
 
 
 
 
 

平 成 ２ ２ 年 
 
 
 
 
 

富士川町議会６月定例会会議録  
 
 
 
 
 

平成２２年６月１１日 開会 
平成２２年６月２２日 閉会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨県富士川町議会 
 

 １



 
 
 
 
 
 
 

平成２２年 
 
 

富士川町議会６月定例会 
 
 

６月１１日 
 
 

 ２
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 富士川町告示第７４号をもって招集されました、平成２２年第１回富士川町議会定例会に議

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

うございます。 
 ただいまから、平成２２年第１回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第１回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 毎日、不安定な気象が続いていますが、周囲の山々の深緑が目に入る季節となりました。議

員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと思います。 
 さて、景気回復の先行きがなかなか見えない中、最近ではギリシャの財政危機を機に、欧州

全体の金融不安が高まり、依然として世界経済は混沌としております。日本においても８０兆

円の予算規模に対して、借金は８００兆円を超えたとも言われ、決して対岸の火事とは言えな

い状況であります。 
 また、米軍普天間飛行場移設や口蹄疫被害の拡大、雇用不安の解消など、国内外に数々の問

題を抱える状況下、社民党の政権離脱や鳩山総理の辞任などで政局も混迷を深めていますが、

新しく発足した菅内閣に期待をするところであります。 
 このような中、県内では先の国会で採決された子ども手当については、６月３日を皮切りに

１５日までに全市町村において支給されることとなっております。また５月２４日には、県が

作成した地域医療再生計画の実施に向け、峡南地域５町や医療機関、医療関係者らが意見を交

わす峡南地域医療連携協議会が発足しました。市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院の連携強

化に伴う施設改修や施設整備に対して、国からの交付金による助成が行われるとのことです。

住民の皆さんが安心して暮らしていくためには、医療体制の充実は必要不可欠なものと考えて

います。 
 富士川町が発足してから、およそ３カ月が経過しました。暮らしと自然が輝く交流のまちづ

くりは、まだまだ始まったばかりです。議会としては開かれた議会、信頼される議会を目指し、

明るい希望を持ち、住みよいまちづくりのため、住民の皆さんの考えを町の施策に反映させる

べく努力していきたいと思っています。 
 本定例会は富士川町初の定例会であり、平成２２年度予算を審議する重要な議会であります。

十分議論を尽くし、慎重に審議していただきますようお願い申し上げ、開会のあいさつといた

します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 ３番 秋山 貢君 
 ４番 齊藤正行君 
を指名します。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から２２日までの１２日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２２日までの１２日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から、報告します。 
 本日の議事日程、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配

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

いします。 
 次に監査委員から５月２４日に旧町の２月、３月分の例月出納検査、ならびに６月７日に富

士川町の３月、４月分の例月出納検査の結果、相違ないとの報告を受けておりますので、伝達

します。 
 次に一部事務組合関係では、６月４日に峡南広域行政組合臨時会が開催されました。 
 次に県町村議会議長会関係では、５月１８日、１９日に全国町村議会議長・副議長研修会が

東京で開催されました。 
 ５月２６日に町村議会議員研修会、６月１日に町村議会運営委員長会議、６月３日に町村議

会広報編集会が開催されました。 
 次に会議関係では５月１９日、６月１日、６月１０日に広報常任委員会、５月２８日、６月

７日に全員協議会、６月３日に議会運営委員会、６月７日に教育厚生常任委員会が開催されま

した。関係議員には、それぞれ出席をいただき、誠にご苦労さまでした。 
 また、このほかの各種会議、行事等にも議員各位に積極的に参加をしていただきまして、大

変ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 所信表明。 

 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。 

〇町長（志村学君） 
 本日ここに、平成２２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

全員のご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 
 本議会は、富士川町として初の定例会であります。開会にあたり、町政を担当するにあたり
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まして、私の所信と施策の基本的な考え方について申し述べ、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。 
 先月、政府が発表した国内の経済状況を見ますと、景気は着実に見直されてきているが、な

お自立性は弱く、失業率が高水準にあるなど、厳しい状況にあるとしております。また、先行

きについては当面、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益の改善が続く中で、海外経済の

改善や緊急経済対策をはじめとする政策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くこと

が期待されるとしております。 
 一方、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念のほか、金融資本市場の変動やデフレの影響

などで、景気が下落ちするリスクが存在することに留意することや、雇用情勢の悪化懸念が依

然として残っていることに注意する必要があるとしております。 
 このような状況の中で、鳩山首相は６月２日、沖縄県の米軍普天間飛行場の移設問題を巡る

社民党の連立離脱や政治と金の問題の責任をとり、退陣表明をし、８日には菅首相が誕生した

ところであります。菅内閣には雇用経済や医療年金、地域主権の確立など、民主党が選挙時に

掲げた公約の実現に責任を果たしていただきたいと、期待をしているところであります。 
 さて、４月に行われました富士川町長選挙におきまして、私は町内の全域をまわり、多くの

町民の皆さまとお話をさせていただきました。その中で、経済状況の悪化に伴う生活の苦しさ

を訴える声や少子高齢化や地方分権時代への的確な対応を求める声、この町を元気な町にして

ほしいといった切実な声に接してまいりました。就任して早１カ月余を経過いたしますが、そ

の責任の重大さに改めて身の引き締まる思いと同時に、使命感を感じているところであります。 
 私は町政を担当するにあたって、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目指すこと。

住民ニーズを的確に把握するため、町民と直接接触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お声をお聞きしてまいりたいと考えております。 
 また、私は選挙の中でマニフェストとして、富士川町の目指すべき未来のために、２つの重

点施策と暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、６つの主要推進施策を掲げてまいりまし

た。信任いただいた町民の皆さまにお応えするため、掲げた施策の実現に向けて、全力で取り

組んでまいる所存であります。 
 マニフェストの重点施策の１つ目は、町民の一体感の醸成であります。新生富士川町は素晴

らしい自然環境と先人が築き上げた歴史や文化とともに豊富な人材が存在するなど、大いなる

可能性を秘めております。お互いを理解し、和を大切にしながら、よいところを伸ばし、悪い

ところがあれば改善して、一日も早く新しい富士川町としての風土を築き上げ、子どもや若者

が夢と希望の持てるまち、お年寄りや住民が安心して暮らせるまちにしてまいりたいと考えて

おります。 
 ２つ目は、さらなる合併の推進であります。 
 地方分権が本格化する中にあって、住民に最も身近な市町村がまちづくりから福祉、教育な

ど、あらゆる分野において自己決定・自己責任のもとで行政課題に対応していかなければなり

ません。また今後も厳しい財政状況が予想される中で、現行のサービスを低下させないため、

さらなる財政基盤の強化と効率的な行財政運営が求められております。 
 こうした状況の中で、峡南北部における地域医療確保の問題、少子化の進行による高等学校

の統廃合の問題をはじめ、中部横断自動車道の全線開通やリニア新駅を活用した地域振興策な
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ど広域的課題を解決するため、近隣自治体との合併を視野に連携した取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 
 次に暮らしと自然が輝く交流のまちを目指した、６つのまちづくり推進施策の基本的な考え

について、ご説明を申し上げます。 
 まず、みんなで考え、一緒に築くまちづくりであります。 
 情報の充実や住民の参加機会を拡大しながら、地域住民と行政との協働によるまちづくりを

進めてまいります。また、住民参加型行政評価システムなどにより、健全な財政運営を堅持し

ながら、質の高い住民サービスを提供するとともに、さらなる行財政改革を進めてまいります。 
 次に、豊かな人材と文化を育むまちづくりであります。 
 学校教育・地域教育の充実とともに、生涯学習による能力開発や生きがいづくりを支援し、

生涯を通じて充実した学習ができるよう、教育環境の整備を進めてまいります。さらに芸術や

文化を心から楽しむことができる環境を整備し、精神的な充足感を持って生活できるまちづく

りを進めるとともに、多くの有形・無形の文化財を次の世代に引き継いでいくための文化活動

を展開してまいります。 
 次に、すこやかで笑顔溢れるまちづくりについてであります。 
 少子高齢化が進む中、育児・介護機能の向上のための社会支援を展開するため、保健、医療、

福祉分野における行政サービスの充実を図ってまいります。また、子育て世代が抱えている悩

みの解消や、安心して子どもを産み育てることができる地域社会の実現に努めてまいります。 
 次に、活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくりであります。 
 中部横断自動車道や甲西道路を活用し、新町の活力向上と人や物の新たな交流拠点となる都

市基盤整備を計画的に進めてまいります。また増穂インター周辺整備とともに、シビックコア

地区の整備を促進し、新しい魅力と賑わいのある基盤整備を行ってまいります。 
 次に、力強い産業と魅力に溢れたまちづくりであります。 
 地域の経済力の維持と安定的な雇用の確保を図るため、企業誘致や既存産業の振興に努める

とともに、農林業・地場産業・商業等の異なる産業間の連携により、新たな産業の展開を図っ

てまいります。 
 また、新たな観光資源を創出するとともに、観光物産協会や商工会等とも連携し、平林筋、

穂積筋、五開筋といった観光ルートを開発することにより観光客の誘致を進め、新しい観光産

業を展開してまいります。 
 最後に、安全・安心で生活の質の高いまちづくりであります。 
 地震や水害などの災害から住民生活や財産を守るため、建物の耐震化や危険個所の整備、孤

立地区の対策など、防災対策に努めてまいります。また山林や河川などの自然景観や環境の保

全に努めるとともに、上下水道や身近な公園整備を進め、生活環境の質を高めてまいりたいと

考えております。さらに地球温暖化対策として、新エネルギーの利用を促進するとともに、ゴ

ミの減量化や再利用活動などを推進し、資源循環型社会の構築を目指してまいります。 
 以上、重点施策と推進施策の考え方を申し上げましたが、今、私たちは合併を機として新し

い富士川町をつくるべく、スタートいたしました。大きな夢を掲げ、その夢に向かって、町民

の皆さまも、企業も、行政も、新町のすべてが一体となってこそ町が元気になり、住みよい町

になります。私は町民の皆さまと一緒に富士川町の未来を描き、夢と希望の持てる、そして元

気で安心して暮らせる富士川町の実現を目指すまちづくりを進め、山積する課題に果敢に挑戦
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し、一生懸命、町政に取り組むことをお約束いたします。 
 しかし、こうした約束も私一人で実現できるものではありません。具体的な施策の進め方に

つきましては、職員とも十分に検討を行った上で、議員の皆さまにご審議をお願い申し上げ、

実現を図っていくこととなります。 
 今後、政策を具体化し、実現していくためにも、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。 
 以上、町政執行の責任の重責を担うにあたり、基本的な考えを申し上げました。議員の皆さ

ま、ならびに町民の皆さまには、なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願いを

申し上げまして、所信表明といたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 これで、町長の所信表明は終わりました。 
 次に教育委員長ならびに教育長から、あいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 教育委員長、田草川眞君。 

〇教育委員長（田草川眞君） 
 このたび、臨時教育委員会におきまして、教育委員長に互選されました田草川眞です。 
 新富士川町スタートの年です。私は町民一人ひとりが生きがいを持ち、充実した日々を送る

ことができるよう、世代、立場、地域などを超え、旧増穂町・旧鰍沢町民が融合し、支え合っ

ていけるよう、これまで以上に学校教育、社会教育、文化活動やスポーツ活動の充実に努めて

まいりたいと思っています。 
 特に教育基本法の改定に伴う新しい学習指導要領が小学校では来年度から、中学校では平成

２４年度から完全実施されることになり、昨年度からの先行実施を含め、その対応には積極的

に取り組んでまいりたいと考えています。 
 微力ですが、この職務をまっとうしたいと思っております。１年間、よろしくお願いしたい

と思います。 
 また、志村町長さまをはじめ町当局、議員の皆さま方には、さらなるご支援・ご協力をお願

いし、あいさつに代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 これで、教育委員長のあいさつは終わりました。 
 教育長、堀口広秋君。 

〇教育長（堀口広秋君） 
 おはようございます。 
 去る５月１８日の臨時教育委員会におきまして、教育長を拝命いたしました堀口広秋と申し

ます。 
 微力ではございますが、富士川町の教育行政振興のために、精いっぱい勤め上げさせていた

だきます。 
 議員各位におきましては、今後ともご指導・ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。 
 簡単ではございますけども、あいさつに代えさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 これで、教育長のあいさつは終わりました。 
 ここで、教育委員長は退席しますので、ご了承ください。 
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 （ 退 席 ） 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 報告第２号 平成２１年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書ほか２件について

を議題とします。 
 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） 
 ご報告を申し上げます。 
 地方自治法施行令第１４６条に基づく繰越明許費繰越計算書については、お手元に配布した

とおりであります。 
 詳細につきましては担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 まず、一般会計について説明を求めます。 
 財政課長、齋藤和彦君。 

〇財政課長（齋藤和彦君） 
 それでは、一般会計繰越明許費計算書につきまして、説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２１年度富士川町一般会計繰越明許費繰越計算書朗読説明） 
 一般会計につきまして、以上、報告をさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に簡易水道事業、下水道事業特別会計について、説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 平成２１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。 
 （以下、平成２１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） 
 続きまして、下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 
 （以下、平成２１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、特別会計２件、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で町長の報告、ならびに担当課長の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 承認第２２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例）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（望月邦彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
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 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部の改正の件でございます

けども、内容的には議員の皆さま、もうすでにご承知かと思います。期末手当の率でございま

すけども、「１００分の１６０」を「１００分の１４５」に、「１００分の１７５」を「１００分

の１７０」に改める部分でございます。 
 期末手当の額の基準日というのが、６月１日と１２月１日になっております。そのために、

今回、専決処分をさせていただいたものです。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で町長の提案理由、ならびに担当課長の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第７ 議案第１号 富士川町副町長の定数を定め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（望月邦彦君） 
 次に、補足説明を求めます。 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 補足説明ですけども、ちょっと今の提案理由とダブりますけども、よろしくお願いします。 
 地方自治法第１６１条第２項において、副知事、副市町村長の定数は条例で定めるという規

定がございます。今回、富士川町の副町長の定数を１名とする条例でございます。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で町長、ならびに担当課長の提案理由および補足説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第８ 議案第２号 富士川町職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
   日程第９ 議案第３号 富士川町育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第１１ 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
   日程第１２ 議案第６号 富士川町乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例について 
   日程第１３ 議案第７号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第１４ 議案第８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第１５ 議案第９号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の８議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

―――― ８議案の提案理由朗読説明 ―――― 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第２号から第９号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第２号および第３号の補足説明を求めます。 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 まずはじめに、議案第２号と３号の補足説明をさせていただきます。 
 少子化対策の観点から仕事と子育ての両立支援等を一層進めるために、男女ともに子育て等

をしながら働き続けることができるという、雇用の環境整備を行うものでございます。それに

伴いまして、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございま

す。 
 説明をさせていただきます。 
 まず第８条の２、第１項という見出しがございますけども、簡単にご説明させていただきま

すと、要は配偶者が専業主婦であれば、実は育児休業を取れなかった部分がございます。その

部分の制度を廃止し、奥さんが専業主婦で子どもをみていても、旦那さんのほうも育児休業が

取れるという部分でございます。 
 続きまして、任命権者が、３歳に満たないという部分がございますけども、３歳の子を養育

する労働者に対して、短時間勤務制度を設けるということで、１日６時間の短時間制度を設け

るというものでございます。 
 続きまして、別表１１項中、５日という部分の見出しがございますけども、そのへんの部分

は、この介護休暇制度の拡充でございます。今まで、小学校就学前の子が１人あれば、年５日

の特別休暇が取れるわけですけども、それが２人以上あれば１０日取れるという部分の改正で

ございます。 
 続きまして、１２の短期の介護休暇という枠になっているところがございますけども、これ

は特別休暇の基準の追加でございます。介護のための短期の休暇制度を新しくつくるものであ

りまして、要介護状態の対象家族が１人あれば、年５日、２人あった場合には１０日の特別休

暇が取れるという部分でございます。 
 例規集のほうは、１３８ページから１４３ページが該当する部分でございます。 
 続きまして、富士川町職員の育児休暇等に関する条例の一部という部分でございますけども、

この条例は育児休業法に基づきまして、地方公務員の育児休暇等に関する法律の一部を改正す

るのに伴いまして、町の富士川町職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する部分でござ

います。これは今、ご説明を申し上げました部分とダブる部分でございますけども、一応、語

句の整理とか規定の整備というような部分の中で、改正をしていくものでございます。 
 まずはじめに、第２条から２条の２、第３条、第５条という部分は育児休業の関係でござい

ます。第２条の部分は、職員は育児休業をすることができるという部分の改正、この部分の中

に載っていますように、職員の配偶者の就業の有無、これは今、ご説明を申し上げましたが、

専業主婦というふうな部分の規定でございます。 
 それから第２条の２の部分でございますけども、これは特別休暇というか、育児休業を再度、
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申請できるという部分の中で、期間の５７日間ということで規定をする部分でございます。産

後８週間という言葉をご存じのように、そのへんの部分を５７日というような中で改めるとい

う部分でございます。 
 第５条の関係でございますけども、職員以外の親が常態として、この子を養育することがで

きるようなことになった場合でも、育児休業の取り消し理由にはあたりませんよという部分で

ございます。要は子どもがいまして、その子を違う、職員以外の子の親が子を養育するような

ことができても、育児休業の取り消し理由にはなりませんという部分でございます。 
 続きまして、第９条、第１０条、第１３条の部分は育児短時間勤務の、１日６時間の部分の

関係の規定の整備でございます。 
 それから１７条、１８条の部分になりますけども、これは部分休業といいまして、３歳に満

たない子を養育するために、１日２時間以内で休業をすることができるという部分の、関係す

る条例の整備でございます。 
 以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第４号および第７号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第４号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町国民健康保険税条例の一部改正でございます。 
 第１２条第１項中、「２８日」を「末日」に改めるということで、国民健康保険税の第８期の

納期の改正でございます。２月につきましては、うるう年により納期が異なるために、２８日

を末日と改正するものであります。 
 例規集は、３４０ページにあります。 
 続きまして、議案第７号の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 
 第７条第１項中、「第７２条の５」を「第７２条の４」に改めるということで、これは国民健

康保険法第７２条の４が削除され、第７２条の５が第７２条の４に繰り上がったために条例で

引用している条例の条項の改正が必要になりましたので、今回、改正を行うものであります。 
 例規集は、５３１ページになります。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５号および第６号の補足説明を求めます。 
 子育て支援課長、秋山俊男君。 

〇子育て支援課長（秋山俊男君） 
 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し

上げます。 
 本条例の改正につきましては、今年４月に定員７０名の増穂南児童クラブが開所になり、現

在、それぞれの児童クラブに定員の空きがあることや利用する保護者から４年生以上の児童に

ついても利用したい要望がございまして、これらへの対応を図るため、対象児童を、これまで

小学校３年生までとしていたものを、定員の範囲内において４年生以上の児童についても利用
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できるようにするということが、改正のものでございます。 
 それでは、主なる改正条文につきまして、ご説明させていただきます。 
 まず、第４条のただし書きにつきましては、定員に空きがある場合の、４年生以上の児童の

利用を可能にするものの規定でございます。 
 それから第１０条２項中の改正につきましては、長期休暇を夏季休業に特定するものでござ

います。 
 また同条に第３項を加えましたのは、一時入所の場合の利用料金を日額として規定したもの

でございます。 
 なお、附則で実施を来月、７月１日からに規定しております。 
 以上、改正条例につきまして、補足説明を申し上げましたが、現行例規につきましては、例

規集４０８ページ以降をご参照ください。 
 続きまして、議案第６号 富士川町乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につ

きまして、補足説明を申し上げます。 
 本条例の改正につきましては、助成対象がこれまで、通院にあっては５歳誕生日まで、入院

にあっては小学校就学前までとなっていたものを、通院・入院ともに中学３年まで拡大するた

めの改正を行うものでございます。 
 そのため、条例の題名も５行目にありますとおり、富士川町子ども医療費助成金支給条例と

改め、条例規定中の乳幼児の文言をすべて子どもに改めました。また実施は、事務的な諸準備

を整え、対象者への周知を図る中で、今年９月１日からを予定しております。そのため、施行

期日を同日にしております。 
 以上、改正条例につきまして補足説明を申し上げましたが、現行例規につきましては、例規

集４９５ページ以降をご参照ください。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第８号および第９号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは議案第８号、ならびに第９号の補足説明をさせていただきます。 
 都市公園の青柳町３号公園を設置しましたので、富士川町都市公園条例の一部を改正する条

例であります。 
 別表第１に、都市公園の名称ならびに位置を追加させていただきます。それとともに、適用

時期を供用開始日の４月１日とさせていただくものです。よろしくお願いいたします。 
 それから第９号ですけども、富士川町の公園条例の一部を改正する条例であります。富士川

町の親水公園を設置いたしましたので、一部改正をするものであります。 
 第８条を第９条とし、第７条に次の１条を加えたものです。許可の取り消し等、第８条を第

６条、ただし書きおよび第７条第１項の規定による許可の取り消し等、必要な措置については、

富士川町都市公園条例第９条の規定を準用するという形で、加えさせていただいております。 
 それから別表２、富士川町の親水公園の名称と、位置であります富士川町青柳町地内を加え

させていただいております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で町長、ならびに担当課長の議案第２号から第９号までの提案理由および補足説明が終
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わりました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０４分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１６ 議案第１０号 平成２２年度富士川町一般会計予算について 
   日程第１７ 議案第１１号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第１８ 議案第１２号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計予算について 
   日程第１９ 議案第１３号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第２０ 議案第１４号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第２１ 議案第１５号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第１６号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第２３ 議案第１７号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第１８号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第１９号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第２６ 議案第２０号 平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第２１号 平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第２８ 議案第２２号 平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計予算について 
   日程第２９ 議案第２３号 平成２２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第３０ 議案第２４号 平成２２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第３１ 議案第２５号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第３２ 議案第２６号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第３３ 議案第２７号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第３４ 議案第２８号 平成２２年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１９議案については、平成２２年度の予算案でありますので、一括議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 平成２２年度一般会計および各特別会計予算案を提出するにあたりまして、その概要をご説

明申し上げます。 
 平成２２年度の政府経済見通しによりますと、わが国の経済は世界同時不況以来、先行きが

極めて不透明な時代が続き、高い失業率とともに円高や財政悪化に伴う長期金利の上昇など、

依然として厳しい情勢にありますが、物価の動向を見ますと、緩やかなデフレ状況にあり、消

費者物価は大幅な供給超過等から下落に転じるとされております。 
 こうした経済情勢のもと、政府は当面、景気の持ち直しの動きを確かなものとするため、明
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日の安心と成長のための緊急経済対策を閣議決定し、着実な実施に向け、切れ目のない予算執

行を行うこととしております。 
 国においては、これらの理念や目標に基づき、平成２２年度においては、子育て、雇用、環

境、科学技術に重点を置き、新経済成長戦略を基礎とした経済成長と財政規律を両立させ、国

民生活の安定や新たな需要と雇用を創出していく取り組みを、政策の主要目標として掲げてい

ます。 
 このような国の経済財政運営のもとで、平成２２年度の国内総生産は４７５兆円程度となり、

名目成長率は０．４％で、実質では１．４％程度になると見込まれています。また、昨年９月

に誕生した民主党政権が、地域主権の確立を最重要課題の１つとして掲げ、この夏には、その

基本方針となる地域主権戦略大綱が策定される予定となっております。 
 今後、国と地方の関係が抜本的に見直され、新しい国の形がつくられてくるものと期待をし

ているところであります。日本経済の見通しに鑑み、国民生活と日本経済を守る観点から、国

の平成２２年度予算は、歳出では予算編成過程の刷新、予算配分の重点化や効率化を進める一

方、現下の経済情勢に対応し、子育てや雇用対策、地域における成長力の強化などを柱とした

政策への重点的な予算配分によって、前年度比４．２％増の９２兆２，９９２億円となってお

ります。歳入では、景気低迷による大幅な税収の減が見込まれ、公債金を前年度より１１兆

９０億円増額し、４４兆３，０３０億円と示しているところであります。 
 一方、国が示す地方財政計画の規模では、前年度より０．５％減の８２兆１，２００億円で、

地方一般歳出は前年より０．２％増の６６兆３，２００億円を見込んでおります。 
 地方の財政に大きい影響を与える地方交付税は、前年度比６．８％増の１６兆８，９３５億

円となり、通常収支にかかる地方財源の不足を補う臨時財政対策債は４９．７％の増と、前年

度に続き大幅な伸びによって７兆７，０６９億円となり、合計で２４兆６，００４億円が実質

的な地方交付税の総額として、確保されたところであります。 
 全体としては、前年度に比べ増額となっておりますが、増額分については雇用等臨時特例費

等の急速な景気低迷に対するための措置とされており、依然として厳しい状況が続くものと予

想されます。 
 こうした状況の中で、本町におきましても、景気低迷の長期化により地域経済や地元企業等

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

ることを危惧するものであります。 
 今回の平成２２年度予算案は、経常的経費および事務的経費を中心に編成いたしました暫定

予算に政策的経費を加えた通常予算として、編成したものであります。予算編成にあたりまし

ては、新町まちづくり計画で定めた６つのまちづくりの基本目標に沿って、事業の緊急度や経

費配分等に十分考慮したところでありますが、地域の実情に即した効率的な財政運営を進める

ことが肝要であるため、引き続き行政改革の着実な実行に努め、勇気と気概を持って町政の発

展に誠心誠意、力を尽くしてまいる所存であります。 
 それでは、一般会計のうち歳入について申し上げます。 
 町の主要な財源であります町税につきましては、１４億７，３９９万円を見込んでおります。

このうち基幹税目であります町民税は、雇用環境や企業収益の悪化に伴い、個人および法人税

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

す。合併前の両町の額が保障されていることから、２２億円を計上いたしたところであります。 
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 各種の交付金や剰余金は減少が見込まれるため、これらを補てんするため、基金からの繰り

入れ、１０億円と町債７億１，８６０万円を計上いたしました。今年度も国からの地方交付税

の振替財源として、後年度において全額、交付税措置される臨時財政対策債を３億９千万円見

込んでおります。 
 次に歳出について、平成２２年度予算の内容を目的別に申し上げます。 
 まず、第１款議会費であります。これにつきましては、年間の議会運営にかかる経費を計上

したところであります。 
 第２款総務費でありますが、この中の一般管理費には、主に特別職を含む人件費を計上いた

しました。財産管理費には、本庁舎の維持管理に要する経費を計上いたしております。諸費に

は区長等の役員報償費、峡南広域行政組合負担金などを計上いたしております。徴税費の台帳

管理費には、固定資産税振り替えに伴う鑑定業務費を計上いたしました。選挙費では、農業委

員会選挙費のほか５つの選挙経費を計上しております。計画調査費には、総合計画策定に伴う

町民意識調査を実施するための所要の経費を計上したところであります。 
 第３款は民生費でありますが、社会福祉総務費におきましては、包括支援センターを中心に

総合相談窓口のさらなる充実と関係機関との連携を図りながら、高齢者から障害児者に至る要

援護者への福祉サービスの展開を推進してまいります。 
 児童福祉費では、子育て中の保護者の負担軽減を図るべく、従来の乳児医療費助成金支給対

象を中学校３年生まで拡大するとともに、ひとり親家庭の医療費助成や今年度から支給となる

子ども手当、従来の児童手当にかかる経費などを計上いたしております。 
 次に保育所関係では、施設の管理運営に要する経費を計上いたしております。 
 第４款は、衛生費であります。 
 このうち予防費では、子宮頸ガンワクチン接種やヒブワクチン接種、高齢者のインフルエン

ザ接種など個別摂取の経費を、保健事業では子宮ガン検診をはじめ、各種の検診費用を計上い

たしました。母子保健事業では、乳幼児健診や不妊治療費助成費用を計上いたしております。

環境衛生費では、リサイクルステーションの設置、浄化槽設置補助金や太陽光発電設置補助な

ど、生活環境向上のための経費を計上しております。 
 第５款は労働費でありますが、ここには労働金庫への預託金を計上しております。 
 第６款は、農林水産業費であります。 
 農林業を取り巻く環境は、後継者不足や耕作放棄地の拡大など、依然、厳しい状況に置かれ

ております。こうした中で、中山間地域等直接支払い推進事業費等による農地の維持保全、市

民農園の整備にかかる経費をはじめ、県営農業の農村振興総合整備事業や本年度から新たに中

山間地域総合整備事業を取り入れ、農業基盤整備に取り組んでいくこととしております。また

営農飲雑用水事業、箱原農業集落排水事業活性化事業の各特別会計への繰出金を計上しており

ます。林業費につきましては、森林整備地域活動支援事業等を実施し、森林保全に努めてまい

ります。また、ふるさと自然塾の利用向上に努めていくこととしております。 
 第７款は、商工費であります。 
 商工振興費では、魅力と活力ある商店街創出事業補助金、青柳宿活性館、追分館運営経費補

助金および夏まつり運営費補助金など、商工会と連携した地域の活性化施策に努めてまいりま

す。観光費では、大柳川渓谷遊歩道整備や登山道整備事業など、各観光施設の維持管理経費を

計上しております。 
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 第８款は、土木費であります。 
 このうち道路橋梁費では、町道の維持管理経費をはじめ、継続事業であります道整備交付金

事業費として、大椚大久保線用地購入費、物件補償費等を計上いたしました。都市計画費にお

きましては、下水道事業の処理区域拡大のため、下水道事業会計へ繰出金を計上しております。

街路事業では、新たに東部開発の進捗に合わせ、青柳１号線および青柳１１号線の測量設計費

等を計上いたしております。また住宅費では、雇用促進住宅の購入費、木造住宅の耐震化支援

事業、町営住宅への火災報知器設置、地上デジタル放送対応工事費を計上いたしております。 
 第９款は、消防費であります。 
 消防費の主な経費は峡南広域行政組合の負担金、消防団員の報酬および訓練等出動手当、各

分団詰所の維持管理経費、可搬式ポンプ購入費等であります。また、災害対策費として継続事

業であります、防災行政無線デジタル化工事費を計上しております。 
 第１０款は、教育費であります。 
 まず学校教育関係では、生きる力を育む教育振興のため、各学校に所要の町単講師を配置し、

基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、豊かな心とすこやかな体の育成に努めてまいり

ます。また、少人数事業や習熟度に合わせた授業の実施、特別支援教育の充実、西小・南小・

中部小における複式授業の解消を図り、きめ細かな学習指導の充実を図ってまいります。また

増穂中学校の特別教室耐震補強工事や学校図書の整備など、教育環境の充実に努めるとともに

外国語講師による授業を通し、子どもたちが国際化社会に対応できるコミュニケーション能力

の向上に努めてまいります。 
 社会教育関係でありますが、多様な町民ニーズに応え、あらゆる世代の人々が生き生きと学

び活動できるよう、公民館や図書館などの生涯学習施設の充実とともに、文化財や伝統芸能等

の保護育成に努めてまいります。また世代間の交流促進、地域コミュニティの再生・強化を図

り、住民と行政との協働による地域文化の継承・創造に取り組んでまいります。 
 社会体育関係では、子どもから高齢者まで、誰もが気軽にスポーツに親しみ、心身ともに健

康保持できるよう、スポーツ公園やプールなどの体育施設の充実、参加機会の拡大や指導者の

育成に積極的に取り組んでまいります。 
 第１１款は災害復旧費でありますが、現年災害の災害復旧経費について計上しております。 
 第１２款は、公債費であります。 
 公債費につきましては、８億９，８２０万９千円を予定しております。歳出に占める割合は

１２．８％であります。過年度の町債を償還するものであることから、起債の借り入れにつき

ましては、効率的な充当を心がけるとともに、後年度負担が過大にならないような運用に配慮

してまいります。 
 第１３款は、諸支出金であります。 
 公営企業会計であります水道事業会計への補助金、ならびに各種基金への積立金を計上して

おります。 
 次に、特別会計および企業会計であります。 
 まず、国民健康保険特別会計であります。 
 国民健康保険は低所得者や高齢者の割合が高く、財政基盤が弱いという構造的な問題を抱え

ております。このため、一般会計からの繰り入れを行うとともに、町民の健康づくりの充実に

より、医療費の削減に努めるほか、医療費の適正化や収納率向上対策の実施など、財政運営の
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健全化に努めてまいることとしております。 
 次に、国民健康保険診療所特別会計であります。 
 国民健康保険診療所は現在、休所しておりますが、管理経費がありますので、所要の経費を

計上したところであります。 
 次に、老人保健特別会計であります。 
 後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、廃止されました老人健康保健法の経過措置として、

所要の経費を計上したところであります。 
 次に、後期高齢者医療特別会計であります。 
 後期高齢者医療制度は、平成２０年度より創設された制度であります。制度の啓発や普及に

努めるとともに、医療費削減に努めてまいることとしております。 
 次に、介護保険特別会計であります。 
 介護保険は、地域包括支援センターを中心に地域支援事業による介護予防施策を進め、高齢

者が安心して、自分らしく暮らすことのできるまちづくりに向けた制度の安定運営に努めてい

きたいと考えております。 
 次に、介護サービス事業特別会計であります。 
 通所介護サービス事業や小規模多機能型居宅介護事業を中心に、介護サービスの提供に努め

てまいります。 
 次に、奨学金特別会計であります。 
 本年度は、奨学金の貸し付けを３名として計上したところであります。 
 次に、簡易水道事業特別会計であります。 
 簡易水道の適正な運営を図るため、効率的な維持管理と水質保全を行い、安全な飲料水の確

保および安定供給に努めてまいります。 
 次に、下水道事業特別会計であります。 
 下水道事業は長い年月と多額の投資を必要とするため、建設および維持コストの縮減や効率

的な管理運営に努めるとともに、生活環境の改善と水環境の保全を進めてまいります。下水道

への加入促進を図るため、排水設備改修に対する助成金制度を定め、下水道接続の普及促進に

努めてまいります。安全・安心の市街地形成を図るため、総合的な浸水対策として雨水対策事

業も進めてまいります。 
 次に、営農飲雑用水事業特別会計であります。 
 山間地域の水の安定供給を確保するため、施設の維持管理経費を計上しております。 
 次に、箱原農業集落排水事業特別会計であります。 
 農業用用水の水質保全と農村の環境改善を目的に、排水処理施設の適正な維持管理に努めて

まいります。 
 次に鰍沢財産区特別会計、鹿島財産区特別会計およびカラマツオ外三十山恩賜林保護財産区

特別会計には、森林の保全と財産区の運営費経費として、それぞれ所要の額を計上したところ

であります。 
 次に活性化事業特別会計には、塩の華およびつくたべかんの運営経費について、所要の額を

計上しております。 
 次に、峡南地区ことばの教室共同設置特別会計および峡南地区充指導主事共同設置特別会計

は、共同設置の目的に沿いまして、それぞれ所要の額を計上したところであります。 
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 最後に、水道事業会計であります。 
 安心で安全な飲料水の安定供給を確保するため、老朽管の敷設替えや施設の維持管理に努め

るとともに、水質管理と有収率の向上に取り組んでまいることとしております。 
 以上、平成２２年度の予算の概要につきまして申し上げましたが、ご審議の上、ご議決を賜

りますよう、お願いを申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１０号から第２８号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第１０号の補足説明を求めます。 
 財政課長、齋藤和彦君。 

〇財政課長（齋藤和彦君） 
 それでは、平成２２年度富士川町の一般会計予算につきまして、補足説明をさせていただき

ます。 
 予算書の表紙の、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計予算事項別明細書朗読説明） 

〇議長（望月邦彦君） 
 財政課長の議案説明の途中ですが、ここで、しばらく休憩します。 
 再開は午後１時といたします。 

休憩 午後１２時０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 議案説明を続けます。 
 財政課長、齋藤和彦君。 

〇財政課長（齋藤和彦君） 
 それでは引き続き、補足説明をさせていただきます。 
 それでは、７款の商工費からお願いいたします。ページは、９６ページになります。 
 （以下、平成２２年度富士川町一般会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上、２２年度の一般会計の補足説明をさせていただきました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第１１号から第１４号の補足説明を求めます。 
 町民生活課長、川住資農夫君。 

〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 それでは、議案第１１号から第１４号の補足説明をさせていただきます。 
 はじめに、平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計の予算書のほうを説明させていただ

きます。 
 予算書のうしろをご覧いただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上が、国民健康保険特別会計の予算でございます。 
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 あとのほうに給与費明細書等が付いておりますので、ご覧いただきたいと思います。 
 続きまして、議案第１２号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計の予算につ

きまして、説明をさせていただきます。 
 この診療所については、現在、休所となっておりまして、備品の点検料のみの予算となって

おります。 
 １ページをお開き願いたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第１３号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算書のほうを説明さ

せていただきます。 
 予算書のうしろのほうを開いていただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第１４号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算につきまし

て、説明させていただきます。 
 表紙のうしろをお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。以上で、議案第１１号から１４号の補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第１５号および第１６号の補足説明を求めます。 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 それでは、議案第１５号および第１６号の補足説明をさせていただきます。 
 はじめに議案第１５号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算書の補足説明させてい

ただきます。 
 予算書の表紙の次のページをお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上でございますが、なお、次のページから給与費明細書が添付してございますので、ご参

照していただきたいと存じます。 
 次に、平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算書につきまして、補足説明をさ

せていただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時１４分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に議案第１７号および議案第２６号、２７号の補足説明を求めます。 
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 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは議案第１７号、２６号、２７号の補足説明をさせていただきます。 
 はじめに、富士川町奨学金特別会計予算の補足説明をさせていただきます。 
 表紙をお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町奨学金特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第２６号 峡南地区ことばの教室共同設置の表紙をお開きください。 
 （以下、平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第２７号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算書をご

覧ください。 
 議案第２７号の補足説明をさせていただきます。表紙をお開きください。 
 （以下、平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 以上、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第１８号から第２１号、ならびに議案第２８号の補足説明を求めます。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 それでは、議案第１８号の平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算の補足説明をさ

せていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第１９号の平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算の補足説明をさ

せていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第２０号 平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算の補足説

明をさせていただきます。 
 予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして議案第２１号の、平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算の補

足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 続きまして議案第２８号の、平成２２年度富士川町水道事業会計予算の補足説明をさせてい

ただきます。 
 予算書綴りの一番最後でございます。 
 （以下、平成２２年度富士川町水道事業会計予算朗読説明） 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第２２号から第２４号までの補足説明を求めます。 
 農林振興課長、井上修君。 

 ２３



〇農林振興課長（井上修君） 
 では、議案第２２号から２４号の補足説明をさせていただきます。 
 まず、議案第２２号の平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計について、説明させていた

だきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 それでは引き続きまして、議案第２３号の富士川町鹿島財産区特別会計予算について、補足

説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 では引き続きまして、議案第２４号の富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会計予算事項別明

細書朗読説明） 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第２５号の補足説明を求めます。 
 地域振興課長、矢崎仁君。 

〇地域振興課長（矢崎仁君） 
 それでは、よろしくお願いいたします。 
 議案第２５号 富士川町活性化事業特別会計予算書。 
 （以下、平成２２年度富士川町活性化事業特別会計予算事項別明細書朗読説明） 
 よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長ならびに担当課長の議案第１０号から第２８号の提案理由および補足説明が終

わりました。 
 以上で、本日の日程は全部、終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時３６分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

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

ただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２２年第１回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から、報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の会議で一覧表として、

お手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお、本日は一般質問の日程になっております。 
 質問の回数は、会議規則第６３条の規定により３回までとなっておりますので、議会運営に

ご協力をお願いします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は、１１名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 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具体的かつ簡潔にお願いする

とともに、議会運営にご協力をお願いします。 
 それでは通告１番、１５番 保坂實君の一般質問を行います。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 １５番議員の保坂でございます。 
 要望事項３点を発議申し上げます。読解します。 
 質問事項１、国道５２号交差点について。 
 （１）国道５２号、十谷入り口交差点に右折矢印信号の設置について。この点についての発

議の要旨を申し上げます。 
 当交差点は当町鬼島農村公園地先、５６１９番地の地先になります。十谷入り口です。甲府

方面から身延方面に直進する国道を右折して、県道十谷線に入るＴ字交差点です。当交差点で

は、過去複数回の人身事故や物損事故が発生しています。通常は中部地域、五開地域住民の生

活や産業運行に利用していますが、近年、観光道路として通行量が増加の方向にあります。地

域住民はもとより、来町される皆さま方への安全と安心のため、関係機関の働きかけを要望い

たします。なるべく早めにお願いいたします。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
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〇１２番議員（小林進君） 
 ただいま、保坂議員のほうから要望事項だと。要望事項の場合には、答えをする必要がない

と僕は解釈しますが、そのへんはどういう見解ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 発言者の保坂實君に申し上げます。 
 要望では質問になりませんので、質問形式にしてください。 
 第６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 議会運営委員長として、質問者にお願いしたいと思います。 
 これは一般質問ですので、当局に対して、今の場合であれば、その点の国道５２号、あるい

はそれに絡む道路についての安全上の問題について、どのように考えているかというような形

の質問形式に改める形で、お願いしたいと。 
 要望等については、これは今回の一般質問にふさわしくないと思いますので、要望という形

ではない形でのご質問をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 保坂實君。 
 要望でなくて、質問形式に改めてください。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 趣旨は要望事項でございます。こういうような交通事故が過去にありますので、今後のため

に、安全・安心のために、当局としてどのような形で対応されるのか。その点を質問したいと

思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 ただいまの保坂議員の国道５２号線、交差点についての安全対策についてのご質問にお答え

します。 
 国道５２号線、十谷入り口交差点につきましては、保坂議員の言うとおり、国道と県道が交

差するＴ字路交差点となっております。鰍沢方面から十谷方面には右折レーンが設けてあり、

十谷方面からの車両については、感応式信号になっております。この交差点の矢印信号機の設

置についてのご質問でございますけども、山梨県公安委員長の許可が信号には必要となってき

ております。そんな関係で、関係機関等にこの設置に対しては、早急に要望をしてまいりたい

と考えております。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ありがとうございました。 
 次の要望に移ります。 
 （２）国道５２号、鹿島橋入り口交差点に感応型信号の設置について。 
 この要望と、今の件と同じように、安全・安心のために、これからどういう形で対応してい

ただけるか、そのへんの質問形式の形の中でお願いします。 
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 では、趣旨を読解します。 
 当交差点は当町箱原地内、鹿島橋入り口、国道と町道とのＴ字交差点で、現在、押しボタン

信号機が設置されていますが、その立地は歩行者専用で、よって国道運行車両はいつも青信号

です。鹿島町内から国道に進入して右折する運行車両は、国道運行中、左右車両の切れ間を見

て進入していますが、安全上、難儀しています。 
 かねてから町行政（旧町）として、関係機関に感応式信号機設置の陳情をしています。近く

公設交通（町営バス）運行も取り運び中と聞き及んでいます。安全運行への一層の働きかけを

お願いすると同時に、この交差点を安全運行するためにはどうしたらいいか、その点を質問申

し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 ただいまの保坂議員の国道５２号、鹿島橋西詰交差点の安全運行への解決策等について、お

答え申し上げます。 
 国道５２号線、鹿島橋西詰交差点につきましては、現在、鹿島方面から国道への進入につい

て、赤色の点滅式になっております。右折および左折の際は危険があり、事故も数回発生して

いると聞き及んでおります。町としましても、危険度解消のため、また今後、新たに町営バス

のルートにもなりますので、感応式信号設置も含めた安全対策につきまして、山梨県公安委員

会および鰍沢警察署など、関係機関に要望・協議をしていきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 了解しました。ありがとうございます。お願いいたします。 
 次の質問に入ります。魚道の設置について。 
 （１）戸川と畔沢川の砂防堰堤に魚道を設置することについて。大柳川も同断でございます。 
 発議の要旨を申し上げます。 
 今、自然界では人と共生する３千万種の生物多様性が問われています。町内の戸川、畔沢川、

大柳川ほかの水は、富士川を南下して近海に流れていることは、ご承知のとおりでございます。

かつて富士川には近海魚のボラやウグイ、これは石斑魚といいます。それが群れて遡上して産

卵しました。町内を代表する３つの川のうち、戸川、畔沢川に魚道がなく、大柳川にはしつら

えてはいますが、機能していません。 
 町内に生息するヤマメ、イワナ、ハヤなどは生後３カ年で海に下り、成魚になって生まれた

川に戻る帰趨性があります。近海で成長し、富士川を遡ってきたこれら石斑魚類が、魚道のな

い川では下りの一方通行で、３つの川の魚影は減るばかりです。 
 生物の多様性、環境保全、自然保護、身近では観光資源など多面的効果を検証されて、これ

も関係機関のご協力がなければ実現しませんが、この面についての当局の考え方をご質問申し

上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 保坂實議員の、戸川と畔沢川の砂防堰堤に魚道を設置することについてのご質問にお答えを

いたします。 
 当町では、かつて大柳川におきまして、山梨大学と県水産技術センターにおいて、試験的に

魚道を設置いたしまして、調査・研究をした経緯があります。しかし現在では、設置した当時

と水の流れや水量の変化によりまして、魚道としての役割を果たしておりません。また他の河

川については、生態系調査等により、遡上生態の魚が確認された場合、周囲の状況に応じて必

要があれば、県として設置を考えるとのことであります。 
 町内の河川につきましては、自然環境保全のため、クリーンキャンペーンや河川清掃などの

環境美化活動とともに、農地・水・環境保全事業など、町と地域が一体となり、環境保全活動

を推進しているところであります。水質につきましても、下水道の普及とともに水質改善が進

んでいくものと考えております。 
 大柳川、戸川および畔沢川への魚道の設置につきましては、今後、現地の状況の確認を含め、

県に相談してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 大変、ありがとうございました。これをもちまして、質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１番、１５番 保坂實君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、２番 長澤健君の一般質問を行います。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは早速、質問のほうに入りたいと思います。 
 富士川町のスポーツ振興についてと、増穂文化ホールの利用についての２点を質問させてい

ただきます。 
 はじめに、富士川町のスポーツ振興について。 
 旧増穂町、鰍沢町は非常にスポーツが盛んな地域であります。昔から北部支会の陸上大会、

また球技大会等で旧増穂、鰍沢は非常に切磋琢磨してまいりました。 
 そんな地域柄、非常に熱心に指導してくれる指導者も多く、少年野球では全国大会の常連、

サッカーではＪリーガーが３名輩出、最近ではソフトボールのスポーツ少年団がアベックで全

国大会出場と、非常に輝かしい成績を収めております。 
 スポ少、中学校の部活、一般、壮年、実年、マスターズと各年齢層で非常に優秀な成績を収

めている、非常にスポーツの盛んな地域であります。しかし、このハード面ではどうでしょう

か。殿原スポーツ公園、利根川グラウンド、大法師公園、すべて中途半端な大きさで公式戦が

できないような状態です。聞くところによると、スポーツ少年団の招待試合等においても、い

くつかの会場に分かれて運営しなければならず、非常に苦労しているというような話も聞いて

おります。 
 これから両町として体育祭を開催するとしても、全町民が一堂に会してスポーツする広さの
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グラウンドがないと思います。いくらスポーツが盛んでも、このハード面がしっかり整備され

ていなければ、今後のスポーツ振興にはつながっていかないのではないかと考えます。 
 そこで、質問です。 
 別々で体育祭、その他イベント等を開催するよりも、町民同士の融和のため、旧町合同でい

ろんな事業を開催したほうがいいと考えますが、当局では体育祭、その他スポーツ大会を両町

合同で開催するのかどうか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 長澤健議員の町民が一堂に会して、スポーツできるグラウンド建設の考えはあるかと、こう

いう質問にお答えをしたいと思います。 
 スポーツは健康で豊かなライフスタイルを構築し、健全な社会を創出する上で重要な役割を

担っております。しかし、この富士川町となりましても、公式試合が満足にできる施設は、限

られております。といいますのも、これまでの整備の仕方が、いろんな手法を駆使しながらやっ

てきました。そしてまた、競技団体においてもルールが改定されてきたというところがありま

して、現状の施設で満足に公認の公式試合ができる施設は数少ないわけであります。 
 こうした中で、利根川スポーツ公園のテニスコートにつきましては、これも狭い、そしてま

た路面がデコボコということで、捻挫というふうな危険性もありますので、今回、改修するこ

とにしておりますが、現在、合併によりまして、町民が一堂に会する広さの町営グラウンドは

ない状況であります。 
 今後、整備するとすれば、陸上のトラックやサッカー場を備えたグラウンドを考えていきた

いと思っておりますが、残念ながら、町内にそれだけの土地を確保する場所がなく、非常に難

しいと。また用地取得をするということであれば、多額のそういった費用もかかることから、

現実は町内への実現は難しい状況にあります。 
 こうしたことから、富士橋上流にあります河川敷を利用して、既存の富士川ふれあいスポー

ツ広場のグラウンドを拡張するような形で、河川敷の有効利用ができないか、こんなことを今

後、検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、富士橋の西側の河川敷のほうにという話がありました。僕もそのへんをちょっと、現場

のほうを見てきましたけれども、ただ、どうせ造るのであれば、せめて少年野球が４面できる

ぐらい、その中でサッカーができたり、また陸上のトラックがとれたりというような、多目的

なグラウンドの建設を望みますけれども、ぜひ、そのへん実現していただきたいんですけども、

どのように考えておりますでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士橋西側の河川敷を視察されたということでありますが、現在はちょうど、富士橋の上流、
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１００何十メートルというところに放水路が１本、入ってきていますので、そこはそことして、

鰍沢地内の安全確保のために確保しておかなければなりませんので、そのまた上流にスポーツ

広場を拡張する形で、そういうものができないかなと。まわりを４００メートルトラック、そ

して中をサッカーの試合もできるところということでありますが、河川敷の中でありますので、

夜間照明を付けることができません。日中の利用ということになりますので、そのへんも含め

て検討していきたいと考えておりますが、その富士川の河川敷の中に、さらに野球が４面ぐら

いとれる広場ということでありますが、あそこは上流へ行けば行くほど、戸川と接してまいり

ますので、三角州になってくるというふうな形で、野球を４面とれるほどの用地が確保できる

かは、また現地も含めて検討しなければならないと思いますが、今の段階で４面とれる広さは

ないと考えております。極めて困難だと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 困難というようですけども、富士橋の際から公園整備をしていけば、僕はできるのではない

かなというふうには考えます。ぜひ、このへんは、また当局でも検討していただきたいと思い

ます。ぜひ、町民同士のスポーツを通しての融和というものを私は望んでおりますので、今後

さらなる市川三郷町との合併を考えているのであれば、ぜひ、この富士川町を中心したスポー

ツ振興を目指していただきたいなというふうに思います。ぜひ富士川町の名のとおり、富士川

河川敷グラウンド建設というものを目指していただき、そして他町からも多くの利用者が殺到

するような、多目的なグラウンド建設を望みたいと思います。 
 それでは、この質問は終わりたいと思います。 
 続きまして、ますほ文化ホールの利用について、質問させていただきます。 
 中部横断自動車道から、甲西バイパスのところから、甲府方面から富士川町に向かってくる

と、まず一番先に目に飛び込んでくるのが、レンガ造りの増穂の文化ホールではないでしょう

か。非常に広大な素晴らしい公園と富士川町のランドマーク的なシンボルの建物と、私は自負

しております。しかし、現状はどうでしょうか。公園の管理費、また施設の運営費などで、歳

出のほうが約６千万円にのぼっているような状況です。非常に財政のほうも、今後も圧迫して

いくんではないでしょうか。また、町民がなかなか気軽に利用できないような、今、状況にあ

るように思われます。ぜひ、町民と身近な施設になるような方法を考えていただきたい。 
 また、公演のない日などは非常に人も少なく閑散として、非常にもったいなさも感じます。

音響は全国指折りの素晴らしい施設と聞いておりますので、ぜひその部分もＰＲしながら、文

化ホールが宝の持ち腐れにならないような、集客をしていただきたいなというふうに思います。 
 そこで、質問です。 
 文化ホールの、建物のほうですけれども、集客を上げる手法、また今年度の公演内容という

ものはどんなものを考えているか、お聞かせください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 文化ホール事務局長、秋山千秋さん。 
〇文化ホール事務局長（秋山千秋君） 

 長澤議員の文化ホールの集客を上げる手法を考えているか、また今年度はどのような催しも

 ３３



のを計画しているかという、ご質問にお答えをさせていただきます。 
 文化ホールは、町民の文化意識の醸成と地方の文化向上のために重要な役割を果たしており

ます。こうした中、平成２２年度の自主文化事業については鑑賞事業１０公演、それから参加

型および次世代育成事業９公演の合計１９公演を計画しております。 
 主な事業といたしましては、鑑賞事業では合併記念の特別企画としまして、文化ホール初の

演歌ステージ「八代亜紀ふれあいコンサート」をはじめ、ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」で現在、

活躍中の武田鉄也率いる海援隊による「トークアンドライブ」を計画しております。 
 また、参加型事業では、これも初の試みとして、文化ホールの庭園を活用した親子で参加で

きる野外公演「黒マント団・忍者」や継続事業として、町民の皆さまが出場される街角の音楽

会の実施を予定しております。 
 さらに次世代育成事業では、幼児から中学生までの舞台芸術鑑賞公演や、ますほジュニアク

ワイアの年間を通じての活動支援を行い、子どもたちの文化向上・情操教育を高めてまいりま

す。 
 また、これらの事業における集客の手法については、文化ホール友の会会員へのダイレクト

メール、企業や団体等への訪問など、きめ細かな営業活動を行い、観客の増加促進を図ってお

ります。 
 集客には公演のＰＲが重要でありますが、事務局のみの体制では限界がありますので、運営

委員会の委員の皆さまや文化ホールを利用していただいている団体・個人の方々と連携し、Ｐ

Ｒの強化と観客の増員に努めてまいります。 
 今後も広報車による町内へのＰＲや地元区とも連携を図り、さらに観客が増加するように努

めてまいります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 公演内容のほうは、よく分かりました。ただ、まだまだ公演のない空き日が結構あるようで

すけども、ぜひ、その空き日の有効利用をどのように考えているか。また、ロビーや控え室が

ありますけれども、例えばロビーにちょっとした図書館を造るとか、また控え室を、公演がな

いときは会議に利用するようなことも考えていただきたい。そして昨年、池を潰して中庭を造っ

たようですけども、その部分も、飲食に制限があるようですので、そこの野外でガーデンカフェ

のような飲食ができて、大人が軽く軽食ができて、コミュニケーションが図れるような場をつ

くってもらいたいと思いますけれども、その点、どのようなお考えでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 文化ホール事務局長、秋山千秋さん。 
〇文化ホール事務局長（秋山千秋君） 

 ただいまの長澤議員のご質問ですが、まず文化ホールの庭園は広い芝生と緑豊かな樹木の景

観を有しております。これまでも地元区へ庭園の利活用について、検討をお願いした経緯もご

ざいますが、庭園としての機能・景観を損なわない範囲で、町民の皆さまの憩いの場として、

また文化活動の場として開放していきたいと考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 ロビーや控え室の有効利用を、ぜひお答えください。 

〇議長（望月邦彦君） 
 文化ホール事務局長、秋山千秋さん。 

〇文化ホール事務局長（秋山千秋君） 
 ロビーや控え室の有効利用という件でございますが、ロビーにつきましては、昨年度から無

料開放というのを始めておりますが、利用が１件でありました。そのようなことから、今年度

は文化活動に携わっている地域といいますか、個人の方や団体の方々などにホールの文化活動

の登録者として登録をしていただいて、ロビーや庭園を使ってコンサートやパフォーマンスを

定期的に行っていただくようなことで、登録者には活動の発表の場を提供できる。また町の皆

さまには気軽に集っていただいて、文化の知識・教養を深める場を提供できるものと考えてお

ります。 
 それから公演がないときの空き部屋といいますか、利用は考えて、今でもやっているんです

けれど、なかなかうまくといいますか、今でも要望があれば、できる範囲ではやっていますの

で、どんどん利用はしていっていただきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。 
 それでは、今度は公園のほうの部分で質問させてください。 
 庭園としての価値という部分もありましたけれども、たしかに公園のほうは自由に、どんど

ん使わせてしまうと、非常に管理のほうも大変だと思いますけれども、そういう利用方法とい

うものを徹底する中で、例えばゴミの持ち帰り運動、または町民ボランティア等を募って、団

塊の世代の方々に公園を掃除してもらうような、ボランティアを募ってみたりというようなこ

とを考える中で、ぜひ公園のほうも町民に、もっと自由に開放していただきたい。特に地元の

天神中条のほうには、盆踊り大会やフリーマーケット、あとグラウンドゴルフ等、そのような

イベントに利用させていただけるような体制をとっていただけないか、ちょっとお聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 文化ホール事務局長、秋山千秋さん。 
〇文化ホール事務局長（秋山千秋君） 

 ただいまの、長澤議員の質問にお答えさせていただきます。 
 文化ホールは生活文化の交流の場としても、その運用があると思いますので、庭園や駐車場

を利用した朝市、バザール、フリーマーケットや緑地を利用したレクリエーションなど、町の

皆さまが主体的に関わっていただいて、文化ホールと協働して行えるものをやっていきたいと

考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 その地元の、天神中条区にもいろんな事業の取り組みのほうをぜひ、進めていただきたいな

というふうに思います。 
 また、そのように公園を、もし利用するような形がとれるようになれば、今度は１日、その

公園で遊ぶためには、野外にもトイレが必要だと考えますけれども、トイレの設置のほうは考

えているかどうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 文化ホールの庭園を活用していただいて、トイレということでありますが、これまでも、先

ほど局長が答弁いたしましたとおり、天神中条区に設置してあるものですから、平林の方が来

て使う。あるいは、穂積地区の人が来て使うというよりも、やはり地元の皆さんに、いかに活

用していただくかということでありますので、天神中条区のほうには利活用の用途について、

検討をお願いしてきました。 
 これからも、ああいった、きれいな庭園ですので、そこの木の景観を損なわない範囲で、文

化的活動を中心に活用していただければと思っておりますが、今までのところ、そういった利

用も少ない中で、今後、トイレということにつきましては、その利用度を見ながら、必要であ

れば当然、付けていかなければならないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 トイレがあれば、長い時間、そこにいられるというようなことも考えられますので、ぜひ前

向きに検討していただきたいと思います。 
 こういう公園施設というのは、やはりどうしても管理等で歳出が非常に出ていきますけども、

ぜひ町民の力を借りて、地域住民の力を借りて、今後もぜひ文化ホールを町民の身近な公園と

して、施設として、小さい子どもが公園を飛び回ったり、また大人たちのコミュニケーション

の場であったりというふうな、本当に地域密着の公園、地域に愛される公園になるように私も

望みます。 
 以上で、質問のほうを終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告２番、２番 長澤健君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３番、１４番 芦澤益彦君の一般質問を行います。 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 
 町は、児童生徒の安全確保と健全育成については、これまでいくつかの事業を推進しており

ます。その中でも放課後児童クラブやふれあい１１０番の家、また青色パトカーの巡回、さら

には少子化対策でもある次世代育成支援行動計画、これの策定など、大きな目標をつくって対

応をしてきております。その成果ともいいますか、近年大きな事故・事件の発生もなく、安全
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が守られています。 
 そこで、個々の事業の内容について質問をさせていただきます。 
 まず、１番の放課後児童クラブの現状と受け入れ態勢について、伺います。 
 本町の放課後児童クラブは４月より１カ所増設され、３カ所で開設されていますが、現在の

運営内容と受け入れ態勢について、伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 芦澤益彦議員の放課後児童クラブの現在の運営内容と、受け入れ態勢についてのご質問にお

答えいたします。 
 放課後児童クラブは昨年度、増穂南児童クラブを増設し、４月より増穂北児童クラブ、さく

らなかよしクラブと、合わせて３カ所で開所しております。 
 放課後児童クラブの運営内容につきましては、総定員２００名で、内訳は増穂北児童クラブ

が７０名、増穂南児童クラブが７０名、さくらなかよしクラブが６０名となっております。小

学１年生から３年生を対象にいたしまして、今年４月当初で、現在１４３名が利用しておりま

す。内訳といたしましては増穂北児童クラブが６３名、増穂南児童クラブが３８名、さくらな

かよしクラブが４２名となっております。 
 利用時間につきましては、平日は授業終了後から午後６時まで。延長は３０分間で、６時半

までとなっております。土曜日、ならびに夏休みなどの長期休暇時は午前８時半から午後６時

まで。やはり延長は３０分間ということで、６時半まで実施しております。利用料金につきま

しては、年間を通して月額２千円を徴収し、長期休暇時に別途２千円をいただいております。

指導員につきましては、各クラブに２名の職員を配置し、学校の宿題や工作、遊びなど家庭的

な雰囲気の中で指導をしております。 
 また、今定例会に富士川町児童クラブ条例の一部を改正し、小学校４年生以上の児童も受け

入れできるよう、提案させていただいております。 
 さくらなかよしクラブにつきましては、現在、使用している建物の老朽化が著しいため、仮

称ではありますが、鰍沢児童センターの完成後に児童センター内に移す予定となっております。 
 したがいまして、さくらなかよしクラブの定員も、完成以降は７０名とする予定でございま

して、総定員２１０名の受け入れが可能になります。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 ただいまのお話ですと、まだ定員には達していないと、こういう状況で、４月から新しいク

ラブが出たということもあると思いますが、これに対して、この議会で条例を提出して、議案

として出ているということですが、もし条例が成立した場合は、６年生までは受け入れてくれ

ると、こういうことで、よろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 お答えいたします。そのとおりでございます。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 今の南児童クラブと北児童クラブの受け入れでありますが、子どもの希望のところへ入れな

いというような事態が出ているようでございますが、この南と北の地域割りのようなものはつ

くっているのでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 地域割りということでございますが、放課後児童クラブの地域割りにつきましては、一応、

原則、県道青柳平林線を目安にいたしまして、南北で分けております。昨年度は、北児童クラ

ブ１カ所しかございませんでしたので、非常に申し込みが多くて、保護者のご理解をいただく

中、調整した経過もございますが、今後、４年生以上も受け入れいたしますので、さらに偏り

がないよう、保護者の面談や児童の様子を考慮いたしまして、調整を図りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 次に障害のある子どもが利用する場合ですね、今、利用しているかどうか分かりませんが、

この受け入れ態勢は考えているのか、このへんを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 関連する質問ですか。もう３回やっていますけども。４回目になりますけど。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 それでは、次の２番目に入ります。 
 町では、このほど子育て支援の基本計画の指針となります富士川町次世代育成支援行動計画、

これの後期計画を５年間ですが、２２年から２６年まで策定をされました。前期計画はそれぞ

れの旧町で、５年間、やはりやっていたようでございますが、この計画、また策定された今後

のものに対して、今までの成果と今後の計画の目標をお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 芦澤議員の次世代育成支援行動計画、前期計画だと思いますが、そちらのほうの実績と後期

計画の目的についてということで、お答えをいたします。 
 少子高齢化に歯止めをかけるべく、国が平成１５年に次世代育成支援対策推進法を法制化い

たしましたことから、旧増穂町・旧鰍沢町においても平成１７年度から平成２６年度までの

１０年間、前期５年、後期５年の子育て対策の目標や方向性を示しました次世代育成支援行動

計画を策定し、実施してまいりました。 
 昨年度は前期計画の最終年度ということで、前期５年計画、全１９項目の施策や全庁にわた

ります７６事業を検証いたしました。 
 主な事業の検証といたしましては、地域における子育ての支援として、一次保育事業が挙げ
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られますが、目標６カ所に対しまして５カ所、旧増穂地区全個所の保育所で対応しており、放

課後健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブでございますが、こちらにつきましても１施設

増設をいたしまして、年度当初の待機児童の緩和を図ったところでございます。 
 母性ならびに乳児および幼児等の健康の確保および増進では、保健師や助産師によります訪

問指導や母親学級、育児学級などを行ったところであります。 
 子どもの心身のすこやかな成長に資する教育環境の整備では、小中高生の保育実習や総合学

習の時間を使い、進めてまいりました。子育てを支援する生活環境整備では、安全・安心の確

保として、スクールガードによるパトロールや防犯ブザーの貸与などを行いました。 
 子ども等の安全の確保では交通安全教室やチャイルドシートの貸与、助成などを行いました。 
 要保護児童への対応など、きめ細やかな取り組みの推進では、心理相談員による子育て支援

相談や虐待防止ネットワークの設置などを進めてまいりました。 
 このたび、策定いたしました今後５年間の後期計画では、安心して子どもが産める環境整備

や、すべての子どもがすこやかに、そして元気に成長できるよう、家庭や地域、行政など地域

全体で子どもが尊重され、子育てが大切にされる社会を構築するため、前期計画の検証をふま

え、富士川町次世代育成支援行動計画として、目標達成に至りませんでした施策、事業等を重

点的に進めてまいることとしております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 たしかに、この計画は素晴らしい成果を挙げていると思います。ただ、その中で、まだまだ

達成されないものもあると。こういうことで、後期計画がつくられたと、こういうことでござ

いますが、子育て支援とか安心して子どもを産める環境の整備とか、非常に大変な事業だと思

います。この目標をこの後期計画で、まず達成していくには、どのような体制をつくっていく

のか、そこのところをお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 芦澤議員さんの体制整備といいますか、そういったことでのご質問でございますが、次世代

育成支援行動計画の推進にあたりましては、住民の理解と参加が不可欠でございますので、住

民に分かりやすい周知と、情報を共有するなど、住民参加の推進体制を図りたいと思います。 
 さらに職員体制につきましては、全庁的な取り組みを基本といたしまして、各年度において、

その実施状況を点検・把握しながら、実情に応じた臨機応変な対応を図ることとしております。 
 また今後、５年間の後期計画につきましては、庁内の検討会はもちろんのこと、住民で構成

いたします次世代育成対策地域協議会で毎年、検証を行いまして、企業や団体、地域やボラン

ティアの協力を得まして、推進してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 次に、ふれあい１１０番の家の現状について伺います。 
 戸外での犯罪から子どもを守るため、平成８年ころより町民の理解のもとに、ふれあい
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１１０番の家が設置され、現在に至っております。子どもたちの安全を守る住民活動として、

成果も挙げ、定着してきていると思います。 
 しかし、年月も経って、設置場所の家族構成や職業等の変化もあり、全般的に見直す必要が

出てきているのではないかと思います。対策を考えているかどうか、このへんを伺いたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 ただいまの芦澤議員の、ふれあい１１０番の家の現状および、また全般的な見直しの必要が

あるかというご質問ですけども、ふれあい１１０番の家も設置より、すでに１０数年は経過し

ております。その間、ふれあい１１０番の家連絡協議会を設置し、町内の防犯に取り組み、各

機関からの状況報告など、情報交換等を行ってまいっております。また、各地区の会員の皆さ

まに協力をしていただきまして、空き家になっているお宅や新たに登録していただける家など

の調査をし、常に更新はしております。また看板がかなり、１０数年経過してまいりましたの

で、古くなってきました。新しい看板を設置しております。 
 今後も、このふれあい１１０番の家の活用でございますけども、地域住民や子どもたちを犯

罪から守るという目的、１１０番の家の協力者や警察の協力を得る中で、地域の安心・安全な

まちづくりを進めてまいりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 連絡協議会をつくって、年に一度ですか、いろいろ協議をして見直し等も行っていると、こ

ういうことでございますが、現在、旧鰍沢町・旧増穂町にはどのくらい設置をされているのか。

分かりましたら、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 旧増穂地区は会員が５９０名ほど、ございます。鰍沢地区のほうなんですけども、実は鰍沢

地区のほうにもふれあい１１０番の家は、設置はしてあります。看板があるかという部分でご

ざいますけども、会員の登録制度はなく、全体の把握ができていないということを聞き及んで

おります。新しく富士川町ということになりましたので、そのへんの部分、全体の把握は必要

になるかなと思っております。 
 今後、区長さんなどを通じて、富士川町全体のふれあい１１０番の登録、見直し等を行って、

全町の運動にしていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 看板がかなり、色もさめているということで、看板の取り替えも行いたいということですが、

この看板が付いていることによって、抑止力にもかなりなっていると、こんなことも聞いてお

ります。看板の設置については、地元の区とか警察、そういったこともありますが、ぜひとも
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ＰＴＡにも力を出していただいて、通学路が主なところになると思いますので、ＰＴＡとも協

力をし、この設置場所の見直し、選定をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 では、次の２番目の質問へ入ります。人材育成についてでございます。 
 新生富士川町が豊かな潤いのある、誰もが住みたくなる町になるためにも、まちづくりの基

本は人づくりだと思います。人材を育成して、その人たちが活躍することにより、自然につく

られていくのではないでしょうか。そこで人材育成について、２点ほど提言をし、町長のお考

えを伺います。 
 まず１番目ですが、リーダー養成講座の開設について。 
 これは島根県の三隅町といいます。今は合併して浜田市になっているそうですが、ここが人

材育成のための講座を開設しているということで、紹介をさせていただきます。 
 ここでは地域活性化のリーダーを養成するのが狙いで、毎週第１日曜日に、その地区の中央

公民館で自然と環境、歴史と文化、福祉と健康、産業と観光、この４つの講座を開きまして、

１年間、講師を呼んで学んだ上で町の活性化について論文を提出し、２年目は興味を持った分

野について各自で研究をすると、こういうものでございます。やる気のある人を育てることは、

極めて有意義であると思いますが、こうしたリーダー養成講座開設ということについて、町の

お考えを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 芦澤議員のリーダー養成講座の開設について、答弁させていただきます。 
 まちづくりには人材育成は欠かせないものでありますが、富士川町におきましても、旧増穂

町では生涯学習まちづくり出前講座を、また旧鰍沢町では移動公民館として、専門講師による

講座を開催してきました。 
 内容は地域・団体からの学習要望に応え、事業メニューにまちづくり、地域づくりの講座を

取り入れ、人材育成を図ってきたところでございます。また本年度は県立大学と連携をし、大

学の教員などを講師として、峡南の歴史や産業・生活をはじめ、農村経営や集落営農、介護・

福祉など、地域が抱える課題を中心に学習講座を開設することとしております。こうしたこと

によりまして、町民が地域を知り好奇心を高め、町の活性化につながればと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 今までも町では、いろんな講座とか、いろんな方法でやっていると、こういうことでござい

ますが、なんとしてもこれは、お金もかけて、ある程度、興味を持てるような、町民に講座を

開設していってもらいたいと。それが町の活性化にもつながると言いましたが、私はやはり、

今までのやり方をもう一捻り、捻ってやっていただきたいと、こんなように要望いたします。 
 次に海外派遣の人材育成について、伺います。 
 旧増穂町では以前、増穂中学校とブラジルのサンパウロのイペー日本語学校との交流を行っ

ておりました。双方の生徒が夏休みを利用して、１週間くらいホームステイで、それぞれの家

庭で生活体験を行ったと。こういう事業がありましたが、今は実施されておりません。その成
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果は、かなり大きなものがあったのではないかと、私は思っております。 
 そこで地域活性化の人材育成を目的に、２つほど、こんなことをやったらどうかということ

を提言いたします。 
 まず中学生をアメリカやヨーロッパへ、やはりホームステイをして交流を深める。２つ目は、

２０代から３０代の若者を外国の先進地へ実態視察のため、派遣をする。これは経営者も含め

ます。こうした２つの例を挙げましたが、若い年代のうちに明確な目的を持って、外国の空気

に触れることは、国際化時代に適した事業であると私は思いますが、当局の考えをお伺いいた

します。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 芦澤益彦議員の、海外派遣の人材育成についてのご質問にお答えをいたします。 
 国際化時代の今日、交通や通信手段の発達によりまして、政治・経済・文化など、あらゆる

面において、グローバル化が進んできております。旧増穂町では、過去に増穂中学校とブラジ

ルの日本語学校と２２年間にわたりまして、相互に親善訪問を行い、交流を深めてまいりまし

たが、当時の世界的なテロとか、経済情勢の悪化によりまして中止をし、今日に至っている状

況であります。 
 しかし国際社会の状況を的確に理解をし、みずからの価値観に捉われず、幅広い視野を持っ

て異文化を理解し、共生できる人材の育成ということは、非常に重要なことであります。 
 県でもいろんなところと人材交流をやってきたんですが、毎年というのは非常に多額な経費

を要すると。そして、その経費に見合った効果があったかどうかということも含め、今、５年

に一度とか、１０年に一度というふうな交流に変わってきております。 
 そうは言いましても、今後におきましても、地域の国際社会に対応できる人材育成のため、

こういうことは必要でありますので、そういう中で国・県が実施をしております各種の海外研

修、あるいは派遣事業に中学生や若者の積極的な参加を促しながら、そしてまた、国際交流協

会の支援制度もありますので、そういうものも活用しながら、人材の育成に努めてまいりたい

と考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 それでは、質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告３番、１４番 芦澤益彦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０１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１１分 
〇議長（望月邦彦君） 

 再開いたします。 
 次に通告４番、６番 齊藤欽也君の一般質問を行います。 
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 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは通告に従いまして、一般質問を行ってまいりたいと思います。 
 まずはじめに、志村町長が議会初日、所信表明されました。そしてまた、選挙立候補、ある

いはその後の会見等においても、新しいまちづくりについての基本的考えと、こういったこと

を述べておりますけども、そこで、今現在、少子高齢化と。町の財源も非常に苦しくなってい

くと。こういったことをふまえた場合、新しい富士川町、とりわけ町長は大きな重点政策とし

て、１つが町民の一体感の醸成、そしてもう１つが広域的な地域の連携による合併を含む新し

い町と。あるいは、地域連合といったようなことを掲げておりますが、基本的なそのへんの具

体的な考え方。それと、もう１つ。２つの重点政策とは別に、６つの推進施策、あるいは推進

政策というものを掲げておりますが、この重点政策と６つの推進施策、これの違い、この点に

ついてお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、新しい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。 
 私は今回の選挙におきまして、マニフェストを提出させていただきました。そのうちの重点

施策は２点であります。１つは、町民の一体感の醸成ということであります。町民の一体感の

醸成につきましては、常に念頭に入れておりまして、富士川町としての風土づくりをつくり上

げるため、各種施策を展開していくこととしているところであります。私の言う一体感の醸成

というのは、町民の一人ひとりが旧増穂でも旧鰍沢でもなく、お互いが直接触れ合うことがで

きる機会の創出であると考えております。こうしたことによりまして、新しい富士川町として

の風土をつくっていきたいということであります。 
 そして２つ目は、さらなる合併の推進ということで回答をさせていただきます。 
 この中には峡南地域、特に北部地域で抱える課題、難題がたくさんあります。１つは鰍沢病

院を中心とする峡南北部医療の、地域医療としての確保であります。もう１つは、中部横断自

動車道の６年後、六郷まで。７年後、静岡まで全線開通という言葉もいただいておりますので、

それを視野に入れた地域振興策。そして先般来、また話題になっております高等学校の再編の

問題も、この地域にはあります。かつて市川高校、増穂商業高校、峡南高校の統廃合という話

もありましたが、この地域は町村合併が進んでいることから、そういったものは合併が落ち着

いた段階でということで、今回の県の高等学校整備新構想の中では、一番最後に峡西南という

言葉が添えられております。いずれ１０年後には、この話も必ずまた浮上してまいりますので、

そういった高等学校の教育環境の整備ということも視野に入れてやっていかなければならない

かなと。 
 こういうことで、近隣の市町村と連携をとりながら合併を視野に取り組み、３年前、私が増

穂町長に立候補した際にも、峡南北部旧５町、今は２町になっておりますけども、この峡南北

部のかつての枠組みで、小さいながらも市をつくっていくのが理想だと。そして市川三郷が合

併したばかりで、今すぐ、再び合併することが無理であれば、鰍沢町との先行合併を進めてい

きたいということで、今現在があるわけでありますが、この考えはなんら、今も変わっている
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ところはありません。 
 そしてまた、今後のまちづくりのために、６つの推進施策を掲げさせていただきました。こ

れにつきましては、合併協議会で策定いたしました新町まちづくり計画におきまして、将来像

として位置づけてあります暮らしと自然が輝く交流の町、これが根幹となっております。この

まちづくり計画では、サブタイトルに生涯、快適に暮らせる町を目指していくことが目標であ

ります。まちづくりの基本方針における未来への視点は「ここで生きる」「まちが活きる」であ

ります。町民の皆さん、一人ひとりが地域に誇りと愛着を感じながら、この地で生きていくこ

とを自覚していただくことが大変、重要だと思っております。 
 また、町民の皆さんと行政が一緒になって、さまざまなアイデアを出しながら、きらりと光

る個性と魅力のあるまちをみんなでつくり上げていく。町民と行政の協働が重要であると思っ

ております。これからも輪を大切にしながら、町民の皆さんと共に力を合わせて、子どもや若

者が夢を持てるまち、お年寄りや町民の皆さんが安全で安心して暮らせるまちを目指していく

ことを、６項目に分けながら掲げさせていただいたところであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点、お伺いしたいと思います。 
 先ほど質問に入れましたけども、重点施策と推進施策、これの色分け。例えば、これには目

標的な年月、あるいは時期の区切りがそこには含まれているのか、含まれていないのか。含め

て、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 重点施策の２点、町民の一体感の醸成、そしてさらなる合併の推進、これはこの富士川町の

将来を見据えた部分であり、町民の一体感の醸成は今日にでも必要なことでありますが、未来

に向けても町民の一体感の醸成は、必要だと思っております。さらなる合併の推進は、先ほど

申し上げましたように、これからの峡南地域や北部、特に北部のいろんな難題、課題を解決し

ていくためには、近隣の自治体と合併を視野に連携していくことが重要ということであります。 
 そしてまた、暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、６つの施策を掲げさせていただき

ました。これは旧増穂町、旧鰍沢町が合併したときに、将来の、この地域の目指すべき姿とし

て掲げさせていただいたものでありますので、それは将来の合併とは関係なく、これはこの富

士川町をみんなで住みやすい町にしていくための重点、推進施策であります。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 時期ということが、少し語られなかったんですけども。これはちょっと、再質問とは別でお

願いできますか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 この暮らしと自然が輝く交流のまちを目指して、これは先ほど申しましたように、合併協議

会で将来の町の目指すべき目標ということで、掲げさせていただいております。合併協議会の

中でつくったまちづくり計画、もう一応、１０年の計画になっておりますが、富士川町となり

ましたので、そして新たな、いろんな体制も出てきました。町民の皆さんのご意見もお伺いし

ながら、これから基本計画と実施計画、富士川町の基本計画ですね。それと実施計画。これが

町の総合計画ということになりますけども、その中でより具体的に、実施計画の中で、いつま

でにどういう事業をやっていくんだと。それには職員体制、財政の状況、いろんなものも裏打

ちをされる中で、新しい総合計画の中でお示しをしていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今の点については、また次のところでもちょっとお聞きしたいと思いますけども、今、一体

感の醸成ということについてですけども、直接、触れ合える場をより多く、機会をつくってい

きたいとおっしゃいました。先ほど長澤議員のほうからは、例えば、そのためにはグラウンド

とかというようなお話がありまして、なかなか、これは財政的、あるいはその場所の問題等が

あって難しいんだろうとは思いますけれども、少なくともいろんな形で、それらを、例えば子

ども同士でいえば、保育園での運動会を含めたこともあるだろうし、いわゆる地域でのお祭り

をどのように実現していくかと。場所も含めて、考え直さなければいけないんだろうと思いま

すけれども、具体的には、本年度からそういった意味での具体的な取り組み、すでに、ここは

決まっているんだよ。あるいは、ここは決めようと思っているといったような点について、お

考えがあれば、お聞きしておきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど、ちょっと言葉足らずだったかもしれません。暮らしと自然が輝く交流のまちは、私

の選挙公約でありますので、ここの部分は４年間だと思っていただければ、いいと思います。

１期４年のうちに、こういうことを住民の皆さんとお約束をしていくんだと。また、まちづく

り計画のほうは、先ほど申しましたように１０年計画。そして、これから富士川町としてつくっ

ていく総合計画も、一応、１０年計画を、今のところ念頭に置きながら作業を進めていきたい

なと思っております。そして、町民の一体感の醸成は、当然、私は先頭を切りながら、こうい

うことを訴えながら、皆さんにまたご協力をいただきながら、やっていくわけであります。そ

ういう中で、先ほど、町民が一堂に会するグラウンドがない。答弁の中でも申し上げましたが、

町内にそういった新たに用地を取得して、グラウンドを確保するということは、用地費も相当

な金額になるから、これはちょっと、土地もないし、また金額的にも難しい。河川敷を今、考

えたいといったのは、河川敷は無料であります。富士川大橋の下流域に芝生公園ができました

ように、上の造成費だけで十分できますので、これから、そういうことを考えるんであれば、

大きなグラウンド、公式試合ができないというふうなグラウンドが多い中で、しっかりサッカー
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場の面積もとりながら、そしてまた、一部では４００メートルのトラックも整備できるような、

さらには土地代がかからないようなというところで、河川敷の活用を検討していきたいという

答弁をさせていただきました。 
 一体感の醸成には、今、例にありましたように、子どもの運動会もあるでしょう。ただ、こ

ういうのも保護者の意見を聞いていかなければなりませんので、できるものは一体的に、運動

会に参加していただきたい。あるいはまた、地域のそういった活動も大切ですから、それぞれ

の園で運動会をする場合もあるかもしれません。これを保護者の皆さんとしっかり相談をしな

がら、決定をしていきたいと思っております。 
 祭りもありますけども、こうしたイベントにつきましては、今まで合併協議会の中でも、今

あるものは多少、時期をずらすとか、一体化できるものはやっていくけども、今あるものはす

べて残しましょうという協議をしていただいていますので、それに向けて、今、役場全体で考

えているところであります。 
 もっと言えば、一体感の醸成は、今、いろんな団体が、富士川町なんとか団体ということで

設立総会をやっていただいております。これがバラバラでは、なかなか一体感ができないわけ

でありますけども、体育協会、あるいは商工会、社会福祉協議会、そしてまだまだ、民間の団

体におきましても、今、一緒に進んでいこうということでなっています。そういう団体の皆さ

んが、１つの目標に向かって一緒に汗を流していただけると。私は一体感の醸成は、そんなに

難しいことではないなと思っております。これからも、町の職員も当然ですが、施策も偏りの

ない施策を展開していく。そしてまた、いろんな団体の皆さんも１つの目標に向かって進んで

いただければ、一体感の醸成はそんなに難しいことではなく、必ずでき上がっていくものと考

えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 一体感の醸成、これはなかなか難しいので、できる限り、そういう場をより多くつくってい

くように、努力していただきたいと思います。 
 それでは次に、２番目の財政ということについて、ご質問をしたいと思います。 
 各種住民サービスや、あるいは事業の実施等、町は行っているわけですけども、そして今般、

合併にあたっては新町まちづくり計画というものが策定されました。そして今後、これからお

そらく基本計画、あるいは総合計画といったものが、町民も入れながら計画していくというこ

とになっていると思いますけども、ただ現実としては非常に今、厳しいと。例えば合併時の起

債残高、これが１４４億円、これは私が持っている資料ですけども、本年度の見込み残高が

１５０億円と、おそらくなると。一般会計ベースで見ても、現在、７５億７千万円が本年度末

では、おそらく８１億円を超えるだろうと。こういうふうに見ていくと、どんどん国もそうで

すけど、借金が増えていくと。しかし、住民のサービスはなかなか削れないよということであっ

たと思いますが、しかし、そうはいっても、それらをふまえて、今後、いろんな計画をつくっ

ていかなくてはならないだろうと。 
 そこで、お聞きしたいんですけども、この最後の返済計画や、あるいは財政シミュレーショ

ン、こういったものはつくってあるのか、つくっていないのか。あるいは、どのようにお考え
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なのか。また同時に、単年度で、この富士川町、最低、これだけの規模の予算、例えば最低必

要な予算というのがあると思います。人件費や諸サービスをするための予算、いろいろあると

思います。そこに政策的な予算、あるいは将来を見越した投資的な予算というものを組んでやっ

ていくわけですけど、難しいかもしれませんけども、例えば単年度、基本的に町として、この

くらいの規模でやっていくんだよというものがあれば、同時にそれもお示し願いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、財政についてのご質問にお答えいたします。 
 総合計画は、一般的に数年間の施策を盛り込むことが通常とされております。その施策が財

政的に可能であるということが、なんらかの形で明確化されていなければならないということ

であります。 
 財政上の観点から見て、その総合計画が実行性に乏しいということでは、机上の空論にしか

なりません。現在、町の皆さんにお示しさせていただいている財政シミュレーションは、合併

協議会において作成された、新町まちづくり計画に掲げさせていただいているものであります。 
 財政シミュレーションは後年の財政予測をするものでありますが、社会や経済の変化に伴い

まして、当然、予測できない状況も考えられますので、毎年度、見直しが必要となってまいり

ます。また、今後のまちづくりを進めていく事業の財源を確保するため、必要となる長期の借

り入れを見込み、作成をしていくこととなります。 
 本町の普通会計における平均的な債務償還額は、８億円から９億円だと考えております。ま

た債務残高、先ほどすべての会計を含めて１４９億円と、私、言いましたが、平均は８０億円

程度であります。債務残高の増加は、財政の硬直化を招くということになりますので、事業の

導入にあたりましては、細心の注意を払っていくこととしております。 
 町の普通会計における単年度予算の規模、おおむねと言いましたが、一般的に標準財政規模

の１．５倍が適正といわれております。本町の場合は、予算規模で７０億円前後ではないかと

思っております。予算編成では総予算額の増加を抑制し、事務事業の精査に努めていくことが

重要と考えております。新たな総合計画策定にあたりましては、実現可能ということを念頭に、

恣意的な政策選択を行わない計画づくりと財政予測を明らかにすることが、総合計画に求めら

れていると思いますので、これから皆さんと議論をする中で、富士川町の基本計画、そして実

施計画をつくり上げていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今、単年度の規模ということで、約７０億円、今年度予算も大体、それに沿っているなと思

います。町長も約１１億円ですか、前年度に比べれば減ったというお話をされています。お金

だけを見れば、非常にありがたい話なんですけども、問題は合併した最大のメリット、やはり、

これは必要経費の削減ということになるんだろうと思いますけども、本年度、おおよそですけ

ども、たぶん、細かい数字は、今から出てくると思いますけども、必要経費の縮減という意味

では、大体、何％ぐらい、あるいは額で、おおよそでよろしいんですけども、本年度予算にあ
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たってはなされたのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 どのくらいの削減ができたかというご質問でありますが、まだ合併して、まもないわけであ

ります。政策経費もここ選挙、あるいは合併協議会で新町のまちづくり計画を策定したあとの

社会情勢の部分は、取り入れたつもりであります。しかし先ほど、旧増穂町・旧鰍沢町から昨

年の６月現計から、約１１億円減っております。これは昨年、景気浮揚ということがありまし

て、国の交付金がたくさん、きめ細かな公共事業とか、そういうものがきております。ざっと

計算しますと、大まかですが、１１億円の内訳は旧鰍沢町の、分かりやすく言いますと児童セ

ンターに約５億円弱。そして旧増穂町の情報インフラネット、これが約３億円。これで８億円

です。それと合併経費も２億円ぐらい減っています。そういうものをしていくと、１１億円は

減って当然の経費だと思っております。 
 これから合併したことによって、どのくらい減ったかということでありますが、町長が１人

になりました。教育長も１人になります。町の三役だけで、約３，０５０万円ほど。議会も人

数が減っておりますので、２，２００万円ほど。そして各種行政委員さんも１町になりました

から１５０万円ほど。今のところ、職員数はそのまま引き継いでおりますので、その部分だけ

で５，４００万円減っていると。それと私も常日ごろ、いろんなところで話をさせていただき

ますが、リサイクルステーションを造って、皆さんに分別をしっかりしていただいて、それと

町が１つになりましたから、中巨摩広域に納める負担金だけで約５千万円、減っております。

今のところ、カウントできるのは、この程度かなと思いますが、今、両方を足しても１億円か

ら１億５千万円ぐらいは減ってきていると。これから職員の適正化計画もつくっていく中で、

将来的には２億５千万円、あるいは３億円近く減ってくるんではないかなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 どうもありがとうございました。 
 それでは３つ目、子育て・教育ということについて、ご質問したいと思います。 
 ここでは、私は教育の、いわゆるどんな教育をやっているんだといったことをお聞きしよう

とは思っていません。むしろ、子ども、あるいは教育を行っていく上での環境と。学校、ある

いは保育園の環境は、どうあったほうがいいのかといった点についてを軸にしながら、ご質問

したいと思います。 
 合併前に、鰍沢では五開小学校を閉校しました。私は常々、いわゆる小規模校、旧増穂町に

おいては西、南小学校という２校がありますけれど、ここでは１学年１人、あるいはいない学

年も存在します。子どもの教育という観点から考えたときに、これはいろんなご意見・ご批判

があるかもしれませんけども、やはり子どもの教育というのは、ある程度の規模の仲間と一緒

に遊んだり、学んだり、あるいは切磋琢磨していくということが、その子の将来にとって、一

番大事なことではないかと考えております。 
 先ごろ、新聞報道で、県のほうでもちょうど、たまたま、１２年度の統廃合を含めた学校の
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話、あるいは小規模学校についてのお話が報道されておりましたけども、本町では、いわゆる

小規模学校について、その規模、あるいは適正だと思われる規模や、あるいは考え方等につい

て、どのようにお考えを持っているのか、その点をお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の教育といいますか、学校施設、適正規模についてということであります。 
 保育所なんかも適正規模というのが出てくると思いますが、子育ての環境整備につきまして

は、子どもの医療費の助成の対象年齢を中学３年生まで拡大するのをはじめ、国のほうの子ど

も手当の支給、あるいは児童センターの充実など、あらゆる施策を総合的に講じる必要がある

ことから、富士川町の次世代育成支援行動計画の後期計画というのをつくりながら、この計画

に沿って、今後、着実に実施していきます。そういう中で保育所の部分につきましても、国の

基準はしっかり守りながら、職員を配置しながら、子育て支援をやっていくつもりでおります。 
 教育環境につきましては、その発達段階および、それぞれの状況に応じた適切かつ最善の環

境で、学校教育を受けることが必要であると、こんなふうに考えております。国・県にしても、

きめ細かな学習指導とか、安全かつ快適な学校教育のための諸条件が示されておりますので、

そういうものはしっかり整備をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
 こうしたことから、学校施設の整備はもとより複式授業の解消、あるいは特別支援教育への

講師の加配など、学習面での充実もこれまでも図っておりますし、これからもやっていくつも

りであります。 
 小人数学校の適正規模につきましては、県の教育委員会で望ましい学級規模として、先ほど

新聞に出ましたけども、小中学校ともに１学年２学級以上、学級規模はいずれも２０人程度以

上というのが望ましいということで、基準が示されたところであります。 
 また学区につきましては、合併以前から町内の通学区域は、保護者等の希望によりまして、

区域外就学も可能としております。旧増穂の子どもが、鰍沢の学校へ通っていたという事実も

ありますし、そういうことで保護者の希望等によりまして、学区外就学も可能としておりまし

たが、今後そういった地域外就学の希望が増えた場合には、学区の見直しということについて

も検討していきたいなと、こんなふうに考えております。 
 なお、小規模校がこの地域には、保育所にしても学校にしてもあるわけでありますけども、

保育所とか学校の統廃合ということにつきましては、特に保育所につきましては、平林の僻地

保育所を休所する際に、地域との取り決めがございまして、園児が３名以下になったら休所す

るということになっております。穂積地区も一時そうなったんですが、４名確保できたという

ことから、再開をしたというふうな経緯もあります。今後も、そのような保育所が出るようで

あれば、地域の実情や保護者の皆さん、また関係者との十分な議論を踏まえる中で対応してま

いりたいと考えております。 
 また学校については、先般、五開小学校閉校ということになりましたが、学校は地域と密接

に関係していることから、地域とか保護者の意向、地域の実情を踏まえた十分な議論が必要で

ありますので、現在ある学校について、学校の統廃合については、現在は考えておりません。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 どうも、ありがとうございます。 
 今、お伺いしていて、保育所について言うと、例えば３名、４名と。何人以下ならば閉所、

何人以上ならば再開というような不安定な形でいいのかどうか。実際には、保育園というのは、

平林なんかもそうですけども、直接、親が送るという、大体それが今、原則になっているんだ

ろうと思いますけども、それでいいのかどうか。 
 それと、例えば西小を例にとりますと、今、９名、子どもたちがいます。そして、いわゆる

区外通学者が６名。これが６年後に、県からいただいた資料、あるいは町からいただいた資料

でいきますと、６年後に西小は多くて５人という計算になります。県のほうの資料では４人と

いうことになりますけども、たぶん予定者が増えたんだろうと思いますけども、そういったの

が現実であると。かつて西小という、平林の小学校なんかは、やはり地域の中心、文化の中心

という思いが強かったんだと思いますけども、例えば近年では、子どもの運動会に合わせて、

地域の運動会をやると。あるいは３世代交流をやるということで、地域の伝統を守ろうという

活動も盛んであったと思います。ただ、去年、おととし、私も西小の運動会へ行きましたけど

も、現実は地域のお年寄りがだんだん集まらなくなっている。それは、地元の子どもがそこに

通っていない。だんだん、どうしても少なくなってきている。これは切実、非常に悲しい話で

すけども、それが現状だと思います。 
 一部には、例えば、おおぜいの中に馴染むことができない子どもたちにとっては、こういっ

た学校が必要だというご意見があるだろうと思いますけれども、私はそういった例外的なこと

を議論するんではなくて、それはそれとして議論する必要があるでしょうけども、やはり子ど

もの教育というのは、私はある程度の規模だと。先ほど、県の指針では２０人ということで。

この地域の交通手段、あるいは交通の範囲等を考えたときに、決して統廃合ということを提起

しても無理がないんではないかなというふうに、私自身は考えております。 
 ここでお聞きしたいんですけども、先ほど町長は、統合は考えないよということをおっしゃ

いましたけども、適正規模については、県はこう示していますというお考えを述べました。こ

れは町長という立場で当然だと思いますけども、それとは別の意味で、町長個人として、そう

いう、現在の西小等の現状、子どもたちの将来を考えたときにどうなんだと。私は、こう思う

よといったようなお考えをぜひ、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これからの統廃合についての、個人的考えでいいから述べよという、こういうご質問だと思

います。 
 県のほうでは、学校の望ましい規模として、１学校には２クラス以上、すべての学年にあっ

たほうが、やはり切磋琢磨という面でよろしいんではないかということで、ああいう県の考え

方が示されたと思います。 
 今、標準校でいきますと、４０人１クラスであります。ただ山梨県の場合は、今、１、２年

生には、保育園からあがってくる、あるいは幼稚園からあがってくる子どもたちが一気に、
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３０人学級としても、すべてが３０人、保育園、幼稚園、あるわけではありませんので、急に

４０人の規模になると、付いていくのが大変かなということで、１、２年生を３０人学級にし

てあります。中１ギャップということで、中学校１年生は３５人学級を今、やっております。

そうは言いましても、中には小規模校があります。この富士川町の管内を見ましても、西小が

現在９名、あるいは南小が２２名、中部小が１７名というふうな、県下で見ても小さな学校が

あります。 
 ただ、先ほど言いましたように、この学校というのは、小学校１年生から６年生までいるわ

けであります。高学年になれば、足腰も強くなりますから、ある程度の距離は歩けるとは思い

ますけども、保育園からあがったばかりの子どもは、まだそんなに長距離は歩けませんので、

これも考えていかなければいけない。そうは言いましても、かつての交通網が発達していない

時期の体制で、今、小学校が配置されているという部分というところも考えていかなければな

らない。非常に難しい問題であります。地域の皆さんにも、地域によって、また考え方が違う

と思います。もっとおおぜいの中で切磋琢磨したほうが子どものためになるとか、小さな学校

できめ細かな教育をしてもらうほうがいいとか、親御さんにしてもいろんな考えがあると思い

ます。現時点では、統廃合は考えていないということを、先ほど述べさせていただきましたが、

今後、地域の皆さんのご意見等も十分お聞きする中で、ゆっくりこれは考えて、急ぐ必要はな

いと思いますので、地域の望む姿として、学校は配置すべきだと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 統廃合というと、以前は必ず財政的な面からの議論がどうしても主流になっていたと、私は

思います。私自身も議員になって、ちょうど３期、７年目に入りますけども、当初、合併とい

う問題もありましたから、財政という観点からのみ、物事を考える傾向がありました。これは

間違いない、事実です。ただ、今、子どもを育てる環境、あるいは子どもの教育、あるいは小

中一貫教育とか、いろんな議論がされています。各町村においても、財政の面より、むしろ子

どもの教育という、強い子どもをどうやってつくるんだということの観点から、小規模校、あ

るいは小さな保育園等についての議論が盛んに行われていると。私は、そういう意味では、財

政という問題とは、まったく別の次元で、しっかりした議論というのを、今からやっても遅く

はないと思います。早い段階でやるべきであると思いますけども、具体的に、そのへん、もし

お考えがあれば、ご返事願いたいし、今から考えるよということであれば、それはそれでお願

いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、役場も公共団体とはいえ、経営をしているわけでありますから、財政抜きで物事を語

るわけにはまいりません。しかし３年前、あるいは４年前の旧増穂町の財政、旧鰍沢町もそう

だったんですが、１６％台の実質借金返済比率を持っております。今はお互い、財政再建もす

る中で、今度、富士川町になりましても１３．８というところで、今、おさまっております。

これは県下の中でも財政運営の中では、好ましいといいますか、悪いほうではないと思ってお
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ります。 
 そういう中で、財政も当然は考えていかなければならないんですが、人材育成、先ほど来、

お話が出ていますが、人材育成、特に子育ての部分、その一貫の教育でありますので、これに

つきましては、一方的に決め付けるわけにもまいらないなと、こんなふうに考えておりますの

で、これからもどういった子どもの育て方がいいのか、いろいろあると思います。先ほど言い

ましたように、少人数の中での習熟度を増していくのがいいのか。それとも、もうちょっと、

おおぜいの中で切磋琢磨させ、ダイナミックなといいますか、そういったことがいいのか。親

御さんにおきましても、地域にあっても、いろいろあると思います。私個人としても、いろい

ろな要素がありますので、どちらがいいかは決めかねているところでありますけども、ただ小

学校、中学校へ行くまで、ソフトボールもしたことがない。サッカーも実際にしたことがない、

そういう子どもをつくっていいのか。それとも、また地域のこともよく、おじいさん、おばあ

さんたちとゆっくり、熟知してくる子どもがいいのか。これは教育的観点もあります。また個

人差もあると思いますので、それらも含めて、今後、地域の皆さんとゆっくり考えていきたい

なと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは次の大きな２つ目、さらなる合併の推進ということについてですけども、先ほど新

しいまちづくりのところで、町長のほうから、この点についての意義、あるいは目的といった

ことはある程度、述べられております。それをふまえて、ちょっとお聞きしたいんですけども、

その中で、私があれっと思ったことがあります。それは何かと言いますと、一体感の醸成と、

富士川町としての風土をつくるんだとおっしゃいました。この風土をつくるというのは、やは

り並大抵なことでなくて、先ほど最初の質問でもありましたように、時間もかかる、これが風

土をつくるということになるんだろうと。他方では、合併も視野にと。広域連合と。医療、高

校等々、産業も含めてということですけども、当選されたあとの記者会見の中に、４年の間に

なんとか目途をつけたいといった発言をされたという記事も載っておりますし、端々でそれら

しいような発言もあるかと思います。そのへんの整合性、なかなかとれないんだろうなと、ど

うされるのかなと、他人事ではありますけども、大変、心配をしております。ぜひ、その点に

ついて、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の、町民の一体感の醸成とさらなる合併の推進ということで、整合性というこ

とで、私は整合性がとれていると思っております。これは、町民の一体感の醸成、今は富士川

町になったばかりであります。一日でも早く、旧増穂町・旧鰍沢町の垣根を取りながら、町民

の一体感の醸成を図っていきたいと、これは誰しも願うところではないかなと思っております。

そしてまた、この地域の将来を見据えた場合に、さらなる合併を進めていきたい。これは先ほ

ども言いましたが、数年前からの私の持論であります。それにつきまして、今後も進めていき

たいと。 
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 必要性につきましては、先ほど申し上げましたが、さらなる合併が仮に実現できたとしても、

この地域は、合併が終われば旧富士川地域なんです。町民の一体感の醸成は必要であります。

旧増穂町も、いろんな地域が一緒になって増穂町になったわけですが、増穂町としての一体感

の醸成、先代の人たちが図ってきてくれたと思うんです。それは、長沢は長沢での一体感、当

然必要だと思いますし、増穂町とすれば増穂町の一体感の醸成は必要だと思います。それと、

さらなる合併と矛盾している点は１つもないと思っております。 
 私は、先ほど申し上げました理由によりまして、今後も旧、平成の合併の前で言えば、旧峡

南北部５町でありますが、今は市川三郷町と富士川町だけになりましたので、近隣自治体とい

うのは、当面、市川三郷町を視野に取り組みを進めていきたいと、こう申し上げているところ

であります。 
 以上です。 
 記者会見等々で、４年間の中でというふうな、私の任期が４年しかありませんので、５年後、

６年後のことを言うと、ちょっと僭越かなと思いまして、４年間、与えられた任期の中で、仕

上がるかどうか分かりませんが、道筋を付けていきたいと、こういうことであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ４年間の任期と、たしかに任期は４年しかないんですが、掲げたものはその中で実現してい

くと。あるいは実現できるようにすると、そういう意味でというお話なので、そうですかと思

います。 
 ２つ目ですね。志村町長は旧増穂町の町長ということで、旧増穂町に対しては、段階合併、

先行合併ということをよくご説明し、理解も出てきているのかなと思います。そういう意味で

は、さらなる合併というのは違和感はないだろうと。町長の主張としても一貫性がある。しか

し、富士川町というのは、今度は旧鰍沢町とも一緒になったという中で、たしかに町長選にお

いて、志村町長は、この点のことをちゃんとマニフェストにも、しっかりと二大政策というこ

とで載っておられるので、町民に理解されているというような、たぶん、お考えなんだろうな

と思いますけれども、私が、今度の選挙、相手候補は突然、出られて、ほとんど選挙活動をさ

れなかったと。そういう中で、７千いくつと３千、約７対３ですか、あるいは７．５対２．５の

比率の結果でしたけれども、その結果を見て、さらなる合併ということを含めて、町長はどの

ようにお考えになられるのか、ちょっと１つ、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 私の合併の考え方につきましては、３年前から峡南北部で小さいながらも市をつくっていき

たいと。そういう中で先行合併ということで、富士川町が誕生してきたわけであります。今回、

４月２５日に執行されました富士川町長選挙におきましても、マニフェストの中で、さらなる

合併ということで、同じ枠組みで、また皆さんにお示しをし、その中で選挙になり、住民の皆

さんのご支持を得て、今、ここへ立っているわけであります。 
 選挙の中でも、重点施策として町民の一体感の醸成と、そしてさらなる合併の推進というこ
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とを二大重要項目として掲げさせていただきました。多くの皆さんに、それは見ていただいて

おりますし、この４年間の、私の政治姿勢もなんら変わっていることはありませんので、さら

なる合併の必要性、また枠組というふうなものにつきましては、十分に町民の皆さまには、理

解をされてきているものと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 齊藤欽也君、今、２番へ入っていますね。そうですね。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、２番に入っているんですけども、この合併を、前回は具体的に選挙結果を受けて、初め

て町長になられて、選挙結果を受けて、すぐいろんな組織を立ち上げたり、活動されて、合併

を実現されたわけですけども、今回は、一応、理解を得たと考えるんであれば、当然、そういっ

たことを町民に今一度、呼びかけ、そしてそれなりの行動というのをされていくべきであるだ

ろうと思いますけども、その理解を得たかどうかという点を含めて、ちょっとお答え願いたい

と思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先般の選挙におきまして、私はさらなる合併の推進というのを重点施策の１つに掲げて戦っ

てまいりました。また相手候補は小さな農業・小さな商業、コンパクトな施策、当然、合併で

はないと理解ができます。その結果、２８％対７２％という結果になりました。私は町民の皆

さまには、ご支持をいただいたと理解しております。 
 ただ、合併というのは相手もあることですから、私がいくら合併合併と右手を挙げても、相

手がいることですから、それはスムーズにいかないだろうと思います。前回の鰍沢町との合併

につきましては、長い年月の中から、そういった意向というものが汲み取れたものですから、

こうして富士川町が誕生できたと思います。これから市川三郷町との交渉とか会議、会談、い

ろいろあると思いますが、私は市川三郷町の久保町長さんも、昨年の９月、選挙があったわけ

でありますが、特にあえて合併ということは言いませんでした。ですから、市川三郷町にして

も、これから合併についての研究をしていかなければならないだろうと。私は理解をしていた

だいたと思っておりますけども、歩調を合わせなければ、こういうことはできませんので、同

じ歩調を合わせながら、うちのほうも合併研究を進めていきたいと。そういう中で、町民の皆

さんにも、さらなるご理解をいただく中で、かつてゴタゴタしたような合併でない、スムーズ

な合併ができればなと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ３つ目にいきたいと思います。 
 相手も考えていないと。まだ、そこまで具体的に、相手もあることなので・・・３つ目とい

うのは２つの３つ目です。 
 具体的な取り組みということなんですけども、例えば組織としては、役場の中に差しあたっ
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て、準備をするための検討組織なりを立ち上げるという方法もあるだろうし、もうちょっと、

有識者も交えて４年間という、一応、目途をつけたいということであれば、そういった意見を

聞く場、あるいは研究・審議する場というのも、当然、置かれて然るべきだと私は思いますけ

ども、具体的に、その４年のうちで目安をつけるという場合には、そういった組織を立ち上げ

ることになると思います。それは、どのような形で、いつごろから始めるのか。そのへんにつ

いて、お考えをお聞かせください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤欽也議員の合併推進に向けた取り組みについてと、こういうご質問にお答えいたします。 
 合併の必要性に関しましては、先ほど来、申し上げましたとおり、広域的な課題に対して連

携して取り組むということであります。私が就任早々、市川三郷町の久保町長さんとも会談し、

地域連携や合併に関する意見は交換しているところであります。 
 先ほど申しました合併研究会なるものでありますけども、住民の皆さんを中心として、さま

ざまな領域からご意見をいただく機会として、設置をしていきたいと考えております。これは

あくまでも、市川三郷町と同じ時期の設置、同じ内容の委員構成を目指しながら、２町が歩調

を合わせながら、じっくりと議論を重ねていきたいと、こんなふうに考えております。 
 また市川三郷町は、今年の９月に町議会議員の選挙が予定されております。前回の合併、増

穂と鰍沢の合併のときにも、その前に町議会議員さんの選挙、町長さんの選挙がありましたか

ら、それが終わってから具体的な交渉はしてきたつもりでおります。今回も、この９月に市川

三郷町の町議会議員の選挙がありますから、それらの動向も見ながら、そしてまた久保町長さ

んとも会談を積極的に重ねる中で、時期については検討していきたい。一部、新聞では８月ご

ろというふうにありましたが、そのころも一つの視野かなということもありますが、先ほど言っ

た、９月に町議会議員の選挙もありますので、時期については、また適当な時期を考えていき

たいなと思います。 
 そしてまた、この協議会は、先ほど言いましたように、住民の皆さんを中心に、そしてまた

旧増穂町では、峡南北部で合併のときに、５０人ほどの研究会もつくった経緯もありますので、

改めて、そういうのが初めて出てくるわけではありませんし、過去にもしているあれでありま

すが、その住民の皆さんを中心とした研究会と一緒に、役場内にも、課長さんがたぶん中心と

なると思いますけども、検討会、ワーキンググループを設置しながら、旧増穂町・旧鰍沢町が

合併した経験なども生かしながら、合併の必要性を研究していきたいと、こういうことであり

ます。 
 そしてまた合併に向けて、４年を目途ということでありますけども、言うまでもなく、私の

任期が１期４年ということもあります。そしてまた、厳しい財政状況が今後も続くと予想され

る中で、住民に最も身近な自治体が、効率的な運営をしていくこと。それと新政権になりまし

て、地域主権という地方政府が動き出しております。果たして４年、待てるかどうかも含めて

やっていきたいと。しかし１期４年でありますから、その中では道筋をつけていきたいという

ことであります。そして、この地域に山積する課題を着実に解決していく。そして、この峡南

北部地域が将来にわたって、いい地域になるように、お互い、力を合わせながらやっていきた

いと、こういう意味合いであります。 
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 以上です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは、今のお話からいけば、相手は市川三郷町ですけども、具体的には。この町長と話

が進んで、研究していきましょうと。合意ができた段階で立ち上がるということで、よろしい

ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 それは片方の町だけで、いくら力んでみてもできるものではありません。相手方と歩調を合

わせて、はじめてできるものでありますので、これからも、合併のみならず、いろんな面で連

携をとりながら、住民の意識も高めていきながら、取り組んでいきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 それでは、大きな３つ目の財政改革についてという質問に移りたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 齊藤欽也君に申し上げます。 
 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩をとりたいと思います。 
 午後は１時の開会といたします。 

休憩 午後１２時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 一般質問を続けます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、一般質問を続けたいと思います。 
 それでは３つ目の１つ目になりますけども、行財政改革ということについて、お伺いしたい

と思います。 
 合併の最大の目玉、これは行財政改革でありましたし、また行財政改革の目玉といえば、こ

れは志村町長が旧増穂町時代にも常々言っておりましたけれども、人件費、あるいは必要経費

の削減ということになるであろうと思います。これまで旧増穂町においては、職員数の削減を

行ってまいりました。ただ、正職員の削減が進む一方で、旧増穂町においては、臨時および嘱

託職員の数が増えていくと。ただし、総体としては、人件費はもちろん削減されます。旧鰍沢

町においても、規模が増穂とは違いますので、近年は、１６年度前後はかなり努力されてきま

したけども、近年はある程度の横ばいという状況で推移しているかと思います。 
 本年度も今回、合併しまして、多くの職員数になっております。ただ、その一方、新規採用
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の職員が４月のときに、合計でたぶん３名かな、増穂２名、鰍沢で１名。５月に、これは広報

で、町の広報で知ったんですけど、５月採用というものがあるらしくて、２名の方が職員とし

て採用されると。そういった流れを見ていきますと、私なんかは、合併した限りは、極端な話、

新しい職員の採用は１、２年、控えてもいいんではなかろうかと思っております。ただ、他方

には職員が毎年、ある程度、採用しておかないと、途中でぽっかり空いては困ると。職員の年

齢の平準化、こういったことを考えると、苦しい中でも少しずつ採用していくのは、今後、将

来にわたっては、いいんではないかという考え方もありますが、とにかく、そういった流れに

なっております。 
 そこで、お伺いしたいんですけども、今後の行財政改革の目玉になる人件費、あるいは職員

人数の削減を、どのように行っていくつもりであるのか。また私、ちょっと疑問だったのが、

５月採用というものは一体どういうものなのか。併せて、ご答弁を願えればと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 行財政改革についてのご質問に、お答えいたします。 
 ただ、今、議員さんの質問の中で、人件費の削減と必要経費の削減とありましたが、必要経

費は今後も計上させていただきたいということであります。旧増穂町におきましては、平成

１６年に行財政改革大綱を策定いたしまして、行財政改革に取り組みを始めてきました。その

後、平成１７年３月に、総務省のほうから新地方行革指針というのを示されました。それに基

づき、各自治体は、１７年度から２１年度までの５年間にわたる集中改革プランというのを作

成いたしました。旧増穂町の集中改革プランの中では定員管理の適正化、給与の適正化、経費

節減等の財政対策、指定管理者制度による民間委託の推進、事務事業の再編・整備、廃止・統

合、行政の公平化、透明性の確保、行政運営の効率化、町民参加のまちづくりなどの項目を中

心に行政の効率化を図ることとし、これまでやってまいりました。 
 この中で、人件費の削減につきましては、職員の削減にもつながっていくものであります。

旧増穂町の集中改革プランにおきましては、職員定数の数値目標を掲げまして、平成１７年

１３６名の職員を、平成２２年度に１２０名に順次、削減していくという計画であります。平

成２２年４月１日現在で、旧増穂町として職員数を割り出しますと、ちょうど１２０名。目標

を達成したものと考えております。３月８日に両町が合併し、行政規模も大きくなりましたが、

今後、職員の定員適正化計画を策定いたしまして、適正な職員の定員管理をし、人件費の削減

につなげていきたいと思っております。 
 また、鰍沢町におきましても同じく集中改革プランをしました。２２年４月１日現在、平成

１６年には７８名の職員がいたわけでありますが、５年後の平成２２年４月１日には６７人と

いう目標を掲げ、削減に努めてまいりました。この２２年４月１日現在で、旧鰍沢町職員を割

り出しますと、６６名。目標よりも１名減ということになっておりますので、旧鰍沢町におい

ても、この集中改革プランの目標は達成できたものと考えております。そして、この４月に、

３月３１日に６名の正規職員が退職をしたわけであります。当初、旧増穂で２人、旧鰍沢で１人

ということで、職員を採用しようという計画で進めてまいりました。ただ、年度中途で早期退

職者が２人出てきましたので、それで６名になったわけでありますけども、昨年の公開試験を

やりながら、旧増穂では３名の採用決定をし、うち２名について４月１日採用、もう１人は５月
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１日採用ということで通知もしております。これは旧鰍沢町ともお話をする中での合意であり

ます。旧鰍沢町でも１人、技術労務職になりますけども、一般職の、行政職２表という給料表

になります。そちらのほうで、５月１日、１名採用という計画をしておりましたので、私が４月

２６日に就任し、５月１日付けで２名採用し、２２年度は４月１日が３名、５月１日が２人と

いうことであります。 
 旧増穂町で採用した職員は一般職員でありますが、町村会の公開試験を通り、すべて公平に

採用しておりますので、ご了承いただきたいと思います。 
 それと今後の集中改革プランといいますか、職員の適正化計画でありますが、向こう５年間

で２７名の退職者がいます。年間平均しますと、５．４人ずつ減っていく勘定になります。向

こう１０年間では、５０名の退職者が予定されております。年間平均だと、５人ということに

なります。向こう１５年を見ますと、７１名が退職となります。そして２０年間で９３名、退

職します。２５年間では、１２９名が今のところ退職となります。これは定年制が伸びない限

りは、こういう人口で退職者の数で推移していくわけですが、こういう中で、また全体の年齢

構成も見ながら、今後の採用計画もつくりながら、職員の適正管理に努めていくということに

なりますが、それにつきましては今後、定めます総合計画の予算の部分ともリンクいたします

ので、そちらのほうも見ながら、じっくり適正な定員管理に努めていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今の説明でいきますと、今後５年間、あるいは１０年間、大体、５人ぐらいの毎年、退職者

が出てくると。今回、６名、最終的にはお辞めになって、採用が５名と。そうすると、単純に

言えば１名減ということで、こういうペースでは正直、なかなか削減計画というのは進まない

のかなと思います。 
 私がいくつかの町で聞く限りでは、一生懸命やっているところは、極端な話が３分の１ぐら

い減らしてしまおうというところもありますし、中には３、４年は採用しないということで、

自然減をやっていこうと。その代わり、もちろん職員への負担は、たくさんくるんだろうと思

います。そういう形で努力しているというところから比較すると、今、おっしゃられた形は、

実際には、今、減る人数の話はされましたけども、今後５年、１０年間、それに沿って、基本

的には１人しか採用しない、２人しか採用しないという目安が、今、語られなかったんですけ

ども、そのへんについてのお考えと、それと適正計画の策定をいつまでにするのか。この２点

をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 職員の適正管理の計画につきましては、先ほど申し上げましたように、総合計画の財政シミュ

レーションともリンクするものですから、それに併せながらつくっていくということになると

思います。総合計画のほうは、来年の９月ごろには策定できるように、今、いろんな準備を進

めているところでありますが、幾人がこの富士川町の規模で、正規職員として適正かというの

は、答えはありません。ただ、これだけの規模になりますと、住民１００人に１人ぐらいの正
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規職員でいいのかなと。と申しますのは、旧増穂町で１２０人から１３０人というときが、人

口約１００人に１人ぐらいの正規職員でありますので、今後、富士川町、このまま人口推移し

ますと、１万６千後半から１万７千人の人口だと思います。１万６，８００人ですから、１６８人

ぐらいが１つの目標かなと思っております。 
 そこで、先ほど数字を言いましたのは、向こう５年間で、今よりも約２０人減らすというこ

とになると思いますけども、今、１８８名が定数でありますので、先ほど言いました５月１日

の採用も含めて、この町の職員の定数条例は１８８と定めておりますから、これが天でありま

す。これから減っていくわけでありますけども、５年間で２０人減らすというと、５年で２７人

と先ほど言いましたので、採用は７名に抑えなければならないと。向こう１０年間ですと、

５０人減ると言いましたから、その中で２０人削減していくということは３０人。１０年間で

３０人ということは、３人ぐらいの採用ができていくのかなと。このスパンをどのくらいに決

めるのかも、これから検討していかなければなりませんけども、この旧増穂町、旧鰍沢町も一

時期、財政状況が非常に厳しいところがありました。財政状況もですが、合併をしないという

方向をしたときもあります。その間の職員が、ちょうど５年ほど、全然いないわけです。こう

いうことが今後、３５年から４０年先に起きてくるわけですが、それも視野に入れながら、計

画的な職員採用もしていかなければいけない。それと、私は先ほど言ったように、これからさ

らなる合併もしていきたいという中で、そういった新たな市町村が出たときに、基礎自治体が

出たときに、この富士川町からは課長職になる職員が１人もいないという状況も、これは回避

をしていかなければいけないと思いますから、今後も長いスパン、あるいはどのくらいの期間

が適正なのかも含めて、採用を決めていきたいと。 
 今、言いましたように、向こう５年間で１６８名まで落とすんであれば、７名しか採用がで

きない。そして向こう１０年間でスパンを考えれば、毎年３人ぐらいの職員採用ができると。

そんなふうな、今、腹づもりでおります。まだ細かな計画は、これから総合計画の策定と併せ

て、検討していくという予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この問題は、早い話がやはりトップたる町長の指導力、決意の問題が一番、大きいんだろう

と、私は思います。珍しく志村町長らしからぬ、このシミュレーション等々、いろいろ絡むと、

そのへんを見ながらという発言でありましたけれども、ここはやっぱりトップの指導力という

ものを、私は大いに発揮していただきたいなと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど３５年後、４０年後という話をいたしました。私の任期は４年であります。５年後は

どうなっているか分かりませんが、私がここでいろいろ、独断で決めるよりも、職員は新しく

入った人は４０年後も、この町を今度は運営していかなければならない立場になりますので、

職員ともしっかり、そのへんは議論を重ねる中で採用計画をつくっていきたいと、こんなふう

に考えております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今後は職員も専門職が、かなり必要になってくる時代になります。そういったことも含めて、

削減計画というのは、果断にやっていただきたいというお願いをしておきたいと思います。 
 それでは３の２つ目、住民参加型行政評価ということについて、これはお伺いしたい。町長

の公約、ほかにもたしか載っていたと思いますけども、そこでいわゆる事業仕分けというよう

な括弧つきでしたけども、住民参加型行政評価というものを導入したいと。町民の目からしっ

かりと見ていただいて、おそらく、町民にとって必要なものは、もっとやっていこう、あるい

は町民から見てどうかなと思うようなことについては、検討し直そうということを、たぶんお

考えなんだろうと思いますけれども、この内容について、まずはその点について、お伺いした

いと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 住民参加型行政評価システムについてのご質問にお答えをいたします。 
 私は前回、旧増穂町の町長選に立候補するときにも、住民参加型行政評価システムを構築し

たいということを訴えてまいりました。ただ、２年８カ月という短い期間でありましたので、

この住民参加型行政評価システムは、構築できませんでした。そして今回の選挙のマニフェス

トに、改めて住民参加型行政評価システムと。非常に長たらしい名前で、分かりづらいという

ことがあります。事業評価というのは、公明党さんが公明党の施策として、もう１０年も前に

出している言葉であります。今回、民主党さんが事業仕分けという言葉を使ったと。一般的に

なりましたので、私も括弧ではありますけども、（事業仕分け）という言葉を使わせていただき

ました。 
 現在、地方分権が本格化しつつある状況の中で、住民に最も身近な自治体が福祉、教育、ま

ちづくりなど、あらゆる分野において、自己決定・自己責任のもとで、行政課題を解決してい

かなければならない状況になっております。そしてまた、今後も厳しい財政状況が予想される

中で、現在の住民サービスを低下させないためにも、さらなる財政基盤の強化と効率的な行財

政運営というのは、求められております。 
 こうしたことから、政策施策および各種事務事業の見直しも必要となってまいります。行財

政改革につなげていくことを主眼に、それも役場の職員だけでなくて、住民の皆さんに参加し

ていただきながら、やっている行政について評価をしていただくシステムをつくっていきたい

ということであります。 
 この評価システムでありますけども、私は、この行政運営の基本でありますプラン、ドゥー、

チェック、アクション、計画と実施、評価、改善、この４サイクルは、常にこのサイクルを念

頭に置きながら、また、うまく４つの円がつながるようにやっていかなければならないと考え

ております。その評価段階におきまして、住民の皆さんのご意見をいただきながら、また次の

改善につなげていきたい。あるいは、廃止になるかもしれません。なんか、ほかの類似事業と

統合になるかもしれません。そういったところの、今やっている事業について、住民の皆さん

から評価をしていただきたい。そのシステムをつくりたいということでありますが、その評価
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をいただいたあとに、私どもがまた、再度、改善をするなのか、廃止をするなのか、統合する

なのかというふうなことを考えていくわけですが、その方向づけを住民の皆さんに付けていた

だく、新たなシステムとして考えております。 
 本年度は、私も就任して、まもないわけであります。前から言ってきていますから、職員の

中はある程度、大体、概要を分かってきていると思いますけども、本年度はその施行の第一弾

として、町単独事業、国の施策をこの町で勝手に変えてしまうわけにもいかない、県の政策を

変えてしまうわけにもいきませんので、富士川町の単独事業について、まず職員が事務事業シー

トを作成いたします。そして、自己評価をまず、やるわけです。労力のわりに効果が薄いとか、

これは幾回やっても参加者がいないとか、いろいろ自己評価をやっていただいて、さらに役場

の中で評価検討委員会というのを設けてあります。本人が忙しいから、他の仕事に追われるか

ら、その仕事をやめたいとかなんとかということがあってはいけませんので、役場の中でも、

これまでいろいろ経験した方々もおりますので、２次評価を役場の中で検討会をつくりながら

やっていきたい。そして、この２次評価で得た結果、単独事業も相当数あるわけでありますけ

ども、いっぺんにはできませんので、順次、町民の皆さんから構成させていただく住民評価委

員会なるものにお示しをし、委員さんのご意見も伺いながら、先ほど言いました事業を再編す

るなのか、整理をするなのか、廃止をするなのか、統合をするなのか、継続という言葉もある

と思いますが、評価をしていただくことを目的としております。 
 この住民評価委員さんには、字のとおり住民評価ですから、公募による委員さんと学識経験

者で編成させていただきたいなと思っております。そして委員の皆さまには、自由な発言のも

とに、こういうことを評価していただくことを期待しているところであります。そして、この

評価に基づきまして、新しい事業の改善につなげていくということでありますから、当然、予

算等も絡んでまいります。財源の有効活用、ひとつ考えても、こういうシステムが今後、導入

が必要ではないかということで、今回のマニフェストに書かせていただきましたし、今年度は

その第一弾として、町単独事業において、何本か抽出しながら評価をいただきたいと、こんな

ふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 少し質問したいんですけども、１つは評価という言葉ひとつで片付けるのは、非常に難しい

んですけども、これまでも人事評価、あるいは行政評価等々、シートをつくったりしながら庁

内で行ってきているんだろうと、詳しい内容はつかんではおりませんけども、だろうと思いま

す。今回は町民、あるいは行政にそんなに詳しくない方たちに、そういった目線で評価してい

ただくということを考えたときに、今、出た評価の基準、あるいはシートというものは、どう

いう内容のシートをつくるのかということが、やはりこれ、非常に難しい話になるんだろうと

思います。その点については、どのようにされていくのか。あるいは、内容がすでに決まって

いるのか、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 評価はたくさんあるという、お話もありました。人事評価につきましては、今までの年功序
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列から、しっかり職員が目標を持って、その目標の達成度を自己評価、あるいは上司評価をし

ながら、昇格・昇給、こういうものに反映をしていく。なぜ、私はこんなに一生懸命やってい

るのに給料が上がらないのかといわれても、それが客観的に分かるような評価システムをつ

くっておくのが人事評価システムです。この人事は給料にも当然、つながってまいります。 
 今回の行政評価でいっていますのは、行政という言葉は非常に幅広いと私は思っております。

この中には政策評価もありますし、事務事業評価もあります。事務評価も出てくると思います

が、この中に非常に難しい問題もありますから、先ほど言いましたように、学識経験者も入っ

ていただく。そしてまた、住民の目線から単独事業を評価していただきたいという意味合いか

ら、公募による委員さんも入っていただく。当然、まだ動き出したばかりですから、そのフロー

チャートなり、システムは構築がされておりません。これから、それを目指しながら、今年度、

第一弾をやっていきたいということでありますけども、今、お話がありましたように、行政に

携わっていない方も入っていただくということでありますから、第１次段階を、自己評価を担

当者がやりまして、そして第２次評価を役場全体でやりまして、そしてその事務事業、あるい

は政策の内容を住民の皆さんに十分、説明する機会を設けながら、そして果たして、その事業

が必要なのかどうか、じっくり議論をしていただきながら評価をしていただく。評価はチェッ

クということですから、これがいいのか悪いのか。必要なのか、不必要なのか、そういうとこ

ろを一般目線で見ていただきながら、必要であれば継続ということも当然、評価ですから、あ

ると思っております。そしてもっと大きく、改善しろという評価もあると思います。あるいは

廃止をしろというのもあると思います。そういう中に、学識経験者も入っておりますので、そ

うはいっても、長い目でみれば、こういう事業は、種まきが必要だよというふうなご意見もい

ただけるんではないかなと。その段階には、役場職員は入っておりませんので、自由なご意見

をいただければと、こんなふうなシステムを構築していきたいと考えております。今現在では、

細かな部分はまだ出ておりません。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 できるだけ早く、早急にお願いしたいと思います。 
 それでは３の３、合併の評価ということについて、お伺いしたい。 
 今、行財政の評価と、あるいは住民参加型行政評価というようなお話を伺いましたけれども、

行財政改革の評価というのは、同時に合併の評価でもあるだろうと思います。いろんなところ

でお話を聞くのに、合併して４年も経ってしまえば、新しい町になってからの新しい政策、富

士川町でいえば、総合計画がどんどん始まっていくと。そうなってくると、いわゆる合併した

本当の意味での評価というのは、なかなか出づらくなってしまうというお話をよく聞きます。

要は時間が延びてしまうと、評価ができないと。そういうところで、よく聞くのは、大体、い

わゆる行財政改革のための合併ということを考えたときに、その評価というのは、２年ぐらい

の時点で、ある程度しないと、本当の意味で評価にはならないということのようです。そうい

う意味で、その評価をいつ行うのか。あるいは、どういう基準で行うのか。そのお考えをお伺

いしたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 合併の評価についてのご質問にお答えをいたします。 
 平成２０年９月から１年６カ月の協議を経て、この富士川町が実現することができました。

これも町民の皆さんをはじめ、議員各位のご理解により、なし得たものと深く感謝を申し上げ

たいと思います。 
 この合併に関する評価でありますが、合併の評価は一朝一夕にできるものではありません。

しかしながら合併、３カ月が経過した今、合併したことにより住民サービスの苦情等は一切な

く、町民の皆さんには一定のご理解をしていただけたかなと、今の段階ですね。３カ月の段階

とすれば。今後、合併協議会において策定いたしましたまちづくり計画をもとに、今年度から

富士川町の総合計画というのを策定することになります。この総合計画に基づきまして、まち

づくりを今後進めていくわけでありますが、合併に対する総合計画を実施していく中での評価

がされるものであると考えております。 
 総合計画の策定につきましては、町民の対話集会とか、各種団体の集会などで意見交換をす

る中で、町民の皆さんに現状を評価していただきながら、そしてまた、多くのご意見をいただ

きながら、新しいまちづくりの計画をつくっていくのが総合計画であります。この総合計画は、

期間はおおむね１０年を、計画を期間として策定します。基本計画が１０年、実施計画は５年

の前期・後期と分けながら、計画をつくっていきたいと思っております。 
 こうした計画を今後、計画どおり進んでいるかどうかという評価は、していただかなければ

ならないと思います。この富士川町が合併してどうかというのは、まだ、するには時期尚早だ

と思います。平成の大合併として、全体で見た場合には、これまで評価もいただいております。

合併の効果としては、役場とすれば、専門職員の配置ができたと。住民サービスができる体制

が整ってきたとか、少子高齢化への対応も前よりもできるようになったとか、広域的なまちづ

くりへの取り組みが可能となったと。適正な職員の配置とか公共施設の統廃合などによって、

行財政の効率化ができたと。こういった評価がありますので、市町村のこれまでの、これは富

士川町ではありませんけども、これまでの他の市町村の合併の評価とすれば、行財政基盤は強

化されたというふうな、総合的な評価があるんではないかなと思います。 
 一方、合併によりまして、中心部だけがよくなってしまったとか、周辺部は寂れたとか、役

場が遠くなって不便になったとか、住民の声が届きにくくなったとか、旧町村の伝統文化、そ

して地名が喪失してしまったとか、こういった評価もあることも事実であります。 
 今度つくる総合計画が、この町の将来を描くものでありますけども、合併は地域の将来を見

据えて行われるものでありまして、この総合計画の期間である１０年程度の期間が最低でも必

要になるんではないかなと、私は思っております。短期的な影響の分析に留まらず、長期的な

スパンで合併を評価するほうが、正しい評価ではないかなと思っております。 
 旧増穂町、旧鰍沢町でも昭和の大合併がありました。あのまま、当時も３カ月や１年で評価

をしていたら、今のこの合併前の増穂町も、鰍沢町もなかったわけでありますけども、そうい

う中において、またさらなる合併をしたということは、合併はその当時にしても、今にしても

間違った判断ではなかったなと、今のところは思っております。これから、ご評価をいただく

のは、１０年後ぐらい先になるんではないかなと思っております。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 その１０年後というお話でしたけれども、合併すれば、私もそうですけども、私は反対の立

場でしたけども、合併した以上はよい町をつくっていかなくてはいけない。これはみんな、そ

ういう気持ちです。だから、皆さんがそういう気持ちで努力していくということによって、

１０年、２０年経って、いい町が、あるいは５年先かもしれないですけど、つくられていくと

いうことと、それをよかったねと、よく頑張ったねという形で評価するということと、今、町

長は、市川三郷町と将来的には合併ということを視野に入れて考えているときに、当然、町民

にも理解していただかなくてはならない。そういったことを考えたときに、旧増穂、旧鰍沢の

合併した、それ自体の評価というものは、それとして、やはり出さなくてはいけないんだろう

と、私は思います。それが、私がさっき言った、いろんなところで聞くと、２年だよねと。そ

れ以上経ってしまうと、合併したそれ時点での評価というのが、なかなかしづらくなってしま

うよと。そこから先には、今言ったようないろんな努力、工夫が出ていくということで、まち

づくりをやっていくから、合併自体の評価というのは、ある意味では早い段階でしないと駄目

だよというご意見だったんだと思うんですね、いろんなところで聞くのは。ですから、今、言

われたのは、これはちょっと違うなと、私は思います。そのへんについては、町長のお考えと

私の考えが違うということなんですけども、今一度、町長の答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 短期的な合併の評価は、あって然るべきだと思います。しかし総合的な評価というのは、や

はり１０年ぐらい経たなければ大変かなと思います。多くの市町村が合併はいたしましたけど

も、実質は４、５年でありますので、この４、５年しか経っていない現時点において、評価す

るのは、短期的な影響の分析に留まらざるを得ないのかなと思っています。大きな評価には、

つながらないと思っています。 
 ただ、富士川町が合併してよかったかどうかは、いろんな施策展開の中でご評価をいただけ

ればと思います。この旧増穂町も昨年の４月から、子どもたちの医療費窓口無料化を中学校３年

生までにしたかったわけでありますが、役場の体制ができていないと。お金の問題ではありま

せん。役場の体制がないからできないということで、今回の議会へ提案をさせていただいてお

りますが、こういうのも合併の１つの効果ではないかなと思っております。 
 かつて旧増穂町では、合併すると税金が上がるとか、いろんな根拠のない情報が飛び交って

いましたが、今、合併してみて税金は１円も上がっておりません。そして新たな施策展開が可

能となってきておりますので、こうしたいろんな、これから、先ほど言いましたまちづくり総

合計画の中にいろんな事業が出てきますし、また実施計画の中には、いつまでにどういう事業

を、いくらぐらいをかけながらやっていきますという具体的なものが出てきますので、それら

を見ていただいて、また５年の評価をしていただく。そしてまた、第１次の富士川町総合計画

が完了する１０年後には１つの区切りとして、この合併がよかった、どうだったかという評価

は出てくると思いますが、そして駄目の評価を受けないように、役場職員、一丸となって頑張っ

ておりますので、これはこれから、まだまだ、いろんな合併に伴う諸問題、諸課題が出てきま
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すけども、そういうものには、役場としてもしっかり対応しながら、そして将来にわたって、

確実なまちづくりが実現できるように、体制も整えたことでありますので、その期待には応え

られるようにやっていきたいと思います。 
 ぜひ、短期的な影響の分析ということではなくて、将来にわたって、この地域が安泰して過

ごせる地域づくりのために、この合併というのは将来を見据えて行われたものでありますから、

ある程度の期間は、総合評価のときにはいただきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 どうも、ありがとうございました。 
 それでは、大きい２つ目の質問に移りたいと思います。 
 新商業地域の形成と地元商店街の活性化ということなんですけども、ここでお聞きしたいの

は、今、ベイシアが進出するということで、商業地域ということで、県の許可もすべて下り、

あとは地権者とのある程度の合意がなされれば、町のほうで用途地の変更ができて完了すると。

実際にでき上がるということで、旧増穂町時代にもすでにそれを見越して、遺跡発掘費ですか、

あれも計上してありますが、今、そのままと、未執行の状態になっています。近隣の住民や町

民なんかも、どうなっているんだよという話をいろんなところで聞きますけども、今の現状で

は、聞くところによると、地権者の中にもいくつか問題があって、なかなか思うように合意形

成ができないという状況のように伺っておりますけども、私としては、その商業地域、それ自

体、できることは決して悪いことではないと。ただ、地元商店街の兼ね合いもありますから、

どういう形の商業地域をつくるかということには、いろいろ種々、問題や工夫も必要だろうと

思いますけども、現状について、当局はどのような認識をされているのか、お伺いしたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは６番の齊藤欽也議員さんの、新商業地域の形成と地元商店街の活性化についてとい

うことで、現在、大型店の進出計画の現状と町の考え方をということで、ご質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 
 大型商業施設の整備につきましては、旧増穂町の第４次総合計画で、まちづくりの主要施策

として位置づけられております。平成１７年には誘致に対する地権者の合意、ならびに地権者

および商工会からの要請を受けまして、昨年１０月に都市計画変更によります商業地域とする

用途地域の拡大を決定したところでございます。 
 この間、ベイシアは法的手続きに着手する前段階といたしまして、知事に立地計画届を提出

するとともに、関係市町村の住民を対象といたしました立地計画説明会を開催いたしました。

その際、交通渋滞等、発生に対するご意見等がございましたが、その他の意見はございません

でした。また、本年４月には地権者の皆さんが出店業者をベイシアに決定いたしまして、現在

は事業用借地権の設定予約契約ということの締結を進めているというふうに聞いてございます。 
 大型商業施設の誘致に関しましては、一部反対意見があると聞いておりますが、これまで町

が行ってきました用途地域変更の閲覧、それからベイシアが行いました立地計画説明会での反
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対意見等はなく、住民の合意は得られているものと町は考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今は、ある程度、進んできているという認識のようですけども、やはり地権者の中には、こ

の間もちょっと、新聞にも載っていまして、これはベイシアには関わりありませんけども、大

型店が儲からないということで撤退してしまうと。そのあと、廃墟のような形になっていく。

そういうことに対してどうすればいいだろうか、あるいはどうなるんだろうかという不安を持

たれている方や、あるいは地域商店街がこれで寂れてしまうんではないかという、たしか鰍沢

の商工会なんかも、町長のほうに以前、要望書を出したというようなこともあったという話も

伺っていますけども、そのへんについて、行政としてはどうされているのかということは、やっ

ぱり問われるんではないかと思うんですけども、その点についてはどのようにお考えですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 お答えいたします。 
 実は事業者が設置をいたします、地域貢献活動協議会というものがございます。その協議会

を開催いたしまして、この地域貢献活動基本計画というものを事業者が設置するわけでござい

ますけども、その計画書の内容につきましては、大きくは大体、７つぐらいに内容が分かれる

ものでございます。 
 まず、第１番目に地域づくりへの協力という部分でございます。２番目といたしまして、地

域経済活性化の推進。それから３つ目といたしまして、地域雇用確保への協力。４つ目といた

しまして地域の防災、防犯、ならびに交通安全対策の実施。５つ目といたしまして、少子化・

高齢化対策と。６つ目といたしまして、環境対策の推進。また７つ目、今、議員さんからもお

話がありましたけれども、各テナント等の撤退や店舗が閉鎖したときの対策、このようなもの

が計画として盛り込まれるということでございます。 
 町といたしましても、この地域貢献活動協議会、こちらのほうの計画をつくる段階におきま

しては、商工会とも、また町のほうも十分、こちらのほうに強く要望等をして、ちゃんとした

計画を策定していただけるように指導してまいりたいというふうに思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 これは確認になると思うんですけど、いわゆる地域貢献活動基本計画というものですけど、

これは私が聞いている限りでは、以前どこかで見て、たぶん国のホームページかなんかだと思

うんですけど、これはいわゆる、進出を決定して、契約が終わって、建物を建てて、商売を始

めるという、そのころでつくってもいいよと。普通、地域貢献計画というのは、私の頭の中で

は、進出する前に、あるいは建物を建てる前につくるんではないかなと思っていたんですけど

も、その記事というか、文書によると、それは極端な話、商売を始めてから地域住民と話し合っ

てつくってもいいというような形になっているということを聞いたんですけども、そうである
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ならば、これは事前協議とか、そういうものには一切あたらないということであれば、でき上

がってからの話という、あとの祭りみたいな話ではないかと思うんですけども、そのへんはど

うなんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 この地域活動、協議会の設置時期というようなことだと思いますけども、このへんは業者が

地権者と、今、契約中ということですので、また、それが決定次第、ベイシアのほうと私ども

のほうで、時期につきましては、細かい打ち合わせをしながら、なるべく、今言う早い時期に

設置をしていただくような形をとっていきたいというふうに思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 要は、事前協議の対象ではないということだと思います。 
 次に最後の出店計画が進んでいないのはなぜかということで、今のお話の中では、ある程度、

進んでいるというお話なんですけども、１点、ここでお伺いしておきたいんですけども、ベイ

シアが出店した場合、町は、例えば固定資産税等々、入ると思いますけども、その見込み額、

例えば１万平方メートル、今のオギノなんかのような建物を想定した場合に、１万平方メート

ルの規模で出店された場合、どのような税収なりなんなり、町にはあるのか、お分かりになれ

ば伺いたいと思いますけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、深沢茂樹君。 
〇税務課長（深沢茂樹君） 

 齊藤議員より、ベイシア出店に伴う租税効果がどのくらいになるのかと・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ただいまの齊藤欽也君の質問について、その件については通告してありませんね。 
 通告に則って質問してください・・・。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 議長、そうおっしゃいましたけれども、この通告されていない、２に移りますといって、税

収の見込み額というものはどこにも通告されていないのに、なぜ課長が答えられるんですか。

そういう質問は、議長が議事整理権で、先に言うべきことなんではないですか。課長、答えるっ

ておかしいではないですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 承知しました。 
 齊藤欽也君、質問に則って、お願いします。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 私の質問が悪くて、議場を混乱させまして申し訳ありませんでした。 
 それでは２番を改めてやりたいと思いますけども、時期的には伸び伸びになってきていると。

これが実態であっただろうと思います。旧増穂町においては、昨年のたしか１２月に遺跡発掘
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費、試掘費というんですかね、あそこは文化財保護の地域になっていますので、出店にあたっ

てはしなくてはいけないということで、早々と予算を組んでいるわけですけども、それからす

ると、現時点、まだ契約を進めている段階ということのようですけども、すでに長いこと、契

約話が出ていて、地権者がベイシアに決定したということは、全員で合意したということを前

提に考えるんであるならば、即、試掘調査等に着手できると思うんですけど、そのへんはなぜ、

できないのか、理由をお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、齊藤議員のご質問にお答えします。 
 予算の執行ができないのはなぜか、問題はないかというご質問ですけども、町としましては、

いつでも事業執行ができる状態です。ベイシア側の書類、それから図面が整わないことと、そ

れから先ほども説明がありましたように、事業用地の借地権の設定契約が得られない土地所有

者がいるということで、埋蔵文化財の試掘のほうには着手できない状況です。ご承知のとおり、

もう田植えもしてありまして、試掘には約５カ月ほどかかりますので、年度内の予算執行のほ

うは懸念しています。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今のお話を伺うと、進んでいるとも言えるし、進んでいないとも言えるという、非常に難し

いことになっているんだなと。田植えもされていると。なんか一時期、田植えをしなかった家

もあったような気がしますけども、非常に地権者も宙ぶらりんな状態になってきているんだな

ということを改めて感じます。これは、新しい商業地域というものを形成していく上で、たぶ

ん、いろんなご意見があると思うんですけども、地権者というのは民間なので、町がどこまで

関与するのかという問題がありますけれども、ぜひとも町当局としても、できるだけ早く、こ

の問題が処理され、そしてその商業地域が、もともとある地元商店街と共存・共栄できるよう

な形での方向性での調整というものを、速やかにできるだけ早く行っていただきたいというこ

とを要望しておきたいと思います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告４番、６番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 次に通告５番、７番 井上光三君の一般質問を行います。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは、私のほうからは３点、質問をさせていただきます。 
 まず１点目、産業観光の振興についてでございますけれども、富士川町が誕生いたしまして、

新しい富士川町の特色、あるいは富士川町の目玉となるもの、あるいは富士川町とはどんな町

だと、こういうようなことをつくり上げていく必要があるかと思いますけども、そのためにも

産業観光の振興は大変、重要な施策というふうに考えております。 
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 先の町長の所信表明にも、この部分は触れられておりましたし、また、今年度の予算の提案

の中にも産業振興なんかが大きく挙げられておりまして、大変、私たちも期待するところでご

ざいますけども、今回の質問ですが、もう少し絞った形で質問させていただきます。 
 合併の前の旧増穂町におきましては、町を代表する産業観光の中に、ゆず、それからあじさ

い、そしてまたダイヤモンド富士というのがありますけれども、この３点はいずれも穂積地区

に関わるものでございまして、穂積地区では、この３点について地域ぐるみの事業として、組

織を立ち上げて、これまで活動してきました。ゆずの里まつり、ゆずの里づくり、それからあ

じさいの里づくり、そしてまた日出づる郷づくりと、３つの里づくりということで、長年にわ

たりまして、地域の住民が率先して組織をつくって活動、事業を行ってきたという経緯がござ

います。その成果として、旧増穂町では増穂を代表するような産業であるとか、観光であると

いうふうになってきたということがございます。 
 しかし、ここにきて旧増穂の穂積地区の人たちも高齢化が進んでおりまして、非常にこの事

業を進めていく上でも、行き詰まりの状態になってきているというふうな経緯がございまして、

ゆずの産業につきましても広めていくための、生ゆずだけではなくて、加工品の開発とか、こ

こになって、日出づる郷活性化組合が立ち上げての加工品の開発であるとか、販路の開拓とい

うのを進めてきているわけですけども、それも高齢化が進み、大変、行き詰っているというこ

とですし、また経費的にも地域住民だけでは、なかなか財政面が苦しい状況が続いているとい

うようなことがございます。 
 そこで富士川町になりまして、全体的なというよりも、こうして、今まで地域住民がつくり

上げてきた、それも町を代表するような産業観光となりつつあるものを、今後どういうふうに

位置づけて、どういうふうに取り組んでいくのかということをお伺いしたいと思います。お願

いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 井上光三議員の産業観光振興についてのご質問にお答えをいたします。 
 富士川町には、全国的も高い評価をいただいております穂積のゆずをはじめ、数々の特産品

と大柳川渓谷、櫛形山などの豊かな自然環境や増穂まつり、大法師さくらまつりなどのイベン

トなど、町内外に誇れる多くの観光資源があります。また町中には活性館や追分館が、そして

中山間地には活性化施設が整備されており、さらには温泉もあり、将来的には中部横断自動車

道のパーキングエリアに設置いたします道の駅を情報発信の基地として、各集客施設と連携を

図る中で、インターチェンジからの誘導を考えております。 
 構想では平林筋、穂積筋、五開筋の観光ルートの創出を図るとともに、３筋を連携した新た

な観光ルートの開発。そして町観光物産協会や商工会、農協などとも連携し、産業観光や地域

振興に結び付けていきたいと考えております。 
 この３筋の１つであります穂積地区は穂積のゆず、あじさい寺およびダイヤモンド富士など、

観光物産振興には欠かせない重要な資源であり、穂積筋の観光ルートにはなくてはならない存

在でありますので、今後も地域と行政が一体となって、地域振興を図っていきたいと思ってお

ります。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 今、これからの観光、３つのルートというふうな話をいただきました。それから、また地域

と町が一体となって取り組んでいくというお話を伺いまして、大変ありがたく思っております

が、これまで穂積地域が取り組んできたことは、１つの例として、今後もほかの各地でも、こ

ういった、地域づくりの組織づくりとかを含めて、地域ぐるみの活動が進んでいけばというよ

うな思いがしておりますけども、ただし地域のほうでは、なかなかどうやっていいか分からな

いという部分もありますので、今後、町として、そういった地域づくりがされていない、地域

の活動がされていないような地域にも、町としてのアドバイスなり、町と一体となってやって

いくには、どういうふうな方法があるか。そういうふうな仕組みを、今後も検討されているの

か、そのへんをちょっとお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 地域の活動と町との関わりということだと思いますが、今日、午前中にも長澤健議員から、

ますほ文化ホールの庭園を使った、いろんなことのご意見もございました。ぜひ各地区が、い

い意味で競い合うような展開がされればいいかなと。そして、それぞれの地域が発展する、そ

の積み上げが富士川町としての発展につながっていくんではないかなと考えておりますので、

今度、区も大きくなりました。いろんな区で、それぞれ特徴を持っておりますので、そういう

ところで、いろんな資源の開発なり、新しい産業の創出なりやっていただきながら、この富士

川町のいろんなところで、いい意味での競い合いが出てくると、いい町になってくるかなと思っ

ております。 
 町のほうの体制といたしましては、町のほうも温泉も施設も持っておりますし、平林地区も、

そしてまた鰍沢五開地区にも、十谷地区にもそういった集客施設も持っておりますので、こう

いうものを活用していただきながら、そしてまた、できるように、地域振興課という課を設け

てありますので、そこは商工会も所管しておりますし、観光物産協会も所管をしておるところ

ですから、いろんなところと連携をとりながら、それぞれの地域が発展できるよう、町として

もその地域振興課を中心に、これから富士川町の振興策を考えていきたいと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、産業観光については重要なことですので、お願いしたいと思いますし、また今後はそ

うしたグループができ上がったら、地域間の交流であるとか、先ほど町長の話にもありました

けれども、商工会とか、あるいは観光協会等の連携が上手に図れるような取り組みをしていた

だきたいと思います。 
 それでは、次の質問に入ります。 
 行政改革の推進についてですが、この部分につきましては、私の前に質問した齊藤議員の質

問に重なる部分がたくさんありますので、先ほどの回答の中に、今後、職員の適正化計画が進

められていくというふうな回答もいただきました。そこで私のほうから、先ほどの人件費の削
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減の部分での回答の中に、今後、集中改革プランとしての定員適正化計画を進めていくけれど

も、まだはっきりとした、いつからいつまでというふうな、具体的な表示が示されませんでし

たけれども、総合計画と兼ね合わせた計画を進めていくというふうな話もございました。 
 それから町長の回答の中に、富士川町として適正な人数が何人かということは明確でないよ

うなお話がございましたけども、今後、計画を進めていく上で、やはり町民が一番、見た目で

分かるような部分というのは、数値目標をはっきり示した計画をつくる必要があるのかなとい

うように思います。 
 何年計画とかの中で、年度ごとの数値目標をはっきり示した中での定員適正化計画、そのと

きには、例えば総務省で示した定員モデルの数値は、これはある程度の目安になると思います

し、また類似団体、これも細かな分析で類似団体の数値が出ていますので、そういった部分も

含めて表示をして、その数値目標を出した形の計画が予定されているかどうか、そのへんをお

伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど、齊藤議員のときに向こう５年間で２７人、１０年間で５０人、定年を迎えると。そ

ういうふうな話の中で、今のところは、これから総合計画をつくる中で、しっかりした財源の

裏打ちがなければ職員の管理ができませんので、その中で示していきたいというようなことを

申し述べさせていただきました。 
 市町村の職員の適正規模というのは、それぞれやっている町村によって、事業内容が違いま

すので、幾人が正しいというのはないはずであります。総務省が出しているモデル、あるいは

類似市町村、これらも参考にしながら、ただ先ほど申しましたように、旧増穂町で１万３千人

のときに１３０人。１２０人から１３０人という数字がありましたので、それでやってこられ

たという実績がありますので、今後も人口１００人に１人くらいを正規職員でいけるかなと。

現在も１００人、まだ非常勤嘱託、臨時職員がいますので、総体でそれぞれやっていけるわけ

はありませんけども、少子高齢化が進む中で、特に子どもの部分、今、保育所なんかも非常勤

嘱託職員が多いわけであります。また調理師なんかも、だんだん臨時職員に代わってきている

部分がありますが、子どもの将来、子どもの数が読めない中で、正規職員１人を採用するとい

うことは、約２億５千万円ぐらいの買い物をすると同じになりますから、そのへんは抑え気味

の中で、臨時的な行政需要があれば、そこは短期雇用で対応していかざるを得ないのかなと。

総体的な目標とすれば、住民１００人に１人の正規職員という形で、今後、適正化計画を考え

ていきたいなと。そして、その適正化計画をつくったときには、しっかり数値目標を掲げてい

きます。ただ、それにあんまり捉われすぎると、新しい行政需要に対応できませんので、それ

はそれとして、また新しい行政需要は行政需要への対応として、しっかり住民に説明ができる

ような計画をつくっていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、町民に分かりやすいような範囲で、計画をお願いしたいと思います。 
 それから、もう１点、人件費の削減という意味でいいますと、先に提案された本年度の予算
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書の職員の給与明細の中に、級別職員数というのがありますけれども、私の見た限りは非常に

バランスの悪いような形になっていると。富士川町の職員給与条例の別表でいきますと、級別

職務分類表というのがありますけども、ここに示している内容と予算書の中で示している級別

の標準的な職務内容、多少ずれがあるような感じがしますけども、私が条例で、もし、ルール

を決めるとすれば、予算書の中に書いてあったような、標準的な職務内容のほうが、規則とし

ては合っているのかなと思いますが、そこで見ましても、大変、細かいことを言って恐縮です

けども、いわゆる６級のところが非常に多いと。標準的な職務内容でいくと、課長クラスは４級、

５級、６級あるということですので、見ますと、ほとんどの方が６級かなということもありま

すので、今後、級別の定数というのは、人に付けるのではなくて、ポストに付けるというのが

前提だというふうに思っておりますので、今後そのへんのところも含めて、人件費の削減等を

考えていただければ、適正な定数も含めた形で、人件費等を考えていただければと思っていま

すので、そのへんをちょっとお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 予算の中に職員の給与の資料も入っております。予算は、仕事に対して職員をつけておりま

すので、一般会計、そしてまた特別会計を司る職員は、特別会計のほうで計上させていただい

ていますので、一般会計のほうはある程度、バランスがとれると思うんですが、多い職員でやっ

ていますから。あるいは特別会計だけでは、３、４人でやっている会計もありますので、職員

が偏る場合もあります。職員と給与の関係は、参考までにご覧いただければと思います。 
 役場全体とすれば、ここ数年来、職員の欠落しておりました年齢層についても補充をしてき

ておりますので、おおむねバランスがとれてきたかなと。ただ年代によっては、一気に１０何

名辞めるという年も、これからやってまいります。そうしたときの穴埋めも含めて、これから

適正な人事配置、人事の採用もやっていきたいなと思っておりますが、そして、そういう中で

職務に応じた給与のはりつけをしているんですが、旧増穂町も旧鰍沢町も同じでしょうが、組

織が小さかったものですから、本当に６級、５級、４級、３級、２級、１級と、こういうふう

な、今６級制をとっておりますので、６級は課長職ということで、この中には、かつてはいっ

しょくたんといいますか、１種類の課長しかいなかったわけですが、今は課長の中も３段階に

分かれております。ですから６級、今、ここに並んでいる課長よりも、まだ多いわけでありま

すが、この議場に出てくる課長と、来ない課長もいます。所属長の中には、５級の所属長も置

いてあります。今、３名置いてあると思いますが、そういった職務に合った給与体系が今度、

できるように、いろいろ工夫も重ねております。 
 今議会に、またお願いしてあります人事評価制度の試行の部分もあります。評価制度につき

ましては、みずから自己評価をし、そしてまた上司が部下の評価をし、そしてまた総体的な評

価をする。その中で、客観的に自分の位置が見極められるような人事評価になってくると思い

ますので、それらも活用する中で、適正な人事管理をやっていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひとも、この部分は町民も興味を持っている部分ですので、よろしくお願いをしたいと思
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います。 
 では、３点目に移ります。 
 社会体育施設の整備についてですが、これも１点に絞ってお伺いいたします。 
 旧増穂町、今、富士川町になってもそうなんですが、殿原スポーツ公園というのがございま

す。殿原スポーツ公園の、かつて相撲場というのが上の部分にありましたけども、この相撲場

が平成１７年に取り壊されて、そのまま荒地の状態になっているということでございます。町

民から公園全体の整備の充実や、あるいは駐車場の確保などの要望がある中で、この相撲場跡

地の利用計画がどのように進められているのか、お伺いをいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 殿原スポーツ公園の相撲場跡地の利用計画についてのご質問にお答えいたします。 
 相撲場は平成１７年度に土俵を取り壊したあと、未利用地となっておりまして、かなり荒廃

が進んでいる状況であります。ただ立地条件、あるいは面積から他のスポーツ施設として利用

することは、非常に難しいと思っております。その相撲場に隣接する形で弓道場がありますけ

ども、この殿原の弓道場には遠的が可能となっておりますから、人気もありますし、利用頻度

が非常に高く、県内でも貴重な施設ではないかなと思っております。 
 こうした中、公園の駐車場から遠いと。今、野球場に入る公園の駐車場があるんですが、そ

の駐車場から遠いということで、弓道大会の際には他町からの参加者が、町道砂垈線の路肩へ

駐車することも多く、弓道の愛好者の皆さんからも駐車場を整備してほしいという声はきてお

ります。 
 今後、相撲場の跡地が駐車場として整備できるかどうか、ちょっと段差もあるものですから、

早急に検討に入りながら、整備できるかどうか検討していきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 先ほど、弓道場の規模についてのお話がありましたけども、この弓道場、私も長年、体育協

会の役員をさせていただいておりまして、この弓道場、遠的があるのは、県の施設が２つあっ

て、そのほか市町村レベルでは、笛吹市に１つあるだけということで、富士川町としては大変、

立派な施設があるということで、特にあそこの殿原スポーツ公園を全部使った場合は、本当に

駐車場が少ないということで、今、回答の中にもありましたけれども、砂垈線にずらっと並ん

でしまうということもございます。ぜひ、相撲場跡地は駐車場に利用できれば、一番ありがた

いんですが、もう１つは以前から、道路より、上がっていって右側の山林の部分、あの部分が

駐車場に利用できるんではないかというふうな意見もあったわけですけど、敷地以外でそうい

うふうな計画が進められるかどうか、そのへんもちょっと、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 たぶん駐車場へ入る手前の、左カーブの右側の奥ではないかなと思います。今でも、競技を

すべてやると駐車場が満杯になりますが、弓道場から遠いものですから、どうしても近くまで
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車へ行って、砂垈線へ停めてしまうという状況でありますので、その近くに用地が確保できれ

ば、それも１つの検討材料でしょうが、現在のところ、相撲場の跡地が未利用になっておりま

すので、あそこも傾斜地の中に、相撲場は小さいものですから、今の状態ではそんなに車は停

められません。ある程度、土留めをつくったり、土をならしたり、あるいはよそから土を持っ

てこなければならないかもしれませんけども、そのへんも工法的に可能性を早急に検討しなが

ら整備をしていきたいということで、公園のエリアを広げてというのは民地でもありますし、

そしてまた、そちらを削ると、下流域の影響も出てくると思いますので、今のところ、相撲場

の跡地の検討はさせていただくということで、そこに駐車場がとれるかどうか、早急に検討し

たいということで、殿原スポーツ公園のエリア外では、今のところ考えておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、駐車場の確保については、またご検討をいただきたいと思いますし、午前中の長澤議

員の質問の中にもありましたけども、スポーツは、やはりまちづくりの最も近道ということだ

というふうに思っておりますので、ぜひとも総合的な社会体育施設の整備をお願いしたいと思

います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告５番、７番 井上光三君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時２５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告６番、１番 鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 それでは通告に従いまして、質問していきたいと思います。 
 はじめての一般質問で、いささか緊張しておりますが、町民の代表として質問していきたい

と思います。 
 皆さんもご存じのように、この富士川町も徐々にではありますが、少子高齢化の波が押し寄

せ、過疎化が進んでおります。手遅れになる前に、今、対策を講ずる必要があり、人口の減少

を食い止めるには、若者・子育てをする世代がこの町から出ていかないようにすること。そし

て、他市町村からこの町に移り住んでもらうことが重要だと考えます。町の今後を考えたとき

に、まず安心して子育てができる環境を整えることが重要だと考えます。 
 それでは、質問に入ります。 
 １．保育所について。 
 園児と保育士について。 
 各保育所に園児の人数のバラツキがあり、第一保育所は他の保育所に比べ、保育士が担当す
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る園児の人数が非常に多くなっています。保育所全体の、ゾウ組さんだけを見ても、第一では

３１人の園児に対して１．５人の保育士、第三では７人の園児に対して１人の保育士となって

います。これは児童福祉最低基準をクリアしているものの、園児が多いクラスでは保育士の目

が園児に行き届かないのではないかと思います。私のところに相談に来た保護者も、このこと

について、とても心配していました。公平で平等な保育環境を整えるために、格差を解消する

考えはあるのか、伺いたいです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 鮫田洋平議員の第一保育所は、他園に比べ、保育士が担当する園児の数が多いんではないか

というご質問で、この点について解消する考えはあるかということでございますが、このご質

問にお答えをいたします。 
 第一保育所の園児の増加につきましては、天神中条、大久保、米、小林方面に新築される

住宅が増えたことや朝夕の延長保育、１１時間保育でございますが、これを行っているのが要

因であると思われます。保育士１人が受け持つ園児の数につきましては、厚生労働省令に基づ

き、児童福祉施設、保育所の最低基準で決まっております。満１歳に満たない幼児、乳児、０歳

児につきましては、おおむね３人に１人以上。それから満１歳から３歳に満たない幼児、未満

児でございますが、これにつきましては、おおむね６人に１人以上。３歳以上、満４歳に満た

ない幼児、年少児でございますが、これにつきましては、おおむね２０人に１人以上。それか

ら満４歳以上の幼児、年中・年長児でございますが、この子どもたちにつきましては、おおむ

ね３０人に１人以上となっております。第一保育所につきましても、この園児の数に応じまし

て、この基準を満たして運営しております。ですので、今後もこの最低基準を満たしながら、

運営していくということでございます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 このままの体制でいくというお答えですが、不安があるまま、保育所に通わせている保護者

の気持ちを考えてみてください。子どもは町の宝です。町独自で充実した、安心して子どもを

預けられる新しい基準をつくるべきだと思いますが、そのへんはどう思われますか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 保育園児と保育士の数についての再質問でありますけども、先ほど子育て支援課長が申し上

げましたように、厚生労働省の省令によりまして、保育所の最低基準というのがきますが、最

低基準の中には、おおむね６人に１人とか、おおむね３０人と。おおむね１割増までをいって

おります。今、実際には第一保育所、ゾウ組さんが３１名在籍していると思っております。４歳

児のキリン組が２９名。３３人に対して、おおむね１人以上。今、１．５人でやっております

が、先ほど課長が言いましたように、この最低基準を守りながら、今後も運営していく。３１人

のところは、１５人、１６人のクラス編成を早急にさせますので、その中で十分、対応できる

と思っています。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 クラスを２つに分けるということですか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 保育所のクラスにつきましては、４月で暫定クラスを設けます。そしてその後、４月１日、

あるいは５月１日の異動者があります。これはお父さん、お母さん、お父さんが中心になると

思いますけども、人事異動等で住居を移さなければならないと。４月１日段階では、まだ分か

らないわけであります。それでクラス編成をやっていますから、ゾウ組さんが３０名、キリン

組さんが２９名という状況でありましたから、本来、基準であれば、１名ずつの保育士でいい

わけでありますけども、両方が見られるように１名増加をして、この４月から運用してきてお

ります。５月１日現在になりまして、ゾウ組さんが３１名ということでありますので、町は国

の最低基準の人数は、おおむねでなくて、しかしその中間をとりながらやっていこうというこ

とですから、３１名のクラスは２クラスに分かれます。それでゾウ組さんのところは１５名、

１６名のクラスになるはずであります。そこに先生が２人おりますので、それぞれ１人ずつ見

ることになると。キリン組さんは２９名ですので、３０名に満たしておりませんので、１クラ

スでやると、こういうことでございます。 

 ただ、第一保育所は先ほど来、言っていますように、今までも基準は満たしていたんですが、

過密状態にありますから、１人増員をしてあります。今後も、その１人増員はしていくつもり

でありますから、決して他の保育所よりも人が少ないとか、国の基準を満たしていないとか、

そういう状況ではなく、十分、園児を見られる状況だと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。 

 次の質問に移ります。保育所サービスについて。 

 現在、第一保育所は他保育所より朝３０分、夕方１時間長く延長保育を実施しています。当

然、サービスが充実している第一保育所だけが定員を上回っております。他サービスを統一す

ることによって、第一だけに園児が集中せず、他保育所へも分散されると思います。第一保育

所を利用している何人かの保護者に、なぜ第一を希望したのかを伺ったところ、入所前に町で

行っているピヨピヨやおもちゃ図書館、個人的にあるママサークルなどの知り合いが第一に行

くからという保護者も多かったと同時に、他の保育所より延長保育の時間帯が長く、共働きに

はとても助かるからという保護者も多かった。ほかの保育所を利用している保護者からも、延

長保育の時間帯を同じにしてほしいという声も、私のところには多数、届いています。 

 町営の保育所なので、当然、サービスを統一すべきだと考えますが、他保育所も同様の保育

時間を設けることができるか、伺いたいです。 

〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
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〇子育て支援課長（秋山俊男君） 
 鮫田議員の第一保育所同様、他園も同様の保育時間を設けることができるかというふうなご

質問でございますが、お答えいたします。 

 保育所の通常保育時間は、午前８時半から午後４時半までとなっておりますが、第一保育所

では午前７時半から午後７時までで、他の保育所では午前８時から午後６時まで行っておりま

す。この延長保育につきましては、保育士の勤務形態や交代制を使って実施しておりますので、

小規模な保育所では対応できないのが現状でございます。しかし、昨今の社会情勢や共働き家

庭の増加などから、富士川町次世代育成支援行動計画におきましても、平成２６年度までに町

内３カ所に拡大することとしております。 

 今後は、保育サービスの充実や子育て世帯の支援として、園児数の動向を見ながら、できる

だけ早い時期に対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。では、早急な対応をよろしくお願いします。 

 次に、２．町長の考える子どもたちの融和について、伺いたいと思います。 

 ３月８日に合併をして、３カ月余りしか経っていませんが、まだ町内の子どもたちに互いに

交流する接点がありません。町長の先日の所信表明にもあったとおり、町民の融和を重大課題

としていることを踏まえた上で、旧増穂町と旧鰍沢町の子どもたちも旧町の垣根を取り払うた

めの共同で実施するイベント等の考えはあるか、伺いたいです。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 鮫田議員の、子どもたちの融和についてのご質問にお答えいたします。 

 富士川町の未来を担う子どもたちの融和は、新しいまちづくりに欠かせないものだと思って

おります。一日も早く旧町の垣根を取り払うことが必要だと思っています。 

 子どもたちを一堂に集めて行うような、大規模なイベントは予定しておりませんけども、こ

れまでの公民館事業を継続して、両町の子どもたちが共に触れ合い、学べる場所を提供してい

きたいと考えております。 

 すでに伝統文化、子ども教室、お琴とかお茶とか将棋なんですが、これらはスタートいたし

ましたし、わくわく科学教室も募集を締め切ったところであります。今後も７月に大自然体験

会、キャンプでありますけども、こういうものを行ったり、１２月には小中学生の将棋大会、

１月には天文教室、その他、朗読の発表会などを予定しております。 

 なお、体育関係では、かじまるスポーツクラブが、１０月からになると思いますけども、募

集範囲を全町に広げる予定であります。また企画課では、夏休みの特別企画として、町内の施

設を巡る親子町政バスというのも計画しておりますし、保育所も全園合同による体操教室、マー

チングの合同演奏、そして全園ができなくても、２園交流のあじさい見学会なども予定してお

ります。 

 今後も各事業につきまして、可能な限り、町全体で実施していきたいと考えております。 

 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。答弁のとおり、しっかりと町民の融和を図るような政策を実施し、他市町村

にも誇れる富士川町民のアイデンティティを育むように、共に努力していくことを要望し、私

の一般質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告６番、１番 鮫田洋平君の一般質問を終わります。 
 続いて通告７番、１０番 堀之内美彦君の一般質問を行います。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 最初に、予防医療について伺います。 
 病気になった人の治療を重点に考えるのではなく、病気にかからないための医療、すなわち

予防医療への転換は医療費の削減に結びつき、予防ワクチン接種、健診の受診は予防医療に非

常に有効であります。その観点から、４点について伺います。 
 最初に、高齢者に対し、肺炎球菌ワクチン接種の公費助成についてであります。 
 日本人の三大死因は、ご存じのとおり、ガン、心臓病、脳卒中で第４番目は肺炎であります。

毎年１０万人、つまり１０人に１人が肺炎で亡くなっております。抗生物質が効きにくくなっ

たこと、高齢者が増えたことが肺炎患者の増えている理由ですが、近年、肺炎球菌の抗生剤に

対する耐性化も問題となっており、肺炎球菌ワクチンの予防接種の必要性が見直されておりま

す。しかし、残念ながら、あまり周知されていないのと、保険適用外のため、６千円から９千

円の自己負担になるのがネックとなっています。 
 高齢者は肺炎を起こしやすく、いったん起こすと重症化しやすいため、予防接種が必要なワ

クチンです。一度の接種で、５年間は安心といわれています。平成１３年に国内で初めて高齢

者肺炎球菌ワクチン接種への公費助成を始めた北海道瀬棚町では、疾病予防対策を進めた結果、

国保の１人当たりの医療費において、平成３年道内１位だったのが、平成１６年には１８２位

と改善し、医療費削減につながりました。また長野県波田町の試算では、肺炎患者の１人が入

院すると約８６万円。これは４３０人分のワクチン助成金額です。行財政負担は、予防のほう

が圧倒的に軽いだけでなく、病気を防ぎ、本人や家族の健康を守ることもできます。 
 一昨年、ヒブワクチン、子宮頸ガンワクチンの助成について質問いたしました。国の動向を

見ながらというのが、当局の答弁でした。ワクチンについて、再度、質問いたしますのは、本

町が予防の成功体験をすることで、予防重視へと政策をシフトできるきっかけにしたいと思う

からです。前例踏襲の消極行政の転換へと踏み出していただきたいからです。 
 財政の持続可能性の視点でも、冷静に試算すれば、重点的に予防施策を選択することになる

はずです。予防接種の推進により高齢者の健康を守るとともに、医療費の削減にもつながる高

齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成が必要と思いますが、当局の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 堀之内美彦議員の高齢者に肺炎球菌ワクチンの接種について、ご質問にお答えいたします。 
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 高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種の必要性は、以前から指摘をされておりまして、世界保健

機構でもすべての地域において接種するよう、推奨しているところであります。 
 高齢者の肺炎の状況ですが、平成２０年度の後期高齢者医療疾病統計の数値ですが、山梨県

全体では６０７件、医療費は約１億７千万円でありました。旧増穂町、旧鰍沢町の肺炎の件数

は１５件です。医療費は約２７０万円でありました。 
 また、わが国では高齢者の肺炎球菌ワクチンの安全性や有効性に関する十分な認証がされて

おりません。副反応ならびに健康被害に重きを置く議論も多いことから、国の予防接種法の対

象には、今のところなっておりません。このようなことから、町といたしましては、疾病予防

の観点からワクチンの有効性の高さが認証されている子宮頸ガンワクチンの予防接種と、ヒブ

ワクチンの予防接種を優先させたところであります。 
 高齢者の健康と安心できる生活を守るため、ワクチン接種の重要性は十分認識しております。

今後、国において予防接種法の対象になっていないワクチンの中から、優先順位の高いものか

ら精力的に議論されておりますので、今後も国の動向に注視してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 どうか、高齢者を守るためにも肺炎球菌ワクチンの早期の公費助成をよろしくお願いいたし

ます。 
 続きまして、今度は２点目、子ども用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン接種の公費助成につ

いて伺います。 
 製薬会社ワイスは今年２月、細菌性髄膜炎などの重い感染症を予防する肺炎球菌ワクチン、

プレベナーを発売いたしました。対象は生後２カ月から９歳以下の子どもで、このワクチンは

約９０種類ある肺炎球菌のうち、特に腸に重い症状を引き起こす７種類の肺炎球菌による感染

症を予防するものです。 
 菌が通常、入り込まない体の部分に肺炎球菌が入って引き起こす、重い感染症の８０％に対

応できるといわれています。肺炎球菌は小児の細菌感染症の原因としては最も多いといわれ、

肺炎球菌感染症は肺炎、髄膜炎、貧血症、中耳炎などを起こし、毒性が強く急激な経過を辿る

怖い病気です。特に髄膜炎が怖い病気といわれていますが、これは点滴による抗生物質が病気

の進行に追いつかないことがあるほど進行が早く、早期診断も難しく、意識障害や痙攣が起き、

診断がついて抗生物質を投与しても、耐性菌も多く、５％が死亡し、１５から２５％に後遺症

が残るといわれています。 
 現在、１０１カ国で承認され、日本でも９８番目に承認され、現在、４０カ国以上の国で定

期接種が実施されています。２０００年からプレベナーを小児用の定期接種ワクチンとして導

入したアメリカでは、導入前と比較し、肺炎球菌感染症の発症頻度が５％未満で、９８％減少

したことが報告されております。 
 一昨年、議会で質問いたしましたヒブワクチン公費助成はとの質問に、今は助成を考えてい

ないとのことでしたが、この両ワクチンで髄膜炎の発症は９０％近く抑えることができます。

健康に育ってほしい、子どもを持つ親の切なる願いでもあります。大切な子どもの命を守るた

めにも助成を検討し、賢明なご答弁をお願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 小児用肺炎球菌、またヒブワクチンの接種についてのご質問にお答えいたします。 
 肺炎球菌、インフルエンザ菌ｂ型、ヒブでありますけども、これらは子どもの口腔内や気道

に常在している細菌で、肺炎、細菌性髄膜炎、中耳炎などの原因となっております。特に乳幼

児の細菌性髄膜炎は、６割がインフルエンザ菌のｂ型、ヒブによるものであり、３割が肺炎球

菌に感染して発症するとされております。 
 感染予防には、ワクチンの接種が有効とされておりまして、ヒブワクチンにつきましては平

成２０年１２月に接種ができるようになり、１年半が経過し、安全性・有効性が確認されてい

るところであります。こうしたことから、本町では子どもたちへのヒブワクチン接種を推進す

るため、今議会に所要の額を予算計上したところであります。 
 ヒブワクチンの接種は、生後２カ月から７カ月未満児は、最初に４週間から８週間の間隔で

３回、接種をいたします。おおむね１年後に追加接種を１回、行うこととなっています。また

７カ月から１歳未満児は、初回に４週間から８週間の間隔で、２回接種をしていただきます。

そして、その後、おおむね１年経ったところで、追加の接種を１回行います。また１歳以上、

５歳未満児は１回の接種を行えばよいこととなっておりますので、本町では接種費用が１回、

おおむね７千円ということでありますので、この２分の１、３，５００円を上限として、償還

払いで接種費用の一部を助成することとしております。 
 ですから、生後まもない子どもは４回受けるんですが、これから始めますので、７カ月から

１歳未満児は３回。そして１歳以上、５歳未満児は１回の分を今回、みてほしいということで

あります。 
 なお、小児用の肺炎球菌のワクチンは、昨年１２月に薬事承認されたばかりです。今年２月

にワクチン接種が可能となった、まだ、まもないものであります。有効性は世界保健機関なん

かでもいっておりますけども、接種開始後まもないために副反応と安全性が確認された段階で

やっていきたいと思いますが、ここに６月１０日付けの朝日新聞がありますけども、肺炎球菌

ワクチンの誤接種というのが国内でも起きております。子どもに成人用のワクチンを打ってし

まったと。２月から５月で少なくとも１７件あると。特に副反応というのはないんですが、成

人向けを子どもに打ってしまうと、全然、効果が出ないというふうな事例がありまして、この

へんも含めて、もうちょっと定着をした段階で検討してまいりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 町長の、本当に前向きな姿勢の答弁で、今後また、よろしくお願いします。 
 次に３点目、子宮頸ガンワクチンの公費助成について伺います。 
 最近は多くのマスコミ等で取り上げられ、ワクチンを接種することによって、唯一予防でき

るガンと、多くの女性が認識するようになりました。公明党女性局は昨年５月、命を守るガン

対策強化充実を求める署名を実施し、県内で１１万余名の署名をいただき、横内知事にお届け

しました。 
 過日、県では予防ワクチンについて、予防効果の高い年齢における接種促進を図るため、市
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町村が実施するワクチン接種事業に対し助成することとし、具体的には子宮頸ガン予防ワクチ

ン接種費用について、市町村がその費用を助成する措置を講じたものに、事業に要する経費の

３分の１を県が助成するもので、小学校６年生と中学校３年生の女子を対象としています。本

町でも、ワクチンの３分の２の公費助成を望みますが、対応について伺いたい。 
 なお、このことは先の新聞等で報道されていますが、助成内容等について、再度、確認の意

味で伺います。通告にはありませんが、町民の皆さまが関心のあることなので、ワクチン接種

費用の支払い方法と周知の徹底について、伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 子宮頸ガンワクチンの補助についてのご質問にお答えをいたします。 
 子宮頸ガンにつきましては、若年女性に多く発生するガンで、２０歳から３０歳代の女性に

発症する悪性腫瘍のうちで第１位を占めております。子宮頸ガンは、その他のガンと異なりま

して、原因が究明されておりますので、ほぼ１００％がヒトパピロマウイルスの感染であるこ

とが明らかになっております。これを予防するワクチンが日本では平成２１年、昨年１０月に

承認をされ、昨年の１２月から発売をされてきております。 
 ワクチンの接種方法は、３回のワクチンを接種することが必要です。２回目は初回の接種か

ら１カ月後、それから３回目は１回目の接種の６カ月後に接種をすることとされております。

こうしたことによりまして、子宮頸ガンは唯一、ワクチン接種により予防が可能なガンである

ということであります。 
 社団法人の日本産婦人科学会を含めた産学会が示した資料によりますと、子宮頸ガンの有効

性が最も高いのは１０歳から１４歳ということで、ここに優先的に接種するよう推奨されてお

ります。こうした状況の中、山梨県では市町村が実施する費用について、１人１万５千円を限

度に助成するという内容が、今６月県議会に提出されております。 
 町といたしましても、こうしたことから、小学校６年生と中学校３年生の女子を対象に、４万

５千円を限度に全額公費助成を実施することといたしました。そして向こう３年間は、小学校

６年生、中学校３年生を対象に助成することで、平成２５年からは小学校６年生のみを対象と

した制度にしていきたいと考えております。 
 また、学会では１５歳から２６歳の方を推奨しております。それと同時に４５歳までの方も、

ワクチンが有効だというふうなこともいっております。１５歳以上の方々がワクチン接種を希

望される場合は、４万５千円を限度に、その２分の１を助成していきたいと、こんなふうに考

えております。これは、先ほどの小学校６年生、中学校３年生が対象、これをローリングする

ことによって、いずれ小学校６年生のみ対象で、今後いけるかなと思っております。１５歳以

上につきましては、どのくらいくるか、まだ皆目見当がつかないところでありますけども、接

種の普及の状況を見ながら最終年度を、これも決めていきながら、いずれは小学校６年生のみ

の制度となっていければいいかなと、こんなふうに考えております。 
 そして接種の費用の支払い方法と周知の方法については、担当課長のほうから答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
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〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 それでは、堀之内議員の子宮頸ガン予防ワクチンにつきましての費用の支払い方法をどうす

るのか。それから町民の皆さまへの周知の方法をどのようにするか。この２点につきまして、

お答えを申し上げたいと思います。 
 予防接種は３回接種する必要があり、１回１万５千円程度かかると想定しておりますので、

対象者に助成券、これは仮称になりますが、それを交付していきたいと考えております。また

償還払いの方法もとることとしております。 
 それから周知の方法につきましては、ワクチン接種について正しい知識と理解を求めるため

に、町の広報、ホームページ等を活用しまして、周知を考えております。また教育委員会を通

じて、各小中学校の子どもたちに、養護教諭等の先生からワクチン接種の必要性などを理解し

ていただくための学習の時間を設けていただくと同時に、保護者の皆さまに対しても、リーフ

レット等をお送りするなどして、周知を図る予定であります。よろしくお願い申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 ただいまの町長のほうから小学校６年生、それから中学校３年生は全額補助と。それから

１５歳以上の女性に対しては２６歳、もしくは４６歳未満ですね・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 １５歳以上としておりますので、上の年齢は考えておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 調べてみたんですけれども、こういうふうに１５歳以上の女性に対して半額補助というのは、

山梨県でもほかのところは全然してありませんし、全国でも本当に知っている限りは３番目だ

と思います。こうやって女性に対して、町長が力を入れてくれたということで、本当に、ある

お母さんなんですけど、やはり自分の娘さんを子宮頸ガンで亡くしたというお母さんにしてみ

れば、本当に今回の子宮頸ガンのワクチンを子どもたちが全額補助してもらえるということは、

富士川町の女性を本当に町が守ってくれていると、すごく喜んでいました。また、今後もよろ

しくお願いいたします。 
 次に移ります。４点目、乳ガン、子宮ガンの検診の無料クーポン券について、２点伺います。 
 ２１年度第１次補正予算で公明党が推進した一定年齢の女性を対象に、乳ガン、子宮ガンの

検診の無料クーポン券と検診手帳の配布を実現しました。クーポン券、検診手帳の配布により

ガン検診の意識啓発につながったと思いますが、国の２２年度予算案では、国負担分を半分と

し、残り半分は地方交付税で措置することとなっております。この無料クーポン券は、対象者

が５歳刻みということで、今後も継続していかなければ、すべての人に行き渡らないというこ

とで不公平が生じます。 
 まず１として、今年度、本町の検診体制はどうなのか。２として、今後も継続事業として考

えていくのか。この２点について、伺います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 それでは堀之内議員の子宮ガン、乳ガン検診の無料クーポン券につきまして、今年度、国の

負担金が２分の１になるというような状況の中で、本町の対応はどうするのかというご質問に

つきまして、お答えを申し上げます。 
 子宮ガン、乳ガンにつきましては早期に発見し、早期治療が可能となってきていることから、

ガン検診の受診率を向上させることが極めて重要であります。しかし、特に女性特有のガンに

つきましては、検診受診率が低いことから平成２１年度、国の補正予算において、女性特有の

ガン検診推進事業の決定を受け、旧増穂町・旧鰍沢町とも９月議会定例会の議決を経て、無料

クーポン券の配布を実施してきたところでございます。そして、この事業の目的であります子

宮ガン、乳ガンについては早期発見・早期治療のため、さらに受診率を上げるため、平成２２年

度も継続して、事業を推進してまいりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 いい制度ができても、受診者が増えなくては意味がありません。無料クーポン券の受診率の

向上は、なかなか伸びていないと思うんですけれども、今、国で掲げている受診目標というの

は５０％になってきました。たぶん、本町とはだいぶ開きがあると思いますが、今後、受診率

向上のため、どのように対応していくのでしょうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 受診率がどのように向上してきているかというようなご質問と、今後の受診率向上について

どのようにしていくかというようなご質問でございます。お答えを申し上げたいと思います。 
 平成２０年度の子宮ガン検診受診者数は９９３人、受診率が２２．８％となっております。

平成２１年度の子宮ガン検診受診者数は１，０７９人、受診率２８．３％となっておりまして、

比較しますと、人数で８６人増、率で５．５％アップとなっております。 
 一方、乳ガン検診の受診者数でございますが、平成２０年度で９４０人、受診率は２９．８％。

平成２１年度は受診者数が１，１００人、受診率３４．５％となり、比較しますと受診者数が

１６０人増、受診率が４．７％アップとなっております。 
 こういう状況の中でございますけども、平成２０年度と２１年度を比較しますと、子宮ガン、

乳ガンにつきましても受診者数が増加しております。このことは、単に個人負担がなくなった

ことだけでなくて、検診により早期発見・早期治療の必要性が理解されてきていると解釈して

おります。 
 今後も町民の皆さまにガン検診受診の必要性を理解していただくため、個別の健康指導や健

康教室等におきまして、乳ガン検診、子宮ガン検診を推奨することによりまして、受診率の向

上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。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうからパーセントの話があったんですけれども、他町村に比べて本町は４％か

ら５％、高いと思います。今後もまた、ぜひとも力を入れていただいて、無料クーポン券を無

駄にしないように、ぜひともよろしくお願いいたします。 
 次に移ります。 
 次は介護問題について、４項目にわたり質問させていただきます。 
 介護制度から１０年を迎え、介護現場では深刻な問題が山積しております。誰もが一度は介

護する側、される側で向き合う問題ではあります。公明党が昨年行った、介護総点検アンケー

ト調査により、介護現場の貴重な声を聞くことができました。その中で実態の取り組みアンケー

ト調査の中で、「課題はなんですか」の問いに施設が足りないというのが一番で、財源が不足と

いうのが２番。３番目に多かったのが、介護予防が進まないでした。介護予防の推進が最も大

事でありますが、なかなか進まないという、どこの自治体も同じ悩みを持っていることを、改

めて数値で分かりました。予防事業は地域の元気高齢者、ボランティア、福祉関係団体などと

重層的な連携を図り、自助・共助・公助により地域ケアの施策が求められますが、本町の介護

予防事業の計画をお示しください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 それでは介護問題についてということで、介護予防事業につきまして、今後の計画をという

ことでございますので、お答え申し上げたいと思います。 
 介護保険制度につきましては、核家族化の進行や出生率の低下、女性の社会進出等が進む中

で、従来、家族だけで行ってきた介護を社会全体で支える仕組みとして、平成１２年４月１日

から始められた制度であります。その後、介護保険サービスの提供基盤は急速に整備されまし

て、サービス利用者は着実に増加するなど、介護保険制度は老後の安心を支える制度として定

着してきております。 
 一方、制度の定着とともに、総費用が急速に増大するとともに、高齢化が一層進展すると予

想されることから、国では介護保険制度の持続性を維持しつつ、介護が必要となる前からの高

齢者の健康づくりや介護予防のサービスを含めた予防重視型のサービスへと転換を図るため、

平成１７年に介護保険法の改正が行われたところでございます。 
 町ではこれを受けまして、介護保険事業計画を策定し、現在、第４期介護保険事業計画、こ

れは平成２１年度から平成２３年度に基づき、事業を推進しております。この計画により地域

包括支援センターにおいて、介護予防への取り組みを行っているところです。 
 計画に沿って行っている事業につきましては、次のとおりというようなことでございますが、

特定高齢者の把握事業、これにつきましては、各種健康診査のデータをもとに要介護になりそ

うな方を把握する事業でございます。それから運動機能向上教室、訪問事業、いきいき筋力向

上教室、これは要介護状態になることを予防する事業でございます。いきいきサロン事業、ふ

れあいサロン事業、これは高齢者のふれあいの場の提供をする事業でございます。それから自

宅で食事が作れない高齢者のための弁当を提供する配食サービス。それから、生きがい活動支
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援通所事業などを行っております。それから生活援助員派遣、これはヘルパーさんの派遣をす

るということです。それから緊急通報システムということで、ふれあいペンダントの設置とい

うようなことです。 
 以上、さまざまな介護予防事業を行っておりまして、元気な高齢者で生活していただけるよ

うに努めてまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今後とも、よろしくお願いします。 
 次に在宅介護、在宅介護の家族への支援について、お聞きします。 
 やはりアンケート調査の中で、在宅介護をしている家族への質問の中で困っていることはな

んですかとの問いに、介護する家族の負担が大きい。これは身体的・精神的・経済的の３つを

含めてです。これが最も多く、４２％でした。介護者側の介護うつや老老介護、または高齢者

虐待なども深刻な問題ではありますが、介護されている家族が休息をとれるようなショートス

テイやデイケア、またレスパイト事業の拡大などもありますが、今回の調査で気になったのは、

介護の悩みをたくさん抱えているのですが、どこに相談していいのか分からず、行き詰まって

いるという回答も多く見られたところです。 
 １として、本町はどのような家族支援を行っていますか。２として、今後の家族支援の計画

や相談体制について伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 在宅介護の家族支援策ということで、どのような家族支援を行っているかと家族支援の計画、

あるいは相談体制についてのご質問でございますが、お答え申し上げます。 
 在宅介護における家族支援につきましては、地域包括支援センターの日常業務の中で、電話

による相談、訪問活動による相談、支援センターにおいでいただいての相談、介護施設所属の

ケアマネージャーからの相談など、あらゆる機会を捉えた相談体制をとっております。また相

談があった場合、必ず相談者のお宅にうかがって、実際の状況を確認させていただき、必要に

応じた介護サービスや町の在宅福祉サービスが提供できるように対応しております。 
 今後におきましても、地域包括支援センターの業務内容を多くの方に知ってもらえるように

周知活動を行う中で、民生委員さんとも連携し、場合によっては障害福祉に関わる事例もあり

ますので、障害担当とも連携をとりながら家族支援を行ってまいりたいと存じます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 では次に移りまして、小規模多機能型居宅介護事業について、お聞きします。 
 今回の事業者のアンケート調査の中で、小規模多機能型居宅介護事業を実施しているところ

を質問いたしました。回答は５．７％でした。そして今後、充実していきたいサービスはなん
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ですかとの問いに、この小規模多機能型居宅介護は２番目に多い事業でした。今、この２４時

間、３６５日利用できる体制の小規模多機能型居宅介護が求められていますが、夜間や土日、

緊急宿泊などがいつでも利用できれば、安心して在宅介護が続けられます。本町の介護計画の

中での位置づけと、今後の小規模多機能型居宅介護への取り組みについて伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 小規模多機能型居宅介護の充実ということで、本町の介護計画の中での位置づけと、小規模

多機能型居宅介護への取り組みについてというご質問でございますが、お答えを申し上げます。 
 小規模多機能型居宅介護につきましては、平成１７年６月に公布、平成１８年の４月に施行

されました介護保険法等の一部を改正する法律によりまして、認知症高齢者や一人暮らし高齢

者の増加に対応して、身近な地域で地域の特性に応じた、多様で柔軟なサービス提供が可能と

なるように地域密着型サービスが創設されました。町ではこの改正に伴いまして、地域密着型

サービスを第３期介護保険事業計画に踏み入れ、小規模多機能型居宅介護事業の事業所を立ち

上げ、平成１８年４月から事業を実施してきたところであります。 
 事業所につきましては、町の保健福祉支援センターの２階に設置しまして、社会福祉協議会

にその業務を委託しているところでございます。登録定員につきましては２５名、通いサービ

スの定員は１５名、宿泊の定員は５名でございます。このサービスは住み慣れた地域での通い、

泊まり、訪問でありまして、利用者の生活に合わせたサービスが提供できます。また、一時的

な利用や緊急的な利用も可能となっております。同じスタッフが介護に関わることで一貫した

ケアが行えますので、利用者が安心して通えるということになっております。 
 また民間の類似施設としまして、小林地内に認知症対応型共同生活介護、天神中条地内に小

規模多機能型居宅介護の２カ所がありまして、それぞれサービスを提供しております。 
 今後も民間事業所と連携する中で、地域の特性に応じた、多様で柔軟なサービスが展開され

るように取り組んでまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 本町はすでに施設を開設し、取り組まれているということでありますけども、さすが福祉の

まち富士川町であると思います。これはちょっと別なんですけども、一昨年、報告された社会

保障会議の資料によれば、団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年には、全国３万カ所の整備

を進めるとの数値も示されており、この数値は中学校区に１カ所の施設整備となります。また

全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会の山越孝浩事務局長は、小規模多機能型居宅介護を

高齢者介護の中心に据えている市町村では、整備も進んでいる。まさに行政の姿勢で整備の進

捗状況が大きく変わっていると指摘しており、さらに本町においても、今後５年先、１０年先

を見越しての施設整備の充実で、在宅介護が安心して行われるようお願いし、次の質問に移り

ます。 
 次に認知症サポーター養成講座について、伺います。 
 ２０２５年、わが国は高齢化率３０％という超高齢化社会を迎えます。本町もすでに高齢化
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率２６％を超えている状況であります。認知症は、誰もが直面する介護の問題でもあります。

昨年、包括支援センターで受けた相談件数は約２千件で、中には認知症を含む相談もあると伺

いました。多くの方々から家族の中に、認知症高齢者を抱え悩んでいたことは、数値からも明

らかです。高齢者本人に対して、介護予防の観点からさまざまな事業を実施していますが、認

知症に対する対策は、さらにこれから重要になってくると思います。 
 平成１７年度から開始した認知症サポーター１００万人キャラバンは、認知症サポーターを

全国で１００万人養成に取り組んでいます。住み慣れた地域で、その人らしく暮らすため、認

知症への理解と見守りができる地域づくりを目指し、認知症サポーター養成講座が開催されて

います。本町でも地域住民への広報と啓発活動を進めていく中、住民同士が互いに助け合い、

地域ぐるみで認知高齢者への理解と見守り、さらに支援者となるよう、地域の連携と協力体制

の整備が必要と思いますが、本町の考えを伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 それでは認知症の予防対策、それからサポーターの要請講座等への取り組みについてという

ご質問にお答えを申し上げます。 
 認知症につきましては、老化による物忘れと違いまして、アルツハイマー型や脳欠陥性症、

その他の症状により発症するといわれております。これまでに認知症についての正しい理解を

深めていただくための講座を、地域包括支援センター職員や保健師などが友愛クラブなどを対

象に開催をしてきたところでございます。本年度は範囲を広げまして、学校や地域の会議など

に出向いて、講座を開催していきたいとも考えております。 
 認知症の予防につきましては、早期発見・早期治療が大切といわれておりますので、多くの

住民の皆さまに正しい理解と見守りを深めていただけるように、認知症の基礎知識の普及に今

後とも努力してまいります。 
 次に認知症サポーター養成講座の開所への取り組みでございますが、この養成講座は認知症

の方と、その家族への応援者として認知症サポーターを全国で１００万人養成して、認知症に

なっても安心して暮らせる町を目指すものでございます。ＮＰＯ法人 全国キャラバンメイト

連絡協議会が全国の自治体企業、団体等と共催で認知症サポーター養成講座の講師役、キャラ

バンメイトといっておりますが、その研修や教育を行っております。 
 本町におきましても地域包括支援センターを窓口として、サポーター養成講座を６回開催し、

キャラバンメイト１０名、サポーター１４９名が登録されております。今後も町内各地で開催

してまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 再質問です。 
 他の町をちょっと聞いたんですけども、民生委員に講師を頼んで、また、その講師というの

は冊子を持ってきたり、それからＤＶＤでこんなふうに対応すればいいということで、認知症

サポーターづくりということで、大体、時間にすれば２時間くらいらしいんですけども、こう
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いうふうな養成講座を今後、本町でも各区ぐらいの単位で、ぜひとも開いていただきたいと思

いますけど、またこれはよろしくお願いいたします。 
 では最後になりますけども、ゴミステーションの整備について伺います。 
 現在、本町にはゴミのステーションの場所が指定されており、週２回、業者が収集している

わけですが、ゴミのステーションは本来、ゴミを住民が行政に引き渡しをする場所で、ゴミ捨

て場ではありません。にもかかわらず、設定時間外、設定場所以外にも放置され、回収業者も

困惑しております。ゴミのステーションへの考え方も富士川町となり、改めて見直す必要があ

ると思います。 
 そこで質問です。住民の方たちからカラス、またネコ等によって、ゴミ袋が破られ、ゴミが

散乱する。異臭を発して困る。なんとかしていただきたいとの声が寄せられております。本町

では、どのような対策を考えているのでしょうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 堀之内議員さんのゴミステーションにおける、カラス等によるゴミの飛散に対する対策につ

いてということにお答えをいたします。 
 一般の家庭から出される可燃物については、収集車が収集するまでの間、エサとなる生ゴミ

がカラスやネコに襲われ、ゴミが飛散し、衛生的にも美観的にも問題となっております。そう

いったことで、旧増穂町においては、平成１６年度に地元負担をいただく中で、カラスネット

を配布した経緯がありますが、ネットではあまり効果がありませんでした。このようなことか

らカラスやネコ等の対策として、ステーションごとに金網等で囲まれた回収ボックスを設置す

るなどの対応をしていただいているところでございます。また、ゴミのステーションは町内

８００カ所に及び、設置形態も道路敷きや私有地であったり、量にもさまざまでありまして、

ゴミの量、内容などステーションに応じた対応が必要であるため、画一的な対策が難しい状況

にあります。 
 今後におきましては、なんらかの対策が必要なことから、同様に苦慮している自治体の事例

等の研究や環境衛生委員さん等から地区の実情をお伺いする中で、検討してまいりたいと考え

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 今、課長のほうから今後、検討していくという話なんですけども、結局、カラスとかネコの

被害をなくすというのは、最終的にはステーションボックスの設置しかないと思っているんで

す。本町はリサイクルボックスの設置の途中でありますが、中央市の場合、ちょっと調べてみ

たので報告します。中央市の場合は、これはステーションボックスのほうですけども、設置場

所は自治会で探し、費用に関しては自治会で半額負担、市で半額負担としております。 
 今後、これから本町も各区との連携の中で、このゴミに関しては結局、町民全員が関わって

いることでありますから、町ぐるみで解決していかなければならないと思っているんですけれ

ども、このへん町長、今後に関してどんなふうなお考えでしょうか、お聞きします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 ゴミについては依然、全国、どの地域でも課題となっているのが実情であります。そうした

中、ここ富士川町では、ゴミの中でもリサイクルが可能な資源循環型社会を目指して、同じゴ

ミステーションとは言いましても、うちで今、ボックスでつけているのは、リサイクルステー

ション設置であります。可燃ゴミ、あるいは不燃ゴミ、不燃ゴミの中も金物とか陶器類につき

ましては、場所を指定しながら、そういった収集をしてもらっているわけでありますが、先ほ

ど町民生活課長が申し上げましたように、８００カ所ある中で、地区によっても形態が全部、

違うわけであります。私の家のところは裏に神社がありまして、カラス、鳥が非常に多いもの

でありますから、かつてはネットを共同購入しながら設置したんですが、網が荒ければ全部、

持っていかれてしまうと。現在はスチールボックスをつけて、書棚ですが、それをカギをかけ

ながら利用している。そして、それ以外に金網でボックスをつくって、犬・ネコ対策をしてい

ただいているところもあります。そして広さも、量が違いますので、まちまちでありますから、

町のほうでどうこうというのは、ちょっと難しいんではないかなと思っております。そして、

先ほど言いましたように、公共用地もあれば、道路敷きもあれば私有地もある。私有地の中へ、

いろいろつけるわけにもいきませんので、それは地区それぞれで少し検討をしていただきたい。 
 ゴミでいろいろ苦慮している先進の自治体があれば、そういうところのいいところも参考に

したいし、またそういったところと、この富士川町は実情が違うと思いますので、地区におり

ます環境衛生委員さんにも実態を見ていただきながら、どんな対策がいいか、これから検討を

していきたい。 
 中央市でやっていますのが、どういう状態なのか、ちょっと分かりませんけども、うちのリ

サイクルステーションは、あくまでも有価物の回収ボックスでありますので、あそこでまた、

一緒にそういった可燃ゴミ、あるいは不燃物を入れると、今、地区の皆さんが管理していただ

いていますので、それは非常に難しいかなと。それとまた、資源ゴミとは違いまして、定期的

に出てくるものでありますけども、これ以上に、水を切っていただく。そして自分で畑、ある

いは庭を持っている人は、生ゴミは庭に埋めていただく。そういった環境にやさしい、今度は

ゴミの出し方の推奨も片方では考えながら、ちょっと時間をかけながらやっていきたいと、こ

んなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １０番、堀之内美彦君。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 分かりました。では今後、またよろしくお願いいたします。 
 以上で、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告７番、１０番 堀之内美彦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３１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ３時４３分 
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〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 続いて通告８番、３番 秋山貢君の一般質問を行います。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは通告に従いまして、質問を進めていきたいと思いますが、齊藤欽也議員、ならびに

堀之内美彦議員の質問の中に重複する部分がありましたので、その部分については割愛をさせ

ていただきたいと思います。 
 私の質問は大きく分けて、３つの質問からなっております。 
 まず１つ目、住民参加型行政評価（事業仕分け）システムの構築についてということで、通

告をしておいたんですけども、齊藤欽也議員のほうで、その内容と目的について答弁がありま

したので、この中から質問を続けていく形をとらせていただきますけれども、ご承知おきくだ

さい。 
 その中で、本年度は町単独事業を、まず事業評価で実施していきたいという、町長からの答

弁がございました。この町単独事業を、多数あると思うんですけども、大体、その中でいくつ

ぐらいを今年度は見越して、やろうという予定でいるのか。その点について、まずお伺いをい

たします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 秋山貢議員の住民参加型行政評価システムを、これからやっていく上で、町単独事業はどの

くらいあるかというご質問について、お答えをいたします。 
 事業の数でいきますと、科目でいきますと、１９０あると思います。また、それを細分化し

ておりますので、町単独の補助事業があります。それが２１１ぐらいあります。補助事業も合

わせますと、４００ぐらいになってくると思いますが、毎年できる数はいろいろ・・・すみま

せん。２１０事業と思っていただきたいと思います。トータルで２１０、町単独事業は。そし

て、それを何年かに分けながらやっていくということになります。いろんな分野で、町民の皆

さんにも関心があるところ、いろいろあると思いますので、これからシステムはどんなふうに

やっていくかという構築をしていきますけども、１つだけでいきますと、年にせいぜいやって

も１０件ぐらい。それを２グループに分けていくと、２０件ぐらい。どのくらいに分けられる

かは、今後、制度をつくっていく中で検討していきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは１番目の質問を終わりまして、２番目のほうに移らせていただきます。 
 併せて事業仕分けを行うというご説明をいただきまして、先ほどの中で、委員を公募すると。

それから学識経験者を交えて、委員会を構成するということですけども、そうすると公募する

事業仕分けチームというものをたぶん編成すると思うんですけども、その２グループに公募す

る委員はどのくらいか。それから学識経験者、その編成ですね。どういうふうな編成にするの

か。その点について、お願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 仕分けチーム、評価をしていただくチームの編成でありますけども、今、５、６名を１編成

と考えております。半分、住民からの代表、そしてまた半分は学識経験ということで、あんま

り住民の皆さんの意見に偏ってもいけない。そしてまた、学識経験者だけの意見であってもい

けない。先ほども言いましたけども、住民目線、住民の気持ちもその事業の中には入れていき

たいと。そしてまた、この富士川町でやっている業務は、特に単独事業は、この町特有な事情

から、そういうものが起こっているものがありますから、ただ、もう２０何年前から同じこと

を延々とやっている。もうすでに事業の目的は達しているものもあると思います。そういうも

のを住民の皆さんのご意見を伺いながら、事業の再編整備、統合・廃止、継続も含めて、ぜひ

評価をいただければと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 再質問ですけれども、そうすると、やはり皆さん、町長もおっしゃっているとおり、事業仕

分けがいいというのは、やはり町民目線で事業を評価すると。それから政策形成のプロセスを、

公開性を持って町民の皆さんに明らかにしていくということが、大きな２つの意味だと思うん

ですけども、構想日本なんかでやっている事業仕分けというのは、大体、３０分の中で１事業

を仕分けていくと。その中には事業説明、質疑、議論、評価、結果・解説ということで、チェッ

クシートを最後に提出するということでいくと、町長が考える仕分けというのは、僕はそうい

うふうに公開性を持って、蓮舫さんなんか、よく活躍していますけども、やっぱり町民の皆さ

んに多く傍聴に来ていただいて、そして政策形成の公開性を担保していくというのが、住民の

皆さんが参加していくという方法では、いい手法ではないかなと思うので、その事業仕分けの

具体的な方法というものを、今、町長がお考えになっているものがあれば、お聞きしたい。 
 それから、先ほど町長がおっしゃったとおり、決算との連動をして、町民の意見を反映しな

がら、次年度の予算編成に外部評価を取り入れた予算をつくっていきたいということですけど

も、そうすると、そういった時期というのは、やはり限られてくると思うんですよね。次年度

の予算の中に、それを組み込める時期というのは、例えば１２月までとか、そうすると、これ

から委員を５、６人、１２人の半分で６人を公募して、それからそうやって公開性を持って事

業仕分けをして、次年度の予算編成にそれを反映させていくというと、スケジュール的に大変

厳しいかなと思うんですけども、僕はぜひ町長に、無理してでもやっていただきたい。そして、

それが中途半端になるかもしれないんです、初めてですから。でも、やはり町民の皆さんは、

とても民主党政権の中でも、いろんな事業をやった中で、やはり事業仕分けというのは、国民、

市民、町民の目線で、やってよかったと。これは誰しもそう思うので、ぜひやっていただきた

いので、今の質問について、町長お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 行政評価システムでありますので、政策の部分も入ってくる部分もあると思います。事務事
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業の中も入ってくると思います。まだまだ、これから、そのシステムを構築していくというこ

とですから、すべてが決まっているわけではありませんけども、対象事業は当面、単独事業と。

そして、評価をしていただく評価委員さんは５、６名を予定しながら、今、住民３名、あるい

は学識経験者を２、３人ということで、５、６名、今のところ想定しています。そして忌憚な

い、評価委員の皆さんにも意見をいただきたい。住民があんまり、おおぜいいる中でやると、

こんなことを言っては見苦しいかなとかということが出ないように、しっかり事前の勉強、そ

の制度に対する経緯、なぜ、こういう事業が形成されたかという、そのへんの勉強の時間も取

りたいと思いますし、そして当面は試行でいきます。まだまだ、それが完璧なものでもありま

せんから、今のところ考えているのは、これから制度はつくるんですが、結果は公表していく、

これは当然だと思いますけども、最初の、まだ試行の段階は、評価委員さんと、また説明する

役場職員との対面方式で、非公開ということもあるかもしれません。そのへんのシステムの構

築は、これから庁内で検討しながらやっていきたい。 
 先ほども言いましたように、評価する前に自己評価、自分で担当している職員が、この事業

はどうかという評価もやっていきます。そして庁内全体の２次評価もやっていく。そして、そ

の中で、また評価委員さんにかけていただくと。２１０ほど事業があるといいますけども、す

べてがその評価に関わるものではないと思います。役場の担当者も、役場としても、これは必

要だというものは、今後、継続していかなければならない。ただ、もう少し住民の皆さんから

ご意見を伺う中で、改善をしていくところがあると思います。その次の改善のための評価をお

願いしたいというところが主眼であります。 
 これまで、町といたしましても、夏休みの期間にサマーレビューというのをやる中で、事業

のスクラップ・アンド・ビルドも進めてきておりますが、なかなか、そういった、これまで延々

とやってきた事業というのは、スクラップができないという実態もありますので、そこに住民

の声を反映させていきたいということであります。 
 まだまだ構築はこれからでありますので、ぜひまた、いろんなご意見を吸収する中で、この

富士川町に定着した行政評価システム、その前に住民参加型といってありますから、住民の皆

さんには公開するか、しないかは別問題としても、住民の皆さんが主体となって、役場の単独

事業を評価していただく、こんなシステムになっていけばいいのかなと、こんなふうに思って

おります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、すぐには無理かもしれませんが、公開していくということを、できれば原則にしてい

ただきたいなと思います。 
 続きまして、３番の事業仕分けが単なる歳出カットやリストラの道具として、間違って利用

されているという逆な面もあるかと思います。やはり、この事業仕分けの目的である現場の視

点で事業を洗い直し、個々の事業の無駄に留まらず、行財政全体の改革につなげていくという

当初の目的を、やはり遂行していくためには、当然、議会も、その監視機能というものは持た

なければいけないんですけども、この事業仕分けのチームの中で、こういった本来の目的を遂

行していくためには、どういうふうな方法をとっていくのかなと。そこについて、お伺いいた

します。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 この事業仕分けといいますか、住民参加型行政評価システムにつきましては、計画は当然、

役場のほうでそれぞれ職員が自分の担当している政策施策について、住民ニーズを把握しなが

ら、そして時代に合ったものに変えていかなければなりませんが、そういった計画、あるいは

実施の部分は役場がやっていくわけであります。そして、その実施をしたあとの部分に住民の

皆さん、効果があったかどうか、お金のわりには効果がない。やるからには、もう少し、こう

いうふうにしたほうが、住民が望んでいる部分に近づくんだと、その部分の評価を期待してお

ります。それを受けまして、また制度、継続であれば、役場のほうで再度、改善をしながら、

住民に合った単独事業、施策にしていきたいなということであります。 
 この事業評価をしたから、単なる歳出カットとかというのではなくて、先ほども言いました

ように、１つのスクラップ・アンド・ビルドのスクラップの部分にもつながればいいかなと。

そしてまた、その経費が削減できたということは、新たな事業が展開できるということであり

ますから、ときどきの住民ニーズ、あるいは地域要望に合った施策が、また逆に展開できれば

いいかなと思っております。 
 そして、これをやったからといって、役場は利益追求型の機関ではありませんので、やはり

歳入が確保できれば、その歳入をいかに住民のために歳出に結び付けていくかというところで、

この住民参加型の評価システムが活用できれば、住民の皆さんが望んでいるサービスが提供で

きるんではないかなと、こんなふうに思っておりますので、リストラとか歳出カット、そうい

うものに結びつけるものではないということは、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 町長のおっしゃるとおり、やはり、この行政の皆さんというのは、町民に対しても説明責任

というのが、なかなか、前からやっているとか、継続してやっているからということになりか

ねないので、ぜひ、この説明責任を高める意味でも、こういった事業仕分けをすぐやっていた

だきたいと思います。 
 続きまして、２番の子宮頸ガンの予防ワクチンとガン検診についてということで、ほとんど

堀之内議員と、１、２、３、重複しますので、これについては割愛をさせていただきたいと思

います。 
 ただ１つだけ、議長にお願いがあるんですけども、私が子宮頸ガンの、このことについて調

べる中で、１つだけ心配な点がありまして、そのことは、やはりどんな予防接種ワクチンでも

副作用というリスクがあるということです。だからといって、よせということではなくて、や

はり、こういったリスクがあるんだけれども、子宮頸ガンをしたほうがいいんではないかとい

うことは町民の皆さんに説明すべきだと思うので、そのことについて、もし担当課長のほうで

説明できるのであれば、お伺いしたいと思いますけれども、よろしくご配慮をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
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〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 秋山貢議員の、子宮頸ガン予防ワクチンの接種によります副作用のことにつきましてのご質

問でございますが、お答えを申し上げたいと思います。 
 子宮頸ガン予防ワクチンにつきましては、肩に近い腕の筋肉に注射をするわけですけども、

海外・国内での臨床試験では、局部の副反応としましては痛み、腫れ、発赤、これは赤くなる

という意味ですが、それなどが認められておりますが、全身性の副反応としまして、倦怠感、

頭痛、筋肉痛などが認められておりますが、大部分は数日以内に消失する例がほとんどであり

ます。重篤なものは稀であり、国内においては死亡例も認められておりません。また社会保険

機関においても、子宮頸ガン予防ワクチンの安全性に問題はないとの結論が出されております。

しかしワクチン接種でありますので、１００％安全とはいえませんので、接種時に発熱や重篤

な急性疾患にかかっている場合など、一般的な注意事項につきましては、注意が必要なことか

ら、接種前に十分な問診を行うこととしております。 
 なお、町民の皆さまにはワクチン接種の有効性・安全性とともに、注意事項につきましても

周知していくこととしております。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 先ほど課長がおっしゃったとおり、持っている情報は町民の皆さまに明らかにした上で、や

はり予防接種を受けていただくと、この姿勢が大事だと思うので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 
 続きまして、３番目の質問に移りたいと思います。 
 まず、緊急車両の進入や消防活動に支障のある狭い道路の整備についてということで、お伺

いいたします。 
 まず１つ目です。町民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを目指すには、狭い道路の

拡幅整備が必要だと考えておりますけれども、選挙戦で皆さん、議員、それから町長は全町、

旧鰍沢、旧増穂をまわって、やはり救急車や消防自動車が進入困難な狭い道路がたくさんある

ことに気が付かれたと思います。町民が安心して暮らせる、災害に強いまちづくりを目指すに

は、これらの道路の拡幅整備を進めなければいけないと思いますけども、このことについて、

町はどういうふうな方策を考えているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、秋山議員さんの災害に強いまちづくりを目指すには、狭い道路の拡幅整備が必要

だ、どのようにして進めているのかというご質問にお答えいたします。 
 本町の狭隘道路につきましては、青柳町、長沢、大椚、鰍沢の国道より東側および入町の市

街地等において狭隘道路が多く存在しており、住宅建設ができないところもあります。災害時

における道路の果たす役割は大きく、狭隘道路を拡幅整備することは、重要な課題であると考

えております。 
 今後は合併に伴い、新しい総合計画や都市計画のマスタープランを策定していくこととなり

ますので、狭隘道路地区の皆さまとも十分協議をする中で、拡幅整備が進展するように取り組
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んでまいります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 次の２番目に移りますけども、近隣の市川三郷町では、狭隘道路の整備に関する要綱を設け

て、道路の拡幅整備を進めております。本町でもこういった要綱を整備するべきではないかと

考えますけれども、市川三郷町の要綱というのは、１メートル８０センチメートル以上、４メー

トル未満の狭い道路の解消に向けて取り組んでおります。例えば建物を、先ほどおっしゃった

とおり建て替えるとか、塀をつくり替えると。こういったときには、道路の中心線から２メー

トル後退して、その部分については無償で寄附していただくと。その代わりバックした部分に

ついては、例えばブロックの撤去費用とか、生垣を撤去とか、そういったものについては、町

が費用を助成して、境界確認や道路工事、管理を町で行う要綱であります。昨年度はお聞きし

たところ、２０件くらいの助成をしたと。今年度も２２年度の予算の中で、６９０万円の予算

を計上して事業を行うということですけども、こういった、積極的に道路を整備できるという

要綱を導入すべきではないかと思いますけども、町の考えをお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 秋山議員さんの、市川三郷町では要綱を設けて道路拡幅整備を進めているが、本町でも導入

すべきではないかという、ご質問にお答えいたします。 
 おっしゃるように、市川三郷町におきましては、平成１８年度に狭隘道路拡幅整備に関する

要綱というものを定めて、建築基準法でいう後退道路用地につきまして、ご寄附をいただいた

場合に限り、塀とか生け垣等の撤去、新設等に対する助成制度や隅切り用地に奨励金を出して、

成果を上げていると聞いております。 
 本町でも、富士川町における建築行為に係る後退道路用地に関する指導要綱を定め、建築確

認申請の際に、狭隘道路の解消に向けた取り組みを行っているところであります。この要綱は

４メートルの道路付近に接道していない場合、道路中心線から２メートルの道路後退用地を取

る必要があります。この後退用地をご寄附いただいた場合には、当該土地の測量、境界杭の設

置、分筆、所有権の移転登記および工事につきまして、町が費用負担を行い実施するものであ

ります。本年度工事費につきまして、予算措置を行っております。 
 今後も指導要綱の住民への周知の徹底や生け垣設置補助金等の効果的な併用などを、より本

町のまちづくりの基本目標であります安心・安全で生活の質の高いまちづくりに向け、努力し

てまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 再質問ですけども、そうすると、旧の増穂町で、先ほど課長の説明のあった要綱を整備した

と思うんですけども、平成１９年５月１日施行ということをお聞きしているんですけども、そ
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のときから、どのくらいの件数の、１９年度、２０年度、２１年度、どのくらいの助成の件数、

それから助成の金額、場所、どこに助成をしたのか。そのへんについて、具体的な数字をお願

いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 この本指導要綱につきましては、個人が対象ということになりまして、旧増穂町におきまし

て、平成１９年度２カ所、青柳地内と天神中条地内で、道路後退用地をご寄附いただきました。

工事費は２０万円ほど、かかりました。それから、あと平成２０年度と２１年度につきまして

は、実績はありませんが、この要綱自体は開発事業者を対象とはしていないんですけども、こ

の開発事業者が、その道路後退用地をご寄附いただくというような形になりますと、それがきっ

かけになりまして、その点から面、それから道路、路線というような形で、整備が可能になっ

てきますので、開発事業者につきましても、私ども指導をお願いして、道路後退用地をご寄附

いただくような形をとらせていただいております。そういうことで２０年度２件、それから

２１年度１件ということで、開発事業者につきましても道路後退用地をご寄附いただきました。

これはいずれも２０年度が青柳地内で、それから２１年度が最勝寺地内になります。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、同じような規模の市川三郷町は毎年２０件ぐらいで、６９０万円とか５００万

円以上の予算をつけて、そうやって整備をしているんだけれども、旧増穂の場合は、１９年度、

２０年度は全然なかったと。それは、そういった対象の建て替えとか、塀のつくり替えの物件

がなかったのか。それとも町のほうで、そういった事業を把握していなくて、町民のほうから

も、そういった申請がなかったから、そういった事業がなくて、お金を使わなかったのか。そ

れから、今年、予算を盛っているというお話ですけれども、今年は何件を見積もって、予算は

どのくらい計上しているのか、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 たしかに市川三郷町と、それから旧増穂町を単純に比較することはできないんですけども、

件数としましては、その建築確認申請の際に道路後退用地だけしかなくて、そういう、どうし

てもというところは、少なかったように思います。富士川町のほうがですね。そして市川三郷

町の場合は、絶対数としてはすごく逼迫しているといいますか、緊急性が高いということで、

この要綱をつくる際も、住民を含めたまちづくりの検討会などを開いて、その要綱の周知とい

うことも含めて、徹底をされているところもあります。まず、私どもも定めた要綱につきまし

ては、もう少し、周知につきまして徹底していく必要があるんではないかと考えております。

よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 先ほど質問した、今年度の予算と件数をどのくらい予定しているのか、お願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 すみません。２５万円、新しいまちづくりの歳出予算の中に計上させていただいております。

件数は１、２件を想定しております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 単純に市川三郷町と富士川町を比べて、その２件が多いのか、少ないのかという話ですけど

も、やはり、例えば富士川町でつくった要綱というのが全部で１０条なんですね。市川三郷の、

この要綱というのが、全部で３９条なんですね。やはり、これは町の姿勢として、誰が見ても、

市川三郷町は積極的にこういった狭隘道路を、少しでもいいから、虫食い状態でもいいから、

こういった後退するときには、ちゃんとお金を出して整備していこうという意図が、僕ははっ

きり感じられると思います。片や富士川町は第１０条です。やはり、この内容、中身の差が町

の狭隘道路の整備に対する姿勢の、僕は大きな違いだと思います。ぜひ課長さん、これをもう

一度、検討したいと、先ほどおっしゃいましたので、こういった町民が使いやすく、例えば年

間２０件、６９０万円の予算がかかるぐらいの要綱を整備していただいて、町民の皆さんがそ

ういった事業のときには、よかった、ぜひ寄附したいと。そうすれば、用地買収をするよりも、

僕は絶対的に費用対効果で、効果があると思います。ぜひ、その点について、検討をいただき

たいと思います。 
 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告８番、３番 秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告９番、８番 永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は、参加と協働のまちづくりの実現のためにということで、大きく４つのテーマで質問を

いたしました。しかし、これまで何人かの方が同じ質問をしていらっしゃいますので、大幅に

割愛しながら、簡単に質問させていただきます。 
 まず、住民参加の合併研究会の設立についてですけれども、先ほど齊藤欽也議員の質問の中

で、町長はさらなる合併ということは、マニフェストに明記されていることであり、このこと

に関しては、十分に町民は理解していると思うということをおっしゃいました。選挙の、４月

２５日に投票があったわけですけども、その２日後ですか、市川三郷との合併を目指して研究

会を立ち上げるという新聞記事が載りました。私は一瞬、ちょっと驚いたんです。先ほどの町

長のお話だと、町民は理解しているということをおっしゃったわけですけれども、何を根拠に

理解しているということをおっしゃったのか、教えていただきたい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 永井寛子議員さんの合併研究会、市川三郷との合併について町民が理解している、何を根拠

にそう言っているのかというご質問にお答えしたいと思います。 
 先ほども齊藤欽也議員にお答えをいたしましたが、私は３年前の旧増穂町長選に立候補する

際に、峡南北部３町、もとは５町でありましたけども、３町で小さいながらも市をつくってい

きたい。そして、その当時は、旧増穂町単独でという候補者との選挙戦をやってまいりました。

そういう中で、私の考えは、すでに住民の皆さんにもご理解をいただけていると思っておりま

す。また、今回、富士川町の町長選挙におきましても、さらなる合併の推進ということで、峡

南北部の地域医療確保のため、市川三郷という言葉は前回も、今回も出しておりません。これ

は、先ほども言いましたように、合併というのは相手のこともあるわけでありますから、新聞

社の取材等に応じましては、今までもそういう固有名詞を出し、鰍沢との先行合併という、鰍

沢町という名前も出していません。今回も新聞のほうでは、そう出ておりますが、私のマニフェ

ストの中には市川三郷という名前は、前回も今回も出ておりません。 
 そういう中で、私のこの合併を成し遂げ、そして前回の住民の皆さんとのお約束もあります

ので、そしてまた、喫緊に解決しなければならない、この地域の広域的課題もありますから、

さらなる合併ということを表題に出しながら、近隣自治体と合併を視野に連携した取り組みを

進めていきたいと、こういうことで重点施策を出させていただきました。それを前面に出しな

がらの今回の選挙をしたわけであります。先ほど言いましたように、７２％の得票をさせてい

ただいたということは、住民の皆さんにはさらなる合併ということは、ご理解をいただけるも

のと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ３年前の町長選でも３町合併ということを公約にされました。そして、今回の町長選でもマ

ニフェストに書かれております。だから町民との約束なので、これを進めたいと。私は思うん

ですけど、３年前となんら状況は変わっていないのか。そして前回の町長選の、あの熾烈な合

併を巡る戦いと、今回も状況は変わらないのか。つまり、町民の意識は以前のままと同じなの

かどうか。そのへんのところをお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ３年前と大きくは変わっていないと思いますが、国のほうの状況を合併推進の中で、推進と

いうことから、合併の円滑化というふうに変わったところはあると思います。ただ、この地域、

こうしてまた地方分権が本格化する中で、自分の町のことは自分で決定し、自分で責任を持っ

ていく、地域主権・地方政府が動き出しております。そういった中で、私はただ単に、さらな

る合併の推進、３年前に言ったからということでなくて、峡南北部の地域医療確保、ひとつとっ

ても連携が必要だと。中部横断自動車道の全線開通を視野に、やはり連携が必要だと。そして

少子化の中で、高等学校の再編という問題も必ずや今後、出てくる。そういった意味で、その

３つを今回は出せていただきながら、地域の広域的課題を解決していくには、合併を視野に連
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携を図りながら進めていきたいと。こういう、改めて必要性を訴えてきました。そういう中で

の選挙戦を勝てた、支持をしていただけたということは、合併即大賛成ということではなく、

大きなこの町の将来像とすれば、そういう方向で進めというご理解をいただいたものと考えて

おります。 
 そういう中で、研究会も立ち上げる中、今までの鰍沢との合併は、研究会がなく、すぐ協議

会にいったわけでありますけども、これは合併特例法の期限が２２年３月３１日ということも

ありましたし、そこの機を逃すと、やはり、この町の将来も危ぶまれるということから、１年

半という短い期間ではあります。これからはまた、１期４年の負託をいただきましたので、そ

の中で住民の皆さんともしっかり協議をする中で、合併研究会なるものを立ち上げながら進め

ていければと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今、お聞きしていまして、私が感じているところは、町民の意識と町長の思いというのが、

大きな隔たりがあるのではないかなと、ちょっと危惧しております。それは、町民の意識は３年

前のあのときは違うということですね。そして、もう合併を巡る混乱はたくさんだと。新しい

町に向けて、１つになっていくときではないかというようなことを、皆さんおっしゃいます。

私は、今はもっと町民が１つになって、新しいまちづくりに力を入れていくときではないかな

というふうに思っていますし、そういうまちづくりに、私は希望を感じています。行政だけが

先走って、どんどんいくということに、町民はついていけないものを感じてはまずいと思いま

すけれど、町長はここで、もう一度、町民の生の声に耳を傾けるという、おつもりはあるんで

しょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 旧増穂町で、私をリコールの対象とした事案もありました。私が選挙において、住民の皆さ

んに約束をしたことを果たさない、動かないということであれば、またリコールということは

あると思います。そのためのマニフェストではないかなと思っておりますので、この方法が悪

ければ、また私が今度、それはないということでリコールがあるかもしれません。ただ、今は

先般の、４月２５日の選挙で、私もしっかり、そういうことを訴える中で当選をさせていただ

いたということは、住民の皆さんもそれを見て、信託を受けているわけでありますから、それ

については、しっかり取り組んでまいりたいと。ただ、取り組む過程で、合併協議会も立ち上

げながら、住民の意見も聞きながらやっていくということであります。 
 もう１つは、当然、新しい町が出たばかりですから、住民の一体感の醸成、それとまた、こ

の富士川町が暮らしと文化が輝く、テーマに沿った町になっていかなければなりませんので、

そのへんもマニフェストの中で、重点施策で、まず町民の一体感の醸成、それと、この町の将

来を見据えた場合、やはり１万６千、日に日に人口も減っています。この町の将来を考えたと

きに、さらなる地方自治体としての基盤整備をしていかなければならない。そして、あと合併

うんぬんは関係なくて、６つの政策推進項目も掲げながら進めていくつもりでありますので、

今、合併したばかりだから、もう将来のことは考えなくていい。今、この新しい町のことだけ
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考えればいいという考えのほうが、私はちょっと理解に苦しむのかなと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ３回終わりましたから、これはこれでやめておきますけれども、リコールの問題とか住民投

票とかいろいろありましたけども、私は、住民はそういうことは、もうやめようという方向で、

たぶん平穏な日々を取り戻して、自分たちの住みやすいまちづくりを、一体感の醸成のもとに

やっていきたいというのが、私は本当の気持ちではないかなというふうに思っております。そ

こで、町長には、リコールとかなんとかという極論を出すのではなくて、柔軟な考えのもとに、

これから対応していただきたいなと。 
 例えば熱烈に応援していた人が、この新聞を見て、大変ショックを受けた。また合併かと。

私、そういう声も聞いています。ですから、私が町長に申し上げたいのは、もう一度、町民の

そういう声を聞く姿勢を、ぜひ持っていただきたいと思います。 
 次です。地域医療とか、それから高校の統廃合とか、産業の振興とか、いろいろ合併の理由

はありますけれども、これらの問題は合併する、しないにかかわらず、今、町民みんなが力を

合わせて、取り組まなければならない問題だと思っているんですけれども、４年間で道をつけ

ていくということなんですけれども、私は合併する、しないにかかわらず、これは広域的な問

題として、今、すぐにでも取り組まなければならない問題だと思いますので、そのへん町長、

どういうふうにお考えか、お願いします・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 すみません。４年間で道をつけるというふうにおっしゃっていますけれども、この研究会、

住民参加の研究会の最終結論は、いつごろ出すというところで考えていらっしゃるんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 研究会、まだ立ち上がってもおりません。これから、つくり上げていく会でありますので、

いつということは私にも分かりませんが、先ほど来、答弁させていただいていますように、私

の任期は４年間でありますので、その中で道筋をつけていければと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 次、３番にいきます。 
 新しい手法の組織を採用した理由は何かということで、研究会を、住民の公募制にしたとい

うこと。そして、もう１つは、庁内でワーキンググループをつくったということで、今までと

は違う手法かなというふうに思うんですけども、先ほど町長は、齊藤欽也議員の質問に対して、

５０人委員会ですか、あのような形も今まであったし、その経験を生かしながらやるつもりだ

とおっしゃいましたけども、私はこの会のメンバーに入っていました。合併の。大変、難しかっ

たことを覚えています。とかく感情的なやりあいになりがちでして、そういうことに終始した
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ような気がします。 
 それから、もう１つは、やっぱり人選の問題ですね。そのへんのところで、非常に偏ってし

まった部分もあるんですけれども、この検討組織のやり方、もう一度、イメージが湧かないん

ですけれども、教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平成１４年に旧増穂町が北部５町の枠組みで立ち上げました合併研究会、これが５０人委員

会だったと思います。私も、そのメンバーでありました。非常に、中で最初の、進むべき議論

と違うふうな議論に動いてきたと思っております。そしてまた、いつクビになったのかも分か

らない状態で、この研究会が潰れたことも承知をしております。 
 先ほど、いろんなことを参考にしながらと言ったのは、この鰍沢町との合併協議会、そして

職員もこの合併を経験している。そういう経験を生かしながらという説明をさせていただいた

つもりでありまして、この合併研究会、過去、立ち上げられた、この経験を生かしてというこ

とではありません。前回の悪い点は改善をしながら、そしてまた、この合併がどういう効果を

もたらすのかを住民の皆さんと研究を重ねる中で、今後、進めていきたいというふうにご理解

をいただければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 このワーキンググループというのは、役場職員が原案を出して、そして町民の研究会に提案

するということで、よろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ全体のスタイルも出ておりませんので、今、細々なことは申し上げられませんけども、

役場の中は当然、これから役場が進むべく方向に対して、調査・研究をしていく期間は必要に

なってきます。これまでも合併推進担当というふうな担当を設けながらやっておりましたが、

一部署でやるんではなくて、役場の中にワーキンググループなるものを置きながら、役場の中

は役場の中として、無理がないかとか、財政上はどうなっているか、両町の研究もしなければ

なりませんし、そしてまた、先ほど来、言っていますように、この研究会、立ち上げるんであ

れば、１つの町がいくら研究して進んでも、相手のあることですから、相手との連携も図って

いかなければならない。そういった意味のワーキンググループと、お考えいただければいいと

思います。当然、外部の皆さんに資料を提供するときには、このワーキンググループになるか、

また、新たなそういった部署を設けながら、資料を整えていくかは、まだ、そこのところは出

ておりませんけども、ご検討いただく下資料は役場のほうから提供していかなければならない

と考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 ４番にいきます。 
 先ほど、３年前とは状況がどうだったのかという質問をしたんですけども、関連しますけれ

ども、国は今年３月３１日をもって、平成の大合併に区切りをつけて、完了という言い方をし

ておりまして、法も改正されまして、状況は大いに変わってきていると、私は考えています。

特に町長が常々おっしゃっていた、小さくても市をつくりたいという希望はなくなりました。

市川三郷との合併に関しても、私たち、夢はいっぱい持っていたわけですけれども、そういう

ものが、やっぱり、国の政策の中でだんだん崩されてきて、町民への説得力も弱くならざるを

得ないんですけれども、仮に研究会がノーを出すということも、町長は合併のほうに向けたい

というお気持ちは分かりますけれども、そういうことも考えていらっしゃるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 合併につきましては、平成の大合併といわれるのは、平成１１年以来、全国規模で積極的に

推進された市町村合併でありましたが、この３月３１日をもって、終止符が打たれました。こ

れは遡れば、２００７年、平成１９年ですが、第２９次地方制度調査会というところに、内閣

総理大臣から諮問をし、平成２１年の６月に、その答申がされたわけであります。その答申の

中は、行財政改革が合併によって、多くの市町村で強化をされた。わが国とすれば、全体的に

見た場合には、基礎自治体の理想とする姿に近づいてきたものと考えられます。そしてまた、

強化された財政支援措置等によって、全国的に行ってきた市町村合併推進ということも、１０年

が経過したから、これまでの経緯とか市町村を取り巻く状況のもとで、従来と同様の手法を続

けていくことには、限界があるだろうと。そしてまた、全国的な推進については、この２２年

３月の新合併特例法を一区切りとすることが適当であると。そしてまた、４月以降は自主的に、

今度は合併の推進ではなくて、自主的に合併を選択する市町村に対して、必要な支援措置を講

ずることが適当であるという答申が出された。これは麻生内閣のときだったわけです。それを

受けまして、昨年の８月の総選挙によって、民主党政権になったわけでありますが、民主党政

権になりましても、鳩山内閣は民主党のマニフェストも地域主権改革、これを一丁目一番地に

するんだと。ただ、その中で全国の市町村の数がどのくらいが適当だということを明記してあ

りません。しかし、そうした地方分権型社会の基本となる基礎自治体の規模とか能力の拡大の

重要性というものは、非常に認めているわけであります。 
 ただ、今回、そういった前の合併特例法と中身を若干、変えなければならないというところ

にありましたので、今回は国とか都道府県の積極的な関与による市町村合併の措置は廃止をし

ようと。そしてまた、自主的な市町村合併が引き続き、円滑に行われるための特例措置だけは

設けようと、こういう新しい改正になりました。これは、この４月から向こう１０年間、また

続くわけでありますが、まず題名を変えたということですね。これまでは、特例等という法律

の名前がありましたが、等をとりまして、ただ特例になったんですね。この等は何かというと、

国、県の関与をなくしたということであります。 
 そういう中で、行政特例として、これまでありました３万人特例が廃止をされましたから、

もともとの地方自治法に戻りまして、５万人でないと市になれないということであります。た

だ、この特例の中でも、市が新たに合併をして、例えば２万人足らずの市が１万人の町と合併
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して、３万人足らずでも、もともと市だから市にしましょうと。ちょっと矛盾している法律な

んです。私も１月２９日に鳩山首相が山梨へ来たときに、地域主権を訴えていながら、そういっ

た、これからの基礎自治体、地域主権に対応できる基礎自治体をつくり上げていきたいという

のに、ちょっと矛盾をしているんではないですかという質問もさせていただきました。文書で

お答えをしますといいながら、いまだにその文書は届いていません。非常に残念でありますけ

ども、これからも、先ほど来言っております峡南北部地域の広域的課題を解決していくのに、

合併しなくても、できることはできるかもしれません。ただ、そこには弊害がたくさんありま

す。やはり自治体が違えば、引っ張りっこが出てきます。いろんなものに。自分のところに、

みんな持ってきたいわけであります。そうすると、それはあっちだこっちだと、いろんなこと

が解決できない、障害・弊害等が考えられます。 
 病院のこと、ひとつとってもそうです。この富士川町は病院を持っておりませんから、なん

ら口が出せません。市川は市川三郷町立病院を持っていますので、自分の思うとおりにできる

はずなんです。ただ、それでは、この富士川町の医療が確保できないですね。一緒に、それも

やっていきたいと。これから学校の引っ張りっこも必ずくると思います。市川高校はもともと、

市川町立市川高校ですから、そういう名前で残したいというのも分かると思います。ただ、少

子化の中で、これから、このままやっていけば、体育祭もできないような学校が出てしまうと。

これが本当に、子どものためにいいのか、悪いかと。やはり、もうちょっと将来展望に立って、

この地域づくりをやっていきたいというのが、さらなる合併の推進。今すぐ、いつまでにとい

うことは申し上げられませんけども、将来を見据えれば、そういうことを視野に入れていかな

ければ、遅くなってしまうんではないかなと。当然、合併したばかりですから、町民の一体感

の醸成と、そして、この富士川町がどこから見ても素晴らしい町だといわれるようなまちづく

りも当然、併せて進めていかなければならないと思っています。 
 今回、そういう中で、また合併に向けて、いろいろやっていくわけでありますけども、合併

研究会を立ち上げる、その中でノーという答えが出るかもしれません。そのときにはもう一度、

住民の皆さんに、しっかり考えていただきたい。私は、こういったものにつきましては、前回、

この旧増穂町では、住民投票条例を制定しろ、しない、うんぬんがありましたけども、しっか

り、町長選挙等々によります住民の意見を吸い上げてまいりたいと、こんなふうに考えており

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 法律が変わって、名前が変わって、中身も大いに変わったと思っております。推進から円滑

化という名前に変わりました。中身がずいぶん変わりました。そこで、町長のおっしゃる病院

とか、高校などでも引っ張り合いが、なんとか、それを避けるためには、合併がいいんではな

いかと。それはたしかに、そういう部分があると思います。何がいいのかということを、私は

よく、もう一度、町民みんなで考え合う時間的余裕がほしいということを町長に訴えたいと思

います。公約だからということで、強引にすると、やはり、あとで大変なことになるのではな

いかという危惧が大変ありますので、町民の声をよく聞く中で、最良の方法をぜひとも考えて

いかなければいけないというふうに思います。 
 次にいきます。 
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 住民参加の・・・。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 強引という言葉が出ましたけども、私も選挙公約の中で、しっかり訴えてきたと。だからす

ぐ、強引に進めるのではなくて、住民の皆さんを中心とした合併協議会をつくりながら、議論

を重ねていきたい。そして、ここにも１６名の議員さんがおります。それぞれの地域から、そ

の意見を吸い上げていただきながら、また議会の場でも、合併研究会だけで決まるわけではあ

りません。町の最終決定機関は、この議会でありますので、議会の中でも議論を深めていただ

きながら、方向性を決めていきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。次にいきます。 
 住民参加の行政評価システムについてですけども、１点だけ、お聞きします。 
 大体、前のお二人が質問してくださったので、１つだけお聞きしますけれども、いろんな、

今日の私の質問の中で、すべてに関わることですけども、その住民参加ということが、非常に

難しい部分であると思うんですね。この行政評価システムにしても、住民は公募であるとおっ

しゃいました。どういうふうな公募にするのか、ちょっと分かりませんけれども、これは事務

事業を仕分けするということは、かなり高度な知識とか、判断力とか、数字の読みとか、いろ

いろ能力を要することではないかなというふうに思うんですけれども、この中に学識経験者が

いらっしゃると。この学識経験者というのが、ちょっと曲者なんですね。どういう、私なんか

も学識経験者って、名前が入ったことがあって、何が学識経験者なのかというのがよく分から

ないんですけども、そういう学識経験者の中に、よほどしっかりした専門家が入れば、住民は

そこで勉強しながらやっていけるかもしれませんけれども、何かの団体の充て職のような形で、

それがなっていたならば、ちょっと怖いなという気がします。本当に大丈夫なのかなと。 
 前、私、行財政改革大綱というものの委員になったことがあるんですけれども、たしかに職

員が内部評価してきますね。細かく内部評価してくるんです。それをパッと見せてもらって、

委員会でそこをどうやって判断するかということなんですね。結局、その中に表れた数字だけ

を見て、町長に答申のような、そういう形が以前ありましたので、私は住民参画の評価委員会

ですか、そこの中身がちょっと心配だし、人材ですよね。大きな都市だと、それなりにいろん

な人材がいるんでしょうけども、小さい町の場合は、そのへんの人材も、私は不安です。です

から外部から入っていただくとか、そういうことも考えていらっしゃるのかどうか、お聞きし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 住民参加型評価システムについてのご質問にお答えします。 
 住民参加型評価システムは、名前のとおり、住民の皆さんに参加をしていただきながら、町

の事業を評価していただくということで、分かりやすく付けたつもりですか、ちょっと名前が
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長いものですから、皆さん、よく分からないと。そういう中で、今流行りの事業仕分けという

言葉をちょっと、括弧で使わせていただいております。 
 これは先ほど来、言っていますように、役場の中でいろいろやって、役場の中でも、もうこ

れは使命を終えたなというふうな事業もありますが、なかなか、１人でも２人でも、それに関

わる人が、住民がいれば、切っていけないというところもあります。スクラップ・アンド・ビ

ルド、それを潰せば、次もまた、それに替わる事業は考えていくわけでありますけども、ぜひ、

この住民参加型評価システムを構築していきたいと。これはまだ、全然、手付かずのところで

すから、いろんな意見を聞きながら、やっていきたい。先ほど質問がありましたので、５、６名

の委員さんに入って評価をしていただきたい。 
 そして、その委員さんの中に、特に住民の皆さんは、これまで行政というのは疎遠の部分も

あったと思いますが、私がやってみようという意欲のある人に入っていただきながら、その評

価をする前に、町全体の予算のことも当然、お話はしますけども、この事業に対して、いくら

の人件費、今回の予算書を見てもそうなんですが、事業費は出ていますけども、人件費が出て

おりません。そういった事業を遂行することに伴う人件費というのが、影に隠れているんです

ね。人件費は、総務費へみんな入っていますので、いろんな総務費系統に入っていますので、

個々の事業には人件費が全然、出てこないわけです。 
 それらも含めて、例えば、このエンピツ一本立てるのに、どのくらいの人件費がかかって、

立てるのは３０円かいくら知りませんけども、それにはこれだけの人件費がかかっているんで

す。これが費用対効果としてどうかということを、住民の皆さんに見ていただきながらやって

いただきますので、そしてまた２１０ぐらいの事業があると言いましたけど、いっぺんにやる

と、とても、これはできません。数年かけて、徐々に。スクラップ・アンド・ビルドをやって

いく予定でいますので、同じものがまた、２年後にかかるかもしれません。それとまた、これ

はそういった一度見直さなければならない事業だなというふうなものを出しながらやっていき

ますので、町の全体の概要はご承知おきいただきながら、その１つの事業に対して、勉強する

時間もしっかりとみながら、そこに住民のお考えを反映できれば、いい評価ができるんではな

いかと思っております。 
 住民のほうは、公募でやっていきたいと思います。１評価グループに、３名程度を考えてお

ります。そして学識経験者ですが、今、考えているのは大学の教授とか、そういうのは、私は

考えておりません。行政に精通した人。そうはいっても、住民の皆さんの、ただ単に高いか、

低いかだけの話でなくて、こういった事業は、やはり芽出しの時期だから、今後も少し長く見

守っていこうとか、そういった、ある程度、行政に携わった人たち、あるいは政策に携わった

人たち、そういう人たちを学識経験者として考えております。大学の教授とか、そういう机上

の空論を言う人を想定していることはありません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 いずれにしても、こういうところで、住民が参画できるということは、私は大変、評価した

いと思います。これからはもちろん、そういう時代でしょうし、インターネットを見ますと、

いろんな町が住民参画、住民参加の行政評価なり、いろんなことをやっているわけですけれど

も、先ほど町長がおっしゃったプラン・ドゥー・チェック・アクション、この４つのサイクル
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を、上手なところはインターネットで、本当に子どもにもよく分かるような、今、町はこうい

う作業をやっているんですよ、こういう無駄を省こうとしているんですよ、その結果、こうなっ

たんですよということを、本当に分かりやすくやっているものがあるので、ぜひそういうとこ

ろを参考、チェックしながらやっていただきたいというのが希望です。 
 次にいきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 永井さん、すみません。 
 一般質問の途中ですが、本日の会議時間は富士川町議会会議規則第９条によって、一般質問

を終了するまで延長します。 
 お諮りします。 
 本日の会議時間を延長することに、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、本日の会議時間を延長することは可決されました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時４９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ５時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 引き続き、一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 大きな３番の、総合計画策定への住民参加についてを質問いたします。 
 総合計画策定というのは、町の最も基本的なところを、柱を立てるところでありまして、こ

こに町民が参加するかどうかというのは、大きな意味があると思います。町民にとって、自分

たちのまちづくりを、自分たちの手でやっていくんだという、実感できる一番のチャンスのと

ころだと思っております。そこで総合計画策定に、私の記憶とすれば、初めて公募がかかった

のかなという、それでよろしいですか、初めての公募かなということで、大変、関心を持って

いるわけですけれども、ちょっと端折って、大切なところだけ聞きますけども、開催する、そ

の審議会の開催は平日に参加できる人とあるんですけども、これは昼ですか、夜ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 永井議員さんのご質問にお答えします。 
 昼か夜かということですけども、今、ちょっと、そのへんは研究をさせていただいていると

いうことで、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 すみません、私、端折っていっていますので、ごめんなさい。１番は構成メンバーなんです

けども、ちょっと、そこのところを端折って、次に自分でいってしまったんですけれども、戻

ります。 
 公募が１０人というふうに聞いています。そして議員が５人。そして総数で３０人ぐらいと

いうことですけども、その他は住民でしょうか、学識経験者でしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 永井議員さんのご質問にお答えします。 
 メンバーの構成ということで、総合計画の審議会条例では、審議会の委員は４５名以内とい

うことになっております。議員を含めて、おおむね今回は３０人程度ということで、会議を進

めたいと思っております。 
 また、公募の委員さん、それから議員さん以外のその他のメンバーにつきましてですけども、

さまざまな団体の意見を聞きたいということで、産業分野、それから福祉の分野、それから教

授の分野等の中から、各種団体の中から委員をお願いしていきたいということであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ２番にいきます。 
 これまでの審議会方法との違いは何かということで、当然、公募であるということは大きな

違いだと思います。それから、もう１つはコンサルタント会社に丸投げではなくて、職員みず

からワーキンググループをつくって、練り上げていくと。ここは大きな違いだと評価をしたい

と思っております。ただし、先ほどから同じことの疑問が起きてくるわけですけれども、住民

が本当に主体的に関わっていく仕組みづくりが、果たしてできているのかなというのが、ちょっ

と疑問です。ワーキンググループが出してくれた資料をもとにして、それを審議会の中で議論

するというだけのことか。シンポジウムとか、町民懇談会みたいなものは参加ということです

けども、私はもっと町民が主体的に考え、動き、決める。こんなものが、ぜひともほしいなと

いうのが、私の希望なんですけれども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 永井議員さんの質問にお答えします。 
 住民参加のシステムづくりは、どうなっているかということであります。 
 先ほど永井議員さんが言われましたとおり、今までと違うところにつきましては、公募をす

るということが、今まで、この総合計画につきましては、公募をしたことがありません。これ

は旧鰍沢町も旧増穂町においても公募はしておりませんので、私たちもかなりの決意を持って、

これは公募しましょうということでおります。 
 それから今までは委託をしまして、いろんなものを練り上げていただいたと。これは言えば、

先ほどちょっと永井委員さんの、言い方が悪いんですけども、丸投げみたいな形というような
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ことをちょっと話されましたけども、仕組みに移りますけども、審議会をしていく中で、まず

町民の対話集会を開きたいと思います。この対話集会の中へは、ぜひ、この審議会のメンバー

には入っていただきたい。言わば、向こうのほうにいるんではなくて、こちらのほうにいて、

町民の意見を聞く側に立っていただきたいということが１点、あります。 
 それから、また合併のときのまちづくり、新町まちづくり計画でやったように、町民の提言

をしていただきたい。提言要旨を配りますので、そういうふうなものの中へ提言を書いていた

だきたい。これは前にやったような形ですけども。それから、各種団体のヒアリングもやって

いきたい。それから、あと住民のアンケート、これは１千人程度になると思いますけども、２０歳

以上の方の住民のアンケートをしていきたいと思います。 
 こういうふうなものを集めて、役場から直接言われたものを審議するというんではなくて、

原案の段階から、一応、関わってもらいたいというのが私たちの考えであります。そんなよう

なことで、あと公開討論会みたいなことも、ちょっとやっていきたいかなと思っておりますけ

ども、こういうものを含めて、住民の意見を聞くシステムとして、審議会を進めていきたいと

いうふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 今、対話集会などで聞く側に立つとおっしゃいましたね。それから公開討論会などにも参加

するということで、それを経て提言するんですか。提言というのは、私は今、お聞きしている

と、受け身のような形で関わるのかなというふうに思ったんですけども、そこから提言に行く

んですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町の総合計画策定のための審議会、これから立ち上げてまいります。今、公募をして

おります。今、企画課長が言ったように、旧増穂町でも旧鰍沢町でも一般住民の審議会委員と

しての公募はしておりませんでしたが、今回は１０名程度、今、予定して、公募をかけており

ます。そして議会の中からも５人ほど配置したわけですけど、一般の各種団体から１５名程度、

入っていただいて、トータル３０名ぐらいで審議会をつくっていきたいと。 
 この審議会の役割は、先ほど課長が言いましたように、審議会が中心となって、各地区で座

談会をやりながら、多くの一般の意見を総合計画へ反映できるようにしていきたい。当然、事

務方は役場のほうでやっていきますが、その委員さんから意見が、また聞いてもらった意見が

総合計画に反映できるような仕組みを考えていきたいということであります。 
 ただ手作りとはいっておりますけども、アンケートとか住民意識調査、あるいは職員のアン

ケートもあります。そういう部分については、専門業者に一部委託する部分もありますけども、

根っこからつくり上げる部分、これは職員が手はかけますけども、そこに、原案の中に入れる

言葉とすれば、住民の意見を特に反映できる、審議会の委員さんからのご意見をまとめ上げた

ものが素案なり原案になっていく。それをまた審議会の中で議論をしていただき、成案にして

いきたい。こういうことです。 
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 今、考えているのは、原案が出た段階でパブリックコメントもかけていきたい。また基本計

画が出た段階で、パブリックコメントをかけたい。パブリックコメントを２回ほどかける予定

でおりますし、そして、これは住民の皆さんにも、規制の部分も入ってくる計画になってくる

と思います。そういうところでも、また住民の意見を聞きながら、意見にはお答えをしながら、

つくり上げていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 この総合計画が本当に生きたものとして、富士川町のまちづくりに生かされていくというこ

とを願っているわけですけれども、今、審議会が中心になって対話集会などもするということ

でしょうか。審議会が主催するということですか、これは。そういうことではないんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 審議会は、名前のとおり審議会でありますので、審議会が主催することはありません。町が

主催をしながら、審議会の委員さんになられた方は、一緒に対話集会の、客席のほうではなく

て、住民の意見を受ける側に座っていただきながら、そして、その意見を今度の総合計画に反

映できるようにいろんなご意見をいただきたいと、こういう意味であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 分かりました。３番にいきます。 
 住民は関われば関わるほど、その総合計画がどういうふうに実行されていくのか、あるいは

されないのかということを、関心を持ちますね。関われば関わるほど深く関心を持ちまして、

やっぱり責任感というのが出てくると思います。これは、この委員さんたちは、総合計画が今、

見直しが何年かに１回あると思うんですけども、毎年あるんですか、そのときに必ず関わって

いくという責任まであるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 ただいまの質問ですけども、総合計画への関わりの責任ということですけども、計画策定後

の住民の関わり方としては、第１段階としては、事務事業の評価で多くの意見を出していただ

きたいと考えております。 
 先ほど申し上げましたように、行政運営の基本であります計画実施、評価改善のいわゆるＰ

ＤＣＡサイクルを順守し、住民参加型の行政評価システムを活用して、自由な発言のもとに事

務事業の評価ができることを期待するところであります。 
 さらに総合計画の実施状況を確認するため、成果指標を取り入れていきたいと思います。町

民対話集会などを活用して総合性をチェックし、住民と行政の協働で評価ができるような環境

を整え、行財政運営の充実を図っていきたいと考えております。 
 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 これが、どのような形で進行していくのかを、議会としてもしっかり見ていかなければいけ

ないなというふうに思っております。 
 次、４番。提案型住民参加の構想はということで、住民が政策提案するシステムを、仕組み

づくりの考えはあるかということで、私は住民参加の最終段階は、ここの段階だと思っており

ます。つまり、住民みずから政策提案すると。ここに行き着かなければ、本当ではないんでは

ないかなというふうに思っているわけでして、それが昨年の町民会議、合併協議会に提言した

町民会議が行った、あのワークショップではないかなというふうに思っているわけでして、ど

こが違うかというと、与えられた資料をもとに結論を出すのではなくて、自分たちがワーク

ショップをしながら、あるいはわいわい議論をしながら、１つの方向を見い出して、政策まで、

この町にとって、今、何が必要なのかということをグループに分かれて、政策提言までしてい

くと。これが私は、昨年やっていまして、つくづく感じたのは、やっているメンバーが本当に

生き生きしているんですね。自分たちの思いが、町の政策になって実現するんだと。本当に実

現するかどうかというのは、これからなんですけれども、私は最終的には、ぜひ富士川町はこ

こまでいってほしいなと。特に新しいまちづくりを目指して、みんなで何か夢を持ってやろう

というときに、町民が生き生きと自分たちのまちづくりを語れる。そしてグループで信頼し合

いながらつくっていくと。非常にいい経験をしたと思いますし、そこに参加した町民は、ぜひ

継続してやっていきたい。今でもまだ、あれはやらないのかという声を、私はときどき受けま

す。私もぜひ、それは続けてやっていきたいなと思いますけれども、そういうお考えはありま

すでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 総合計画の策定にあたりましては、先ほど言ったように、審議会の委員さんが聞く耳を持ち

ながら、住民の意見を反映していく。そして、総合計画をつくり上げていく。この総合計画は、

基本計画と実施計画で構成されております。基本計画は１０年計画になります。実施計画は前

期・後期の５年を、今のところ考えております。そうしないと、実施計画の中は社会の動きも

ありますので、実態に合わなくなってまいります。 
 そしてまた、これからリニアの駅がどこになるかも分かりませんし、この町を取り巻く自然

環境も変わってくると思いますので、変えるときには、また審議会委員さんに集まっていただ

いて、一部修正をやっていかなければいけない。そして、また新たな町の計画を立てたいとい

うときも、その総合計画に沿ってやっていかなければなりませんので、委員さんは、任期は２年

になるか、３年になるか、ちょっと分かりませんけども、計画をつくり上げたから終わりとい

うことではありません。ぜひ、これからも総合計画は常に動きながら、息をしながら動いてい

くと。そして実施計画の中でも、財政状況もありますから、策定には、実施することで計画を

考えても、またできない状況があるかもしれない。そのへんも手直しをしながら、１０年間やっ

ていくつもりでおります。 
 そしてまた、今、質問にありました住民が政策提言する仕組みが、つくる考えがあるかとい
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う質問でありますけども、今でも住民の皆さんから提案がくれば、それがいいものであれば、

町の施策へ取り入れながらやっていきたいと思っております。 
 今回、合併にあたりまして、まちづくり会議というものが立ち上がりまして、そこでいただ

いた提言は、新町まちづくり計画の中には、できるだけ反映してあるつもりであります。まち

づくり計画、これも抽象的な計画でありますが、これからは、それをまた具体化するのが実施

計画ということになってきますので、そういう中に反映できればと思っております。これは役

場が主体ではなくて、役場も政策形成集団でありますから、皆さんの意見を聞きながら、時代

に合った、そして住民ニーズに合った政策形成をやっていくんですが、当然、隠れた部分もあ

るかもしれません。そうしたところは、それぞれの団体でも構いません。地区でも構いません。

どんどん役場のほうには政策提言をしていただければいいと思います。役場のほうで、こうい

うグループをつくって、この人たちだけに提言をしていただこうという気持ちは、毛頭ありま

せん。富士川町民であれば、誰でも政策提言ができる、そんな役場を目指していきたいと思っ

ております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 その思いがあれば、誰でも政策提言できる、たしかにそうだと思います。私がここで言いた

いのは、町民が、みんなが見える形で、今、町民の動きが、その委員会の、何の委員会か、名

前は分かりませんけども、その政策提言グループが、今、どういう動きをしていて、そして問

題は、そこが予算化できなければ駄目なんですね。言って言いっ放し、聞いて聞きっ放しとい

うのが、従来、よくあるパターンだったわけですけれども、そうではなくて、いいものには、

ここの政策には、町は予算を出しましょうと。そこまでをやはり、ぜひ全町民に公開しながら、

そのプロセスを全部、町民が見えるような形でやると。うちの町はこういうやり方で、町民が

生き生きと政策提言できる、そんなまちづくりをつくってくれているんだなというのが、私は

しっかり見える形で、個人が提言して。 
 それはそれでいいと思いますけれども、そうではなくて、町がしっかり住民参加ということ

をアピールするならば、そういう形で、ぜひやっていただきたい。そういう町が現実にありま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 政策提言、あるいは町への要望、提言、意見、いろいろありますけども、今でもそれぞれの

団体で政策提言をしていただいています。例えば、具体的に言えば農協は農協で農業政策を、

町でもこういうことをやったらどうかと。商工会で商工会でもいっています。体育協会は体育

協会で。文化協会もあります。それぞれの分野の中でやっております。また、これとは別に、

町政全般に提言していただけるグループが、もし結成できるのであれば、そういうところから

も十分、受け付ける、門戸は広げたいと思います。また地区でも、いろんな提言要望もきてお

ります。できるものは検討します。 
 そしてまた、町が独自に「はい、やります」と、速攻で返事はできないわけであります。と
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いいますのは、やはり町の最高決定機関は議会でありますので、議会にお諮りをしなければ即

答はできませんので、今度、そういう政策を検討しますという部分まではできますけども、そ

してまた今、地域主権といわれる中で、町もしっかり自己責任・自己決定の中でやっていかな

ければいけない。そして、その中には議会の機能の向上充実というのが入っているはずであり

ます。これまでの執行部側が提案したものだけでなくて、議会みずから、そういうこともでき

ると思います。ここも１つの政策集団ではないかなと思っております。そしてまた、あるいは

今回の地域主権の中では、監査機能の充実等もあります。今までの、おざなりの監査ではなく

て、しっかり、ここでチェックができる監査機能が求められているんではないかなと。 
 時代も変わってきております。役場もいろんな人のご意見をお伺いしながら、かつては役場、

お役所とかお役人とかいわれた時代とは違いますので、住民の皆さんが望む事業が１つでも多

くできればいいかなと思っておりますので、改めてそういう集団を役場が主導でつくるという

よりも、今、町の中にも、ＪＣの皆さんも若い人たちだけで、常にそういうことを、夢を持ち

ながら考えていただいておりますので、いろんな人の意見を役場は聞く耳を持ちながら、これ

から幅広い中での政策形成をやっていきたいと思っておりますので、ぜひ、いろんな意見を役

場へお寄せいただければと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 既存の団体が政策提言をしているということは承知しておりますけれども、まったく新しい

形で、個人がみんなと議論を交わしながら、やるということの意義は大変、大きいと思います

し、行政と議会と町民が協働する喜びというものをみんなで分かち合える、そんなまちづくり

ができたらいいなということを希望いたしまして、私からの質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告９番、８番 永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、９番 神田智君の一般質問を行います。 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 それでは通告にありますような行財政改革について、それから行財政の見通しでございます

けれども、これにつきましては、今後５年間、町財政、職員数、人件費をどのように見通して

いるかとの質問でありますけども、これにつきましては齊藤議員、井上議員との質問と関連い

たしましたので割愛いたしますけども、ただ、町民税が減少する中で、職員数と人件費の削減

は合併メリットとして、町民は期待しております。数値目標を立てて、職員あるいは人件費の

削減に取り組んでもらいたい、そのように思います。 
 それでは、２番に移ります。鳥獣害対策でございます。 
 １番の電気柵設置補助金についてでございます。 
 これは米、大久保、最勝寺地区に設置いたしました電気柵の効果は非常に大きくて、サル、

イノシシによる農産物の被害は、設置前に比べまして、大きく減少しております。平林あるい

は柳川、鳥屋、あるいは十谷等の中山間においても、電気柵の設置を希望する農家が多くあり

ますけれども、設置に対する補助金の交付があるか、伺いたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 神田議員さんの、電気柵設置補助金についての質問にお答えさせていただきます。 

 電気柵設置にかかる補助金につきましては、町農林業振興等補助金交付要綱の中で、有害鳥

獣用施設設置事業経費（人件費を除く）の７０％以内の補助金が、交付できる制度が整備され

ておりますので、これを活用していただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 ７０％という補助金でございますけども、例えば個人で設置する場合に、限度額というか、

それがあるかどうか伺います。また、その申請手続きはどのような形でしょうか、お伺いした

いと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 この有害鳥獣防除用施設の設置補助金交付要綱によりますと、１０分の７以内としまして、

設置経費の３０万円が限度となっております。そして、これにつきましては、農林振興課のほ

うに補助金交付申請書がございますので、これで交付申請していただく中で、そのあと仕上が

りましたら、資材購入の領収書とか完成写真、見取り図等を実績報告書に添付して申請してい

ただければ、補助金を交付することになっております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 個人の場合、３０万円限度というわけでございますけども、ただ一般的に、畑というのは１カ

所ではなくて、点在している場合が多いと。その場合、複数ということで、毎年、同じような

形で申請する場合もあるわけですが、その場合でも申請は可能かどうか、お伺いをいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 申請については、個所ごとの申請になりますので、その年度での個人の対象分、翌年度、ま

たほかの個所ということであれば、またそれも対象になりますので、ご利用をお願いしたいと

思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 鳥獣害対策の２番に移ります。 

 カラスの被害についてということで、これは特にここ最近、県の奨励品種でありますスモモ
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の貴陽、サマーエンジェル等を中心にカラスの被害が拡大しておりますけども、これに対して、

町としての対策を伺いたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 カラス対策の被害についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 ＪＡふじかわ営農生活センターへ果樹に対するカラス被害報告について、昨年度では収穫前

の時期に数件あったと聞いております。また旧増穂町内の被害調査でも、農作物の被害報告が

出されております。カラスの行動範囲は、ねぐらから半径３０キロ程度あり、近隣市町村のカ

ラスも町内に入っているものと思われます。 

 カラスの被害における防除対策につきましては、防鳥網を使った対策が一番効果が高いと聞

いております。また、人を見ると逃げるような緊張関係を保てるように、花火などで脅かすこ

とも効果があるそうですので、本町に整備してあります有害鳥獣用の施設設置事業にかかる補

助制度を利用する中で、花火や防鳥網での防除対策を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 そうすると、例えば網を買う場合にも、やはり同じような形で、７０％補助、３０万円の限

度額で補償になるかどうか、お伺いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 対象になります。防鳥網ですので、細くて見えないような、あれを果樹全体にかけるような

形にしていけば、カラスの、かなり被害防除ができるということを確認しております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 ７０％限度で、最高額３０万円の補助ということで、特に中山間地域では、耕作放棄地とい

うのが非常に毎年、増加しております。鳥獣対策というのに取り組まないと、なお一層、耕作

放棄地がますます拡大されることが予測されます。これらの補助金制度につきましても、普及

をしまして、これらの耕作放棄地ができるだけ少なくなるような形の取り組みをお願いしたい

と思います。 

 以上で、質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１０番、９番 神田智君の一般質問を終わります。 
 続いて通告１１番、５番 市川淳子さんの一般質問を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 私で、一般質問は最後です。よろしくお願いいたします。 
 私は子育て支援について、お伺いしたいと思います。 
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 この配られた一覧表には、同センターの具体的なということで、同センターってどこなんだ

ろうと思われている方もいらっしゃいますけども、これは旧鰍沢、仮称なんですけども、鰍沢

児童センターということで、お願いいたします。 
 子育て支援の子育てと言っても非常に幅が広く、乳幼児から１８歳未満を子どもと考えれば、

それだけの範囲だけでも、たくさんの問題を抱えております。私、富士川町になって、子育て

支援課を１つの課として設置したということは、非常に評価しております。なぜなら、子ども

のことに関して相談をしたり、あるいは事務的な手続きが必要な場合、今までしたら、あちこ

ちの課を点々としなければならなかったんですが、この課が設置されたことによって、あちこ

ちの課を点々とすることなく、その情報は子育て支援課に一本化されていて、その課に行けば、

ことが足りるというシステムになっている。あるいは、そういうことを目指して、たぶん、こ

ういう課を設置してくれたんだろうと思っております。これは行政側が住民の立場に立ち、み

ずからそうした体制をつくり出そうとしていること、私たち町民は非常に期待しております。 
 こうした中、今、建設中の、仮称でありますけれども、鰍沢児童センターは子育ての中の町

民にとっても、また一般の町民にとっても、非常に関心の高い施設になっております。子育て

支援の一翼を担う、この施設について、当局のお考えを伺ってまいります。 
 まず、この施設の簡単な概要および稼働時期、そして今、分かっている範囲でよろしいです

ので、どのように運用していく計画なのか伺います。 
 先日、このような形で資料をいただきましたので、概要等は本当に簡単で、これから稼働し

ていく時期、これから運用していくほうを主にお話を願いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 市川淳子議員の仮称、鰍沢児童センターの具体的な運用につきまして、お答えをいたします。 
 本施設につきましては、鰍沢中学校東側で、町道中田１号線を挟んだ南側に建設中でござい

ます。敷地面積２，３４４平方メートル、建築面積が５３７平方メートル、延べ床面積が８９６平

方メートルの鉄筋コンクリート造り２階建ての建物でございます。 
 この施設には放課後児童クラブ、それから集いの広場およびことばの教室の３事業に加えま

して、多目的ホール、図書スペースや学習室を設けることとしています。放課後児童クラブは

平日、授業終了後から午後６時。延長３０分で、６時半まで。それから長期休暇時、夏休みな

どは午前８時半から午後６時まで。延長３０分で、やはり６時半まで。それから土曜日は長期

休暇、夏休みなどと同じでございますけども、そういった時間帯で、毎月１回の開所を予定し

ています。 
 集いの広場は月曜日から土曜日の午前９時半から正午、午後１時から午後３時半まで開所す

る予定でいます。放課後児童クラブおよび集いの広場は、富士川町内のどの施設でも同じ時間

帯で設定する予定でいます。ことばの教室は、平日の午前８時半から午後５時まで開所する予

定で、現在、峡南地域の子ども１２１名。これは平成２１年度の実績でございますが、利用し

ております。新たに設ける施設の運営形態につきましては、今後、児童の保護者などで組織す

る児童センター運営委員会で、具体的な利用方法を検討いたします。 
 いずれにしましても、名前のごとく児童センターでありますので、０歳から１８歳までの児

童を中心に利用する施設として、位置づけてまいりたいと思います。 
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 なお、完成につきましては１０月末ということでございますので、早ければ年内に、あるい

はオープンは、もしかすると年を明けるかもしれませんけども、そういう状況でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 子ども中心ということで、私が一番聞きたかったのはそこだったんですけれども、ここに先

ほどから出ておりますけれども、次世代育成支援行動計画、これが平成２２年から２６年度版

が出ておりまして、この中に平成２１年の１月から３月に旧増穂町と旧鰍沢町がアンケートを

とった結果が載っております。その中に就学前児童の保護者と小学生児童の保護者に分けて、

アンケートをとっているんですけれども、就学前は両町合わせて５８２人の保護者。そして小

学校児童のほうは８６９人の保護者から回答があったんですね。有効回収率は、就学前児童の

保護者から７０％、回収率がありました。小学校の児童の保護者からは、なんと８８．９％と

非常に高い回収率になったんですけれども、この高い回収率になったということは、まさに保

護者の切実なる思いが、このアンケートの中に込められているのではないかなと私は思います。 
 そして今度、この児童館のことに関係ある、ちょうどアンケートが載っていたんですね。そ

の中に、町に対してどのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待しますかと、こういう

問いがあったんです。その問いに対して、両町で同じくらいの割合で、その回答者の４０％か

ら５０％の保護者から児童館や公園など、子どもの遊び場の充実と答えているんですね。つま

り、子どもを中心とした施設の充実を望むという保護者の方たち、あるいは町民の方たちが非

常に多いと。これは切実な問題だというふうに、私は思いました。 
 私はここで、今度の、仮称ですけども、鰍沢児童センター、このセンターが生涯学習的なセ

ンターとして活用なさるのか。そうではなくて、本当に子どもを中心とした、そこに行けば子

どものいろんな情報、あるいはいろんなものがそこに込められていて、そこが中心になってやっ

ていけるような、そういうセンターになっていくのか、そこのことを当局にお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の仮称、鰍沢児童センター、これが児童のための施設か、生涯学習の機能も一

部あるのかという、ご質問にお答えいたします。 
 ただいま答弁をいたしましたのは、子育て支援課長です。これが生涯学習に使うんであれば、

生涯学習課長が答弁に立つと思います。今、考えているのは名前のとおり、児童センターであ

りますので、１８歳未満の子どもを中心として活用を考えています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、富士川町、これから条例が採決されますけども、ワクチンの接種、あるいは医療費の問

題、今、私がいろんな方々から、他町から聞いていますのに、すごいねと言われるんですが、

私たちは非常に予算的なことは、こちらのほうに置いておきながらも、そういうことに前向き

に取り組んで、子育てをしっかりと、この富士川町は支援していくんだという姿勢がうかがえ

ることが、非常に私はうれしく思っています。 
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 今、本町には子育て支援課がございますね。その事務的な事柄は、そこで一手に引き受けて

くださる。そのシステムができたと。そして、日ごろ活用するような場は、それぞれの３カ所

の児童クラブが受け皿になって、そこで子どもたちを預かっていただきながら、健全な育成に

努めてくれると。それは非常によい体制だと思います。さらに、これからお考えいただきたい

のは、今、建設中のこの施設を、先ほどからちょっと、ダブりますけども、子育ての中心的な

センターとしての機能をぜひ備えてほしいと。要するに、今まではおもちゃ図書館とかという

のも、町民会館を間借りしているような感じで、例えばおもちゃなんかは、とりあえず押入の

中にしまっておくみたいな、そんなふうな形で、なんかそこが居場所というような形の位置づ

けではなかったように思うんです。けれども、今度のこのセンターは、そういう意味では本当

に、子どもを中心として考えていただけるようなセンターで、しかも先ほど児童センター運営

委員会、こういう運営委員会を立ち上げていただけるというお話だったんですが、この運営委

員会は、どんなような委員会になるようなおつもりでおつくりになるのか、当局のお考えを教

えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 それでは、市川議員さんのご質問にお答えいたします。 
 児童センターの運営委員会でございますが、現在、旧増穂町に北児童センターがございまし

て、その運営を考える際に組織した会がございまして、その会を旧鰍沢町の住民も含めて拡大

する形で、組織したいと考えております。 
 具体的には主任児童委員さんであるとか、あるいは児童クラブの、実際、使われている保護

者の皆さんであるとかＰＴＡの方々、あと保育所の関係の方、そういった、特に子どもに関係

のある皆さんに参加していただきまして、組織していきたいというふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今の運営委員会のお話ですけれども、もうちょっと、このセンターの中心的になるような、

このセンターだけを運営する、ほかのところが同じようなものではなくて、それはそれで１つ

あっていいと思うんですが、もうちょっと幅を広げた形のセンターの運営委員会にしていただ

きたいと。もうちょっと幅を広げた形で、ここのセンターを活用できるような、そういう人を

選んでいただいて、運営委員会としていただきたいことを要望いたします。 
 次に移ります。 
 ２番目に移りますけれども、閉校になった五開小学校の施設の今後について、お伺いいたし

ます。 
 五開小学校は、２００９年度をもって閉校になりました。昭和３０年代の後半には、２００人

以上いたといわれている児童が過疎化に伴い、少子化が進み、そして近年にはその当時の１０分

の１以下に落ち込んでしまったと聞いております。その結果、閉校せざるを得ないという結論

をお出しになり、現在に至っているのだと、私は思います。しかし、学校という存在は、町長

も先ほど、小規模校のお話をしたときに、学校という存在は、子どもたちの教育の場だけでは

なくて、その地域のコミュニティの場でもあり、そしてまた文化の場、そしてスポーツの場で
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もあります。それは小さな集落になればなるほど、その役割は大きく、地域と強く結ばれてい

るのではないでしょうか。 
 そこで質問に移りますけども、現在、閉校になっている五開小学校の施設は、どのように管

理されているのでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、市川議員の閉校になった五開小学校について、現在の状況について、お答えさせ

ていただきます。 
 五開小学校におきましては、鰍沢小学校との統合により、今年３月３１日に明治９年、創立

以来１３４年の歴史に幕を下ろしたところであります。このため４月以降、廃校になりました

学校のうち体育館、運動場、プールにつきましては、社会体育施設として開放しておりますが、

校舎につきましては、今後の使用目的が決まるまでの間、教育委員会の職員が施設の見回りを

順次行い、維持管理に努めております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 こういう社会体育施設ということで、今度、位置づけられたということだと思いますが、今

までは教育委員会の管轄の中で、プールの修理費とか、あるいは体育館とか、そういうふうな

ものがきちっと予算化されてできていたと思うんですが、今度は社会体育施設ということで、

管轄は違うけれども、しっかりと、そこらへんは維持管理をしていっていただけるということ

で、理解してよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 ただいまの市川議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 維持管理につきましては、今後も同じように進めていくように考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 地元の方々にとってみれば、閉校になってしまった、あるいは廃校になってしまったという

ことは、非常に心が痛んでいると思うんですね。そこの小学校に足を運ぶ機会が、子どもも含

めて、なんらかの形であるということは、いろんな意味での絆というか、コミュニティの場に、

まだまだ、そこが生かされると思うので、ぜひそのようにしていただきたいと思います。 
 ２番目に移ります。 
 今、３つのプール、体育館、グラウンドということは、社会体育施設になるということでお

話を聞きました。でも、その五開小学校の施設の中は、いろんな教室がいっぱいありまして、

中には食堂および調理室なんていうのもありますし、家庭科教室とか、いろんなお部屋がいっ

ぱいあります。 
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 そこでお伺いしますけども、全国に今、少子化が進んで廃校になった学校の例がたくさんあ

ります。インターネットなんかで調べても、そこを有効に活用している事例がいっぱい載って

おります。今ある、この施設を有効活用するような施策を考えているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 五開小学校の今後の活用方法についてという、ご質問にお答えをいたします。 
 五開の小学校は、この３月末日をもって閉校となりました。閉校にあたりまして、昨年の

１２月１４日ですが、五開地区の皆さんから鳥屋の区長さん、柳川の区長さんが中心でありま

すけども、旧鰍沢町のほうに要望が出ております。これもこの地域におきまして、数回にわた

り活用方策を検討し、町のほうにこういう活用方法をやってほしいということできたわけです

が、その中で運動場、そして屋内運動場ですね、それとプール、そして校庭については、それ

までも地区の社会体育施設として開放しておりましたので、今後も社会体育施設として、利用

を継続してほしいということで、先ほど教育総務課長が答えたとおり、今、社会体育施設とし

て使っていただいております。 
 また、校舎のうち、校舎は大きいものですから、全部はいらないと。そのうちの職員室と校

長室と食堂、調理室も含めた食堂ということですが、こういうものについては、地域の多目的

コミュニティ施設として、そしてまた、その中を地区の集会場、そして老人の憩いの家、ある

いは災害のときの避難場所ということで、公共的な用途を原則にして地域に開放してほしいと

いう要望がありました。 
 ただ、ここについては、まだ、どんな方法でやっていくのがいいのか、結論は出ておりませ

んが、地区からこういう要望もありますので、このへんは大きな決断をしてくれた地域であり

ますから、地域の要望に応えるような形で進めたいと思いますが、まだほかにも空いている教

室がたくさんあります。そこには、あの地域の活性化策と一緒に、もうちょっと検討させてい

ただきながら、今後の活用方策、どんなものがいいなのか。そしてまた、これからの維持管理、

そういうところも含めて、庁内でもうちょっと検討をさせていただきたいと、こんなふうに思っ

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 地元の方からの要望があったということで、よかったなと思いますけれども、まだ、ほかに

も教室がいっぱいありまして、しっかりとした建物ですし、私もあそこがなんとか有効に使え

ないかなと思うんですけれども、先ほどから町長が協働のまちづくりということを提唱してお

りますよね。こういうことこそ、まさに、いろんなアイデアを、町民の方々、いっぱいお持ち

になっていると思うんですね。そういうふうなアイデアを募集したりしながら、あるいは予算

を多少つけながら、あそこのところが、本当に小学校があると同じぐらい、またそれ以上に、

あそこがうまく活用できるように、ぜひ、そういうふうな施策を考えていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 五開小学校跡地の活用につきましては、旧鰍沢町の中でも検討してきております。そしてま

た、それを活用したらどうかという、プレゼンもきております。それが果たして、その地域に

いいかどうか。今回、要望書をいただいておりますのは、鳥屋あるいは柳川地区の人たちが、

本当に無理のない程度で、校長室、そして職員室、食堂という、その一部をわれわれに活用さ

せてほしいということですから、そこはそれで使っていきたい。そして、そのあとの教室を、

今、議員さんがおっしゃるように、地域振興につながるような形で、どんなものがいいなのか、

もうちょっと、時間をかけながらやって、そのときには町もできる限りの支援をしながら、当

然、町営施設でありますので、今のところは。町のほうで、いろんなことをやりながら、今後

の活用方策を見い出していきたいなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 そういうときこそ、町民の力をぜひ町長、使っていただいて、いろんな、おもしろいアイデ

アがたぶん、たくさん出てくるんではないかなと、私はちょっと考えただけでも、例えば柳川

の釣り場があるわけですよね。そうしたら宿泊をすごく安く、あそこの一室なんかでできるか

なとか、そんな単純なことですけれども、でもそんなふうな、いろんなおもしろいアイデアを

出していけば、あそこがまた、にぎやかになって、いいんではないかなと思います。 
 質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告１１番、５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５５分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２２年第１回富士川町議会定例会第３日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２２年第１回富士川町議会定例会第３日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として、出席通知のありました者の職氏名は、一覧表とし

て配布したとおりです。 
 なお、本日は質疑の日程になっております。 
 質疑の回数は、会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますので、議会運営にご

協力をお願いします。 
 また平成２２年度予算案については、お手元に配布した議案付託表および審議日程表のとお

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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第２２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例）を議題とします。 
 これから、承認第２２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第２２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第２号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
   日程第４ 議案第３号 富士川町育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第６号 富士川町乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例について 
   日程第８ 議案第７号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第９号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の８議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第２号から第９号まで一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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 １４番、芦澤益彦議員。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 これは第５号ですか、富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について、質問をした

いと思います。 
 第４条のただし書きを加えるというところでございますが、これはただし、町長は、その運

営に支障のない場合において、健全育成上の指導を必要とする児童があるときは、当該児童に

対し、児童クラブを利用させることができると、こういう条文でございますが、これは昨日の

私の一般質問の中で、４年生以上の児童も対象になるというご答弁をいただいたわけですが、

その関連で、障害のある児童が利用した場合も、この対象になるのか。また、その体制は整え

てあるのか、これを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例の中の、ただし書きの規定につ

いてでございますが、芦澤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 障害児の受け入れができるかということで、その体制についてもどうかということでござい

ますが、放課後児童クラブの障害児の受け入れにつきましては、障害の程度はございますけど

も、現在、重度の児童の入所はございません。しかし、個人が特定できるようなことは答えら

れませんが、普通の児童より多少、目をかける必要があるというふうな児童につきましては、

現在、受け入れをしております。 
 今後、障害を持つ児童の入所希望があれば、早い時期の就学時健診等のときに、児童クラブ

入所の申請受け付けを行いまして、翌年度の受け入れ態勢ができるように準備をしたいという

ふうに考えております。 
 なお、現在３つの児童クラブを開設しているわけでございますけども、今のところ、さくら

児童クラブにつきましては老朽化が激しいということで、今後、新しい児童センターができま

したら、そちらに移動するわけですけども、既存の、あと２つの旧増穂地区の児童クラブにつ

きましては、すでにトイレ、スロープなどの障害児のための対策につきましては、講じられて

おりますので、受け入れができる状況でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦議員。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 受け入れ態勢も整ってきていると、こういうことで安心をいたしました。 
 以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 今、芦澤益彦議員が質問した同じ条例案について、お伺いしたいんですけども、新しく児童

館を造ったので定員の枠が増えたわけですけども、それに伴ってという説明を受けております。

ここで危惧することは、例えば小学６年生までの枠拡大ということで、いっぱいになったと。
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ところがその後、従来の小学校３年生までの、受け入れられるべき児童たちが枠いっぱいのた

めに拒否されるような事態というのは、当然、ある意味では枠いっぱいなので、受け入れが難

しくなるというようなことが起きれば、その後、また新しく造るとか、あるいは、今までいた

人に出て行ってもらうのか。あるいは、定員オーバーでも、ある一定期間は、それでも対処は

できるでしょうけども、そういったことについて、運用規定なりなんなりで、なんか定めてい

るのかどうか。あるいは考えがあるのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 富士川町児童クラブ条例につきましては、施行規則がございまして、その中で利用の決定等

という項がございまして、５条に当たるんですが、ここで、今、危惧されるような、定員を超

えたような場合の優先順位というものが決められておりまして、そこでまず優先するのが、母

子家庭および父子家庭の者と。それから、年齢でいえば低学年の者を優先しなさいということ

になっておりますので、現在の３つのクラブを合わせての、２００定員を超えるような場合で

あれば、そういう順序で優先順位をつけていくということで、受け付けの際に、もし１年生か

ら３年生をまず原則といたしまして、それ以降、４年生以上の子どもにつきましては、申請を

受け付ける段階で、そういったことを保護者のほうによく周知いたしまして、その上で受け付

けをするということにいたしておりますので、当面、もし、万一ですが、そういうことがある

のであれば、そういう順序で決定させていただくということになろうかと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 了解しました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 以上をもって、議案第２号から第９号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１１ 議案第１０号 平成２２年度富士川町一般会計予算について 
   日程第１２ 議案第１１号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第１３ 議案第１２号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計予算について 
   日程第１４ 議案第１３号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第１５ 議案第１４号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第１６ 議案第１５号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第１７ 議案第１６号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第１８ 議案第１７号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第１９ 議案第１８号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第２０ 議案第１９号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
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   日程第２１ 議案第２０号 平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第２１号 平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第２３ 議案第２２号 平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計予算について 
   日程第２４ 議案第２３号 平成２２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第２４号 平成２２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第２６ 議案第２５号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第２６号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第２８ 議案第２７号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第２９ 議案第２８号 平成２２年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１９議案については、平成２２年度の予算案でありますので、一括議題とします。 
 これから議案第１０号から第２８号までを、一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、質疑をさせていただきます。 
 私の質疑は、平成２２年度の富士川町一般会計予算であります。３点ほど、お伺いいたしま

す。 
 事項別明細書の１１０ページ、土木費の４目新しいまちづくり事業費ということで、水辺プ

ラザ整備事業について、お伺いいたします。 
 過日、町からいただいた事業内容説明一覧を見ますと、この富士川水辺プラザ整備と河岸跡

公園と観光交流センター 舟運の館、この整備は交流施設整備として、面的に、一体的に整備

すると考えられる資料をいただいたんですけれども、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 水辺プラザ整備工事ですけども、この２２年度に予定しておりますのは、富士川の河川区域

の、約４ヘクタールぐらいありますけども、富士橋から下流側の、そこの部分の河川敷につき

まして、整備を実施していきたいということで、予算計上させていただいているものです。 
 全体的には、先ほど議員さんがおっしゃいましたように、河岸跡公園、それから水辺プラザ

という形で、全体的な計画につきましては、一体という形になっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 そうすると、４万平方メートルを約３，２００万円の事業費で整備していくということで、

この水辺プラザはどういった人を対象に、どんな目的で、どういった事業効果を求めて整備す

るのか。そのへんについて、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
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〇建設課長（堀内尚巳君） 
 水辺プラザの整備事業につきましては、本当に富士川舟運、富士川ゾーンと、それから水辺

に、富士川に、あそこの部分だけが富士川に、水辺に憩える場所ということになりますので、

そういう意味では、体験ゾーンということで、カヌーの発着所とか、それからアウトドアの体

験ができる場所、それからあと学習ゾーンというような形で整備していくことになります。今

年の整備工事につきましては、一応、給水施設、それからトイレ、それから多目的な広場とし

て、駐車場になりますけども、駐車場の整備を行っていく予定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、カヌーを使って川下りとか、野外の体験活動をしていく拠点として位置づける

ということだと思うんですけど、そうすると、例えば身延町であれば、今、観光協会ですか、

富士川クラブという団体がラフティングを、土建業者さんの事業が大変少なくなっているので、

そういったところに人材を活用していこうということでやっているんですけども、富士川町で

はそういったカヌーを、どこが主体となって運行していくのか。そういったことをどういうふ

うに、具体的に考えて、いつから、この整備が終わったら、すぐにできる体制を考えているの

か。それから先ほど、面的に、一体的に観光交流センター、舟運の館、それから河岸跡公園も

整備を視野に入れているということであれば、町でいただいた資料にいくと、舟運の館は床面

積９００平方メートルで、２億４００万円の事業計画が２３年度から２６年度で考えられてい

ますけれども、現段階では、この舟運の館も計画どおり進めていくということと併せて、お伺

いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 アウトドアの体験関係につきましては、これはこれからソフトの関係がありますので、教育

委員会も含めて、その整備が進むまでに、いろいろ、ご相談をしていきたいと思っております

し、実際には県内の中で、そのカヌーの関係で、あそこを使って利用している方たちも数多く

いますので、そういう団体とも連携をとりながら、整備をするまでには、その体制を考えてい

きたいと思っております。 
 それから、あと舟運の館も含めての一体整備につきましては、まだラフな計画の部分もあり

ますので、今後、そのへんにつきましては、いろんな関係の団体の皆さんとか、関係機関とか

と相談しながら、詰めていかなければならないと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 ぜひ、私もその野外の体験というのは、この町の地域の自然を生かした産業として成り立っ

ていくんではないかなという考えでいますので、施設を整備したら、すぐにそういった営業が

できる。そして雇用の場、それから営業の場として、業として成り立っていくように、ぜひ、

これだけお金をかけてやるんであれば、ただ整備して、人が来てくれるのを待っているという
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ことではなくて、ぜひそういった方向でお願いします。 
 それから交流センター、舟運の館ですね。交流センター、塩の華も隣にありますよね。そし

て、これから東部開発で、中部横断道のところにも、また東部開発の交流センターも考えてい

ますよね。こんな、たくさんある中で、あえてここに２億円以上のお金をかけて、まだ交流セ

ンターを造る必要があるのか、私は大変、疑問に思います。ぜひ、この点に関しては、もう一

度、よく検討をしていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢地区に計画しております水辺プラザでありますけども、まちづくり交付金の中で、これ

まで絵を描いてきた部分があります。そのうちの今回は、富士橋を中心とした、上流へも一部

かかりますけども、下流域を中心とした整備で、約３千万円ほど計上させていただいておりま

すが、カヌーにつきましては、今、山梨県カヌー協会があそこを使いながら、毎年、協議をし

ております。そして、また川下りもやっておりますので、ただ、行く道も今、悪いですし、そ

してまた、せっかくの河川敷があるのに、かつては、みんな河川敷に入って賑わったというと

ころもあります。そこがちょっと活用されておりませんから、今回、整備をさせていただく。

イメージとすれば、青柳の東部地区に整備した、ああいう広場を中心としたような感じになっ

ています。そして、その延長上には、まちづくり交付金の事業の中には、河岸跡公園とか、い

ろいろあります。先ほどお話が出ましたように、塩の華もありますし、いろんなことがありま

す。そこで、この公園の中には、今、計画されているのは、鰍沢にあります山車を入れる倉庫

が今、ないところがありますので、そういったものも整備するという計画になっておりますが、

昨日お話がありました、スポーツ施設をあのへんにという話もありますので、それらも含めて、

これから計画の変更というか、見直しはしていかなければならないと思っております。これは

富士川町になる前の計画でありますので、これからは鰍沢地区の賑わいをどうやって出したら

いいかと、そんなことを視点に入れながら、あそこの開発を再度、検討しながらやっていく。 
 今回、水辺の部分については、河川敷を利用してということでありますから、そこはそこで

させていただきながら、それから広がる部分については、もう一度、庁内で検討しながら進め

ていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やはり単町で、富士川というのは河口まで、静岡までつながっているので、ぜひ、そういっ

たことをするときには、近隣の市町村との連携というものが、僕は観光振興というものには大

事だと思うので、そのへんもぜひ含めて、お考えをいただきたいと思います。 
 それでは、２つ目の質疑に移ります。 
 同じく事項別明細の１１２ページ、土木費の１目住宅管理費、１７節で公有財産購入費、団

地の１億１，６０５万３千円を計上しておりますけども、これは当然、買ったあと整備して、

それから入居ということになると思うんですけども、現在の部屋数、それから実際に入居率と

いうものをどのくらい見込んでいるのか、お伺いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 雇用促進住宅の取得につきましては、増穂の第２宿舎につきましては、これが２棟で８０戸。

それから鰍沢宿舎のほうが、やはり２棟で８０戸あります。それで、増穂宿舎のほうは５３年

に建てられた宿舎であります。ＲＣで５階建てになります。それから鰍沢宿舎のほうが、やは

りＲＣで５階建てで、６３年に建設されたものです。 
 今現在も雇用促進の中で、法律の中で入居されている人たちがおりますので、その方たちを

いったん外に、すべて出してしまうというわけにはいきませんので、公営住宅、法ではないん

ですけども、よらない町営住宅として、今後、管理していきたいと思っていますし、８０戸の

部屋数に対して、できるだけ入居率は満杯に近い形で、入居していただくようなことを考えて

いきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ尊いお金を投入するので、せっかくきれいにしたのに、入居率がなかなか、６割ぐらい

だとか、７割ぐらいだというと、大変もったいないので、そのへんはぜひ、できるだけ高い入

居率になるように、よろしくお願いいたします。 
 それでは、３つ目の質問に移ります。 
 やはり事項別明細書１１８ページ、消防費の５目災害対策費、１５節の工事請負費、防災行

政無線のデジタル化工事について、お伺いいたします。 
 旧増穂町では、デジタル化工事、全部終わっていると思うので、旧の鰍沢町内の工事だと考

えますけれども、やはり同じ富士川町の中で、機械の設備の互換性というものが必要になって

くると思うんですけれども、旧の増穂町で採用したメーカーを新しいデジタル化工事でも採用

するのか。それとも全然、別個のメーカーであっても、そのへんについては一切、問題がない

のか、その点についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 秋山貢議員の質問に答えたいと思います。 
 予算に載っている８千万円の部分は主要事業で、議員さんのほうにもお話ししましたように、

鰍沢の子局の整備事業でございまして、これで鰍沢の部分が終了をいたしました。そんな関係

で、増穂と鰍沢の防災無線の関係ですけども、統合卓というものを設置いたしまして、同じよ

うに互換性をとって、一斉の防災無線ということで、使用をしてまいります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。それでは、私の質疑を終わります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はございませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 それでは、私も一般会計について、何点か質問をさせていただきます。 
 まずは２３ページ、町債の合併推進債ですけれども、ちょっと僕、この合併推進債というも

のの扱いは、まだよく理解をしていないんですけども、今年度はこの街角サイン整備事業費と

して、５００万円とありますけれども、今年度はこの部分だけ、合併推進債としての事業を取

り入れるわけでしょうか。それと、もし、この合併推進債、今年度中に、もし新たな事業を立

ち上げたいなというときには、申請すれば、すぐ、この合併推進債を使っての事業というもの

は立ち上げられるんでしょうか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、ただいまの合併推進債のご質問につきまして、お答えをいたします。 
 今年度は合併推進債、５００万円ということで計上させていただきましたが、説明欄にもあ

りますとおり、街角サイン整備事業、充当率が７５％ということで、５００万円を起債すると

いうことで、計上させていただきました。 
 なお、町債につきましては、申請の、あらかじめのスケジュールというものがありますので、

今年度の予定は、合併推進債につきましては、これのみを予定しております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。それでは、次の質問に移ります。 
 前回の暫定予算のときにも言いましたけれども、時間外手当の部分、このへんは各課長さん

方に、この部分の管理をお願いしてありますけども、これも要望ということで、ぜひ曖昧にせ

ずに、今年度の１年経ったあと、どのような時間外手当をしたかという部分を明確に出してい

ただければと思います。これも要望です。 
 ・・・要望は駄目なんですか。すみません。では今のは、なしにしてください。 

〇議長（望月邦彦君） 
 では、取り消しでよろしいですか。 

〇２番議員（長澤健君） 
 やはり取り消しでは、もったいないですね。 
 では、もし、その１年後にしっかりと明確にできるか、お聞きします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 時間外勤務手当の使用状況といいますか、決算額ということだと思いますが、当然、予算書

も議会へ出しますし、決算書もまた議会に提出をして、承認をいただかなければなりませんの
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で、そのときに１年間の時間外勤務手当の決算額が出てまいります。それをまた、ご覧いただ

きたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ぜひ、お願いします。 
 それでは次の質問ですが、３３ページの総務費の町営バス運行対策費、バス停設置工事、町

営バス改良工事とありますが、今回、新たに十谷から保健センターまでのルートが決まったよ

うですけども、このバス停の設置場所、工事をするということは、新たにバス停ができるのか

と思うんですけれども、もし、その場所があるであれば、教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 長澤健議員さんの、町営バスのバス停設置工事ということでございますけども、バス停、町

営バスの延長につきましては、今、審議をしていただいておりまして、申請を今からするとこ

ろなんですけども、旧増穂町内へ乗り入れて、まほらの湯までという延長を考えております。

それに伴って、新設する個所が停留所５カ所、青柳２丁目に２カ所、それと役場前、文化会館

の手前へ１カ所、そしてまほらの湯ということで５カ所、計画しております。あと、既設のバ

ス停がございまして、それが相当傷んでおりますので、それの修繕というか、工事をさせてい

ただきます。 
 そして町営バスの改良工事というのは、運行するにあたりまして、バスの方向幕とか、音声

合成というのを変えなければなりませんので、その改良工事ということで計上させていただき

ました。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今、停留所、５カ所新たにと言いましたけれども、それは場所の確保がしてあって、土地の

用地買収もなく、普通に工事をするだけというようなことなんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 バス停といいますと、工事でございますけど、停留所の看板ですね、その設置の工事という

ことでございますので、町道沿いの歩道とか、歩道の脇とか、そういうところを計画しており

ます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 すみません、僕もちょっと勘違いしていて、わざわざ、そのバスを停める場所をちゃんと造
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るのかなと思ったんですけども、そういう路肩に停留所を設けるという内容ということですね。

分かりました。 
 では、次の質問にいきます。 
 ４８ページ、企業立地推進事業で、委託料として土質調査業務で２６０万円計上されていま

すけれども、土質調査をするというのであれば、もう企業誘致する場所も、ある程度、限定さ

れているというような解釈がとれますけれども、その場所はどこでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 今の、長澤議員のご質問に答えます。 
 具体的に候補地が、場所があるかということだと思いますけども、今、町では具体的に、ま

だ用地を決めておりません。ただ、候補地を何カ所か見つけたいということで、現在、この町

の中に、工業地域が約２０ヘクタールあります。それから準工業地域が１２ヘクタール、この

用途地域の中にありまして、この地域は、もうすでに、この用途が決まっているところについ

ては工場等が建っておりますので、その用途地域の外側の農業振興地域というようなところを

少し探さなければならないということで、今、そのことを候補地として何カ所か探すために、

その金額を盛らせていただいております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 土質調査というから、その場所が決まっていると思ったんですけども、今から場所を策定す

るというわけですけれども、今、非常に景気が悪い中で、企業を誘致しても、なかなか来てく

れるかどうかというところも定かではないので、どうせ、そういう企業誘致をするのであれば、

やはり増穂インター付近が本当は一番、企業としても誘致したら行きやすい場所ではないかな

というふうに思いますので、ぜひ、その土質調査も必要ですけれども、その立地場所のしっか

りとした選定もよろしくお願いします。 
 次の質問にいきます。 
 先ほどの、秋山議員の水辺プラザ整備工事の部分に関連してですけども、昨日、僕が多目的

グラウンドの建設をという一般質問を出しましたけれども、ページは１１０ページです。僕は

提案として、その水辺プラザのところは駐車場にして、その上流を多目的グラウンドにすれば

いいかなというようなイメージでいたんですけれども、そういう、やはり、今もちょっと質問

がありましたけれども、そういう変更というのは、きくのでしょうか。途中で、事業は。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 水辺プラザの整備予定地を駐車場にしたらどうかという、ご質問でありますが、この地域は

かつて、鰍沢の本当に、舟の着いた場所であります。歴史もありますので、ここは舟運の歴史

を生かしながらの水辺プラザということで、これまで計画をしてきております。ですから、こ

こはこことして整備をさせていただくんですが、河川敷、まだまだ広いところがあります。野
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球場４面とるほどの広さはありませんけども、駐車場に活用できるところは、まだまだありま

すので、これからグラウンドをもし、考えるんであれば、グラウンドに一番近いところに、や

はり駐車場を持っていかなければ、利用度が上がらないんではないかなと思っております。 
 昨日も弓道場の駐車場の話が出ましたが、やはり目的は弓道、あるいは今度そういった、多

目的広場が出れば、そちらが目的になりますので、その目的地に一番近い場所に、やはり駐車

場を造ってやるのが親切ではないかなと思っております。敷地はまだまだ十分ありますので、

そちらのほうで駐車場のほうは考えていきたいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 僕も、富士橋のすぐ上流のほうにもグラウンドが必要だというふうな思いで、その質問をさ

せていただきました。ぜひまた、そのへんは検討をお願いします。 
 続きまして、また秋山議員の質問にもダブるんですけれども、１１２ページ。雇用促進住宅

の購入費で１億１千万円とありますけども、これは購入するだけで、今、非常に団地が老朽化

しているんですけれども、リフォームとかというのは考えていないんでしょうか。この住宅、

たぶん若い人たちは、古いので、あんまり入りたくないという意見も多く、ぜひリフォームを

しっかりとしてからのほうが、この団地の使い道も、そして入居する方も増えるんではないか

と思いますけれども、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 雇用促進住宅につきましては、５３年の、増穂の第２宿舎につきましては、確認をしている

んですけど、中はそんなに傷んでいるようには思えませんし、たぶん言っていらっしゃるのは

第１というか、４１年に建てられた宿舎のほうではないかと思うんですけども、買い取りが決

まりまして、雇用促進の機構のほうで、それが決定しますと、多少の宿舎の修繕とか、そうい

うものはやっていただけるということになっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 増穂第２というのは、たぶん４丁目ですよね。結構、そこの団地、僕、友だちとかが住んで

いたんですけども、暗いし、古いし、住みたくないなというような意見も非常にありますので、

リフォームのほうはしっかりとしていただいて、若者が住めるような住宅にして、ぜひ富士川

町の人口を増やしていただきたいなというふうに思います。 
 それでは、あと１点。１１８ページ、災害対策費のヘリポート整備工事設計業務とあります

けども、このヘリポートの設置場所はどこでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 設置場所に関しましては、平林と穂積と、それから最終的には鹿島、あちらのほう、３カ所・・・
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中山間、山間部のほうに設置をしたいと考えております。具体的に候補に挙がっているのは、

穂積、小室地区に１カ所、それから平林のみさき耕舎の周辺、あそこに１カ所と。２カ所を今、

計画しております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ヘリポートにつきましては、この富士川町には県道が１本しかない地域が３地域あります。

それは昨日、観光で言いました平林、穂積、五開地区は県道が１つしかありませんから、この

県道がもし災害で封鎖されたときに、皆さん、無事であれば、３日、４日、たぶん助け合って

生きてくれると思うんですが、怪我人が出た場合に、その収容ができませんので、平林に１カ

所、穂積地区に１カ所、五開地区に１カ所をつけたいというのが町の考え方でありまして、今

回はこのヘリポートの工事設計業務は、小室、穂積地区の、小室山の南側を予定しております

が、そこに１カ所、ヘリポートをつけていきたいと。そしてまた、これから、後年度について

は、平林はみさき耕舎周辺に１カ所。最終年度となりますが、その後は十谷地区に１カ所、ヘ

リポートを考えていきたいなと、こんなふうに思っております。今回がその第一弾、小室地区

であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 場所は、分かりました。扱いですけれども、もし、このヘリポート、今後もし設置したとし

て、災害時のみの使用にするのか。それとも例えば、普段、その平林地区と穂積地区で、急病

人が出た場合も使えるような形をとるのか、ちょっとそのへんだけ教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ヘリポートといっても、常時、離着陸を考えているヘリポートではありません。先ほど言い

ましたように災害時、あるいは緊急時にヘリコプターが飛んできて、そこでピックアップして

いくというような、ランデブーポイントというヘリポートを考えております。４０メートルか

ら５０メートルの広さがあれば、ヘリコプターが来てくれるようです。 
 県のほうでドクターヘリというのが導入されれば、当然、そういうときにも使えます。いざ

緊急ということであれば、疾風なり赤富士なりもとまれるヘリポートになると思いますので、

使えますが、今、考えているのは、そういった災害時に怪我人も救出する。国道が止まって、

通常であれば峡南広域の救急車も行けますので、そんなにヘリコプターを利用するというのは

ないと思うんですが、災害時に県道が潰れたときには、どうしても空から救出をしなければな

らないということで、ヘリポートを整備したいということです。 
 また怪我人とか、そういうヘリコプターが使わないときは、１つの空き地になっております

ので、小室山の南側と今、言いましたけども、いろんな地域のイベントに、通常は駐車場とし

て活用していただければと思って、あじさい祭りのときの駐車場にも活用できるように、小室

山の南側。そしてまた、平林地区でもイベントができるときに、いろいろ、駐車場として使え

るようにみさき耕舎周辺。十谷地区は、つくたべかんの周辺にそういった駐車場ができれば、
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いろんな地域振興、またお客さん、観光バスが来ても、４０メートル、５０メートルあれば、

相当、車が入りますので、そういうものにも使えるんではないかと。また災害のときには、今

言ったような当初の目的に活用していくと、こんなことで、今、考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。災害対策以外にも、多目的にいろいろ利用方法を考えているということで、

非常に意義があると思いますので、ぜひ進めていただきたいなというふうに思います。 
 あと最後にもう１点だけ、１３７ページの増穂中学校管理費の特別教室耐震補強改修工事、

５千万円ありますけども、この建物はたしかにすごく古くて、もう耐震がないというのは聞い

ていますけども、これは補強して改修するのか。それとも建て替えるんですか。５千万円もか

けるのであれば、僕は建て替えてしまったほうがいいような気もするんですけれども、いかが

でしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 それでは、長澤議員さんの増穂中学校の耐震補強改修工事について、お答えさせていただき

ます。 
 この建物につきましては、現在、特別教室棟ということで、技術家庭科教室がある棟でござ

います。これにつきましては、１階が鉄骨造、２階が鉄筋コンクリート造りということになっ

ておりまして、昨年度、耐震化の設計をしたところ、補強改修が必要ということになりました。

そこで２階部分の撤去を行いまして、１階部分のみの、鉄筋コンクリートでの補強改修を行う

ということで、今回、補強工事の予算を計上させていただいております。それから１階につき

ましては技術室、それから倉庫等を設置する予定になっておりますので、よろしくお願いいた

します。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
〇２番議員（長澤健君） 

 ２階の部分を撤去して、１階に技術室を設けるというようなお話ですけれども、そうなると

１階は中学生が、バレー部、陸上部が部室を使っていますけども、その部室の部分はどうなる

んでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育総務課長、川手貞良君。 
〇教育総務課長（川手貞良君） 

 現在、使っている部室につきましては、学校と相談の上、別の、今、空いている部室等を使っ

て対処するということで、生徒には不便をかけないようになっております。よろしくお願いい

たします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。それでは、以上で私の質問は終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 先ほどから、すみませんけども、新しいまちづくり事業のことで、お二人の議員からの質問

があったんですけども、先ほど町長のほうから、今後、このことを見直すということを伺った

と思ったんですけども、非常に莫大なお金がかかる事業だと思うんですね。当初、シビックコ

アの部分ということの中で、地域をというような話を聞いたんですけども、この説明を聞きま

すと、非常に、先ほどから話が出ていますけども、たくさんな建物を建てたり、道の駅ですか、

そういう部分もあったりして、なっているわけですけども、見直すということの中で、今回の、

この水辺プラザについては、見直すことはできないと、そういうことでよろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 水辺プラザの整備につきましては、今回はこの整備をするということで認可をとっておりま

す。町のほうも動いていますが、国のほうも動いていますので、水辺プラザはそれ以外の施設

とは切り離して、今回、これは整備することとしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 そういうことですので、シビックコアについても、国の出先機関の統合というようなことも、

まだ、はっきり決まっていないわけですし、ぜひこの事業について、お金がたくさんかかると

いうことも含め、それだけの意味があるのかなというのが、ちょっと疑問を感じていますので、

見直しをお願いしたいと思います。 
 続きまして、６１ページですか、コミュニティセンター運営費というのがありますけども、

旧鰍沢地区のかじかの湯の部分だということだと思いますけども、かじかの湯は指定管理に

なっているんですよね。そういう中で、通算、合計すれば７５２万５千円の運営費の補助が出

ているということですけども、これは毎年、この金額を支払うということでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 かじかの湯につきましては、今、お話がありましたように、指定管理になっております。今

年度が指定管理の最終年度になっています。今の指定管理業者の最終年度になっています。こ

れは、旧鰍沢町におきまして、その指定管理者から鰍沢町役場が寄附もいただき、それが指定

寄附でありましたので、その指定寄附に基づきまして、また補助金も出しております。１千万

円単位で出しているんだと思うんです。ただ、このかじかの湯の今後の運営に対する助成につ

きましては、合併協議会の中で協議をしていただきまして、まほらの湯は同じ料金で運営して

おりますが、まほらの湯は入湯税を取っておりません。かじかの湯は同じ料金の中に、１人
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１５０円の入湯税が入っております。それが全部、役場の収入になっております。当然、それ

では運営が大変なわけでありますから、旧鰍沢町で１千万円単位で補助金も出していたわけで

すが、今回、合併協議会の中で入湯税相当額を助成していこうという話があります。委託金に

するか、補助金にするか、これも議論があるわけですが、今回、かじかの湯運営費補助金とい

うことで、昨年度の入湯税相当額５８０万円を今回、かじかの湯の指定管理者に運営費の補助

として、お渡しをすると。当然、これ以上の赤字はあると思うんですが、そこにつきましては、

まほらの湯と同じような管理委託をするような形の中で、現金補助は５８０万円。これは昨年

度の入湯税相当額であります。そしてまた、入湯税というのは目的税でありますから、観光と

かそういうものに使っていかなければいけないということになっておりますので、入湯税の目

的どおり、取った施設へまた、返していくと。その運営に充てていくということで、限度額は

あくまでも入湯税相当額ということで、ご理解をいただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 入湯税ということで分かりました。では、次にいきます。 
 ６０ページですか、社会福祉施設費で、これは福祉センターの部分ではないかと思うんです

けども、もう１つ、５２ページですか、民生費の中の総務費があるわけですよね。総務費の中

にも、工事費みたいなものが入ったり、こっちの社会福祉設備費のほうにも、雨漏り修理工事

なんかが入っているんですけども、このへんがちょっと分からないので、教えていただきたい

んですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 齊藤正行議員のご質問にお答え申し上げます。 
 ６０ページの、６目社会福祉施設費２，４２２万５千円につきましては鰍沢福祉センター、

それから同じく旧鰍沢地域にあります、高齢者ふれあいセンターの管理運営費になっておりま

す。工事請負費ということで１千万円、計上させてもらってあるわけですけども、これにつき

ましては、特に鰍沢福祉センターにつきましては、昭和５０年の１０月に竣工した建物という

ことでございまして、平成２０年度に耐震工事を実施しておりまして、それの屋根の部分の修

繕の工事という部分でございます。それから５２ページにあります１目の社会福祉総務費、こ

ちらのほうの工事請負費につきましては、旧増穂町地域にあります地域福祉センターの関係で

すね。そちらのほうの工事、ここにありますように高圧電気引き込み工事の関係を計上させて

もらってあります。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 そういうことだとは思っておりましたけども、それで雨漏りの修繕に１千万円という金額が

計上されているわけですけども、雨漏りというのは、今すぐできたものでは当然ないだろうと

思うし、耐震工事も済んでいるということの中で、今になって、この時点で出てくるというこ

とが、ちょっと私には不快な思いがあるんですけども、いかがでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 齊藤正行議員の雨漏りという部分につきましてのご質問でございますが、たしかにご指摘の

とおり、昨日今日という話ではないというようなことでございますが、昨年度につきましては、

保育所のほうの改修工事等もありまして、この鰍沢の福祉センターを利用されてきているとい

うことですけども、そういう中では、あまり支障もなかったというふうにも聞いております。

ただ今年度になりまして、ちょうど大雨等が降った経緯があるわけですけども、そのとき、２階

の部分につきましては、会議をやっているところで、バケツを持ってきて対応しているという

ような状況でございました。 
 そういうようなことで、今回、委託料のほうにも修繕の設計業務ということで盛らせてもらっ

てあるわけですけども、工事費につきましては、詳細に設計した中での工事費ではありません

ので、この設計によりまして、工事費のほうを積算させていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 なんとなく分かったような、分からないようなですけども、おそらく合併する前に、こうい

うことは、工事をしてくればよかったという問題ではないかと思います。 
 最後にもう１つ、お聞きします。 
 活性化事業特別会計でありますけども、私どもの委員会の部分でございますけども、ちょっ

と納得がいかない部分がありまして、他会計から繰り入れということで４，６００万円、繰越

金が１，５００万円というようなことの中で、大変、町民の税金を投入して、今、これは運営

されているということだと思います。 
 その中で・・・特別会計の活性化事業特別会計、うしろのほうです。それで、説明会をした

ときに、ちょっと私も質問をしたんですけども、パート、アルバイトの方が、たくさんの人が

従業員として働いているということの中、また職員もそこで働いているということで、それは

よく分かったんですけども、時給が７５０円だそうでございまして、３月３１日の時点で、こ

れを８００円に上げたという説明をいただきました。この部分で、こういうことは誰が決めて、

誰がこういうことは責任を持ってやっているのか、教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは、議員さんのご質問にお答えいたします。 
 この７５０円という時給、決して高い時給ではございませんけども、旧鰍沢町時代、パート、

そういうふうなものが集まらないということで、いろんな苦労をいたしまして、パートを探し

てきたというような実情もございまして、それで旧鰍沢町時代に７５０円を８００円にという

ようなお話があったようでございまして、それを今年度というか、合併と時期が同じになって

しまったということなんでしょうけども、８００円に上げさせていただいたということでござ

います。 
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 このパートさんにつきましては、予算の中にもございますけども、ボーナスみたいなものが、

実際、時給ですからございませんので、旧鰍沢町時代にも何かそのへんに手当がないかみたい

な形で、職員は夏、冬というふうに賞与がございますが、そういうふうなときに、少し目をか

けてやったらどうだというようなご意見もございまして、そういうふうな中の、いろんな部分

があるんですけども、８００円というような形で話が出ていたようでございます。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 場所柄というようなことの中で、地域性ということの中で、人が集まらないのでということ

で、７５０円だということで。別に私は、７５０円が高いか安いかということを言っているつ

もりはないですけども、やはりパートの時給って、普通、いっぺんに５０円上がるということ

は、決して一般企業では、私はあり得ないと思っています。ですから、こういうことを決める

ことをどこで、当時、この決めた時点では、私は鰍沢の議員ではありませんでしたし、そうい

うことで、どこで５０円上げることを決めたかということをお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 私は定かに、ここで決めたというようなことは、ちょっとはっきり分からないんですけども、

町の執行部のほうで８００円という数字で決めておりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 どこで決めたか分からない、町の執行部がということですけども、これはちょっとおかしい

と思いますけども、町長、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ちょっと私も、４月の末から就任をしたばかりでありますから、その当時のことはよく分か

りませんけども、たぶん、役場の中にはそれを上げてよろしいかという起案が残っているはず

でありますから、今後、ちょっとそこを見てみたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 ぜひ、それを見ていただいて、また後日でいいので、結果のほうを教えていただきたいと思

います。 
 終わるわけですけども、今、こういった事業というのは、旧増穂の中でも同等、同じような

ことをしているところがあります。昨日の井上光三議員の一般質問の中にもありましたけども、

非常に自分たちの地域を、観光を自分たちで守ると。自分たちがボランティアに出て、非常に

苦労していると、大変なんだと。高齢化も進み、大変だという部分。平林の活性化組合なんか
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も、自分たちが出て、こうやって指定管理を受けていますけども、自分たちでやっていると。

今年度決算、昨年度決算ですか、赤字が出たと。ましてや、ほとんど自分たちは報酬をもらっ

ていないと。おそらく、みさき耕舎で働いている人に、この金額を言ったら、たぶん、みんな

辞めてしまうんではないかと思いますけども、同じ町になったということの中で、この整合性

というものをどんなふうに考えていくのか。これからのことだと思いますけども、ただ、あん

まり、こういうのを長く時間をかけますと、やはり垣根を取り払うという部分には、しこりが

残ってくるんではないかと思うんですけども、このへんのお考えをお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 穂積の活性化組合と平林の活性化組合が受けておりますみさき耕舎、そしてまた町の直営で

やっております塩の華、あるいはつくたべ館等々とは、ちょっと運営形態が違いますから、一

緒に横並びで考えるというわけにはいかないと思いますが、そうは言いましても、それぞれ同

じような業務をやっておりますので、すべてが直営でやれば同じ料金で、たぶんいくと思うん

ですが、それでは町のほうも、とてもやりきれなくなります。いろんな方策を考えながら、た

だ同じ町の中で、同じようなことをやっておりますので、それぞれの施設で売り上げも違うも

のですから、そこは１つの企業体として、また考えていかなければならないのかなと思ってお

ります。 
 そうは言いましても、町の皆さんにご苦労をいただきながら、そういう地域の活性化を図っ

ていただいておりますので、そのへんはあんまり長い年月をかけずに、整合性がとれるような

形に、町としても考えていかなければならないと思っております。今しばらく、これには時間

がかかると思いますが、そのへんは念頭に置きながらやっていきたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 これで終わりますけども、ぜひとも、これはまた委員会の中でも、この部分については、私

たちも審査をする中で、また何かの文書で要請ができるようなものがつくれればと思っていま

すので、ぜひとも形態は違っても、その地域活性化のために、一生懸命みんなが努力している

わけですので、やはり直営とは違っても、どこかで目を開かなければならない部分があるんで

はないかと思いますので、よろしくお願いします。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 質疑の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。 
休憩 午前１１時１５分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時２５分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開いたします。 
 質疑を続けます。 
 １５番、保坂實君。 
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〇１５番議員（保坂實君） 
 質問を申し上げます。 
 歳入の４ページ、５ページ、そして国保の歳入の３ページ、このへんの関係になりますが、

滞納繰越分の金額が、私、個人的に考えていた金額よりか旧町から持ち越した滞納分が、金額

的にずいぶん低いなというような感じがあるんですが、このへん、総額の滞納分なのか、それ

とも回収可能な金額を計算しての金額なのか、その点をお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、深沢茂樹君。 
〇税務課長（深沢茂樹君） 

 保坂實議員のご質問で、滞納繰越額の計上額が過小ではないかというご質問ですけれども、

まず予算編成の手法上、税歳入につきましては、ある程度、留保的な部分を考慮して計上いた

しております。それで最終的には決算時に、最終で調定額といって、最終の課税額ですね。こ

れに対して、収入がどのくらいあって、滞納繰越額がどれくらい出てくるという決算となりま

す。そして滞納繰越分につきましては、予算編成時にどのくらいの滞納が出てくるのかという

ことも見込めませんので、金額については、概算で、かなりアバウトなものを計上させていた

だいております。あくまで、これは予算ですから、最終的に調定額というもので、たしかな金

額が出てまいりますので、そういうことで、ご理解をいただきたいと存じます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 再度、伺います。 
 回収可能な額をここへ繰り越し分として計上したと、そういう形ではないわけですね。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今、税務課長も説明いたしましたように、予算編成時には、現年分はある程度の見込みがで

きます。滞納分はまだ、年度の中途で予算編成をするものですから、いくらが滞納なのかどう

なのか。３月３１日といいますか、歳入の分は４月３０日まで出納整理期間がありますので、

４月３０日になってみなければ分からない。そしてまだ決算が、もっと確実なことを言います

と、決算が終わってみなければ分からない。歳出のほうは、５月３１日まで出納整理期間があ

りますので、今、２１年度の決算業務をやっているところでありますが、まだ実際の滞納繰越

額は確定しておりません。その確定をしない前に、予算編成を組んでいかなければなりません

から、ある程度、これがあんまり大きくなりますと、もっと努力せよということになりますの

で、小さなお金で積んであります。これは概算です、あくまでも。 
 これから、この予算編成をしたあとから、現年中も当然、滞納繰越が少なくなるように努力

をしていくんですが、これからまた、決算をうてば、はっきりした数字が出てきます。その数

字につきましては、また２２年度内に調整をさせていただきながら、正しい数字で、また調定

をし、歳入をしていく。その中にも、また繰り越しが出てくると思います。それはまた、順々

に送りながらやっていく。この数字は、あくまでも予算でありますから、あらかじめの算出と、

ご理解をいただければと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 よく分かりました。 
 次に国民健康保険特別会計の１３ページになりますが、出産一時金、育児一時金ですね、こ

れは８８２万円、計上しておりますが、この１件当たりの、大体の単金というのはおいくらぐ

らいになりますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 保坂議員さんのご質問にお答えします。 
 出産育児一時金でございますけど、１件当たり４２万円掛ける、今回２１件分を計上させて

いただいております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 よく分かりました。これで、質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほどの保坂議員の関連にもなりますけれども、歳入のところで、町長は景気が低迷してい

るわけですから、町民税は減収を見込んでいるというふうなことの説明がありました。大体、

どのくらい見込んでいるのか、何％ぐらいになるのか。そのへんからちょっと、お聞きしたい

んですけど。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、深沢茂樹君。 
〇税務課長（深沢茂樹君） 

 永井議員からのご質問で、町民税の減収についてでございますけれども、通常であれば前年

度、今年の分ということで比較対象ができますけれども、２２年度につきましては、２１年度

が旧２町の税収分プラス富士川町の税収分ということで、３つを合わせた税収になるわけです

けれども、この中で町民税につきましては、個人町民税が約７億１，８００万円の収入です。

それから法人町民税が７，９９０万円。合わせて、７億９，７００万円ぐらいになるんですけ

れども、これが平成２２年度について、当初の課税額ですけれども、個人町民税が６億５，

９００万円ということで、約１億６００万円程度ですね。減収と。単純に、その２町の収入済

額と富士川町の３月８日以降の収入済額、これを合わせたものと本年度の課税額、それでいき

ますと、マイナスの１３．９％ということになろうかと思います。 
 法人町民税につきましては、これからの申告によりまして、課税額が決まってまいりますの

で、今後の景気感によって左右されると思いますけれども、ここで、総体でどのくらいの税収
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になるかということは見込めませんので、前年度が７，９００万円程度でございます。ですか

ら、大手の企業なんかが景気のブレが出てまいりますと、１千万円とかの減収とかということ

もあろうと思いますけれども、そういうことがなければ、若干、減るんではないかと思われま

すけども、そんなに法人のほうは、極端に落ちるということがないような状況で見込んでおり

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 先ほど、滞納繰越のところで議論があったわけですけども、この回収率というのは、今の時

点ではちょっと計れないということで。ただし予算には、目標回収率みたいなものはあるので

しょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、深沢茂樹君。 
〇税務課長（深沢茂樹君） 

 目標回収率ということでございます。これまで、旧町時代に増穂町で申し上げれば、そういっ

た目標というものは掲げておりませんでした。平成２１年度の２町プラス富士川町で見ますと、

約９２％程度の徴収率になろうかと思います。ですから新年度につきましては、当然、富士川

町として、税務課のほうでも収納室もできておりますので、職員全体としても、滞納整理に対

する目的を持つためにも、目標の徴収率を掲げさせていただいて、滞納税の回収に努めていき

たいと思っております。 
 目標については、まだちょっと、どのくらいかということを課内でも決めておりませんので、

前年度が約９２ですから、それよりも上を目指してまいりたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私がなぜ、このようなことをお聞きしたかと申しますと、過日、ある女性から電話をいただ

きました。どこのどなたかは分かりません。８０代の女性ということです。その方が、悲痛な

叫びにも似たような声で、年寄りだけの家庭で、そして年金生活で、腰や足が痛くて医者通い

もしなければならない。保険もきかないような医者通いをしなければならない。そうしたとこ

ろが、先日、固定資産税が、はっきりはちょっと、ここでは言えませんけども、１０万円近く

のものがきたと。どうやって、これを払えばいいということなんでしょうということで、お電

話をいただきました。その方は、私たちに死ねということですかというようなことをおっしゃ

いまして、私も言葉が出なかったわけですけれども、町内にはこういう高齢者の方々もいらっ

しゃるでしょうし、あるいは生活困窮者という家庭もあると思います。私たち議会は、いかに

徴収率を上げるかということで、当局に対して、常に問い詰めていくわけですけれども、こう

いう人たちに対して、町はどういう対応をしているのか、お聞きします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 税務課長、深沢茂樹君。 
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〇税務課長（深沢茂樹君） 
 ただいまのお話、たしかに生活の糧が年金生活だけとか、職も失ったりして、前年度は勤め

ていて収入もあったけど、今年からは職を失って仕事がないとか、そういった事例はかなり承

知しております。これにつきましては、当然、税ですから、公平性の観点から、すべて平等に

課税され、平等にお支払いをいただくのが、それが納税の義務なんですけれども、ただ、今、

申し上げたように、その中でも滞納処分の停止という、法律の中でも決められておりますので、

その中には滞納処分をすることが、財産がないとき、それから滞納処分をすることによって、

生活を著しく逼迫させるおそれがあるとき、滞納処分をすることができる財産がともに不明な

ときとか、そういった事例に該当すれば、当然、その中身の調査をさせていただきます。資産

状況ですね。本当に、それが言われているとおりなのかということで、預貯金、生命保険とか、

そういった資産状況を調査させていただいて、税としてお支払いいただく能力がないというこ

とであれば、３年間、執行を停止させていただきます。その間、毎年、調査をさせていただき

まして、当初の調査時と変動がない場合、これにつきましては、課税額について、３年間でそ

れを失効させるということが地方税法の中で決められておりますので、そういう形の中で、そ

ういった皆さまには対応をさせていただきたいと考えております。 
 それから、あと、お支払いいただけない部分につきましては、夜間の納税相談ということも

広報なんかで周知させていただいて、実施をしております。ですから、そういう部分で、当然、

プライバシーに配慮させていただいて、部屋の中でお話をさせていただいているんですけれど

も、その中で分納とか、お金が、余力がある範囲でのお支払いというのも対応させていただい

ておりますので、ぜひ、そういうお話をまた、していただければと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 本当に、どうしていいか分からないという方に対して、私はなんにもお答えができなかった

わけですけれども、そういう制度があるということが、また悪用されてもいけないし、非常に

難しいところだとは思いますけれども、税の負担の公平性から考えれば、悪質なものは徹底的

に、やはり厳しく取り締まっていただきたいというのがありますけれども、ぜひとも血の通っ

た政治をお願いしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はございますか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、いくつかありますけども、簡単にお答えしていただきたいと思います。 
 １つは公民館費、１４５ページですね、一般会計の。ここで小林公民館の改修工事および解

体工事費ということで、以前、予算説明のときに１人当たり１万円と。今後これから、そういっ

た形でやっていきたいという、お話でありました。ただ、私がそこで１つ、お聞きしたいのは、

これまで、私、長沢ですけど、長沢でもそうです。たぶん大椚、ほかの地区も公民館の改修を

地元で、自力でやってきております。そういうことからすると、ちょっと不公平感があるなと。
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ただ、その説明、以前、お聞きしたときには、今後、ずっとやっていきたいと。そういう形で

やっていきたいということであれば、それはそれで結構だろうと。ただ１つは、通常、いろん

な補助金がありますけども、例えば工事費の何％、上限いくらとかという、例えば設定の仕方

もあるだろうと。今回、１人いくらという。今回、１万円という金額がどこから出てきたのか

ということを１つ、お聞きしたい。 
 それと、もう１つは、今後やっていくということであれば、今、志村町長体制です。次の何

年か後に町長が代わられたときに、私はちょっと違うよ、困るよと。考え方が違うよというこ

とになってしまうと、これはまた不平等な話になってしまうということを考えれば、今回、こ

れをやるにあたって、例えば条例化するなり、あるいは規則、規定か何か分かりませんけども、

そういう形で、ちゃんとした規定なりなんなりをつくっていただきたいと思うんですけども、

その根拠とそのへん、２点ちょっとお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の公民館建設に対する町単補助の質問について、お答えします。 
 かつての公民館につきましては、老人憩いの施設とか、食生活の改善とか、いろんなものを

補助金を使いながら合築をしてきました。ここ数年来、そういった施設整備の補助金がなくなっ

ております。これは国にしても、県にしてもなくなっております。ただ、唯一あるのは宝くじ

のコミュニティ助成、これがあるだけです。今回の小林地区の公民館建設にいたしましても、

１，５００万円を限度とする宝くじの助成金を活用し、そしてなおかつ、おおむね５千万円ほ

どかかるという、お話であります。あと３，５００万円を地元負担というのは、非常に大変だ

と。そしてまた、そういう各区におきましては、新たに入ってくる人もいる。そして、また区

から抜けていく人もいる。そういう中で、区民からの負担金も当然、あるかもしれませんけど

も、あんまり大きなお金を区民から、また負担していただくのも、これはいかがなものかなと。

そしてまた、この旧増穂地区におきましても、もう老朽化した公民館というのが、いくつかあ

ります。そういうところも、基金を積み上げながら、公民館建設を目指しております。そして

また、今回、合併に伴いまして、鰍沢地区におきましては、これまでの区を組にしてもらった

という関係で、新たに区が出るわけでありますけども、そこには区の公民館がありません。そ

ういったものも加味しながら、おおむね１人１万円ぐらい。これを決めたのは、区の大きさに

よって、公民館の大きさも違うわけであります。一定のお金ですると、無駄の公民館も出るか

もしれません。必要最小限といいますか、その区民の数に応じた公民館を建てていただけるよ

うな仕組みがいいのかということで、区民１人１万円を出したわけでありますが、これは３千

人の区であれば３千万円ということになります。５００人の区であれば、５００万円というこ

とになります。当然、他の有利な補助金があれば、それも町としても一生懸命、探してきます

けども、区民の皆さんにもそんなに負担感がなく、必要なときに区の公民館を造っていただけ

ればと思っております。 
 そしてまた、これが今回、ここに計上させていただいていますのは、町でもそういった補助

金も出しますけども、町が受託をして、すべてやるということで、総額がここへ出ております

ので、町の工事として発注をし、また完成したら区のほうにお渡しをするという形になると思

います。これからも、いろんな区の公民館は、そんなふうな建設の形態になると思いますけど
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も、これを今だけかと。これは後年度まで担保をとっておかなければいけないというのがあり

ます。条例でつくるという手もありますけども、すべてをなんでもかんでも条例というわけに

もいきません。犬・ネコの去勢の補助金にしても、今だけでは困る、ずっと将来、続けていく

ためには条例をつくるべきだという意見もあるかもしれませんけども、いろんなものの補助金

の制度とすれば、補助金の交付要綱なりをつくりながらやっておりますので、その要綱が、天

変地異がない限り役場が持っておりますので、その要綱に沿って、それはできると思っており

ますので、今回、この小林を契機に、各区の公民館のみ、地区の集会場なりなんなりは、これ

は考えておりませんけれども、行政区の公民館に対しては、区民１人１万円を、今後も続けて

いきたいということで、今回、計上させていただきます。そして今後につきましては、交付要

綱を定めながら、将来にわたって交付ができるようにしていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 ぜひ交付要綱、早急につくっていただきたいと。あと、今、５００人だと５００万円という

話も出ましたけども、そうなれば当然、基礎的にかかるお金というのは、小さかろうが、大き

かろうが、ある程度、小さいところで、例えば５００万円の公民館というのは、なかなか難し

い話ですから、そのへんも含めて、できるだけ、いいものを制定しておいていただきたいと思

います。 
 次に、もう１点。リサイクルステーションについて、何回も、いつもやっているんですけど

も、今回、また４０基ということですけども、ある程度、これが設置されて普及してくれば、

いわゆる有価物の回収については、ステーション方式に切り替えていくということが必要だろ

うと思います。うまくいっている地域、いっていない地域、いろいろあるようです。それと設

置にしても、例えば青柳のちびっ子広場なんかは、端的ですけども、たくさんそこにあって、

景観も非常に悪いと。それが設置目的に沿っているかどうかということもあるだろうし、そし

てまた今後、鰍沢地区について、どうされていくのか。そのへんを含めて、今後の設置方針な

り運営方針。そして例えば順次、有価物の回収方法についても、ステーション方式に切り替え

ていくことにしているのかどうか。そのへん、お聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 リサイクルステーションにつきましては、この設置をして数年経ってきているんですが、非

常に焼却ゴミが減ってきた、好影響ももたらしております。これは先般も言いましたけども、

鰍沢町と合併した効果によりまして、中巨摩広域への焼却ゴミの負担金が５千万円、１年で減っ

てきている、事実であります。 
 今後もこのリサイクルステーションは、区民の皆さんのご協力をいただきながら、資源循環

型社会へ向けて、やっていきたいと思っております。 
 今回、４０基の予算を計上させていただきました。いろんなところでリサイクルステーショ

ン、また、やりだしましたから、県の環境首都やまなしの補助金の中で、４０基分いただける

かどうか分かりませんけども、うちの場合は４０基ということで、今回、計上させていただい

 １４８



ております。 
 当然、増穂地区においては、ある程度、整備ができていますから、今回、鰍沢のほうにも、

まず設置できる土地を探していただいて、その土地から設置をしていきましょうということで、

区長さんにはお話をしてあります。そしてまた、旧増穂地区でも１カ所にたくさん並んでいる

というのを、私も承知しております。特に青柳地区が多いわけですが、そういうのも町営住宅

の敷地の中にも設置ができますし、県営住宅の中も許可をいただいておりますし、今度は雇用

促進住宅も町の土地になりますから、そういうところも活用して、ぜひ町の土地を活用してい

ただきながら、やはり身近にあったほうが利用しやすいわけですから、そういうふうにしてい

ただきたい。 
 そして区長会のほうも、２年前からいろいろ、満杯になったときにはどうするかというふう

な、土地借り上げということで、区のほうで今、借り上げているところもあります。そういう

ところには謝礼金を払っているんですが、その金額を統一できるかどうかというのも、区長会

のほうでも検討していただいています。ただ、地区によってはあそこと同じかというところが

ありますので、それもまた難しい面もありますが、区長さんとも相談する中で、それもまた、

していきたいと。 
 いずれ、このリサイクルステーションが管理をしてくれば、今のような収集、特にビン、缶、

缶もスチール缶のほうですね、そういう回収方法が変わってくるんではないかということです

が、穂積地区はすべて完了していますので、定時定点で収集するのは、可燃ゴミとガレキと金

物類、この３点に絞ってあります。いずれ、こちらの市街地につきましても、リサイクルステー

ションが設置をされ、全員が利用されるようになれば、その地区はそういった方法になってく

るということです。今は、まだまだ完全ではありませんので、両方の方式を使いながらやって

おります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 二重体制でやっているので、どうしても、そこの経費の面をなんとかしていきたいなという

のが、私の切なる願いです。ぜひとも、よりよいものをやれるようにお願いしたいと。 
 あと１点、これは下水道事業特別会計ですけども、そこで、要するに排水の設置補助と。こ

れは今まで、増穂地区においてはなかったわけですけども、いろんなところでお話を聞くと、

家の財政的な事情ということで、なかなか設置されないというお話も伺っています。ただ、こ

れまでは苦しい中でも一生懸命、自前でやってきた人と、これが制定されて以降の人という、

そうすると、一生懸命、まわりのことを考えて苦労してやってこられた方たちとの、どうして

も切り替えというときには、そういうことが出るんでしょうけども、先ほども出た不公平感で

すね。このへんについて、お考えをお聞きしたいし、私もこれが決まれば、長沢地区がほとん

どやっているので、どういうことだと言われたときに説明もしていかなければいけないという

ことなので、そのへんの説明等を含めて、お願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 接続率、細かいことはちょっと分かりませんけども、旧増穂町におきましても、終末処理場

も持ちながら、釜無川流域下水を中心として、公共下水を敷設してきました。この公共下水の

敷設のお金は、都市計画税を主に使いながらやっているわけでありますが、旧鰍沢町はエリア

が狭いし、丸っこいし、非常に延長というのが少ないわけであります。そういう中で普及率を

上げるための旧町の施策として、１０万円を限度に補助金を出しながら、接続率を上げてきた

経緯があります。ここ、旧増穂町では、そこまではできない状態できたわけでありますが、約

半分強、面積的にも入ってきました。７割ちょっとぐらい入っているんですが、まだまだ接続

率を見ると、他町村よりも非常に低いと。本来であれば、公共下水へつないだほうが合併浄化

槽の維持管理、あるいは単独浄化槽の維持管理よりも、経費的には安くなると思うんですが、

ぜひ、これからもつないでいただきたいという主願があります。 
 私の地域、あるいはもっと上の地域も、同じだけ都市計画税を払いながらきているわけであ

りますが、こういう施設ですから、どうしても下流域から来ざるを得ないと。そこで不公平感

といいますか、不公平感は一斉に引いてもらって、はじめて不公平感がなくなるんですが、最

勝寺も上のほうは、あと何年後にくるか、まだ計画もありません。そういう中でも、都市計画

税を払いながら、順次、順番を待っている状況であります。 
 そういう中で、これは物理的に無理な部分もありますけども、ぜひ管渠が、整備が進んだと

ころは、つないでいただいて、そしておおぜいがつないでいただくことによって、使用料も安

くなるでしょうし、負担金のほうも安くなってきますので、そういった意味で、少し奨励をし

ようかなと。この奨励金の金額については、旧鰍沢は１０万円限度という高額の補助金を出し

たんですが、南アルプス市がちょうど同じような状態でありまして、合併した当時に、すぐ接

続してくれる人には３万円、２年目に接続した人は２万円、３年目の人は１万円、４年目の人

はゼロと、こういう制度がありますので、これを活用させていただきながら、この地域の下水

道の接続率を向上していきたいと、そういうことでありましたので、当然、去年、つないでし

まったという人と、今年つなげば２万円もらえたなという人が出るとは思いますけども、いつ

か、こういうことをしていかなければ、この普及というのは無理だと思いますので、これは町

民の皆さんにひとつ、ご理解をいただくところだと思いますが、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 おっしゃるとおり、早急にやっていかなくてはならないので、その制度自体はいいんだろう

と思います。ただ、これから、こういったような形の事業があったときに、やはり途中から切

り替えるような、負担軽減を途中から持ち込むような形を、持ち込むなら最初から持ち込むよ

うなことで、慎重に、町民負担がそれぞれかかるような事業については、事前に計画を、もう

ちょっと練っていくように、これからしていただきたいし、私たち議会もそういう観点から関

わっていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 質疑の途中でありますが、ここでしばらく休憩をいたします。 
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 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（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 ここで、志村町長から発言の申し出がありましたので、これを許します。 

〇町長（志村学君） 
 午前中の質疑の中で、齊藤欽也議員さんの下水道特会の排水設備改修助成金の答弁の中で、

３万円、２万円、１万円と言いましたが、初年度は３万円、２年度が１万５千円、３年度が１万

円、金額に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 引き続き、質疑を行います。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問いたします。 
 一般会計の１０５ページ、道路整備交付金事業というところの、委託料で青柳・長沢線測量

設計業務というところの、２，０５０万円という数字が出ておりますけれども、これは大椚と

アピオのところから、まほらのほうにつながるという、そこのことだと思うんですけども、こ

の２，０５０万円というところの数字は、もうすでに道はこういうふうな形で造るんだという

ようなものができていて、そこの測量ということで、見取り図というか、そういうものができ

ているんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 市川議員のご質問にお答えいたします。 
 青柳・長沢線の道路につきましては、すでに街路事業ということで、計画された道路ですけ

れども、それが途中で終わっているということで、今回、その部分を道路整備で整備していく

ということで、測量と、それから詳細設計につきまして、今回、計上させていただきました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 よく分からなくて申し訳ないんですけど、測量設計と言いましたか、というのは、先ほど

ちょっと議員の人たちと話が出たんですけど、道を造るときというのは、安全とか、いろんな

カーブのこととか、いろいろきっと想定しながら設計をなさると思うんですが、例えば、ここ

の道に関して言えば、ちょうど土手際にずっと道が走っていますよね。市川養鶏屋さんの前の

ところの道なんですけども、私はあそこの道につなげると思っていたんですが、そうではない

よという話をちょっと聞いたので、一番、例えば、予算がかからないようにとか、あるいはど

ういう指針のもとで、その道というのは設計なさるんですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 青柳・長沢線につきましては、前々からの計画でやっておりまして、もうすでにアピオさん

のほうは整備が済んで、その道路はまほらの湯から来る道路に向いて、整備がされています。

それをまた、法線を変えるんであれば、すべて増穂地区の道路の計画を見直していかなければ

ならない。こういう形になると思うんですが、その間だけが諸般の事情で、ここまで遅れてき

たということであります。現状でいけば、観光バスがあそこまで入っていって、そこから通り

抜けできませんので、Ｕターンして帰ってくるという状況でありますし、富士川町になりまし

て、都市計画道路を通って、鰍沢病院のほうからもまっすぐ、福祉保健課へ行ける道路であり

ますから、金手・小林線が、目鼻がついた時期から、そこの整備に入りたいということであり

ますが、また、これを途中で法線を変えていくということになると、あの道路は南アルプス市

へも向かっている道路でありますから、県との協議、また南アルプス市との協議もしていかな

ければならない。また当分、道路が造れなくなるような状況になってまいりますが、もともと

の旧増穂町の計画道路を今、運用化するということでご理解いただければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 分かりました。図面があったら、またあとで見せていただきたいと思います。 
 そして、もう１つ、質問なんですが、大所高所からということなので、今回、暫定予算とし

て、今度の町長の思いを込めた予算ということで、いろんな、こういうふうな形でということ

で説明書きがされております。その中で、事業の緊急度や経費、配分等には十分、考慮しまし

たということで、いろんなご苦労をなさいながら、この予算をつくられたと思うんですけれど

も、私は子どもの医療費の助成金が中学３年まで引き上げられたとか、あと子宮頸ガンのワク

チンの接種のところも、かなり予算を付けていただいて、今年度の予算がぼちぼち確定できる

んだろうということで、私は非常に、今回の予算には特徴的なものがいっぱいあるなと思って

おります。 
 単純な質問で申し訳ないんですけれども、もし、普通に予算があるんであったならば、きっ

とどこの町でもやっていらっしゃるんだろうと思うんですが、できなくて、あえて富士川町は

こういうふうなものを特別に予算化するということは、どこかのお金を引っ張ってくるとか、

あるいはどこかの経費を削減して、こちらに充てるかとかというような操作をなさったのでは

ないかなと思うんですが、町長が、この政策的経費を考えた上で、こういうところに、かなり

自分は予算をつぎ込んでやったんだと。こちらのほうは、ちょっと削ったけれども、ここに特

徴づけたんだということがあると思いますので、ちょっと、そこらへんをお話ししていただき

たいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 平成２２年度の予算編成につきましては、今現在、考えられる歳入をまず確保し、そして義

務的経費、あるいは経常的経費は当然、これは計上していかなければなりません。そのあとで、
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政策的経費ということでありますが、町の基盤整備もやっていかなければならない。そういう

ものにはまた、今すぐという部分もありますけれども、優先順位をつけながらというところも

あります。この子どもの医療費の窓口無料化、あるいはヒブワクチン、そしてまた、子宮頸ガ

ンのワクチン、こういうものにつきましては、時代の要請ということもありますし、そしてま

た今回、合併をしたことによりまして、町の三役の人件費が３千万円余、余りました。そして

議会も旧増穂町１４名、鰍沢町１０名の２４名が１６名になったということで、これで２，

２００万円ほど、今までかかってきた経費がかからなくなったと。そしてまた、行政委員さん

も１つの町ですから半分になったということで、これが１５０万円ほどあります。人件費だけ

でも、職員のものは別にしても、特別職、あるいは行政委員さんの経費だけでも５，４００万

円は引いてきたわけであります。 
 それに先ほどもお話ししましたが、今、分かるものであれば、焼却ゴミの負担金が約５千万

円ほど減ってきた。まだまだ、それ以外の法令外負担金等々も、１つの町ですから、今度、基

礎部分が半分になって、１町分でいいわけでありますから、そういうもので１億５千万円弱ぐ

らいは出ていると思います。これは合併の効果だと思っていただければいいですが、そういっ

たものがあります。これは１つの、富士川町になりましたから、今後もそれは、そんな程度で

推移していくと思います。 
 ただ、歳入のほうが、景気もこんな景気ですから、先行きがなかなか読めないわけでありま

すけども、２２年度の予算編成にあたりまして、そういった今、地域から強い要望のある、そ

ういう部分については十分、措置できるということから、何を削ってということではなくて、

それは合併した効果によって、今までできなかった、こういうものの、こういうふうにサービ

スがまわると、ご理解いただければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、富士川町は新しくなって、合併の効果というものに町民は、非常に飢えているんですね。

何がよくなったかというのは、形で見えるもの、今、説明していただきましたので、私も町民

の方々に、こういうところで合併の効果が出ているんだよということをアピールしていきたい

と思います。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 数点だけ、ちょっと確認したいことがありますので、お願いいたします。 
 一般会計予算ですけれども、ページでいきますと、まず４６ページの上からですと、負担金

補助及び交付金の欄ですが、４６ページのほうで、補助金の欄で、一般コミュニティ助成事業

と、それからその下の地域づくり推進事業、これは具体的にはどんなものなのか、ちょっと確

認をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 ただいまの質問にお答えします。 
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 一般コミュニティ事業ですけども、これは宝くじのお金をまわしてもらっていただいて、つ

くるということで、今年度の場合には、長沢区の放送設備に使わせていただきます。今まで、

長沢地区の放送設備が老朽化したということで、そういう要望がありましたので、この事業を

そこに充てさせていただくということです。一般コミュニティですので、住民の方々が押しな

べて、ここを使っていただくというふうな、協働のまちづくりみたいなものに使わせていただ

いております。 
 それから地域づくり推進組織事業のことでありますけども、これは各地区の自治組織や広域

的な活動を行う団体が、自主的な取り組みを行うために使っていただく事業ということで、例

えば地域活性化につながるもの。あるいは、住民の生きがいや、それから安全だとか福祉の向

上、こういうものに使ってもらうために、予算化してあるものです。 
 昨年の中で１、２点、ちょっと具体的なものを申し上げますと、米地区で米フィールド

ミュージアム事業というものをやりまして、ちょっと新聞にも出たかと思いますけども、米

の遺跡等を自分たちの手で看板を使って、そこをたて歩いたりとか、それからそういうものを

するには、そういう歴史的なものも勉強もしなければいけないということで、勉強をして、そ

の看板を立てて、その遺跡を守っていこうとか、文化財を守っていこうとかというふうなもの

です。 

 もう１点は、小林にまほらの郷、鷹座巣、小林、八幡太鼓というものがありまして、これは

地域の人たちがみんなでやって、子どもから大人までやっているんですけども、たまたま１０周

年を迎えたということで、少し皆さんを誘って、いろんな形でやりたいということで、１０周

年の記念をやりましたので、それらにこの事業を使わせていただきました。また、この事業が

議会の中で通った段階では、また区長さんたちにもご説明をしながら、補助金を有効的に使っ

ていただくようなことをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 分かりました。次に４７ページ、次のページですが、公共施設、光ケーブル、引き込み工事

等ありますけども、これは前に企画課から説明を受けた地域情報基盤整備という考え方でよろ

しいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 これは、前に暫定予算でご説明をした光を平林、それから小室のほうへいく事業とは、また

別の問題です。これは、この光ケーブルを引きますので、併せて、この工事をやりたいという

ことで、今、増穂町の中には、公共施設に光ケーブルがいっていないところが何カ所かありま

す。そこへ、光を引きたいと。一緒にやることによって、多少は安くできるということがあり

ますので、例えば光を役場から平林へ引くのに、途中、第一保育所とか、その向こうに児童館

がありますけども、ああいうふうなところへ引くと。 
 具体的に引く個所でございますけども、上水道事務所、それから保育所、第一、第二、第三、

それから小室山の保育所、それから先ほど言いました北児童館、それから光がいく南小学校と

西学校、この計８カ所へ光のケーブルの引き込みをしていくというための工事であります。 
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 以上です。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 よく分かりました。 
 次に一般会計、１１２ページですが、使用料及び賃借料ですか、そのところで、暫定予算の

ときにあって、今回、入っていないというのが、住宅管理システムリース料というのが、今回、

入っていないんですが、これはちょっと確認したいんですが、よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 井上議員さんのご質問にお答えいたします。 
 機械の借上料のところを３１万５千円、減額をしておりまして、あと委託料のところ、この

１４節のほうの機械借上料のほうから、住宅管理システム保守料ということで、委託のほうに

更正させていただきました。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 もう１つ、１４５ページ。これもやはり、使用料の部分ですけれども、これも暫定で入って

いて、今回入っていないというのは、招待作家展というのが暫定のときに入っていて、今回、

入っていないので、そのへんの確認をしたいと思います。お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 
〇生涯学習課長（望月親人君） 

 それでは、井上議員の質問にお答えします。 
 これにつきましては、暫定で計上させていただきましたけども、その後、課内での検討の結

果、招待作家につきましては、今年度、実施しないということで、補正減のほうをさせていた

だきました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 よく分かりました。 
 あと特別会計の部分なんですが、中身のところではなくて、特別会計で財産区、３つの特別

会計がありますけれども、これはすべて鰍沢地区の財産区ということで、旧増穂地区に同じよ

うな、町長が管理者である財産区がいくつあるのか、分かりましたら教えていただきたいと思

います。お願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
 

 １５５



〇農林振興課長（井上修君） 
 増穂町にある財産区の数ということですね。はい。増穂町で、条例には載っていない財産区

というのは、八町山恩賜林の財産区と、それから平林の戸山の財産区、それから奥仙重ですね、

この３つがうちのほうにはある形になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 今のは、財産区というよりも保護組合ということですね。財産区と同じような意味になるで

しょうけども、もう１つ、立石山は財産区として。高下地区。それはないんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 立石山については、地元で直接、県のほうへの管理会的な申請をしておりまして、表には出

ていないという状況になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 以上をもって、議案第１０号から第２８号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３０ 議案第１号 富士川町副町長の定数を定める条例についてを議題とします。 

 これから、議案第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 議会開会日、６月１２日ですけれども、私は議運には入っておりませんが、早朝、議運が開

かれたということです。その後の全員協議会で、委員長からの報告によりますと、副町長の定

数を定める条例について、質疑のあと討論・採決までやるという日程変更が伝えられました。

私はそのとき、あれっと思ったんですけれども、議運で決定したことだからということで、そ

の場でみんな従いました。理由は、最終日に副町長の人事案件を提出するからだということで

した。 
 確認をいたしますけれども、これは日程変更までして、討論・採決するということは非常に

異例なことであります。異例なことまでして、最終日に副町長の人事案件を出すおつもりであ

るというふうに理解してよろしいでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 議案第１号の富士川町副町長の定数を定める条例について、今議会に提案をいたしました。

この条例につきましては、合併協議会の中で、新町においても副町長の定数を定める条例を置

くと。これは旧鰍沢町にはありませんでしたが、旧増穂町の例によって置くということで、合

併協議会の中で調整方針を示していただいております。そして、この条例につきましては、３月

８日の町長職務代理者が専決処分にするには馴染まない条例でありますので、また臨時議会に

提案する条例にも馴染みませんので、今定例会に提案させていただいたものであります。 
 そして、これは副町長を置く場合に、その人数を定めておくという条例であります。そして

副町長も法的には置くのがいいということで地方自治法の中もなっていまして、置く場合には

人数を定めると。また本町におきましても、いつでも置ける状態にしておきたいということで、

今議会にお願いをしたところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私の質問は、最終日に人事案件を出すということで理解してよろしいですかという質問をし

たわけですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 置くことができる条例を定めておきたいということであります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 それでは、もし人事案件を出す場合には、過日の議会の中の申し合わせ事項で、人事の同意

には従来、質疑・討論はなかったわけですけれども、前もって、その人の経歴なりなんなりが

分からないと、全然、知らない人を判断するというのは無理ではないかということで、事前に

どういう人なのかということを、文書で知らせてもらうということをお願いするというふうに

なっているわけですけれども、それはやっていただけるわけですね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 旧増穂町におきましても、旧鰍沢町におきましても、人事案件を出す前には事前に議運、あ

るいは全員協議会でどういう人物かはお話をしていると思いますし、これからもそういう手順

は踏んでいかなければならないと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 もし、先ほど出すのか、出さないのかという質問にお答えしていただけなかったわけですけ

れども、もし、ここで、６月議会で出すから急ぐんだというお話で、議運としては決めました。

もし、これが出されない場合は、本来、従来どおり討論・採決は最終日にするというのが筋で

はないかと思いますけれども、それは日程の変更はないということで、私としては最終日に人

事案件を出すということで、理解しています。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 私は、この議案第１号について、副町長の定数を定める条例を置くということに対して、私

は賛成であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 質疑です。 
〇１２番議員（小林進君） 

 質疑ですか、はい。これは先ほど町長が言ったように、合併協議会の中でも、そういう話し

合いの中において、旧増穂町においても定められていることがあったことは事実でございます

ので、決して、ここで出すことがうんぬんという問題ではなくて、制定はすべきだと、私は思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 今、町長の答弁を聞きまして、あれっと思ったんですけれども、合併協議会で、増穂の条例

に準ずるということなのでということで、お話しされましたね。私は、合併の説明会がありま

した。各区をまわりました。そのときに、たしかに新しい富士川町の体系図の中には、副町長

というところが載っていたんですね。私は、そのときに会場にいました。その会場にいたとき

に、この副町長が体系図に載っているんですけれども、これはもう決まっていることなんです

かという質問を町長にしました。私は何カ所か、その説明会に行きましたけれども、必ず、そ

の質問は出ました。そのときに、その質問された、いろんな方は、どうも、その質問の裏には、

それは置く必要がないんではないかみたいな、そういうふうなニュアンスを持って町長に質問

したように思っています。そのときの町長のお答えは、こうだったんですね。いや、これは決

まっていません。増穂町の条例に準ずるということになっているので、とりあえず載っていま

すが、それはそのときの町長と議会が決めることですと、こういう回答だったんですね。私も、

そういうことなのかというふうに理解しました。それは公の場で、町長がそういうふうにおっ

しゃったので、合併協議会でいくら、準ずるということになっていても、それはときの町長、

そのときの議会がそれを制定して、副町長まで置いて、すぐ執行できるようにするのかどうか

ということを決めるということなのかなと思ったんです。 
 今度は、質問に移ります。私は、志村町長は、今、とりあえず定数を定めておくということ

を今回、提案したんだと。そのとりあえずということが、私にはよく分からないんですね。も
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ちろん、副町長を置くということは自治法で決まっていまして、そしてそれを条例で定数を決

めると。自治法では、置かないこともできるということですね。条例でわざわざ、その定数の

ところは条例で決めるということは、そこは議会と町長の審議がそこに必要だということで、

条例というところで、それをクリアしようと。要するに、みんなの同意をとって、副町長を置

くということも、置かないということも、議会と執行部で話し合いを詰めながら決めるんだと、

こういうふうに、私はこの自治法も条例も理解しているんです。 
 今回、町長がそんな形でご提案されたんですけれども、私は、志村町長は副町長を置かなく

ても、十分、やっていけるというふうに思っています。過去の志村町長の実績を見ても、日ご

ろの・・・ここは聞きたいんですけど、私はどうしても今回、志村町長は、この条例をこの時

期にお出しになったことが納得いかないんですね。志村町長が、副町長が必要だという理由を

聞かせていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ただいま、お褒めの言葉もいただきまして、ありがとうございました。 
 私も今は町長職を拝命し、一生懸命やっています。これからも一生懸命やっていくんですが、

未来永劫、私がずっと生きているわけにもまいりませんし、この富士川町はしっかりとした町

の体系をとっていかなければならないと思っています。 
 この副町長を定める条例を置こうというのは、先ほど来、言っていますように、合併協議の

中で、合併協議会は合併する前にどうしよう、合併時にどうしよう、合併したあとどうしよう

という、調整をしていただいている会議であります。これは、今日おられる議場の中からも、

旧増穂、旧鰍沢の代表として４名の方に入っていただいて、そして両町で１２名ずつの委員さ

んを出して、合併の前に、そして合併時に、合併後にということを決めていただいた部分であ

ります。 
 そのときも、先ほど来、言っておりますように、新町においても副町長は、置ける条例を定

めようと。置くとか、置かないとかではないですよ。副町長の置ける条例を定めようと。そし

て、その場合は定数を１にしようというのが、合併協議会で決めていただいたことであります

ので、私は合併協議会の調整方針を基本に町政を進めてまいりますので、そうでなければ、合

併協議会で決めたことが、みんな反古にされてしまったんであれば、それはなんのための合併

協議だったのかということになりますので、副町長を置くとか置かないというのは、これはあ

との話でありまして、今は置くことのできる条例を定めておきたいと。そして定数は１に、合

併協議会で決めていただいたとおり、１と定めておきたいと。そして、これを私のほうから、

今議会の冒頭で議決をしておいてほしいといったのは、いつでも置ける状態に一日でも早くし

ておきたいから、お願いをしたところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 そこがちょっと分からないというか、見解が違うのかもしれませんけど、私は条例というの

は、その必要に応じて条例は改正できたり、制定できたり、廃止できたりすると。それが条例

だと思っているんですね。だから今回、とりあえず、あるいはいつでもというのではなくて、
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そこに必要性があれば、その条例を議会で審議して、それを定めると。それが筋なのではない

かと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、副町長を置く場合には、また議会のほうに人事案件を出しながらお願いをしなければ

なりませんけども、副町長の定数を定める条例を定めておきたいということでありますので、

１人という定数を定めておきたい条例をつくっておきたいということでありますので、副町長

を置くか、置かないかという、置くときは人事案件を出します。今回は、副町長の定数を定め

る条例を定めておきたいということでありますので、この条例とイコール副町長に、どうも勘

違いをされている部分があるんではないかなと思います。前回の６月の臨時議会のときにも、

ちょっと、そんな噂を私も耳にいたしましたが、条例がない以上は、その噂は根拠のない噂と

いうことです。今回、この定数を定める条例を定めておきたいということで、ご理解をいただ

ければと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 質問を終わりますけれども、その変な噂というのはよく分かりませんけども、ただ私が思う

のに、副町長を置くということで、定員を定めるというふうに解釈しております。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、質問したいと思います。 
 先ほどからお伺いしていますと、まず１点、なぜ、今ここで、この条例を制定しておきたい

のか、この理由がいまいち、私にはピンとこないと。先ほど、これは合併協議会で置くという

話をしたんだよと。その条例を定めるときには、定数を１にしましょうと。そして、ただし臨

時議会で専決するものとしては、ふさわしくないと。臨時議会においては。だから、そのとき

には出さなかったんだよと。聞いていまして、合併協議会で決まって、ただ置くだけだけども、

しかし議会の議決をもらわなくてはならないと。これはちゃんと審議しなくてはいけないから、

臨時議会ではなくて、今回の議会だと。これは、今ここで置くということではなくて、いつで

も置けるようにしておきたいんだと。これもいまいち、よく分からない。 
 何が分からないかというと、それだけ重要な案件だというふうに町長が認識しているのであ

れば、例えば臨時議会のときにですよ、専決のものとは別の意味で、そこで審議してもいいだ

ろうと。それと合併協議会で決まっていると。決めたんだよということであれば、あえて、新

しくなった議員さんたちに提示する必要もないんだろうなと。だけども、これは自治法もある

かなということなんだろうと思います。 
 もう１つ、その必要なんだよというけども、今、置くんですかという話をしていたら、どう

も、今、置くということではないんですよというお話をされた。では、今、置かないのに、な

ぜ、こんなに急いでやるのかなということで、私は非常にたくさん疑問を持っています。そし
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て、まず、そこについて、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町の副町長の定数を定める条例につきましては、合併協議会で、そういう調整方針を

決めていただいたと。合併協議会が置く、置かないの条例は定められませんので、今議会に提

案をさせていただいているところであります。そして、これは合併協議会で決めてあったから

ということで、職務執行者が専決するものにもなじまないし、臨時議会にあえて出すほどのも

のでもない。ただ、そうは言いましても、この定例会、直近で最初の定例会ですから、この定

例会に出して、そしてまた、いつでも、この条例が行使できる状態にしておくのが、私は一番、

正しいんではないかなと思いまして、冒頭での議決をお願いしたところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私は結論から言うと、今、制定するというのは反対なんですけども、自治法では副町長を置

けますと。これは地方分権の中で、助役が廃止になって、町長の荷も重いだろうということも

配慮して、ある程度、置けるような、しかも権限も、いわゆる前の助役さんとは違った形で、

かなり町長の代理としての権限も付与するということで制定されました。 
 ただし、そこには、いろんな事情があるだろうから、ちゃんと議会に縛りというものをもら

いなさいと。判断をもらいなさいと。そのために、置けるという条例の一方に、それをするに

は定数を定めなくてはいけないという、ここに議員さんたちの、地域の二元代表制の意味を大

きく持たせて、議員さんたちにちゃんと判断してもらいなさいよという縛りをつけたのが、こ

の条例の定数、数を定めるという、この条例だと思うんですよね。今、各市町村、特に市川三

郷なんかもそうですけども、合併されて財政が厳しいという中で、条例があっても、町長、副

町長を置かないとか、あるいはあえて、行政改革を進めていく意味合いを持って、町民に対し

て置きませんという、わざわざ、そんな条例までつくって、各自治体は一生懸命努力している

と。たしかに町長は、それぞれ皆さん大変だと私は思いますけれども、一生懸命そうやってい

る。この町も、今、合併したばかりで、皆さん、町民は行政改革をやってほしいんだよと思っ

ている中で、置かないといいながら、いつでも置けるようにしたいという、そして、それをな

んとか可決してほしいという、これが私には非常に理解できないんですけども、そういう流れ

の中で、あえて、再度、まだ置く必要があるのかどうか、私は疑問に思っているんですけど、

どうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 先ほど来、言っていますように、副町長の定数を定める条例を定めてほしいということです。

地方自治法では置くことができると。置く場合には、定数を定めると。その定数を定める条例

を定めてほしいと、こういうことであります。置くときには人事案件を改めて提出することに

手続き上はなると思いますけども、これは富士川町の議会の専決事項でありますので、いずれ

議会へ、この条例を提案しようと。議会の中で、ご議論を深めていただきながら、いらない、
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あるいは置けというふうなご判断になると思うんですが、私とすれば、条例がないままに、そ

ういう行動も取れませんし、そして未来永劫、私が町長職というわけにもまいりません。１期

４年の中でありますので、今後におきましても、これは私が今ということではなくて、今後、

この富士川町として、こういう条例を、定数を定める条例を定めておくのが、やはり、普通の

自治体としていいのではないかと。その根拠とすれば、合併協議会の中でも、そういうものが、

旧増穂町の例をとって、置きましょうということになっておりますので、本議会に提出させて

いただいたところです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 ３回目の質問になるので、最後に１つだけお聞きしたいんですけども、私は議員として、条

例を制定するというのは、特にこういった人事に関わる条例を制定することは、慎重でなけれ

ばならないと思っております。人事それ自体については、もう１回、議決というものが必要に

なりますけども、基本的にはその場では個人的な批判もしづらいし、町長がお決めになるもの

をそうそう、滅多やたらと否決するというのもいかがかと私はそういう立場でいますから、実

際には、今回については、この条例を置くかどうかは、非常に重要なものだろうと思っており

ます。 
 私は、先ほどから町長、何べんもおっしゃっていますけども、私、こう思います。今、置か

ないのであれば、あとでもいいだろうと。そのときの財政状況、町民の判断、必要性を議会が

ちゃんと認識して、そこで改めて出してもらって、何も、急いで今からやらなくて、その時点

でやっても十分、間に合うだろうと。だから、それでもいいんではないかと私は思っているん

ですけど、この私の考えというのは大きく、判断として逸脱しているかどうか、一言お願いし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 逸脱しているかどうかは、私が判断するものではなくて、また議会のほうでご議論いただけ

ればと思うんですが、今のご意見でありますと、また置くときに同じ議論になるんですね。な

ぜ、今だと。やはりこれは、定めておかなければならないものは、早めに定めるべきだと私は

考えておりますから、最初の定例会に提案をさせていただいたところです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 終わります。必要ないと思っています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 以上をもって、議案第１号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 まず、原案に反対者の意見を許します。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 私は議案第１号 富士川町副町長の定数を定める条例に、反対の立場から討論をいたします。 
 反対理由 
 財政の削減、無駄をなくすために合併をして、今年度の予算案は現状で１１億円もの削減が

されております。先日、齊藤欽也議員の一般質問の答弁にもあったように、町の三役、町会議

員などの報酬だけでも５，４００万円もの削減をしている中、副町長を置くことは財政を圧迫

してしまう原因になり、町民の観点から見ても納得しないはずです。財政が逼迫する中、県内

外でも副町長等の特別職を置かない市町村も多くなっております。 
 町長がお忙しいことは、よく分かっております。しかし、私たちの町には、ここにいらっしゃ

る各課長さんをはじめ、優秀な職員がたくさんいます。こんな方々が副町長の役割を果たして

いけば、副町長はいらないと私は思います。 
 本当に必要であると判断したときに再び提案すればよいし、私たち議員も、改めてそのとき

の町の状況を考え、判断すればよいと思います。それからでも、私は遅くないと思います。 
 以上の理由から、本条例案に反対いたします。 
 以上で、反対討論といたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 私は、富士川町副町長の定数を定める条例制定については、賛成の立場から討論を行います。 
 以前、旧増穂町では合併を控え、膨大な事務事業を進めていかなければならないとき、町民

の生活に支障を来たさず、より町民の納得した合併推進でなければならないものでありました。

今、新しく富士川町となり、旧町間の異なる文化・行政の中より、町民の生活文化を向上させ

るのが、市行政の使命であります。過去の文化を継承し、町民のニーズに合った、より住みや

すい地域、まちづくりを喫緊の課題として、志村町政は進んでいかなければなりません。 
 こうした中、町民の声を幅広く、より深く聞き、町政に取り入れることが大事であります。

そのために深い見識を持ち、町を知った人材が必要となります。今の本町にとっては、財政削

減とともに有能な人が大事です。改革すべきものは改革し、より発展させ、より安心して暮ら

せていけることが、町民の融和にも結びつくものと考えます。 
 合併後、行政はこれまで以上に煩雑が続くことは必至と思います。一日も早く町民が安心し

て生活できるため、町政を進めなければならない体制づくりが必要となります。そのために、

このたびの富士川町副町長の定数を定める条例の制定が不可欠であります。 
 よって、富士川町副町長定数を定める条例の制定について、賛成いたします。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に反対者の発言を許します。 
 ５番、市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 私は、富士川町副町長の定数を定める条例に反対いたします。 
 平成２２年３月８日、富士川町が誕生して３カ月が経過いたしました。そして志村町政がは

じまって２カ月弱が過ぎ、この間、臨時議会、そしてこの６月議会と慌ただしく町政が稼働し

始めております。そうした中、町民もまた、新しい富士川町に希望と不安を抱えながら、町政

を見守っているところであります。合併という大きなハードルを越え、これからが本番であり

ます。合併という手段を使って、行政も議会も共に行財政基盤の強化という大きな目的に向かっ

て、これからの富士川町をつくっていこうとしているこのとき、副町長の定員を定める条例を

制定するということは到底馴染まず、町民の皆さまに納得していただけないと私は思います。 
 合併のメリットとして、町民は人件費の削減ということを期待しております。町長もそこの

ところを強調して町民に訴え、合併を促進してまいりました。もちろん副町長を置けば、それ

なりの効果はあるでしょう。しかし、ここは町長も職員も歯を食いしばって、この山積してい

る業務をこなしていただきたい。こうした頑張りが町民に伝わり、共に足腰の強い富士川町を

つくっていこうとする協働の精神が育ってくると、私は思うのです。置くこともできるが、今、

あえて置かない。そうした姿勢を町民の皆さまに、ぜひお示ししていただきたい。今、ここで

定数を定める条例を制定することは、実際に、すぐに置かないということであっても、そうし

た行為が町民に誤解を招き、また混乱を招くことになります。 
 隣の市川三郷町、そして身延町も副町長は置かないという条例を制定しております。私はこ

の富士川町も今、それをやって、できないことはないと思います。志村町長を筆頭に、ここに

は素晴らしい職員がたくさんいらっしゃいます。副町長を置かなくても、ここにいる職員の能

力を最大限引き出すことで、今、十分、乗り切れると思っております。 
 よって、今、この条例を、ここで制定することには、私は反対いたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、私は富士川町副町長の定数を定める条例制定に賛成の立場で討論いたします。 
 もう一度、事実確認をしていきたいと思います。 
 私たち富士川町議会は、すなわち私たち１６人の議員は、５月１７日、第１回臨時会最終日

に、３月８日に専決処分された条例１９０件すべてを承認いたしました。その中には、富士川

町特別職報酬等審議会条例がありました。この条例は議員や町長、副町長の給料の額を審議す

るための審議会設置の条例でした。また、富士川町長等の給与及び旅費条例もありました。こ

の条例は、町長および副町長の給与および旅費に関する事項を定めた条例でした。この中には、

副町長の月額報酬５６万８千円、それから旅費として支払う金額についても記載してあります。

この２つの条例とも副町長の存在を前提とした条例であることは、言うまでもありません。こ

の２つの条例を、富士川町議会は全会一致で承認いたしました。 
 今回の富士川町副町長の定数を定める条例制定に、なぜ反対するのでしょうか。１月も経た

ない前に開催された臨時議会では、副町長の存在を認めた条例を承認し、今回は副町長を置く

ことは認められないというのでは、まったく矛盾した、一貫性を欠く論理ではないのでしょう

か。専決処分した条例を承認したにはしたんですけども、関連した定数設置の条例がなければ、
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この前回承認した条例は、不完全な状態であると言えます。これを完全なものにするための定

数制定の条例を、なぜ反対するんでしょうか。 
 地方自治法第１６１条では都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例

で置かないことができる。同条２項で、副知事および副市町村長の定数は条例で定めるとなっ

ております。法律で、副町長を原則的には置きなさいと、こういった条例であります。前回は

副町長の存在を認めた議会であれば、今度も認めるのが合理的な判断ではないのでしょうか。

皆さんが先ほどから、ご心配なさっておる副町長を置く必要があるか、ないか。こういった案

件は、人事議案でなされるべきだと私は考えます。人事議案は執行機関が事前に議員に説明し、

了解を得たのちに提案されるので、委員会付託を省略し、また討論もせず、採決するのを慣例

にしているのが、全国的にそういう議会が多いといわれております。これは同意の対象となっ

ている者の名誉を傷つけないためといわれております。 
 委員会制度をとっている場合、人事議案も原則として、委員会に付託して審査できることに

なっております。現在の即決主義は、透明性に欠けるといわれております。町長は同意の対象

となっている者と面接し、話をし、十分に調査することができます。しかし、議会は町長の説

明を鵜呑みにするのではなく、委員会で同意される者を参考人として出席を求め、見識を確認

することもできます。名誉やプライバシーを懸念するのであれば、委員会を議員の同意で非公

開にすることもできます。今後、実際に副町長の人事案件を出されたときに、設置すべきか、

そうでないかを、こういう方法を用いて、改めて議論すればよいことであると考えます。 
 したがって、私は富士川町副町長の定数を定める条例については、制定すべきと考えます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、原案に反対者の発言を許します。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 反対の立場から、発言します。 
 私は先ほど、町長に最終日に提案するという町長の要請を受けて、今日ここで異例の討論・

採決までやると。日程変更をしたということ。しかも、この議案に関しては、最後にもってく

るという、そこも異例だと思います。そういう対応を議会に要請してきたと。つまり最終日に

は、人事案件が出されるという前提のもとに、私は発言したいと思います。 
 それから先ほど、秋山貢議員の矛盾しているというところに関しても、私は矛盾していない

というふうに思って、発言をいたします。 
 町長は、この条例を提出するのは合併協で決めたことだというふうにおっしゃっています。

たしかにそうです。私は、地方自治法１６１条の市町村に副市町村長を置くという、この条文

ですけれども、条例自体は問題ないと思っています。しかし、今ここで条例を可決するという

ことは、議会は町民に深刻な不信感を抱かせることになるだろうと、私は大変、危惧しており

ます。 
 町長は先ほど、そのときどきで、いつもこういう問題が起きるではないかというお話をして

いましたけれども、今までのやりとりを聞いておりまして、私は町民不在ということを感じま

した。そこには、町民の意思は一体どうなっているんだろうと。議会はまず、町民の声に耳を

傾けて、正しい判断をしなければなりません。人事は、町長の専決事項となっています。専決

とは、思うままにできるということです。ですから人事案件が出されれば、議会はそれを質疑
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も討論もなく、同意という形をとっていますね。例外的に議会が反対することもあります。し

かし、それはその人物が客観的に見て、よほど問題がある場合に限ります。それ以外の理由で、

議会は反対できないのです。 
 例えば、今は必要ないから、副町長を置くという人事案に反対しますという権限は、議会に

はありません。制度的に、できないのです。だからいったん、議会がこの条例を可決するとい

うことは、その後の議会のチェック機能を放棄することにほかならないからです。 
 合併協で決めたと、先ほど来おっしゃっておりますけれども、置く条例ではなくて、定数の

条例だとおっしゃっております。定数の条例ではあるけれども、それを可決するということが

何を意味するかということであります。 
 ところで、この財政難の折、町民は副町長を置くことに理解を示してくれるでしょうか。年

間１千万円もの人件費が使われるのです。職員人事の中で行われるならばともかく、外部から

採用となったら、なおさら町民は納得しないでしょう。私がさまざまな人に聞く限り、皆さん

反対という意思表示をしています。この際、議員は、町民の皆さんに生の声をしっかりと聞い

ていく必要があると思います。 
 ちなみに、先ほどもお話がありましたけれども、近隣の町は副町長を置いていません。身延

町、市川三郷町は副町長を置かないという条例をつくっています。昭和町は、私、直接確認し

ました。条例はもともとあるけれども、この財政が厳しい折から、副町長を置くつもりはない。

ほかの職員で補っているということでした。職員が頑張って、１千万円以上の人件費は、ほか

に有効活用しているということです。予算削減への努力を、しっかり示しているものです。 
 私たち議員は、税金の適正な使い道について、行政をチェックし、町民に説明する責任があ

ります。最終日に町長は提案されると思いますが、条例だけつくっておいてもいいではないか

という説明は、議会の責任ある態度とはいえません。その理由は、先ほどから申し上げている

とおりです。ここで、はっきりと、今は置かない。でも置くべきときがきたら、改めて条例を

つくろうと、堂々と言いたいと思います。 
 私たち議員は、町民の声を議会に反映させるという、大きな役割を担っています。今まさに、

議会は町民の側に立って判断するのか否か、問われているところです。 
 私は、この富士川町にとって副町長を今、置く必要はないという立場から、そしてまた、条

例はいつでも必要なときにつくればよいという立場から、今回の条例制定に反対します。 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 （ な し ） 
 以上をもって、議案第１号の討論を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３０ 議案第１号 富士川町副町長の定数を定める条例についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 
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 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時１０分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 本日は、第１回富士川町町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第１回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほど、よろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２２年第１回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１ 諸般の報告。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の議会で一覧表として、

お手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお本日、追加案件として人事案１６件、特別委員会設置案３件、意見書案１件、閉会中の

継続調査４件が提案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第２２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例）を議題とします。 
 これから、承認第２２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、承認第２２号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第２２号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例）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２２号は原案のとおり承認することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第２号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
   日程第４ 議案第３号 富士川町育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第６号 富士川町乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例について 
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   日程第８ 議案第７号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
   日程第９ 議案第８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例について 
   日程第１０ 議案第９号 富士川町公園条例の一部を改正する条例について 

 以上の８議案は条例の一部改正案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第２号から第９号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第２号から第９号までの討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第２号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４ 議案第３号 富士川町育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第５ 議案第４号 富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第６ 議案第５号 富士川町児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第７ 議案第６号 富士川町乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 
 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第８ 議案第７号 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第９ 議案第８号 富士川町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１０ 議案第９号 富士川町公園条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１１ 議案第１０号 平成２２年度富士川町一般会計予算について 
   日程第１２ 議案第１１号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計予算について 
   日程第１３ 議案第１２号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計予算について 
   日程第１４ 議案第１３号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算について 
   日程第１５ 議案第１４号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算について 
   日程第１６ 議案第１５号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算について 
   日程第１７ 議案第１６号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算について 
   日程第１８ 議案第１７号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計予算について 
   日程第１９ 議案第１８号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算について 
   日程第２０ 議案第１９号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算について 
   日程第２１ 議案第２０号 平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算について 
   日程第２２ 議案第２１号 平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計予算について 
   日程第２３ 議案第２２号 平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計予算について 

 １７５



   日程第２４ 議案第２３号 平成２２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算について 
   日程第２５ 議案第２４号 平成２２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区特別会

計予算について 
   日程第２６ 議案第２５号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計予算について 
   日程第２７ 議案第２６号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計予算について 
   日程第２８ 議案第２７号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予算について 
   日程第２９ 議案第２８号 平成２２年度富士川町水道事業会計予算について 

 以上の１９議案については平成２２年度の予算案でありますので、一括議題とします。 
 本平成２２年度予算につきましては、去る１５日の本会議で各常任委員会に分割付託しまし

たので、各常任委員長から委員会の審査報告を求めたいと思います。 
 質疑は、各委員長の報告が終わったあとでお願いをしたいと思います。 
 最初に、総務常任委員長の報告を求めます。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、教育厚生常任委員長の報告を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 委員長、自席でお待ちください。 
 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
―――― 委 員 会 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。 
 これで、各常任委員長の報告が終わりました。 
 それでは、各常任委員長は演台へお願いします。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 すみません。教育厚生の報告書の中で、２４番の質疑のところですね。民生費の保育所総務

費、広域入所委託料３５９万１千円となっておりますけども、これは３，５９１万円の誤りで

すので、訂正をお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 これから、各常任委員長の報告に対して質疑を行います。 
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 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１０号から第２８号までの各常任委員長の報告に対する質疑を終わり

ます。 
 各常任委員長は、ご苦労さまでした。 
 自席へお戻りください。 
 これから、議案第１０号から第２８号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第１０号から第２８号までの討論を終わります。 
 これから日程第１１ 議案第１０号 平成２２年度富士川町一般会計予算についてを採決し

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１０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１２ 議案第１１号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計予算につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１３ 議案第１２号 平成２２年度富士川町国民健康保険診療所特別会計予

算についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１４ 議案第１３号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計予算について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
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 これから日程第１５ 議案第１４号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１６ 議案第１５号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計予算について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１７ 議案第１６号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計予算

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１６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１８ 議案第１７号 平成２２年度富士川町奨学金特別会計予算についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１９ 議案第１８号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計予算につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２０ 議案第１９号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計予算につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２１ 議案第２０号 平成２２年度富士川町営農飲雑用水事業特別会計予算

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２０号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２２ 議案第２１号 平成２２年度富士川町箱原農業集落排水事業特別会計

予算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２１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２３ 議案第２２号 平成２２年度富士川町鰍沢財産区特別会計予算につい

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２２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２４ 議案第２３号 平成２２年度富士川町鹿島財産区特別会計予算につい

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２３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２５ 議案第２４号 平成２２年度富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護

財産区特別会計予算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２４号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２６ 議案第２５号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計予算につい

てを採決します。 
 お諮りします。 

 １７９



 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２７ 議案第２６号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

予算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２６号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２８ 議案第２７号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計予

算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２７号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第２９ 議案第２８号 平成２２年度富士川町水道事業会計予算についてを採

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２８号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３０ 同意第１４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３１ 同意第１５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３２ 同意第１６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３３ 同意第１７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３４ 同意第１８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３５ 同意第１９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３６ 同意第２０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でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ７議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、同意第１４号から第２０号までを一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、同意第１４号から第２０号までに対する質疑を終わります。 
 これから、同意第１４号から第２０号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、同意第１４号から第２０号までに対する討論を終わります。 
 これから日程第３０ 同意第１４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１４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３１ 同意第１５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１５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３２ 同意第１６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１６号は原案のとおり同意することに決定しました。 
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 これから日程第３３ 同意第１７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１７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３４ 同意第１８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１８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３５ 同意第１９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１９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３６ 同意第２０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２０号は原案のとおり同意することに決定しました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

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

再開 午前１１時１３分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３７ 同意第２１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３８ 同意第２２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 
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   日程第３９ 同意第２３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４０ 同意第２４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４１ 同意第２５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４２ 同意第２６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４３ 同意第２７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 
 以上の７議案は、富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理委員選任の同意であり

ますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ７議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、同意第２１号から第２７号までを一括して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、同意第２１号から第２７号までに対する質疑を終わります。 
 これから、同意第２１号から第２７号までを一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、同意第２１号から第２７号までに対する討論を終わります。 
 これから日程第３７ 同意第２１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２１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３８ 同意第２２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） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、同意第２２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３９ 同意第２３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２３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４０ 同意第２４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２４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４１ 同意第２５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２５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４２ 同意第２６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２６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４３ 同意第２７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２７号は原案のとおり同意することに決定しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４４ 議案第２９号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついて 
   日程第４５ 議案第３０号 富士川町人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を求めることに

ついて 
 以上の２議案については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（望月邦彦君） 
 町長から、提案理由の説明が終わりました。 
 これから、議案第２９号および第３０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２９号および第３０号に対する質疑を終わります。 
 これから、議案第２９号および第３０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２９号および第３０号に対する討論を終わります。 
 これから日程第４４ 議案第２９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２９号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 
 これから日程第４５ 議案第３０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３０号は原案のとおり適任とすることに決定しました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４６ 発委第１号 富士川町議会地域医療を守る特別委員会設置に関する決議について 
   日程第４７ 発委第２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４８ 発委第３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 

を議題とします。 
 以上の３議案については議会特別委員会設置についての案件ですので、一括して議題としま

す。 
 はじめに、発委第１号および第２号の提出者の説明を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、秋山貢議員の発委第１号および第２号の提案理由の説明が終わりました。 
 自席にお戻りください。 
 次に、発委第３号の提出者の説明を求めます。 
 １０番、堀之内美彦君。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、堀之内美彦議員の発委第３号の提案理由の説明が終わりました。 
 自席にお戻りください。 
 お諮りします。 
 発委第１号、第２号および第３号は、質疑・討論を省略して採決したいと思います。 
 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、発委第１号、第２号および第３号は質疑・討論を省略することに決定しました。 
 これから日程第４６ 発委第１号 富士川町議会地域医療を守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１号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４７ 発委第２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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第４８ 発委第３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。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 
 ここで委員名簿配布のため、暫時休憩します。 

休憩 午前１１時３３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３５分 
〇議長（望月邦彦君） 

 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５条第１項の規定によって、お手元に

配布しました名簿のとおり、指名したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、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６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します。 
 ここで、しばらく休憩します。 

休憩 午前１１時３６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時４０分 
〇議長（望月邦彦君） 

 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。 
 富士川町議会地域医療を守る特別委員会委員長に齊藤正行君、同副委員長に市川淳子さん。 
 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、同副委員長に深

澤勝雄君。 
 富士川町議会改革特別委員会委員長に永井寛子さん、同副委員長に小林進君がそれぞれ互選

されました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４９ 意見書案第１号 社会保険鰍沢病院の存続に関する意見書提出についてを議題とし

ます。 
 意見書案第１号の提出者の説明を求めます。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、秋山貢議員の意見書第１号の提案理由の説明が終わりました。 
 自席にお戻りください。 
 お諮りします。 
 意見書案第１号は、質疑・討論を省略して採決したいと思います。 
 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、意見書案第１号は質疑・討論を省略することに決定しました。 
 これから日程第４９ 意見書案第１号 社会保険鰍沢病院の存続に関する意見書提出につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４９ 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５０ 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５１ 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５２ 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。 
 議長から、日程議案の番号の変更をいたします。 
 日程第４９と申し上げましたのは５０、日程第５０は５１、日程第５１は５２、日程第５２は

５３に変更を願います。 
 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） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全部、終了しました。 
 合併後初の定例会であり、平成２２年度の予算をはじめ提案された案件について、慎重な中

にも熱心なご審議をいただき、ここに無事閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては、議案説明、質疑、答弁、委員会にご協力い

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、その重責をまっとうし、住みよいまちづく

りのため、より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、平成２２年第１回富士川町議会

定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時５０分 
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