 これから日程第９ 議案第５３号 富士川町町営バス設置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５３号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１０ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号）について 
   日程第１１ 議案第５５号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
   日程第１２ 議案第５６号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
 以上の３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。 
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 平成２６年度の補正予算案につきましては、去る９日の本会議で各常任委員会に分割して付

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。 
 ９番、長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 長澤委員長、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。 
 （ 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。 
 長澤委員長、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。 
 １３番、井上光三君。 

〇１３番議員（井上光三君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 井上委員長、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。 
 井上委員長、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。 
 １１番、市川淳子さん。 

〇１１番議員（市川淳子さん） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 市川委員長、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。 
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 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。 
 市川委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 ９番、長澤健君。 

〇９番議員（長澤健君） 
 大変申し訳ありません。総務常任委員会の報告書の企画課の公共事業再配置計画策定業務と

ありますが、公共施設再配置計画策定業務の間違いでしたので、文言の訂正をお願いいたしま

す。２つありますので、よろしくお願いします。 
〇議長（齊藤正行君） 

 以上をもって、議案第５４号から第５６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５４号から５６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５４号から５６号までの討論を終わります。 
 これから日程第１０ 議案第５４号 平成２６年度富士川町一般会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 
 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５４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１１ 議案第５５号 平成２６年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長の報告は、可決とするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５５号は委員長の報告のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第５６号 平成２６年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案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５６号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１３ 議案第５７号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

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

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

〇議長（齊藤正行君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第１３ 議案第５７号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１４ 同意第３号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについ

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

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

〇議長（齊藤正行君） 
 町長からの提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第３号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第１４ 同意第３号 富士川町公平委員会委員の選任につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意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、同意第３号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１５ 同意第４号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 
   日程第１６ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 以上の２議案については教育委員会委員の人事案件でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について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） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 町長から提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第４号および５号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第１５ 同意第４号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第４号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第１６ 同意第５号 富士川町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求め

ることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第５号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第１７ 同意第６号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める

ことについて 
   日程第１８ 同意第７号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める

ことについて 
   日程第１９ 同意第８号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める

ことについて 
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   日程第２０ 同意第９号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める
ことについて 

   日程第２１ 同意第１０号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める
ことについて 

   日程第２２ 同意第１１号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める
ことについて 

   日程第２３ 同意第１２号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を求める
ことについて 

 以上の７議案は鹿島財産区管理会委員選任の同意案でありますので、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） 
―――― ７議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 町長から提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第６号から第１２号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第１７ 同意第６号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意を

求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第６号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第１８ 同意第７号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意

を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第７号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第１９ 同意第８号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意

を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第８号は原案のとおり同意することに決定しました。 

 １５３



 これから日程第２０ 同意第９号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同意

を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第９号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第２１ 同意第１０号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同

意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１０号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第２２ 同意第１１号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同

意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１１号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 これから日程第２３ 同意第１２号 富士川町鹿島財産区管理会委員の選任につき議会の同

意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１２号は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２４ 同意第１３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会委員の選任に

つき議会の同意を求めることについてを議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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

〇議長（齊藤正行君） 
 町長から提案理由の説明が終わりました。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１３号については質疑と討論を省略します。 
 これから日程第２４ 同意第１３号 富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会

委員の選任につき議会の同意を求めることについてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第１３号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時５９分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２５ 発委第４号 富士川町議会改革特別委員会設置に関する決議について 
   日程第２６ 発委第５号 富士川町議会リニア対策特別委員会設置に関する決議について 
   日程第２７ 発委第６号 富士川町議会増穂商業高校の存続を考える特別委員会設置に関する決

議について 
   日程第２８ 発委第７号 富士川町議会公共施設再配置調査研究特別委員会設置に関する決議に

ついて 
 以上の４議案については、議会特別委員会設置についての案件でありますので一括して議題

とします。 
 はじめに発委第４号から７号までの提出者の説明を求めます。 
 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
―――― ４議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、秋山委員長の発委第４号から第７号までの提案理由の説明が終わりました。 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 この議題については、質疑と討論を省略したいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第４号から第７号については質疑と討論を省略します。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから日程第２５ 発委第４号 富士川町議会改革特別委員会設置に関する決議について

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、発委第４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 発委第５号 富士川町議会リニア対策特別委員会設置に関する決議に

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５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２７ 発委第６号 富士川町議会増穂商業高校の存続を考える特別委員会設

置に関する決議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６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 発委第７号 富士川町議会公共施設再配置調査研究特別委員会設置に

関する決議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７号は原案のとおり可決されました。 
 委員名簿配布のため、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０９分 
〇議長（齊藤正行君） 

 休憩を解いて再開します。 
 お諮りします。 
 各特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第３項の規定によってお手元に配

布しました名簿のとおり指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、各特別委員会の委員はただいま指名したとおり選任することに決定しました。 
 それでは、選任されました各特別委員会において委員会条例第８条第２項の規定によりそれ

ぞれ正副委員長の互選をお願いいたします。 
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 ここで、暫時休憩します。 
休憩 午前１１時０９分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時０９分 

〇議長（齊藤正行君） 
 休憩を解いて再開します。 
 休憩中に各特別委員会を開き正副委員長の互選を行いましたので、議長から報告します。 
 富士川町議会改革特別委員会委員長に秋山貢君、同副委員長に市川淳子さん。 
 富士川町議会リニア対策特別委員会委員長に長澤健君、同副委員長に秋山勇君。 
 富士川町議会増穂商業高校の存続を考える特別委員会委員長に井上光三君、同副委員長に堀

内春美さん。 
 富士川町議会公共施設再配置調査研究特別委員会委員長に神田智君、同副委員長に深澤公雄

君。それぞれ互選されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第２９ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを議題とします。 

 提出者 秋山貢君から本案について、議案の説明を求めます。 
 １０番、秋山貢君。 

〇１０番議員（秋山貢君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 これで、発議第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 秋山議員、しばらくお待ちください。 
 この議題については質疑と討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号については質疑と討論を省略します。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから日程第２９ 発議第１号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第３０ 意見書案第２号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するた

めの法律の制定を求める意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第２号の提出者の説明を求めます。 
 １３番、井上光三君。 
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〇１３番議員（井上光三君） 
―――― 意見書案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（齊藤正行君） 
 以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 
 井上委員長、その場でしばらくお待ちください。 
 これから、意見書案第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 
 井上委員長、ご苦労さまでした。自席にお戻りください。 
 これから、意見書案第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 
 これから日程第３０ 意見書案第２号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用

を促進するための法律の制定を求める意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（齊藤正行君） 
   日程第３１ 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３２ 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３３ 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３４ 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

ありました。 
 お諮りします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部終了しました。 
 今定例会では条例制定案をはじめ、提案された案件について慎重な中にも熱心なご審議をい
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ただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、答弁などご協力をいただき、あり

がとうございました。 
 議員各位におかれましては、住民の代表として暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、

より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２６年第２回富士川町議会定例会を閉

会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時２０分 
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