
 
 
 
 
 

平 成 ２ ２ 年 
 
 
 
 
 

富士川町議会９月定例会会議録  
 
 
 
 
 

平成２２年９月１０日 開会 
平成２２年９月２４日 閉会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山梨県富士川町議会 

 １



 
 
 
 
 
 
 

平成２２年 
 
 

富士川町議会９月定例会 
 
 

９月１０日 
 
 

 ２



 
平成２２年第２回富士川町議会定例会（１日目） 

 
平成２２年９月１０日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 会期決定 
日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
日程第５ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 
日程第６ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第７ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例について 
日程第８ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

１号） 
日程第９ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第１０ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第１１ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

について（第１号） 
日程第１２ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第１３ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算について（第１号） 
日程第１４ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第１５ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
日程第１６ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
日程第１７ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補

正予算について（第１号） 
日程第１８ 議案第４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について

（第１号） 
 

 ３



日程第１９ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算
認定について 

日程第２０ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定について 
日程第２１ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２２ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定について 
日程第２３ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 
日程第２４ 報告第３号 平成２１年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率

及び資金不足比率の報告について 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

１０番  堀之内 美 彦 
 
 

４．会議録署名議員 
 

 ９番  神 田   智       １１番  深 澤 勝 雄 
 
 

 ４



 
５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１８人） 
町       長 志 村  学 代 表 監 査 委 員 川 住 道 夫 
教 育 長 堀 口 広 秋 総 務 課 長 井 上  明 
企 画 課 長 志 村 廣 文 会 計 管 理 者 望 月 博 文 
財 政 課 長 齋 藤 和 彦 税 務 課 長 深 沢 茂 樹 
町 民 生 活 課 長 川住資農夫 福 祉 保 健 課 長 深 沢 和 利 
子育て支援課長 秋 山 俊 男 農 林 振 興 課 長 井 上  修 
建 設 課 長 堀 内 尚 巳 地 域 振 興 課 長 矢 崎  仁 
上 下 水 道 課 長 保 坂 繁 仁 文化ホール事務局長 秋 山 千 秋 
教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 生 涯 学 習 課 長 望 月 親 人 

 
 

６．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 鮫 田 和 博 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 秋 山  忠 

 
 
 

 ５



開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 富士川町告示第８６号をもって招集されました、平成２２年第２回富士川町議会定例会に議

員各位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２回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第２回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 今年の夏は記録的な猛暑のため、熱中症患者が急増しております。またゲリラ豪雨による被

害も全国各地で多発しました。 
 ９月に入り、朝夕いくらか過ごしやすくなりましたものの、連日、真夏日や猛暑日が続いて

おり、秋の訪れが待ち遠しい今日このごろであります。 
 このような異常気象の中、去る７月には任期満了に伴う参議院議員選挙が実施され、政権交

代後の民主党にとって初の国政選挙で、大変、注目を集めましたが、選挙の結果は参議院で与

野党が逆転し、民主党・国民新党は少数与野党となり、参議院で与党が法案を可決できない完

全なねじれ現象となりました。 
 現在、９月１４日投開票の民主党の代表選が菅直人氏と小沢一郎氏との間で、熱く繰り広げ

られています。日本の首相を、事実上決める選挙となることから、国内のみならず国外からも

高い関心が寄せられており、一日も早い政治の安定、景気の回復を望むところであります。 
 県内においても年明けに知事選、来春には県議選を控えており、各陣営の動きが活発になっ

てきているところであります。 
 甲府財務事務所が本日、発表したところによりますと、最近の山梨県の経済情勢では、全体

として雇用情勢等に厳しい状況が残る中、持ち直しの動きが進展しているとしていますが、私

たちの日常生活はまだまだ、景気回復の兆しを実感できる状態にありません。 
 富士川町も、合併して６カ月が経過したところであります。議会においては、６月定例会で

地域医療を守る特別委員会、増穂商業高校の存続を考える特別委員会、議会改革特別委員会を

設置して、町民の期待に応えるべく議論を重ねているところであります。 
 開かれた議会、信頼される議会を目指し、安全・安心なまちづくり、夢と希望の持てる富士

川町の創造を目指していきたいと思います。 
 今定例会は合併後、初の決算議会であります。各常任委員会において、増穂町、鰍沢町、富

士川町の平成２１年度決算について、審議をお願いすることになります。 
 会期も長くなりますが、議員各位におかれましては健康に十分ご留意され、活発な議論を行っ

てください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、 
  ９番 神田 智君 
 １１番 深澤勝雄君 
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。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から２４日までの１５日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から２４日までの１５日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 
 堀之内美彦議員につきましては、一身上の都合のため、本日の会議を欠席との届け出があり

ましたので、ご報告をします。 
 次に本日の議事日程、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、川住道夫代表監査委員には大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にご苦労さまです。 
 本日は議案の説明に留め、質疑につきましては、１４日の本会議で議事日程により審議をお

願いします。 
 次に８月２６日に教育厚生常任委員会、８月２３日・３１日に議会運営委員会が開催されま

した。関係議員にはそれぞれご出席をいただき、また、このほかの各種会議、行事等にも議員

各位、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。 
 ここで町長より、あいさつの申し出がありましたので、これを許します。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。一言、ごあいさつをさせていただきます。 
 本日ここに平成２２年９月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、公私ともに大変ご多忙の中をご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、

日ごろから町政推進のため、格段のご尽力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 
 さて、わが国の国内情勢を見ますと、菅首相と小沢前幹事長の一騎打ちとなった１４日の民

主党代表選は事実上、日本の次期首相を決める選挙となることから、強い関心を持っていると

ころでありますが、歴史的な政権交代から、わずか１年の政争劇には国内・国外を問わず、政

治が不安定な国との思いと同時に、選挙後の党内分裂のおそれなど、後遺症も心配されている

ところであります。 
 こうした中、政府は８月の経済報告においては、景気は着実に持ち直してきており、自立的

回復への基盤が整いつつあるが、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況にあると

発表いたしました。 
 また景気の先行きについては、当面、雇用情勢に厳しさが残るものの海外経済の改善や各種
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の施策効果などを背景に、企業収益の改善が続く中で、景気が自立的な回復へ向かうことが期

待される一方、アメリカ、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動やデ

フレの影響など、景気を下落ちするリスクが存在することに留意する必要があると。また、雇

用情勢の悪化の懸念が依然、残っていることにも注意が必要であるとしております。 
 経済社会は、現にこの先行き予想どおりに推移をしておりまして、今まさに円高、株安、デ

フレ、雇用といった問題への一刻も早い対応を求めている国民が多いのではないかと思うとこ

ろであります。 
 こうした状況に対して、日本経済連の米倉会長は新成長戦略を実施するために動くという矢

先に、代表選というのはなんたることだと述べ、またトヨタ自動車の会長も選挙のしこりが残っ

たら日本はおかしくなると危機感を示しております。 
 こうした中、政府は今日、予備費を財源とする緊急経済対策の閣議決定を行うこととしてお

りますが、疲弊した地方経済を見ますと、緊急経済対策に加えて、迅速な追加補正予算を編成

しての景気対策の上積みに期待をしているところであります。 
 ここで、町政への主な課題への取り組みにつきまして、申し上げます。 
 まず、峡南地域の医療再生についてであります。 
 救急患者を受け入れられない、地域医療に従事する医師が足りないなど、医療の崩壊が始まっ

ている峡南地域の医療問題を解決するため、峡南地域医療推進委員会において策定した峡南地

域医療再生計画を着実に推進するため、４つの専門部会を設け、必要な事項を具体的に協議・

検討することとしております。 
 この地域は峡南北部医療連携部会に属しており、救急医療の確保が最大の課題となっており

ます。それには救急医療病院に指定されております、また医療機器の整備が整っております鰍

沢病院を中核病院とする救急の重点化とともに、病診連携が大きな課題となっております。し

かし、鰍沢病院はいつ売却されるのか。また存続したとしても、二次救急医療提供病院として、

救急患者を常時引き受ける体制が整えられるのか。また基本的な診療に加え、産科や麻酔科、

眼科など地域に必要な医療を提供する病院として体制が整備されるのか、現状では中身がまっ

たく見えていない状況であります。 
 そこで、この地域にはどういう医療が必要なのかを考え、そのための医師や看護師の確保を

どうするのか。地域に合った医療の提供体制をどうしていくのかなどを、しっかり協議・検討

するため、峡南北部医療連携部会のメンバーである市川三郷町、富士川町の町長、両郡の医師

会長、両町に存在する３病院の院長、それに両町の町議会および民間の有識者に加わっていた

だき、地域医療体制調査検討委員会を設置することといたしました。 
 自立した病院経営が理想ではありますが、自立できない場合は地域に本当に必要な医療基盤

はなんなのか。調査検討委員会では、北部地域の医療の実態と問題点を把握した上で、地域医

療の再生に向けた医療体制の改善方策を検討していくこととしております。 
 次にヒブワクチンおよび子宮頸ガン予防接種費用の助成と、子ども医療費の窓口無料化につ

いてであります。 
 ６月定例会でご議決をいただきましたヒブワクチン、子宮頸ガン予防接種費用に対する助成

および子ども医療費を中学校３年生まで無料化する事業につきましては、医師会や医療関係機

関等との協議が整いまして、順次、実施をしてきているところであります。 
 ヒブワクチンにつきましては８月１日から実施し、これまでに８名の利用がありました。保
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護者からの相談も多く、今後さらに多くの利用が見込まれているところであります。 
 子宮頸ガンの予防ワクチンについては、８月２日からの受付を開始するにあたり、小学校６年

生と中学校３年生１５６名中１１９名に助成券を交付いたしました。また１５歳以上の方につ

いても、５８名の方から申請を受け付けたところであります。 
 子どもの医療費の窓口無料化につきましては、９月１日の診療分から県内医療機関での中学

校３年生までの窓口無料化が可能となっております。 
 次に、町営バスの路線延長についてであります。 
 現在、十谷から鰍沢病院まで、毎日運行しております町営バスを鰍沢病院から役場本庁舎、

増穂文化ホールを経由して、福祉保健課、社会福祉協議会があるまほらの湯までの間、日曜日

を除く１日２往復の延長について、陸運事務所との協議を進めてまいりましたが、このたび協

議が整いましたので、１０月４日より運行開始ができるよう準備を進めているところでありま

す。併せて、鹿島地区の旋回所に待合室を設置することとしたところであります。 
 次に、水辺プラザ整備についてであります。 
 富士川大橋の下流の５ヘクタールに、国土交通省とともに整備を進めておりました富士川親

水公園が完成をいたしましたので、８月３０日にオープニングセレモニーを行い、早速グラウ

ンドゴルフ、ターゲットバードゴルフなどにご利用いただいているところであります。残る

１０ヘクタールにつきましては、整備計画を立てながら、中部横断自動車道の富士川橋の完成

後に整備していきたいと考えております。また富士橋の上下流域に計画しております水辺プラ

ザにつきましては、ＮＰＯ団体が富士川川下り構想を持っていることから、この事業の実現の

可能性等を判断する中で、カヌーや川下りの乗船所としても対応できるよう検討してまいりた

いと考えております。 
 最後に、新町発足記念と１周年に向けた取り組みについてであります。 
 富士川町誕生から早半年が経過いたしましたが、ここまで大きな問題もなく、スムーズなス

タートが切れたのも、町議会の皆さまをはじめ町民の皆さまの新町に対するご理解とご協力の

賜物であり、心から感謝を申し上げます。 
 今年度は合併を記念した事業として、文化ホールにおいて１０月３１日に八代亜紀ふれあい

コンサートを昼・夜の２回公演。１１月２７日に、武田鉄也率いる海援隊トークアンドライブ

の２つの記念事業を計画しておりましたが、このたびテレビ東京との調整が整い、明年１月

３０日に「開運なんでも鑑定団イン富士川」として、出張鑑定大会が開催されることが決定い

たしましたので、これも合併記念事業として広く町民の皆さまに呼びかけ、鑑定依頼品の募集

を行っていくこととしております。 
 また明年３月８日には合併１周年を迎えることになりますが、富士川町のシンボルとなる町

の花、町の木を制定いたしたく、現在、募集を行い、合併１周年記念式典の場で発表してまい

りたいと考えております。 
 なお、今定例会には報告案件１件、承認案件２件、条例改正案件２件、補正予算案件１１件、

決算認定案件５件、合わせて２１件の議案を提出しております。 
 提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審議の

上、ご議決あらんことをお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
   日程第５ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 

 以上の２議案は承認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） 
 次に、承認第２４号および第２５号の補足説明を求めます。 
 まず、承認第２４号の補足説明を求めます。 
 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 
 それでは承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて、補足説明を

させていただきます。 
 先に議員の方々には一度ご説明をさせていただいて、ダブるところもあると思いますけども、

改めてご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 富士川町過疎地域自立促進計画（案）の概略をご説明いたします。 
 今回の計画は、平成２２年３月に過疎地域自立促進特別措置法が改正になり、計画期間が６年

延長になったことから、旧鰍沢町の過疎計画を踏襲する形で数値の見直しや旧町からの引き継

ぎ事項などを中心に見直しをしたものであります。 
 それでは、計画書の表紙をお開きいただきたいと思います。 
 まず１枚まくっていただきまして、はじめにというところがございます。 
 計画策定の趣旨を記載してあります。平成２２年３月８日、増穂町と鰍沢町が合併して、富

士川町が誕生しました。過疎地域自立促進特別措置法第３３条第２項の規定により、旧鰍沢町

の地域を過疎地域とみなすことを位置づけております。 
 続いて、目次が４ページにわたりますので、４ページまくっていただきまして、下のほうの

１ページ、ここからご説明をさせていただきます。 
 基本的な事項となります。ここでは町の概要、過疎の状況などを記述し、富士川町全体を表

現し、鰍沢地域の状況を説明させていただいております。 
 ２ページをご覧ください。 
 これまでの過疎対策の実施状況を記載してあります。まず産業の振興は、中山間地域の活性

化のための施設、具体的にはつくたべかんや塩の華、観光施設として大柳川の渓谷歩道の吊り

橋などを整備いたしました。 
 交通通信体系の整備では、町道・農道・林道などのほか防災行政無線の整備、情報通信網と

して公共施設の地域イントラネットを整備いたしました。 
 次に生活環境の整備では簡易水道施設、下水道施設の整備、消防施設、そして詰め所、消防

ポンプ自動車、貯水槽などを整備いたしました。 
 次に高齢者等の保健および福祉の向上では、福祉施設としてふれあいプラザ、福祉センター
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の大規模改修などを行いました。教育振興では小学校校舎の耐震化、地区公民館の整備を行い

ました。集落の整備では桜新町、鬼島地区へ宅地分譲を行いました。 
 続きまして、４ページ、５ページをご覧ください。 
 ４ページ、５ページには人口の推移を記載してあります。左のページの数字は、国勢調査の

旧増穂町と旧鰍沢町の数字を合算した数字となっております。 
 右のページでありますが、右のページには旧鰍沢町地域分が載せてあります。 
 なお、その表の平成２年の過疎に指定されたときの要件は、一番最初、旧鰍沢町は平成２年

に過疎に指定されております。このときの要件といたしましては、昭和３５年７，５６２人の

人口、それと昭和６０年の人口、ここでいいますと５，２８３人、人口を比べますと３０．１％

の人口減少率となっております。 
 当時、過疎の要件としては、人口減少率が２５％以上ということですので、３０．１％、こ

のときの数字を使って、平成２年に過疎に指定されたということになります。 
 続きまして、６ページ、７ページをご覧ください。 
 この６ページ、７ページは住民基本台帳の人口、産業別人口の動向を記載してあります。 
 続きまして、１０ページをご覧ください。 
 １０ページにつきましては、市町村の財政の状況として、旧鰍沢町の平成１２年、それから

１７年、平成２０年度を掲載してあります。内容については、歳入歳出等でございます。 
 続きまして、１１ページをご覧ください。 
 １１ページは、地域の自立促進の基本方針を記載してあります。これから先、この基本方針

のご説明をさせていただきます。 
 本来ですと、総合計画に基づき記載するところでありますが、まだ総合計画がございません

ので、合併協議において策定しました新町まちづくり計画の６つの項目を中心に記載してあり

ます。６つの項目、豊かな人材と文化を育むまちづくり、健康ですこやかな笑顔が溢れるまち

づくり、安全・安心で生活の質が高いまちづくり、力強い産業と魅力に溢れたまちづくり、活

力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり、みんなで考え一緒に築くまちづくりというふうな

ものを中心に記載をしてあります。 
 続きまして、１２ページをご覧ください。 
 １２ページには、項目ごとの基本方針を記載してあります。 
 まず、産業の振興です。産業の振興では、既存の地域資源を活用し、交流人口を増加させる

こととし、中部横断自動車道の全線開通を見込んで、東海地方の観光客を誘致することを、促

進することを近隣の市町村との連携により観光ルートの確立、それから交流メニューの開発な

ど、新たに加えてございます。 
 続きまして、交通体系の整備でございます。 
 道路網の整備、災害に強い道づくりなどを中心に、高齢者の交通手段の確保として、コミュ

ニティバスやデマンドバス交通の導入などを検討することとしております。 
 続きまして、１３ページをご覧ください。１３ページの生活環境の整備でございます。 
 地域防災力を確保するため、自主防衛組織を確立させ、要援護者の救助や救出が円滑にでき

るよう、また災害に強いまちづくりを推進することとしております。 
 次に、高齢者等の保健および福祉の向上でございます。 
 ここでは、高齢者の生きがい対策に力を注ぐことや児童母子福祉対策として、すべての児童
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が心身ともにすこやかに成長できるよう、子育て支援を充実させることとしております。 
 続きまして、１４ページをご覧ください。 
 １４ページは、集落の整備でございます。集落の整備はコミュニティ活動を推進するため、

自治組織の活動を支援する施策を展開することとしております。 
 続きまして、１５ページをご覧ください。 
 １５ページには、計画の期間が記載してあります。平成２２年４月１日から平成２８年３月

３１日までの６年間とします。この間の計画ということであります。 
 次に、１６ページをご覧いただきたいと思います。 
 この１６ページからは、それぞれの項目の具体的な振興策となります。ここからは、それぞ

れの項目における主な事業をご説明させていただきたいと思います。 
 まず、ここの２６ページをご覧いただきたいと思います。 
 ２６ページに、産業の振興における主な事業が記載してございます。基盤整備の関係が２件、

それから観光、またはレクリエーション関係の施設整備等が６件、記載してございます。 
 続きまして、３２ページをご覧ください。 
 ３２ページには、交通通信体系の整備における主な事業が記載されております。町道は１４路

線です。それから林道が２路線、それから防災無線、町営バス、デマンドバスおよびデマンド

バス交通運営事業等が記載をされております。 
 続きまして、４１ページをご覧ください。 
 ４１ページには、生活環境の整備についての項目、主な事業が記載されております。ここで

は消防施設が５事業、それから清掃事業等が記載されております。 
 続きまして、４８ページをご覧ください。 
 ４８ページには、高齢者等の保健および福祉の向上における主な事業が記載してございます。

ふれあい事業等、４事業が掲載されております。 
 続きまして、５０ページをご覧ください。 
 ５０ページは医療の確保における主な事業として、いきいき健康づくり事業等、４事業が掲

載されております。 
 続きまして、５４ページをご覧ください。 
 ５４ページには、教育の振興における主な事業として、体育施設等の整備ということで３事

業が掲載されております。 
 続きまして、５６ページをご覧ください。 
 ５６ページには地域文化の振興等における主な事業として、まちづくりイベントということ

ですけども、文化公演会などの事業でございます。これらが記載されております。 
 続きまして、５７ページをご覧ください。 
 集落の整備における主な事業でございます。集落の菜園等でございますけども、３事業が掲

載されております。 
 続きまして、５９ページをご覧ください。 
 その他地域の自立促進に関し、必要な事業ということで、地域づくり推進組織育成事業等の

事業が掲載されております。 
 ６１ページをご覧ください。 
 ６１ページには、過疎地域自立促進特別措置法分として、橋梁点検調査、デマンドバス交通
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など、ソフト事業の３事業が掲載されております。 
 以上、この事業を取りまとめると、この６年間の中で、３６億５，７００万円の事業となり

ます。これにつきましては、前回の説明の折に、内容等についてはご説明をさせていただいて

おります。 
 以上でございます。この計画は、旧町から引き継いだ課題をもとに想定される、すべての事

業を記載してあります。事業を施行するにあたりまして、予算の段階で、またこの議会のほう

へ、こういう事業をしますというようなことで、お諮りして、審議をいただくことになってお

ります。 
 また、総合計画が確定しました時点で、内容等に見直しがある場合には内容等を見直し、計

画の変更をすることとしております。 
 なお、計画の変更の場合には、またこの議会のほうへ上程して、承認を得るということにな

りますので、よろしくお願いします。 
 以上、富士川町過疎地域自立促進計画の概要について、ご説明をさせていただきました。 
 よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、承認第２５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） 
 承認第２５号 核兵器廃絶平和宣言都市について、宣言文の朗読をもちまして、補足説明と

させていただきます。 
 核兵器廃絶平和都市宣言、世界の恒久平和と安全を実現することは人類共通の願いである。

しかしながら国際社会においては、武力紛争が絶えず、とりわけ核兵器の存在は世界平和に深

刻な脅威を与えている。 
 わが国は世界唯一の被爆国として、再び、あの広島・長崎の被爆者の苦しみを絶対に繰り返

してはならない。さらに恒久平和主義を町民生活の中に生かし、暮らしと自然が輝く交流の町、

豊かな自然に恵まれた富士川町を次の世代に継承していかなければならない。 
 富士川町は真の恒久平和を実現していくため、戦争の悲惨さと核兵器廃絶を強く訴えるとと

もに、非核三原則の完全実施を願い、ここに核兵器廃絶平和都市を宣言する。 
 平成２２年９月１０日 

富士川町 
 以上です。 

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６ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第７ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例について 
 以上の２議案は条例の一部改正でありますので、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） 

―――― ２議案の提案理由朗読説明 ―――― 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第３３号および第３４号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第３３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３３号の補足説明をさせていただきます。 
 今回の改正につきましては、現在、町営バスの運行は旧鰍沢町エリアの十谷観光駐車場から

鰍沢病院までの運行となっておりますが、合併に伴い、町民の利便性を図るため、運行エリア

を旧増穂町まで拡大し、鰍沢病院から富士川町役場前、増穂文化ホール前を通り、まほらの湯

まで、運行路線を片道４．４キロメートル延長するために改正するものでございます。 
 増穂町町営バス設置条例の一部を改正する条例 
 富士川町町営バス設置条例の一部を次のように改正する。 
 第３条中の表中の改正でありますが、運行路線を十谷まほらの湯線に、終点をまほらの湯と

し、また運行距離を１７．９キロとする改正であります。 
 第５条中の改正は、路線面を十谷まほらの湯線とする改正であります。 
 次に第７条中第２項の中の改正でありますが、運行路線の延長に伴いまして、新たにバス停

留所を５カ所、増設するための改正であります。 
 別表中の改正でありますが、運行路線の延長に伴う町営バス運賃表の改正であります。運行

距離の拡大により、従来の最高運賃４００円から１００円アップしまして、５００円としてお

ります。 
 附則でございます。この条例は平成２２年１０月４日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第３４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） 
 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて、補足説明をさせていただきます。 
 人事院勧告によりまして、国家公務員の勤務時間を１日８時間から７時間４５分にするよう

に勧告がなされ、２１年の４月より国家公務員は１日８時間から７時間４５分。１週間４０時

間を３８時間４５分に勤務時間が改定されました。県職員も２２年、本年４月より国家公務員

に準じた措置をとっております。今回、富士川町職員の勤務時間等につきましては、国・県に

準ずる改正でございます。 
 それでは富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例、３条まで

ございますけども、ご説明をさせていただきます。 
 第１条の部分でございますけども、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。これも今、ご説明申し上げましたように、４０時間を３８時間
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４５分に改めるものでございます。 
 同条第３項中、１６時間を１５時間３０分とありますけども、これは再任用職員等による短

時間勤務の時間の変更でございます。 
 第２条になりますけども、富士川町職員の給与条例の一部を改正するという部分でございま

すけども、これも８時間が７時間４５分という部分でございますけども、この中の１６条中、

８を７．７５に改めるという部分がございます。この部分は日額より時間給を算出するための、

除する値でございまして、今までは８時間でございましたので、８で割ったんですけども、今

回は１日の勤務時間が１５分短縮という部分の中で、７．７５ということでございます。 
 続きまして、第３条でございますけども、富士川町職員の育児休業等に関する条例の一部の

改正という部分でございます。 
 ご承知のように育児休業中、育児短時間勤務職員の勤務時間の割り振りの変更でございます。

これの部分でございましても、１日の勤務時間が１５分短縮されたということの中で、変更に

なっております。 
 この条例は、平成２２年１０月１日から施行するということでございます。 
 よろしくご審議をお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 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３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第１号） 
   日程第９ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１０ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１１ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算について

（第１号） 
   日程第１２ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算について（第１号） 
   日程第１３ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算について

（第１号） 
   日程第１４ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１５ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１６ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１７ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
   日程第１８ 議案第４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について（第１号） 

 以上の１１議案については補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
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 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

―――― １１議案の提案理由朗読説明 ―――― 
〇議長（望月邦彦君） 

 次に、議案第３５号から第４５号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第３５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） 
 それでは議案第３５号の、平成２２年度富士川町一般会計補正予算（第１号）につきまして、

補足説明をさせていただきます。 
 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歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上、一般会計につきまして、補足説明をさせていただきました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 議案説明の途中でありますが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１２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。 
 次に、議案第３６号から第３８号まで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３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の

補足説明をさせていただきます。 
 次のページをお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算（第１号）の補

足説明をさせていただきます。 
 やはり、次ページをお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町老人保健特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の補足説明をさせていただきます。 
 やはり、次ページをお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読

説明） 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第３９号および第４０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３９号および第４０号の補足説明をさせていただきます。 
 はじめに議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算（第１号）の補足

説明をさせていただきます。 
 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歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 次に議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、補足説明をさせていただきます。 
 表紙の次のページをお開きください。 
 （以下、平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗

読説明） 
 以上でございます。よろしくご審議をくださいますよう、お願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第４１号、第４２号および第４５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４１号の富士川町簡易水道事業特別会計補正予算の補足説明をさせていた

だきます。 
 補正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歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 続きまして、議案第４２号の富士川町下水道事業特別会計補正予算の補足説明をさせていた

だきます。 
 補正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歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 続きまして、補正予算書をとんでいただきますが、議案第４５号の富士川町水道事業会計補

正予算の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （以下、平成２２年度富士川町水道事業会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 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４３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４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

させていただきます。 
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 （以下、平成２２年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上、議案第４３号の補足説明をさせていただきました。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４４号の補足説明を求めます。 
 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４４号 平成２２年峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補正予算（第

１号）の補足説明をさせていただきます。 
 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歳入歳出予算補正事項別明細

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） 
 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１９ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について 
   日程第２０ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定について 
   日程第２１ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について 
   日程第２２ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２３ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の５議案については決算認定案でありますので、一括して議題とします。 
 町長から、本案について決算概要の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
―――― ５議案の決算概要朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 ここで、しばらく休憩します。 
 再開は午後１時とします。 

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

再開 午後 １時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 議長から報告します。 
 芦澤益彦議員につきましては、一身上の都合のため、午後の会議を欠席との届け出がありま

したので、ご報告します。 
 それでは、議案説明を続けます。 
 認定第１号から第５号の補足説明を求めます。 
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 説明者は款・項について、主要事業を中心に簡潔明瞭に説明をお願いします。 
 まず認定第１号、第３号および第４号の補足説明を求めます。 
 会計管理者、望月博文君。 

〇会計管理者（望月博文君） 
 説明に入る前に、資料の説明を若干、させていただきます。 
 補足説明を一般会計、特別会計の歳入歳出決算書で行います。数字については収入済み欄と

支出済み欄で行いまして、ゼロの欄は飛ばして、必要な個所については説明を付け加えさせて

いただきます。 
 付属書類として事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書が添付してありま

すので、あとで詳細をご覧いただきたいと思います。 
 また増穂町、鰍沢町の決算書につきましては、今までと同じ様式でございますけども、富士

川町の決算書につきましては、様式が変わりまして、開いて左右のページで１つのページにな

りますので、欄違い等に気をつけて、ご覧いただきたいと思います。 
 それでは認定第１号の平成２１年度増穂町一般会計、特別会計歳入歳出決算の説明をさせて

いただきます。 
 （以下、平成２１年度増穂町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 次へいきまして、平成２１年度増穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書でございます。 
 （以下、平成２１年度増穂町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上で、増穂町の決算書の説明は終わらせていただきます。 
 続きまして、鰍沢町の決算書にいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。認定

第３号の部分になります。 
 平成２１年度鰍沢町一般会計、特別会計歳入歳出決算書でございます。 
 それでは、最初に平成２１年度鰍沢町一般会計歳入歳出決算書にいきたいと思います。 
 １ページをお願いいたします。 
 （以下、平成２１年度鰍沢町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 それでは次の、平成２１年度鰍沢町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書にまいります。 
 （以下、平成２１年度鰍沢町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上で、鰍沢町の決算の説明を終わらせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 説明を止めてください。 
 議案説明の途中でありますが、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。 
 議案説明を続けます。 
 会計管理者、望月博文君。 

〇会計管理者（望月博文君） 
 それでは富士川町の一般会計、特別会計の歳入歳出決算書の説明に入らせていただきます。 
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 平成２１年度富士川町一般会計から、入っていきたいと思います。 
 （以下、平成２１年度富士川町一般会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 次の平成２１年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書でございます。 
 １２ページになります。 
 （以下、平成２１年度富士川町特別会計歳入歳出決算付属書類朗読説明） 
 以上、３つの決算を雑駁に説明させていただきましたが、付属資料等を詳細にご覧いただき

まして、ご認定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、認定第２号および第５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） 
 それでは認定第２号 増穂町水道事業会計決算認定の件につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。 
 決算報告書、増穂町のほうですが、２２１ページをお願いいたします。決算書の一番最後に

なると思います。 
 （以下、平成２１年度増穂町水道事業決算報告書朗読説明） 
 続きまして、平成２１年度富士川町水道事業決算報告の補足説明をさせていただきます。 
 富士川町決算書の２０３ページの次になります。一番最後の綴りになるかと思いますが、よ

ろしくお願いいたします。 
 決算額等につきましては、千円単位で説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２１年度富士川町水道事業決算報告書朗読説明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 
 なお、８ページ以降は水道事業報告書となっておりますので、ご参照ください。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、町長の決算概要ならびに担当課長の補足説明が終わりました。 
 次に監査委員より平成２１年度増穂町一般会計、特別会計及び公営企業会計（水道事業会計）、

平成２１年度鰍沢町一般会計及び特別会計、平成２１年度富士川町一般会計、特別会計及び公

営企業会計（水道事業会計）の決算審査に対する意見書が提出されていますので、代表監査委

員の川住道夫君から報告を求めます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

〇代表監査委員（川住道夫君） 
 ただいま、議長からご指名をいただきました、代表監査委員の川住でございます。よろしく

お願いいたします。 
 報告に先立ちまして、今回の決算審査におきましては、町長をはじめ関係の職員の方々には、

大変お忙しい中をいろいろとご協力をいただきまして、おかげさまで日程内に無事に監査を終

了させることができました。そのことにつきまして、改めて御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
 今回の決算審査につきましては、増穂町、鰍沢町、それから富士川町と３町分ございますが、
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これらは一括して、続けて報告させていただきたいと思います。 
 それから報告の方法といいますか、範囲でございますけれども、それぞれの意見書の１ペー

ジ目と、それから最終ページ、最終ページのほうは、これは結びということで書き留めてござ

いますけども、この２カ所を朗読する形で報告に代えさせていただきたいと思います。 
 ３つの意見書とも、トータルでは相当のボリュームもございますし、また時間の関係もござ

いますので、何とぞご了解いただきたいと思います。 
 それでは早速、報告に移らせていただきます。 
 資料の認定第２号のうしろに、まず増穂町の意見書がございますけれども、ご覧いただきた

いと思います。 
 （以下、平成２１年度増穂町一般会計、特別会計及び水道事業会計決算審査意見書朗読説明） 
 以上が、増穂町分でございます。 
 引き続きまして鰍沢町分でございますが、認定第３号のうしろに鰍沢町分の意見書が添付し

てございますので、お開きいただきたいと思います。 
 （以下、平成２１年度鰍沢町一般会計、特別会計決算審査意見書朗読説明） 
 続きまして富士川町分でございますが、資料の認定部分のうしろに富士川町分の決算審査意

見ということで添付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 
 （以下、平成２１年度富士川町一般会計、特別会計及び水道事業会計決算審査意見書朗読説

明） 
 以上で平成２１年度増穂町、鰍沢町、富士川町の決算審査の結果についての報告を終わらせ

ていただきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、代表監査委員の決算審査に対する意見書の報告が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２４ 報告第３号 平成２１年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についてを議題とします。 
 町長より、報告を求めます。 
 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） 
 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２１年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率の状況につきまして、報

告をさせていただきます。 
 まず実質赤字比率、それから一般会計、特別会計連結の実質赤字比率、いずれも赤字が生じ

ておりませんので、表記といたしまして、傍線で表記をしてございます。 
 次に実質公債費比率でありますが、１２．８％となりました。 
 次に将来負担比率でありますが、６５％となっております。いずれも早期健全化基準を下回っ

ているということでございます。 
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 次に平成２１年度決算に基づく富士川町財政健全化資金不足比率の状況について、報告をい

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

別会計、箱原農業集落排水事業特別会計、いずれの会計におきましても資金の不足が生じてお

りませんので、傍線で表記をしてございます。 
 以上、報告とさせていただきます。 

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。 
 次に監査委員から、平成２１年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比

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

ます。 
 代表監査委員、川住道夫君。 

〇代表監査委員（川住道夫君） 
 ただいま、町長および担当課長さんから説明がございました財政健全化の判断基準等につき

まして、その係数等につきまして審査をいたしましたので、その結果について、ご報告を申し

上げます。 
 （平成２１年度富士川町財政健全化審査意見書の朗読説明） 
 以上が、財政健全化の審査意見についての説明でございます。 
 以上で、終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、平成２１年度決算に基づく富士川町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

対する意見書の報告が終わりました。 
 川住代表監査委員には、誠にご苦労さまでした。厚く御礼を申し上げます。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 動議を提出します。 
 決算審査に資料の提出を望みます。 

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） 
 深澤勝雄議員の決算審査に関わる資料提出の動議に賛同いたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ただいま１１番、深澤勝雄君から決算審査に資料提出を望む動議が提出されました。 
 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 
 これから、決算審査の資料提出を議題とします。 
 ここで１１番、深澤勝雄君から決算審査に必要な提出資料の説明を求めます。 
 １１番、深澤勝雄君。 

〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは提出資料の一覧について、朗読をもって要望します。 
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 １番、平成２１年度社会福祉協議会一般会計決算書。これは旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ２番、平成２１年度各行政委員会及び各種委員会等、会議開催数。これも旧増穂町、旧鰍沢

町です。 
 ３番、文化会館決算・予算の推移（平成１７年から平成２１年まで）。増穂町。 
 ４番、平成２１年度文化会館自主事業収支報告書。これは催しもの名ごとにお願いしたいと

思います。 
 ５番、平成２１年度臨時職員月別人数、産休人数・介護休暇取得者。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ６番、平成２１年度年間保守業務委託一覧表。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ７番、平成２１年度市町村普通会計決算の状況。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ８番、平成２１年度各小中学校児童生徒数。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ９番、平成２１年度各保育所園児数。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 １０番、保育所保護者負担金の各保育所収入未済額（５年間の件数及び金額）。旧増穂町、旧

鰍沢町。 
 １１番、平成２１年度保育所時間延長・一時預かり保育利用状況。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 １２番、平成２１年度町営バス決算（バス資料より）。旧増穂町、旧鰍沢町。デマンドバスを

含む登録者数、運行回数、利用者の人数が分かるものをお願いします。 
 １３番、平成２１年度農村振興総合整備事業進捗状況。旧増穂町。 
 １４番、平成２１年度平林みさき耕舎及び平林活性化組合決算書。旧増穂町。 
 １５番、平成２１年度公共下水道普及率一覧表。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 １６番、平成２１年度簡易水道１立方メートル当たりの供給単価および給水原価。旧増穂町、

旧鰍沢町。 
 １７番、平成２０年度県内上水道有収率等調。旧増穂町。 
 １８番、平成２０年度、２１年度まほらの湯の決算書。旧増穂町。 
 １９番、平成２０年度、２１年度かじかの湯決算書。旧鰍沢町。 
 ２０番、平成２０年度、２１年度つくたべかん決算書。旧鰍沢町。 
 ２１番、平成２０年度、２１年度塩の華決算書。旧鰍沢町。 
 ２２番、出生児推移状況について。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ２３番、ゴミ収集分別状況について。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 ２４番、ゴミの処分費、一覧表状況について。旧増穂町、旧鰍沢町。 
 以上、２４項目の提出を望みます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 これから決算審査の資料提出について、採決します。 
 お諮りします。 
 この資料提出を決定することに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、決算審査の資料提出については、可決されました。 
 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。 
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 ご苦労さまでした。 
 

散会 午後 ３時３１分 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 第２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２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、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、堀之内美彦議員は腰痛のため、長時間、座っていることができないとのことですので、

通告順番になりましたら入場します。一般質問終了後は退席しますので、ご了承ください。 
 また、田草川眞教育委員長は大変お忙しい中、ご出席をいただき、誠にご苦労さまです。 
 本日は、一般質問の日程になっております。 
 質問回数について、申し上げます。 
 会議規則第５５条の規定により３回までとなっていますが、今定例会に限り、質問の回数は

無制限としたいと思います。 
 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、質問回数を無制限とすることに決定しました。 
 次に、発言時間について申し上げます。 
 今定例会に限り、質問についての各議員の発言は、会議規則第５６条第１項の規定によって、

答弁時間を含めて４０分以内とします。 
 一般質問の通告者および当局者は、質問ならびに答弁の要旨を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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は７名であります。 
 これから、通告順に一般質問を行います。 
 それでは通告１番、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） 
 おはようございます。それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 
 ストップウォッチを使って、４０分ということを測らなければいけないので、なるたけ時間

内にしたいと思いますので、ぜひ当局もご協力をお願いいたします。 
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 それでは、１つ目の教育振興基本計画の策定についてということで、（１）平成１８年の１２月

に教育基本法が改正されたことは、ご存じのとおりでございます。その第１７条２項で、地方

公共団体は、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう、努めなければなら

ないとあります。 
 国は平成２０年１月に教育振興基本計画を策定し、山梨県は平成２１年度から平成２５年度

を計画期間とする教育振興基本計画を策定いたしました。富士川町では、旧の増穂町と鰍沢町

がそれぞれの地域に即した教育行政を展開し、教育振興に努めてまいりました。これからもよ

りよき富士川町民を育てるためには、富士川町としての教育施策の目標を明確にし、体系的か

つ地域の実情に合わせた、効果的な教育行政の展開が必要だと考えます。 
 去る８月５日には、富士川町総合計画策定に向けて、審議会が開催されました。教育・文化

分野の部門計画としての町の教育振興基本計画を策定する考えがあるか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 秋山議員の質問に答えたいと思います。 
 本町は合併に伴い、新町としての教育振興を図るため、その基本的な方針を定めておく必要

があるかと考えております。現在、町の総合計画を策定中でありますので、この総合計画に合

わせ、富士川町としての教育振興基本計画の策定を行ってまいりたいと考えております。 
 教育基本法ができ上がりますと、この２年を具現化するための基本計画というものがつくら

れ、そしてそれをさらにということの中で、教育においては学習指導要領みたいなもので、さ

らに細かくしていくということがありますので、そういうふうに富士川町としての教育基本計

画を作成してまいります。 
 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） 
 ぜひ、この教育振興基本計画というのは、僕は人間に例えれば背骨だと思います。大地にしっ

かり足を踏ん張って、教育をやっていくとなると、この背骨をしっかりと形作っていくことが

僕も大事だと思います。ぜひ、振興基本計画をつくっていただきたいと思います。 
 それで、つくるのであれば、富士川町の総合計画に合わせたスケジュール、すなわち平成

２３年７月までが総合計画の策定期間になっていますので、ぜひその期間内につくっていただ

きたいと思うんですけども、そのスケジュールについてはいかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育委員長、田草川眞君。 
〇教育委員長（田草川眞君） 

 教育委員会がまだ開かれておりませんので、できるだけ町の総合計画に合わせて作成してい

くような考えでおります。 
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） 
 そうであれば、この総合計画と合っていないと、これがずれていくと、せっかくつくっても

機能していかないと思うので、その点についてはつくっていただけるのか、明確な答弁をお願

いしたいんですけども。教育長でも結構ですけども。 
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） 

 ただいまの質問でありますけども、総合計画を策定中ということでございますので、これと

並行しながら、教育振興計画を策定していく所存であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ、総合計画と歩調を合わせてつくっていただきたいと思います。 
 それでは、（２）の質問に移らせていただきます。 
 教育委員会、学校、家庭、地域が連携し、町民の力を結集して教育振興基本計画を作成する

ことにより、志村町長の重点施策の１つである富士川町民としての一体感の醸成を図り、豊か

な人材と文化を育むまちづくりを推進することにつながると考えます。そして富士川町の教育

行政の指針となる方向性を、施策を示した町の教育振興基本計画を町民のみんなが実行・実践

することによって、富士川町民としての心を育んでいくと考えますけども、志村町長の考えを

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） 

 秋山議員の、教育振興基本計画についてのご質問にお答えいたします。 
 町の教育振興基本計画は、今後、教育委員会において教育関係者や保護者、地域の関係者と

策定委員会などを立ち上げながら策定していくこととなりますが、この計画は教育の振興はも

とより豊かな人材の育成、スポーツの振興、文化の向上など、まちづくりにとっての振興計画

でもあると認識しております。 
 この計画をより実効性のあるものにするには、財源等の問題もありますので、教育委員会と

十分連携を図りながら、やっていきたいと思っております。 
 なお、先ほどスケジュールの話が出てきました。総合計画が来年の９月をめどに、今、準備

を進めているところであります。町の総合計画の中に教育の分野も入ってきますので、それと

合わせてつくっていく形になりますが、来年９月でなくて、若干、教育振興基本計画のほうの

時期が遅れてくるではないかと、こんな見通しであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 教育振興基本計画が、やはり具体的に決まったならば、先ほど町長がおっしゃったとおり、

この計画を絵に描いた餅にしないように、財源的な裏づけを保障することが、やはり町長の責

務だと僕は考えておりますけども、その点についてはしっかりしていただきたいと思いますけ
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ども、具体的な計画が出たら予算をつけるよという答弁をいただけたらと思いますが、お聞か

せ願います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 町の総合計画の中では、教育の基本理念みたいなことが入ってきます。これがまず、基本構

想になってくると思います。教育の分野の部分がですね。それを実効性のある振興基本計画に

なっていきますので、これを先ほど言いましたように、より実効性にしていくには、財源の裏

づけもしっかりと教育委員会とすり合わせをする中で、実行できる計画にやっていきたいと考

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） 

 それでは、２番の地域医療体制調査検討委員会について、お伺いいたします。 
 まず（１）であります。８月３０日に設立準備会、９月１日から動けるようにするという説

明が全員協議会の場で、町長からございました。現在、新聞等の報道は目にしておるんですけ

ども、この委員会の設置に向けての進捗状況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） 

 地域医療体制調査検討委員会の、今の進み状況でありますけども、８月３０日に市川三郷町

と富士川町ですが、両町の町長、そして両郡の医師会長、この地域には３病院ありますので、

３病院の院長によりまして、設立準備会というものを開催いたしました。 
 その場では設置要綱案、予算案、正副委員長案、事務所の場所などについて、協議をしたと

ころであります。そして９月１日には、調査検討委員会の事務局として事務所を、この事務所

の中には実務を担当するプロジェクトチームのメンバーが入るわけですけども、職員を配置し

ながら、その事務所の位置は富士川町役場の中に設置をいたしました。現在、両町の町議会議

員、また両町の民間有識者の委員さんになっていただく皆さんの選任を依頼しているところで

あります。それとプロジェクトのほうでは、各種規定の作成、あるいは情報の収集などを行い

まして、第１回の調査検討委員会の開催に向けて、準備を進めているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすれば、今後のプロジェクトチーム、委員会等の大まかで結構ですけども、スケジュー

ルについて、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） 

 この背景には、地域医療再生交付金の２５億円を使う率というのも１つあります。それと峡

南地域の医療が現在、崩壊をしている状態にありますので、なるべく急いでやっていきたいな
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ということで、急きょ、こういう組織を立ち上げたということでありますけども、できれば今

後、今の状態で医療を続けた場合には、どういう医療が提供できるのか。そしてまた病院、あ

るいは地域の診療所の医療の経営がどうなっているのかという調査、あるいはもうちょっと柔

軟性のある先生の融通ができたら、どういう医療体系ができるのか。そしてまた各病院、診療

所の経営状態はどうなっているのか、そういう部分。それともう１つ、もっと踏み込んで、一

緒の経営をやった場合には、どういう医療体系まで確実にできるのか。その場合の、病院の運

営経費はどういうふうになっていくのか、そんなふうなシミュレーションもする中で、今後の

方策を判断していきたいなと思っておりますので、まだ今のところ、いつまでにどうするとい

うのは、今、プロジェクトチームがそのへんの詳細を練っているところでありますので、今こ

の場で申し上げるわけにはいきませんけども、そんなにゆっくりしている時間はないと、こん

な認識でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは３つ目ですけども、先ほど町長の説明の中にも経営の現状という話がありますけど

も、やはり話を進めていく上で、その現在の病院の経営状態、それから受療動向等の現状を客

観的に数値的に把握することが、やっぱり現状の分析、それから課題を検討していく上で大事

なことだと思うんですけども、参加する各病院のそういったデータというものは、すでに提供

していただいているんでしょうか。それとも今後、いただけるということでしょうか。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） 

 現在、経営状況に関する資料につきましては、市川町立病院につきましては、決算資料を入

手しております。鰍沢病院は民間のために、現時点では情報の開示がされておりません。社会

保険庁のホームページで公開されている経営改善状況によって、状況を把握しているところで

ありますが、今後、調査検討委員会が発足いたしますと、３病院の院長さん、職員にも一緒に

入ってもらうことになっておりますので、３病院の経営状態、または受療動向などの詳細な資

料は入手できるものと思っております。 
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、４つ目の質問に移ります。 
 山梨県の峡南地域保健医療推進委員会では、国の地域医療再生臨時特例交付金の基金２５億

円での事業をすでに示しております。地域医療体制調査検討委員会で立てた事業計画を、この

峡南地域保健医療推進委員会に提案して、例えば事業の組み替えをすることが可能なのか、そ

の点についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 県の峡南地域の保健医療推進委員会の専門部会ということで、これを４つに分けまして、北

部ブロック、中南部ブロック、そして在宅ブロック、あるいは情報ネットワークブロックとい

う４つのブロックに分けまして、今やっております。ここの地域は、この北部地域医療連携部

会ということで、市川三郷町とこの富士川町が一緒になっております。 
 この部会のメンバーには、県のほうでやっているメンバーの７人を入れながら、この調査検

討委員会を立ち上げております。この７人にプラス両町の議会、それから民間の有識者という

ことで、１１人で考えておりますが、その１１人のうち７人が今のところ北部医療の勉強部会

のメンバーであります。 
 このため県も、うちで立ち上げました調査検討委員会が県のほうで考えております北部地域

医療連携部会と同一のものと理解していただいております。今回、この議会にも３６０万円ほ

どの負担金を出しておりますけども、県のほうもそれはほとんど県がみてくれるということで、

１，４００万円ほどの予算をつけておりますので、その１，４００万円も、地域医療再生臨時

特例交付金の一部を活用しての今回の調査検討委員会でありますから、私は同一のものと考え

ております。 
 当然、メンバーも同じですから、この調査検討委員会で決めたものを、また県の峡南地域保

健医療推進委員会のほうにその原案を持っていき、そしてそちらで検討されていると。そして、

それがまた峡南医療圏の原案になってくると、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） 

 そうであれば、できるという可能性があるということであれば、県で示した事業の中には、

これは原案だから、これが確定ということではないと思うんですけども、峡南の医療再生に直

接関係しない事業があるので、ぜひ、この点については再考をお願いしたいと考えています。 
 例えば、甲府の小児科医療センターの耐震化助成２億円、消防本部の一元化、消防法の改正

に伴う救急医療情報システムの改修整備費２億円、６億４，６００万円のうち中北医療圏内の

病院についての機能強化事業費、これらは直接的に峡南の医療再生にかかることでなくて、間

接的、二次的な峡南医療の再生計画だと思うんです。ぜひ峡南の、この地の再生計画で行われ

るべき事業を精査して、この２５億円をやはり、この地域のために使う計画をぜひ考えていた

だきたい。 
 また山梨県では、医師確保策であるドクタープール事業という、この間も山日に出ていたん

ですけども、３年経っても１人のお医者さんも集めることができないんですね。この事業とい

うのは、県費で先生を確保して、そしてそれを中小の病院へ派遣するという事業ですけども、

３年このかた、１人も集まらないというんですね。目を向けると、隣の長野県では、似たよう

な事業ですけど、ドクターバンク事業というのがあるんですね。これは直接、抱えるのではな

くて、医師の無料職業紹介で、平成１９年度から現在までに、すでに４７人の就業成立に至っ

ていると、ホームページにも出ているんですね。 
 なぜ、こんなに違うのかなと自分なりに考えたんですけども、まず、その県の体制が違うと

思うんですね。長野県では医師確保対策室を設置して、写真で見ると、７人の職員が体制を整

備して事業を推進しているんですね。勤務地選びから、スタッフが希望する医療機関まで同行
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してサポート。それからお母さん方の子どもの保育園や住まいの案内調整まで、きめ細やかな

対応を行っているんですね。長野県で４７人集められて、山梨県で集められないということは、

僕はないと思うんです。ぜひ、町長には山梨県の峡南地域医療保健推進委員会で、こういった

事業を取り入れるように、積極的に働きかけをお願いしたいと思うんですけども、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） 

 このたびの地域医療再生交付金につきましては、一昨年の秋口から旧自民党が臨時補正で確

保した額を、この地域にどうしても入れようということで、昨年の秋口に地域医療再生事業と

いうような計画を立てまして、国のほうへ申請し、２５億円確保されたところです。 
 その申請をしたときの計画には、今、議員さんが言うように、救急医療の関係、そしてまた、

その情報システムの関係ということで、消防関係で８億円使うような計画になっております。

われわれも、この２５億円のうち大半がそちらのほうに使われたのであれば、峡南の医療再生

がこれはできないということで、県任せではなくて、われわれみずからがそういった調査検討

委員会を立ち上げて、この地域に本当に合った、また最低限必要なもの、そういうものを整備

するために、今回の調査検討委員会を立ち上げましたので、この中で十分、検討しながら、必

要な医療は、この２５億円を十分活用する中で、この北部地域としての最低限、二次医療とし

ての、ぬくもりのある医療圏をつくっていくつもりで、今、やっております。県のほうもいろ

いろ、方針は変えてきておりまして、当初は県が、先ほど言った３つの調査にしても、われわ

れの調査検討委員会のほうにお任せしますというような形になってきていますので、人任せで

なくて、地元中心の地域住民が必要とする医療が提供できるような体制づくりに、これから一

生懸命やっていくつもりであります。 
 ただ、時間がそんなにありませんから、議会の医療関係の調査特別委員会とも連携をとる中

で、早急にいい形を見い出していきたいなと、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） 

 それでは、（５）の質問に移ります。 
 地域医療を守り育てる活動は、行政の取り組みだけでは限界がある。これは全国の市町村で

そういった声が挙がっております。例えば兵庫県立柏原病院の小児科を守る会、千葉県東金市

のＮＰＯ法人 地域医療を育てる会、宮崎県北の地域医療を守る会など、地域医療、一般的に

ソーシャルキャピタルを生かすことによって、住民と行政の理解が深まり、協働が機能してい

る事例がたくさんあります。この富士川町でも、地域の緊急医療を守る会が活発に活動を行っ

ております。 
 今後、さらなる住民との連携が不可欠だと考えますが、富士川町では具体的にどのようにこ

ういった協働をやっていくのか、手段を考えているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 本町にも現在、地域医療を守り育てる活動を積極的に展開している民間の有志でつくってい

ただいています、地域の緊急医療を守る会というのがあります。この会では、鰍沢病院存続に

向けた署名の活動、また地域医療の再生に向けたシンポジウムの開催、そしてまた病院の周辺

を清掃活動するなどのボランティア活動も実施され、活発な活動が展開されております。 
 こうしたボランティア活動をしている人たちもおりますし、そしてまた、今度の調査検討委

員会の中では、民間の有識者も１名加わっていただくことになっていますので、ぜひそういう

人たちにも入っていただけるよう、検討をしていきたいと考えております。 
 今後、調査検討委員会の進捗状況に併せて、当然、委員会だけですべてを決めるわけにはい

きませんので、タウンミーティングとか医療体制を語る会、そういったものを各地域で開催し

ながら住民の意見も反映できる、そしてまた連携できるようにしていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 よくみんな言うのが、その地域医療の明日は、地域の将来がかかっていると、まさにそうだ

と思うので、ぜひ、この地域が安心して暮らせる医療体制というものの整備を進めていただき

たいと思います。 
 ちょうど２３分になりまして、時間より早かったんですけども、ご協力ありがとうございま

した。これで、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１番、３番 秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２番、４番 齊藤正行君の一般質問を行います。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 
 なんか時間が気になるという部分もありまして、どんなふうになるか分かりませんけども、

よろしくお願いいたします。 
 まず、平林の交流の里みさき耕舎についてでございますけども、６月議会の予算審議の折に

みさき耕舎の管理委託料変更について質問したところ、管理項目の変更により見直されたとの

答弁をいただきました。 
 平成１８年に指定管理となり、管理委託料として１５５万円を支払う協定が結ばれていまし

た。しかし、１９年には一方的に１３０万円に減額されてしまったと聞いていますので、まず

見直された項目について、お伺いいたします。 
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） 

 齊藤議員の、ただいまの質問にお答えをいたします。 
 みさき耕舎の指定管理料につきましては、指定管理協定書の規定によりまして、みさき耕舎

の管理運営に要する経費から、それから利用料金収入の見込み額を差し引いた額を各年度にお

ける予算の範囲内において、支払うものでございます。 
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 指定管理料の算定につきましては、１８年、指定管理をお願いした当初から管理委託料、そ

れから警備委託料、浄化槽委託料、電気保守の委託料、それから消防保守委託料、賠償責任保

険料、この６項目が対象となっております。 
 しかし、平成１９年、この６項目のうちの３項目にあたります警備委託料、それから浄化槽

委託料、電気保守委託料、この委託金額を見直したもので、項目そのものは当初のままでござ

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） 

 今、警備料、浄化槽、電気というようなことが、３項目をということでございました。金額

的なお話がなかったわけですけども、町の答弁とすれば仕方がないのかというような気がいた

します。 
 私もこの問題は、いろいろ調べさせていただきました。そのところ、当時の経過というもの

を聞きますと、警備委託料などはたしかに敷地全体を警備していたと。その当時。しかし、見

直すことによって、建物だけに見直すことによって、１０万円近くの金額が下げられたという

ことは、私も分かっております。ただ、そのときに、当時の前町長の政策とか意向等で委託料、

補助金などを一律１割カットされたと聞いております。地域の人たちが地域の活性化を進める

ために、町と契約をし、管理運営を委託されているものを一方的に減額するということは、と

ても信じられる話ではありませんし、決してあってはならない行為だと私は思います。 
 先ほど課長の話にもありましたように、平林体験農園休憩交流施設の管理運営に関する基本

協定書というものも結ばれているわけです。その中に、先ほども言いましたが、第６章、指定

管理料および利用料金の項目中、第２１条の中に書かれている指定管理料の支払いについては、

みさき耕舎の管理運営に要する経費から、利用料金収入の見込み額を差し引いた額を各年度に

おける予算の範囲内において委託料として支払うものとし、委託料の具体的な額や支払い方法

は協議の上、各年度ごとに提言する年度協定書において定めるということになっているわけで

す。決して、一方的に町長の考えだとか施策だということの中で引いてはならないということ

が、しっかり謳われているわけです。そして、この中では各年度ごとに協定書を結べと。要す

るに協議をしろということが、しっかり謳われているわけです。 
 しかし、この協定書が結ばれているにもかかわらず、協議がされてこなかったということだ

と思うんです。今まで、協議がされてこないまま進んできたという、ここがやっぱり一番の問

題があったんでないかと思っています。 
 ここで、もう１つ。今年度、年度協定書は交わされているのか伺います。 

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） 
 今年度につきましては、合併のこともございまして、当初、年度協定のほうは結ばれており

ませんでした。ただいま、年度協定のほうを改めて結ぶという形で、今、手配をしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
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〇４番議員（齊藤正行君） 
 やはり、こういうことが決められているとおりに進んでいかないということが、問題がある

と思います。代表者もお亡くなりになりましたね。代わっているので、これは早急に交わして

いただきたいし、またそこで協議をしていただきたいと思います。 
 このことは、それ以上言っても分からない部分があると思うので、次に移ります。 
 平林の活性化組合がみさき耕舎の運営にあたっておりますけども、目的は平林地区内のさま

ざまな地域の資源を生かし、特産品や各種体験の農場を提供し、地域内外の人々との交流を通

し、当地域のみならず町全体の活性化に寄与することを目的に、現在、進められているという

ことになっております。 
 しかし、高齢化が進む中で、特産品であるトマトの栽培なんかも非常に減少していますし、

大変厳しい状況に置かれている現状です。春先からジャガイモの植え付け、収穫などの体験農

業、秋は大根の栽培・収穫、そして特に棚田を利用した農業体験は、田植えをやっているわけ

です。田植えを終えた田んぼの管理、収穫するまで行うというようなことの中で、年間１００日

近く実働をして、手当というのは１年間で１万円、これが現状です。役員の皆さんが我慢して、

地域活性化のために、この事業を進めているわけでございます。こういうことを見ますと、や

はりしっかりとした手当が必要ではないかと思います。 
 ２１年度のみさき耕舎の決算では、残念ながら地域の人たちの努力に反し、１８万円の赤字

が生じています。この点を、活性化組合の地域の皆さんが出資をした積立金から補てんをして

います。積立金は赤字の補てんをする目的で積み立てられたものではなくて、地域が活性化す

ることに賛同した地域の皆さんが願いを込めて、託してくれたお金でございます。指定管理料

ということになっていますけども、管理運営料と理解してよいと私は思っていますので、ここ

で協定書のとおり協議をし、見直していただく考えがあるか、お伺いいたします。 
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） 

 お答えいたします。 
 先ほど申し上げましたように、みさき耕舎の指定管理料は６項目が対象となると。その管理

運営に要する経費から利用料の見込み額を差し引いた額で、今のところ、おおむね１３０万円

程度、これがほぼ固定をしておる状況でございます。 
 指定管理料につきましては、指定管理者指定の際に、先ほど言われました締結しました基本

協定書の規定によりまして、具体的な額や支払い方法等は年度ごとに定めてということで、そ

の変更につきましては、特別な事情が生じた場合は、相互に変更の申し出ができるものという

ことで、その場合は協議により決定するということになっておりますので、そういう事態が生

じた場合には、協議をしていきたいと思います。 
 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） 
 協議をしていただけるということですので、これ以上のことは言えないわけですけども、や

はり地域振興というような部分からいけば大変なことだと思っていますので、そこでこういっ
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た事業を、穂積地区でも同じように行われて、大変苦労されているということは聞いておりま

す。旧鰍沢町の活性化事業を含めて、これからの課題だと私は思います。６月の議会で、井上

光三議員の一般質問で、産業観光振興について、町長は構想では平林筋、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、農協などと連携し、産業観光や地域振興に結び付けていきたいと。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いるという答弁を言われておりま

した。やはり、こういうことであれば、３筋が１筋欠ける可能性もあると。非常に、そのくら

いに厳しい状況にあると私は思っていますので、町長はいかがでしょうか、お考えをお願いし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この町の観光振興、地域の活性化という中で、平林の筋、この先には櫛形山もありますし、

またあの地域でもトマトを中心に、いろんな農作物を展開していただいております。また穂積

筋は穂積筋でゆずがありますし、そしてまたあじさいもやったりしています。そして十谷筋は、

もみじのお祭りもありますし、渓谷もあります。そしてまた温泉もあれば、料理という基本的

な地域グルメもありますので、この筋をしっかり観光振興につなげていく。そしてまた、そこ

の３筋の上は、池野茶屋から源氏山、八町山、つながっている山であります。このへんのトレッ

キングコースなんかも考えながら、そして、どこをどう通ってもいい富士山の見えるところで

ありますので、今、健康志向でありますし、山ガールという言葉も出ておりますので、ぜひ３筋

を連携させながら、地域振興をやっていきたいと思っております。 
 そして今、先ほどみさき耕舎の指定管理料の話が出ましたが、６項目が対象になっておりま

す。警備委託とか浄化槽の委託、電気、消防関係の保守委託、あとは賠償責任の保険料、こう

いうのは、額がほぼ決まっております。もう１つあります管理委託料、ここの部分が当初とい

いますか、指定管理の以前から平林地区にお願いしていた部分だと思います。かつて１８年度

のときに、１９年度の当初予算をつくるときに、補助金の一律カットというのをやったと聞い

ております。補助金の部分は奨励的な部分が大半でありますので、カットしてもそれなりにやっ

ていただける部分があるだろうと。こういった施設の管理になりますと、やはり算定の基礎が

ありまして、それは最低限かかる額ということで、委託契約を結びながらやっておりますので、

もしそういう、当時、この委託料にまでそういった一律カットが及んでいたとすれば、もう一

度、私ども、そこのところを精査しながら、今年度の協定の中で、しっかり活性化組合とも協

議をしながら年度協定を結んでいきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 しっかり協議して両方の意見を、地元の意見も聞いていただくということが一番大事だと思

いますので、よろしくお願いしまして、次の質問に移ります。 
 平林地域住宅モデル普及推進事業についてですが、業者の倒産に伴い、現在も建物がそのま

ま放置され、その建物の荒廃が進み、最近ではシート等が破れておりまして、防火・防犯の面

においても、地域の方は心配をしております。今月、３回目の債権者集会があると聞いており
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ますけども、町の対応を伺いたいと思います。 
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） 

 お答えをいたします。 
 事業者の倒産によりまして、中止となっておりました地域住宅モデル普及推進事業につきま

しては、本年３月に第１回目、それから６月に第２回目の債権者集会が開催されまして、町も

債権者の１人として、集会に出席をさせていただいております。 
 破産管財人のお話によりますと、以前より物件の現金化に向けた土地ならびに建物の買受人

を探しているということでございますが、実は本日、また第３回目の委員会が開かれる予定で

ございますけども、この集会におきまして、買受人が決まるというような予定であるというこ

とでございます。 
 町では今後も新たな所有者が決まれば、その方の活用策を今後、確認を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） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 本日、決まるというようなことでございますので、やはり現状のまま放置されることが一番

困るわけなので、どんなふうになるかがはっきり分かりませんけども、ぜひそのへんもしっか

り、今後を見据えたところで協議をしていただくと。変なものが建っても困りますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 
 では、次の質問に移ります。 
 入町土録線についてでありますけども、入り口が狭いということで、なんとかならないかと

いうことで、地域の方より要望がありました。旧鰍沢町でも長い間、検討されてきたというこ

とは聞いておりますし、なんか条件がそのへんにあったということも聞いております。合併に

よりまして、問題が解決できるではないかということで、このことについて質問してほしいと

いうことを地域の方から言われまして、拡張するお考えがあるのかどうか、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） 

 齊藤議員の入町土録線についての質問にお答えいたします。 
 この道路につきましては、国道５２号の交通量が甲西道路に分散をされたということで、以

前に比べると国道への出入りが容易になっているということで、信号機も３秒ほど長くさせて

あると思いますけども、この道路、幅員が３．９メートルと。４メートル未満の狭隘道路であ

りますので、現在も停止線から交差点までの距離も３００メートルくらいあるのかな、そこま

ではないかもしれないですが、相当、奥で停止しなければならない。青になって、出かけると、

もう黄色になってしまうという状況であります。 
 今回、この議会にもお願いしております過疎地域の自立促進計画の中に、当該道路の改良整

備も計画しております。この過疎地域自立促進計画が承認されましたら、地元のご協力もいた
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だく中で拡幅整備をしていきたいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 
〇４番議員（齊藤正行君） 

 あそこは、中に入るときはいいんですけども、出てくるときになると、誰しも感じることだ

と思います。本当に信号が変わる間、ちょっとまごまごしていると、３台くらいしか、信号か

ら出られないというような状況でございますので、ぜひとも、これは早急に対応していただい

て、住みやすい富士川町というようなことを目標に、目指していただきたいと思います。 
 なんか、ちょっとまだ早かったようですけども、これで終わらせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告２番、４番 齊藤正行君の一般質問を終わります。 
 続いて通告３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） 
 それでは通告に従いまして、活性化事業特別会計について一般質問をします。 
 平成９年国庫事業を導入して、つくたべかんを建設し、平成１４年には県の事業で塩の華を

建設しております。つくたべかんは１２年、塩の華は７年を経過しております。つくたべかん

はみみ作り、手打ソバ、ねじり菓子等、特色ある運営をしており、塩の華と同様に地域の雇用

活性化に大いに貢献していると考えております。 
 そうした中、平成２１年度決算状況を見ますと、繰越金や一般会計からの繰入金等を差し引

くと、概算で２，３００万円のマイナス、平成２２年度予算書では６，１００万円の大幅なマ

イナス予算となっております。町民目線から見ると、道の駅と考えております。コストを縮小

する方法を多面的に改善すべきと考えますが、何か方策を考えているかどうか、伺いたいと思

います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 神田議員のつくたべかん、塩の華についての赤字対策ということのご質問にお答えいたしま

す。 
 つくたべかん、また塩の華は農林水産省の補助事業を導入して整備した地域活性化施設とし

て、地域の雇用創出、町の特産品、農産物等の販売施設として、大いに活用されているところ

であります。 
 しかしながら運営状況になりますと、平成２０年度が２，０３９万円ほどの赤字、そしてま

た２１年度が１，５６０万円ほどの赤字ということで、一般会計からの繰入金に依存している

状況であります。こうしたことから、塩の華におきましては、売り場面積を拡張し、増穂地区

の特産品の販売、農産物等の取り扱いなど、拡大を図ることとしております。また、富士川町

誕生を機に十谷地区の郷土料理であります、みみほうとうを富士川町のご当地グルメとして、

町の観光施設での提供を計画するなど、赤字の解消に努め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） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 正職員の内容を見ますと、平成２１年度が４人、平成２２年度の計画では３人、現状は５人

と聞いております。中心となる職員を置いて、パート対応というのはできないか。というのは、

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、町民は期待しています。

合併した今こそ、厳しく内容を見直すべきと思うけれども、町長の考えを伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 現状ですと、今、質問にあったとおりの人数でやっているわけですが、これは今の現状の施

設運営には欠かせない人間の数だと思っております。その中身を、正規職員を減らしてパート

とか、臨時とかでどうだという話でありますけども、いずれはまた、そういうことも考えてい

かなければならないと思っております。ただ、ああいう商売をやっていく限りは、人の頭数だ

けではなくて、やはり、それに精通した人、そしてまた意欲のある人、そういう人にいていた

だけなければ、今後の発展性がないと思っております。 
 しかし、富士川町といたしまして、今、正規職員、数名行っておりますが、これから職員の

適正化計画もつくっていく中で、どういう形になっていくか。今しばらくお待ちいただきたい

と思いますけども、今後におきましては、正規職員が減っていく方向になっていくんではない

かと。その場合には、ああいった商業施設を経営するにふさわしい人を据えていかなければな

らない。それが職員の中にいるのか、外部から、またお願いしなければならないとか、それは

今後の課題となっていくと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
〇９番議員（神田智君） 

 われわれの場合、町長を含めて任期は４年ということで、期間内に新しい活性化事業特別会

計ができるように、よろしくお願いします。 
 それでは、次に移ります。一般廃棄物収集業務についてでございます。 
 現在、リサイクルステーションによる分別収集が効率的に行われておりますけども、そのう

ちの有価物といたしまして、新聞、ダンボール、雑誌等の売り払いの扱いはどのように処理さ

れているか、伺いたいと思います。 
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） 

 それでは神田智議員の一般廃棄物収集業務についてのご質問について、お答えをいたします。 
 増穂地区において、平成１９年度から整備を進めてまいりましたリサイクルステーションは、

平成２１年度で６３組、１２６基が整備され、有価物の回収が行われております。収集および

運搬につきましては、従来のゴミステーションおよび有価物の拠点収集と併せ、富士川協業組

合へ業務委託をしております。リサイクルステーションからの有価物の収集運搬の量も、設置

基数の増加に伴いまして、増加している状況でございます。 
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 分別収集品の新聞、雑誌、ダンボール等の紙類および金物の売却収入は、現在、富士川協業

組合が売却し、収集運搬費用の一部に充てております。 
 なお、平成２１年度の富士川協業組合が収集した増穂地区の新聞、雑誌、ダンボール等の紙

類および金物は約３００トンで、１７０万円であります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 今、そういうものの集荷、１７０万円という話がありましたけども、これは平成２１年度一

般廃棄物処理の受託費、これは決算の内容ですけども、６，１３３万円。これは平成２２年度

計画、ほぼ同額の６，１３４万５千円ということでございますので、これはこの１７０万円が

そちらに上乗せするという形ではなくて、これはどういう形で処理されているのか。１７０万

円、どんぶり勘定でやっているのか。そこのところの処理が分からないんですが。そうすれば、

これは一方から入ってくれば。この金額だけは一応、受託費というので。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当初の不燃物、可燃物の収集料金を算定したのが委託料であります。そして、その年度内に

新たにまた付けていったり、今、答弁しましたように、リサイクルステーションと定時定点方

式は並行でやっておりますので、リサイクルステーションが付いたところについて、今度、定

時定点方式を可燃ゴミとガレキのみにしていかなければ、今、増えていっているんですね。当

初の計画量、収集予定量が当初の委託料でいっています。それと増えてくる部分がありますの

で、その部分を今のところ相殺するような形でお願いしてありますので、どんぶり勘定とか、

そういうことではなくて、まだ、どこにどう付けるのかも分かりませんし、それも、今、２年

ほどやってきておりますが、どのくらいの日数でリサイクルステーションの中に溜まるかどう

かも分からない状況の中で、溜まれば溜まらないように解消をしていただかなければならない。

昨年度はゴミの収集料金がポンと上がったときもあります。これはそういった事情でお願いし

ている部分がありますが、今後はある程度、落ち着いてきますので、そのへんのことを精査し

ながらやっていかなければならない。 
 あとはまた、かつて始めたころは、もっとリサイクルの売り上げがよかったわけですが、今、

非常に落ち込んでおります。そういう中でやっておりますので、ここはしっかり、うちのほう

でもどのくらいの収入があってということは確認をしながら、やっております。 
 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） 
 次にですが、当然、リサイクルステーションが増えることによって、分別をしますと、中巨

摩地区の負担金というものは、現状の中でだんだん減ってくると思いますけども、その予測と

いうのは難しいわけでございますけども、おおむね毎年、どのくらい減るというか、不燃物と

いうか、処理の関係ですね。そこらへんがもし分かったら、お願いしたいと思います。 
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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） 
 お答えします。 
 平成２２年度予算から中巨摩地区広域事務組合の富士川町負担金の内訳を見ますと、負担金

が２億９１９万９千円。このうち、ゴミ処理に関するゴミ処理特別会計分が１億９，８３０万

７千円であります。平成２１年度の旧増穂町と旧鰍沢町の負担金は２億４，５５５万５千円で、

４，７２４万８千円の減となっております。これは合併による成果とリサイクルステーション

の設置により分別収集が進み、可燃ゴミおよび不燃ゴミが減ったことによる成果であります。

またゴミ処理事業特別会計を見ますと、可燃物・不燃物を含めた富士川町のゴミ搬入実績に伴

う管理運営費負担分は７，１４１万５千円で、負担金の算定基礎となっております可燃物およ

び不燃物の平成２０年度の増穂町、鰍沢町の搬入実績でございますけども、３，４７７．８４ト

ンでございます。これで割りますと、１トン当たり約２万５００円が搬入量に伴う負担金とな

ります。 
 旧増穂町の平成１９年度と平成２１年度の可燃物および不燃物の搬入量は、約１７１．８ト

ン減っておりますので、約３５３万円の負担減につながっているものと試算できます。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 この一般廃棄物収集業務というのを、これを質問したというのは、実は米地区で青少年育

成区民会議が７月２５日に開かれまして、各種団体の長やら市民が８０人ぐらい来ました。そ

の中で、リサイクルステーションの分別収集が課題となりましたけども、その中でもっと分別

を進めるには、どうしたらよいかというような課題になりまして、これには今年の可燃物をこ

のぐらい減らしたいという、ひとつの数値目標を立てて、また広報等で知らせまして、これを

町民運動として、この話題に取り組んではどうか、そんなふうな話し合いになりまして、それ

をひとつ、取り上げてもらいたいと。そういう考えのもとに、この一般廃棄物について課題を

したわけでございますが、これについてお答えを願いたいと思います。 
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） 

 お答えします。 
 当然、可燃物と不燃物の収集量を減らしていくということは当然のことでございますけども、

ただ、それをどのくらい減らしていくという、数値目標というのは、なかなか難しいことでご

ざいまして、またわれわれができるのは、皆さんにリサイクルの分別収集を徹底させていただ

いて、またリサイクルステーション等の設置も、今度は旧鰍沢地区のほうへも設置をいたしま

すけども、それを増やしまして、分別収集を徹底して、可燃ゴミ、あるいは不燃ゴミを減らし

ていくという方向で、今後進みたいと思いますので、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ９番、神田智君。 
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〇９番議員（神田智君） 
 これは町民の要望ということになろうかと思いますけども、できるだけ広報等でゴミの分別

をしましょうと、そういうような運動をぜひ盛り上げてもらいたいと思います。 
 以上で、質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告３番、９番 神田智君の一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１０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４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） 
 通告に従いまして、１つだけ、児童虐待防止策について、お伺いします。 
 新聞報道によりますと、全国の児童相談所が２００９年度に相談を受けた児童虐待の件数は

４万４千件を超えており、過去最高を更新したといいます。記憶に新しいところでは、大阪市

で７月、幼児２人の遺体が見つかったという痛ましい事件がありました。このときは住民から

３回通告を受け、児童相談所の相談員が５回、訪問したにもかかわらず、居住者の氏名や室内

の状況を確認できず、子どもたちの姿たちも見ずに戻っていたことが判明しております。 
 こうした事例から、虐待に関する情報や兆候などがあったにもかかわらず、安全確認などが

なされなかったという、虐待情報にかかる判断のあり方が課題として見えてきます。 
 さて、本町に目を移します。 
 資料によりますと、毎年１０件程度、通告があり、そのうち実際に虐待が認められたのは４件

程度となっています。実際にはおそらく、もっと多い数が予想されるところです。 
 そこで、お伺いいたします。 
 通報なり相談があった場合、誰がどのような方法で虐待の事実を判断するのか。虐待に該当

すると判断するのは児童相談所なのか。それとも要保護児童対策地域協議会なのか。まず、そ

のへんの部分をお伺いします。 
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） 

 永井議員の、ただいまのご質問にお答えいたします。 
 児童虐待の通報や相談があった場合につきましては、関係職員で直ちに緊急受理会議を開催

しまして、子育て支援課が調整機関になりまして、１時間以内にケースの状況等につきまして、

事実確認、安全確認、緊急性の判断などについて、児童相談所の助言も得まして、私、子育て

支援課長が判断しております。 
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） 
 先月、厚労省は児童相談所の職員が４８時間以内に実際に目で見て、安否確認を確実に把握

するようにという通達を出しました。迅速な対応が求められているわけですけれども、本町で

はその対応に機能できるのかどうか、お伺いします。 
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） 

 先ほども申し上げましたとおり、緊急受理会議を１時間以内に開催するということで、ケー

スによりましては、いろんな関係の職員に集合してもらわなければいけないわけですけども、

例えば夜間であったり、それから休日にありましても、緊急の連絡は、子育て支援課にありま

しては、課長補佐のほうが主担当になっておりますので、そちらで受けるような形をとってお

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） 

 先ほどのご答弁では、児相に相談などをしながら、課長みずから判断するということだった

んですけれども、私は専門の児童相談所の職員なり、そういう人たちが判断するものと思って

おりましたし、ほかのところではそういう例が多いんですけれども、そこの部分は確実なとこ

ろとして、判断できるということなんでしょうか。 
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） 

 平成１７年度に児童福祉法の改正がございまして、それまでは児童相談所が一手に、虐待に

ついての通報先ということになっていたわけなんですけども、それを機会に市町村にもそうい

う窓口を置かなければならないということで、当町の場合は子育て支援課がその任務をするこ

とを担っております。 
 先ほど、私のほうが判断すると申し上げましたけども、そこには専門職員といたしまして保

健師でございますとか、あと助産師、栄養士、そういった形で、今回、新しい組織として組ま

せていただきましたので、そういった専門職種と合わせて、先ほど申し上げたように、児童相

談所にも援助を受けながら、そのへんの的確な判断をしていくということでやっております。 
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） 

 当然、家庭を訪問して児童本人に会ったり、あるいは親からの聴取みたいなものはとるとい

うことでよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 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） 

 実は、私が４月に就任いたしまして、初めてのケースだったんですけども、１件、そういっ

た虐待ではないかというふうな通告がございまして、その際にとった内容を申し上げますと、
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たまたま、そういう児童福祉施設からの通報であったわけですけども、すぐに、ちょうど執務

中でございましたので、私と保健師、それから担当の課長補佐、合わせて３名で、直ちに保育

所に向かいまして、その子どもの状況を確認いたしまして、その上でその後の対応につきまし

て、緊急受理会議ということで確認いたしまして、その先の方針等を決めた上で対応いたしま

したので、そういったことでもって、マニュアル化してやっておりますので、ご質問の内容に

ついては、十分対応できると思います。 
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） 

 大変、内容を承知いたしました。 
 もう１つ、通報というのがあったり、相談という形であると思うんですけども、これは先ほ

ど平成１７年に児童相談所だけではなくて、各市町村にも、その権限を与えるということだっ

たんですけれども、どういうところからのものが多いんですか。例えば保育所とか、学校とか、

それでなければ地域のご近所さんとか、あるいは本人からの相談とか、いろいろ形があると思

うんですけれども、大体のところはどんなところが多いんでしょうか。 
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） 

 毎年、地域協議会の中で、１年間、前年に起こりました虐待等に関する内容につきまして、

まとめを行っております。それによりますと、一番多いのは学校関係からの通告、それから先

ほど、私が保育所の例を申し上げましたけども、児童福祉施設、それから隣近所、家族という

ふうな順で入ってきております。 
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） 

 虐待の種別には、４種類あるといわれていますね。まず身体的な虐待、あるいは精神的な虐

待、そして性的な虐待、もう１つは育児放棄に関するネグレクト、この４つがありますけれど

も、どういう虐待がここでは多いと認められるのでしょうか。 
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） 

 私どもの統計によりますと、心理的虐待が最も多くございまして、次はネグレクトになりま

す。性的虐待は、本町についてはまだ確認されておりません。身体的虐待が、それに続くとい

う順序でございます。 
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） 

 大変よく分かりました。次にいきます。 
 町が年間１０件ほどの通告や相談があって、そのうちの大体、毎年４件ぐらいが新たな虐待

の事例として認められるというような資料の結果ですけども、処遇したその後、町はどのよう
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に、その児童に対してフォローしているのか、お伺いします。 
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） 

 お答えします。 
 町が処遇した、すべてのケースにつきましては地域の保健医療関係者、教育関係者、児童福

祉関係者などで構成いたします要保護児童対策地域協議会の中の代表者会議、実務者会議、個

別ケース検討会議におきまして、各機関が連携のもとに適切な対応・方策を協議しております。

このうち要注意ケースにつきましては、個別ケース検討会議におきまして、町だけでなく児童

相談所、保健所や民生児童委員さんの協力を得まして、経過の報告、今後の支援方針を決め、

それぞれの役割分担をする中で、経過観察や家庭訪問を行うなど、フォローしております。 
 また、実務者会議では、すでに初期対応が済みまして、経過観察等に至っておりますケース

について、３カ月から４カ月に一度程度、定期的な情報交換や支援の状況について、総合的な

把握と進行管理を行っております。 
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） 

 ただいま、いろいろな形でフォローされているということが分かりました。この中から、児

童が良好な生活に戻った、親元に戻ったというケースはどのくらいあるのでしょうか。 
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） 

 残念ながら、これまでに良好な状況になって親元に帰ったと、帰ったといいますか、フォロー

しなくてもいいようになったというケースは、これまで、町のほうに通告先が変わった以降も、

一度もございません。相談された内容が改善されましたり、別の支援によりましてリスクが低

くなりましても、いずれまた、環境が悪化しないかということにつきまして、本町の対象児童

として在留する限り、対象家庭にとって身近な相談相手といたしまして、町としてはなんらか

のフォローをしていかなければならないという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） 

 そうすると毎年、新たなケースが増えていくわけですから、平成１７年度から完全に立ち直っ

たというようなケースがないということは、今、大体、どのくらいの児童生徒をフォローして

いるということになるのでしょうか。 
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） 

 これまで、先ほど申し上げたように、平成１７年度以降、市町村でも通告窓口ということに

なったわけでございますが、それ以前につきましては、個別に保健師等が児童相談所と一緒に

なりまして、ケースをやっていたという、対応をしていたということがございまして、今ある
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記録によりますと、平成１３年度以降の記録がございまして、件数にしまして２５件、子ども

の数にしまして、３４人という記録がございます。 
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） 

 分かりました。虐待を受けて、保護された子どもが再び、家庭で暮らせるようになるには、

親へのカウンセリングが大切な要素になると思いますけども、先ほどいろいろなチームをつ

くって、フォローしているということでなされていると思うんですけども、どのようなカウン

セリングが行われ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） 

 やはりかなり、専門的な難しい部分になりますので、町の保健師であるとか、保育士とか、

そういった専門職だけで対応できないということがございますので、臨床心理士であるとか、

あるいはカウンセラーですね、そういった方々の専門家に助言、あるいは一緒に行っていただ

くというふうな形で、対応をとっております。 
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） 

 それでは、３番目に移ります。 
 子どもが自分の身を守るために、子ども自身がＳＯＳサインを発するためのＣＡＰというプ

ログラムがありますね。これは英語の頭文字を取ったものですけども、子どもの虐待防止プロ

グラムといわれていますけども、このＣＡＰの活動は、以前、増穂小学校で行われていました。

こうした民間のノウハウを使った教育が、今は行われていないというような話を聞いたわけで

すけども、そのへんの経緯についてお伺いしたいと思います。 
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） 

 ただいまの永井議員の質問に対しまして、答弁させていただきます。 
 子どもたちを虐待から守るためには、早期発見・早期対応と児童からのＳＯＳの発信、これ

らを見逃さないことが重要であると考えております。人権を守る学習プログラムの１つとして、

増穂小学校では数年間、ＣＡＰ学習を、鰍沢小学校では１年間、ＣＡＰ学習を平成１９年度ま

で実施をいたしました。また平成２０年度からは、道徳教育の中で虐待やいじめ等に関する人

権教育を行ってきております。また、本町のすべての学校におきまして、虐待防止に対しまし

て、日ごろから児童の学校生活を観察する中で、児童の異変を察知した場合には、校内検討会

を直ちに開催いたしまして、虐待が疑われる場合には早急に子育て支援課と連携を図りながら、

適切な対応を行うこととしております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 子どもは大人から守られる存在だという認識で、これまでずっときていますけども、家庭の

中での暴力・虐待というのはなかなか、外に出にくいものです。そこでＣＡＰの活動は、まず

子ども自身が、自分が嫌なこと、怖いこと、それを大人がしてきたときには、はっきり嫌だと、

自分で意思を示すという教育なんですね。そういう力は、今の状況の中では、自然には子ども

はなかなか学べません。ＣＡＰの活動を通して、例えば子どもが親から虐待されたら、これは

嫌だと、外に向かって言ってもいいんだと、こういう力を子どもたちに付けさせることだと思

います。 
 私は１０数年も前に、テレビの番組で、アメリカの児童虐待の様子を見たんですけども、本

当に幼い子どもが、自分の親を訴えたんですね。本当に、そのとき驚きました。考えられない

ことです。子どもが自分の親を、しかも小学校の低学年かそのへんの小さな子どもです。その

子どもが、もう耐えられないと。自分の親を訴えざるを得ないような状況が、実はこの日本に

今、あるということですね。そういう意味で、人権意識を育てるということは大変、重要な教

育の１つだと思います。 
 なぜ、やめてしまったのかという、そのへんの理由を今、お聞きできなかったわけですけれ

ども、これは子どもだけではなくて、大人に向けての人権教育でもあるんですね。親が子ども

に暴力を振るうということは、どういうことなのかというのは、そういう親ほど、いろいろな

集会とか、講演会とか、いろいろなところに出ない人が多いんですね。でも学校の中で、例え

ば授業参観とか、誰もが行くような、そういう場において、時間をとって親たちに示すという

ことは、私は大変有効なことではないかというふうに思うんですけども、ただ単に公的機関の

相談を、窓口に行くということではなくて、こういう取り組みというのは、ＣＡＰだけではな

くて、いろいろあるわけですね。そのへんのところで、この取り組みをもう一度、考えたらど

うかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 
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） 

 ただいまの質問にお答えします。 
 先ほど、永井議員が申しましたとおり、子どもたちの人権を守る教育につきましては、嫌と

いうことをちゃんと教える、それからその場を離れるということをちゃんと教える。それから

誰かに話すということを教える、この３点がＣＡＰのプログラムの１つであります。また申し

ましたように、子どもたちへの虐待のプログラム、それから父兄や教職員に対する虐待へのプ

ログラム、この２種類で成り立っていると伺っています。現状におきましては、先ほど申し上

げましたとおり、道徳教育の中で、各小学校とも対応しているということでございますので、

仮に学校現場のほうから、そのような要請が挙がったということであれば、教育委員会の中で、

また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） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 それでは、４番目の質問に入ります。 
 虐待の背景には、ただ単に親を責めるだけでいいのかという問題がありまして、親の子育て
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の不安や悩みなどがあると考えられています。また、虐待された子は大人になって、また虐待

するという、悲しい負の連鎖が事例として、たくさんあるわけです。この負の連鎖を断ち切る

ためには虐待の未然防止、これには子育て支援の面からもあると思いますけども、町はどのよ

うな対策を考えているのか、お伺いします。 
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） 

 お答えします。 
 児童虐待の未然防止策としましては、町の保健師や助産師が母子健康手帳交付時の指導から

妊婦訪問、乳幼児家庭全戸訪問を通じて、すべての家庭への個別の対応を図るとともに、乳幼

児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診でハイリスクの家庭をリストアップしまして、その後

も個別対応を図っています。 
 さらに、こうした中から特にきめ細やかな対応が必要なケースにつきましては、毎月２回、

開催しております臨床発達心理士による子育て支援、心の相談や児童相談所で３カ月に１回、

開催しております巡回相談も活用する中で、専門家を交えた子育て相談の機会も設けて対応し

ております。 
 また、保育所や児童センターにおいて行われている集いの広場におきましても、保育士が相

談を受けたり、子どもの様子を見ながら、児童虐待の早期発見や未然防止に努めております。 
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） 

 虐待を受けた子どもが虐待を行う大人にならないように、まずは未然防止に向けて、しっか

りと取り組んでいただきたいと思います。 
 最後の質問に入ります。 
 虐待防止のためには、地域の助け合いの土壌が不可欠と思いますけれども、先ほどの課長の

答弁の中には、隣近所からの通報もあったということで、そういう意味では知らん顔の隣近所

ではなくて、地域のつながりというものが見られているのかなということも感じますけども、

町はこの点について、どのような対策を考えているのか、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） 

 永井議員の、児童虐待防止についてのご質問にお答えいたします。 
 児童虐待防止につきましては、増穂町、鰍沢町、両町とも要保護児童対策地域協議会におい

て、これまで対策に取り組んできたところであります。しかし、合併後の富士川町におきまし

ても同様な活動をすべく、この７月１４日に要保護児童対策地域協議会を設置したところであ

ります。協議会では、それぞれの関係する分野から虐待の早期発見や疑いがある場合には、情

報提供をいただいて、互いに連携を図りながら、問題解決に努めているところであります。ま

た地域におきましては、愛育会による母子への声かけ運動や民生児童委員さんによる担当地区

での見回り活動を実施していただいているところであります。 
 しかし、地域のコミュニティや絆意識が弱まっている昨今であります。これからは、近隣の
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方々にも身近な相談相手として関わっていただけますよう、今後、策定を予定しております地

域福祉計画の中に、地域コミュニティの充実というのをしっかり位置づけながら推進していき

たいと、こんなふうに考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 本町では、大阪市で起こったような、あのような胸を締め付けられるような、痛ましい事件

というのはあり得ないと確信しておりますけども、今、町長がおっしゃったように、地域のコ

ミュニティの問題がありまして、これはどこでも、都会でも田舎でも似たような傾向にあるわ

けで、どうしても母親が１人で抱え込んでしまう。そういうようなところで孤独感に悩む、あ

るいはストレスが溜まるというようなところで、事件が発生するのではないかと思います。 
 そういった意味でも、先ほど来、ご答弁の中で、私は大変、この町に関しては心強く思いま

した。チームワークで即対応するという、まずは町が主体になってやるというお話を伺いまし

て、非常に心強く思った次第であります。どの子もこの町で安心して暮らせるように、大人た

ちが温かく見守る、そんな地域社会を目指して、これからもみんなで力を合わせていければと

思っております。質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告４番、８番 永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 この場で、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時４１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５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） 
 質問に先立ちまして、このたび自分の腰痛のために、本当に町民の皆さま、また当局の皆さ

ま、議会の皆さまに多々、迷惑かけまして、本当に申し訳なく思っています。また今後、一生

懸命頑張りますから、よろしくお願いします。 
 議長、ちょっとお願いがあるんですけども、立っているのが厳しいとき、もし痛いようでし

たら座らせていただきますけども、よろしいでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 了解しました。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 では、質問に移ります。 
 最初にうつ病対策について、伺います。 
 近年、社会構造の変化に伴い、社会全体にストレスが蔓延し、うつ病などの心の病が急激に

増加しています。日本精神学会等の共同宣言によると、うつ病をはじめとする精神疾患先進国

では、ガンや心臓疾患と並ぶ三大疾患で、その対策は国家政策の最優先課題であり、わが国で
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もガンに次いで重大な社会的責任をもたらし、国民病とも言うべく疾病であるとされています。

うつ病対策としては、大きく３段階に分けることができます。予防対策、早期発見治療、職場

復帰への支援となります。 
 １、まず予防対策として、知識の周知、相談の窓口の設置など、自己管理のための環境整備

について。 
 ２、うつ病患者に対しては、早期発見・早期治療はもちろん、症状に応じて医師、精神保健

福祉士、薬剤士、看護師、心理士など、数多くの専門職が知恵を出し合って対応することが必

要です。 
 ３、職場復帰への支援や病院に行けず、悩んでいる人が早期に相談・受診できる仕組みづく

りなど、医療機関や職場、県などの連携のもと、取り組みを進めていく必要があると思います。

うつ病対策に対して、本町ではどのように取り組んでいるのか、具体的にお示しください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 その前に堀之内議員に申し上げますが、通告の内容を、もう少し、あるとおりに質問をお願

いしたいと思います。 
 ただいま、１、２、３とありますけども、そこらへんは１、２、３で答弁するんですか。 

〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 １、２、３に分けまして、今、現実に・・・。 

〇議長（望月邦彦君） 
 それは通告の中に入れておいておかないと。うつ病対策についてどうかということで、こち

らで答弁をすれば、よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 堀之内議員の、ただいまの質問にお答えを申し上げます。 
 多様化する現代社会では、さまざまなストレスなどにより、うつ病など心の病にかかる人が

増えています。うつ病は自殺の最大の原因でもあり、深刻な社会問題にもなっているため、重

篤化させないためには、早期発見・早期予防が重要であります。こうしたことから、旧増穂町

では、平成２０年度に峡南保健所と合同で、うつ病の早期発見・早期予防を行うために、地域

におけるうつ病予備軍を把握するとともに、医療機関への受診勧奨や保健指導等、適切な支援

を行うことを目的としましたメンタルヘルス健診モデル事業を実施し、１９０名の問診を行っ

た結果、２３名の方への個別支援や経過観察を行っております。 
 また旧鰍沢町では、平成２０年度後半から、うつ病などの治療から退院してきた方にできる

だけ良好な状況を保っていただき、引きこもりなどの解消のきっかけになるようにと、月１回、

レクリエーションや工作などを行うデイケア事業を実施してまいりました。富士川町において

は、これら両町で得たノウハウをもとに、支援事業を継続しているところであります。 
 今後においても関係機関との連携・助言などをいただく中で、うつ病予防対策や社会復帰支

援の充実を図ってまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １０番、堀之内美彦君。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 このうつ病の治療には、これまで薬物療法が行われたわけなんですけども、今、認知行動療

法の有効性が注目されています。公明党では一昨年、認知行動療法などを盛り込んだ総合うつ

対策をまとめ、その実施に取り組んでまいりました。その結果、今年度の治療報酬の改定によ

り、認知行動療法に健康保険が適用されることとなりました。本町では、認知行動療法にどの

ような対応の方法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） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 お答え申し上げます。 
 認知行動療法とは、患者が不安感が強まることなどで、自己に否定的な物事の考え方や解釈

が生ずることに対して、治療者の手助けにより、ゆがみを気付かせ、修正する対処法を学習す

ることで、不安な患者を改善させる精神療法のことであります。 
 具体的な治療は、対面式の面接が中心で、１回の面接時間が３０分以上で、これを原則、１６回

から２０回行う。また、面接で話し合ったことを実生活で検証しつつ、認知の修正をする宿題

が必須の課題であり、つまり日常生活が治療の場になるということであります。この認知行動

療法につきましては、２０１０年度の診療報酬改定で評価が新設されたほか、精神神経医療研

究センターで同医療法の実施者を養成する研修も開始されていることになりましたので、今後、

この認知行動療法の成果につきまして、大いに期待しているところでございます。 
 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） 
 この認知行動療法なんですけども、最近、ここ２、３年、新聞に取り上げられるようになり

まして、この方法というのは、回復率というのが、長期の場合であれば、大体８０％ぐらいは、

うつ病というのは直る治療法なんです。だから、今、日本の場合であれば、年間の予算という

のが１千万円しかかけていないんです。イギリスというのは３０億円、この治療方法の人材育

成のために使っているわけなんですけども、そういうことで、今現時点において、課長のほう

から話がありましたけれども、実際に今、町でどうこうということはできないんですけども、

また今後、こういうふうなことが必ず重要視され、また改めて広まってくると思いますけども、

ぜひ、またそのときにおきましては、本町でもいち早く取り入れ、うつ病の患者の対策に役立

てていきたいなと思っていますけども、これはまた、よろしくお願いします。 
 次に昨日の新聞に出ていたんですけども、これは中央市の９月１２日、昨日の山日なんです

けれど、ちょうど大きく出ていまして、これの中に、少しだけ読みますけども、総合健診にお

いて心の健康評価に取り組む。２番目、チェックリストを用いて自己評価する。３番目、合計

点が一定の水準を超えると抑うつ傾向になると判定され、保健師の聞き取り調査を行う。必要

に応じて、専門医の受診を促す。これは先日、中央市で行ったことが山日に出ていたんですけ

ども、この考え方というのは、従来の相談を待つという姿勢よりも、より積極的に実態を把握

するようにとの行政側の熱意が、なんとなく伝わってくるような気がします。 
 本町では、こうやって、このようなことも大事だと思いますけども、本町ではどのように考
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えているか、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） 

 お答えします。 
 先ほど、お答え申し上げたように、旧増穂町におきまして、地域におけるうつ病予備軍を把

握するために、医療機関への受診勧奨や保健指導等、適切な支援を行うということで、メンタ

ルヘルス、健診モデル事業をすでに実施をしたところでございます。これは先ほど言いました

ように、１９０名の方に問診を行ったり、その結果で２３名の方へ個別支援、あるいは経過観

察を行っているというような状況でございます。またデイケア事業などで、月１回、レクリエー

ションや工作などを実施して、支援事業を行っているということでございます。 
 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） 
 一日も早く取り入れて、日本でもこのうつ病の患者というのは、今現在、２５０万人いるそ

うなんです。うつ病から、かなり自殺にいっている人がいるようなので、１０年前に比べて、

ちょうど２．４倍に増えているんです。これからまた１０年ということになれば、この勢いで

加速するならば、さらに増えるわけですし、さっき言いましたように、１つの国民病というよ

うに、この病気を考えなくてはいけないと思うもので、ぜひとも、また町のほうでも積極的に、

この病に対しては取り組んでいただきたいと思います。 
 では、この質問を終わりまして、次に移ります。 
 次に自殺予防対策について、伺います。 
 平成１８年８月に自殺対策基本法が施行されました。同基本法では、自殺は個人の問題だけ

に留まらず、その背景に過労や倒産、いじめなどの社会的な要因があることをふまえ、自殺対

策を社会的な取り組みとして、国と自治体の責務と明記しています。 
 その上で国、自治体の基本的な施策として、自殺防止に関する調査・研究の推進、情報収集

を挙げています。 
 具体的には、自殺のおそれのある人が受診しやすい精神科医など、医療体制の整備。 
 ２、自殺未遂者など、自殺の危険性の高い人の早期発見システムや発生回避。 
 ３、自殺未遂者と自殺者、親族に対する心のケア。 
 ４、市民団体やＮＰＯなど、民間団体への支援。 
 ５、自殺防止に関する教育広報活動の推進等となっております。 
 平成２１年度版の自殺白書によると、平成２０年度のわが国の自殺者は３万２，２４９人で

あり、１日当たり９０人の方たちがみずからの命を死に追い込んでいるんです。自殺未遂者は、

その１０倍以上といわれ、自殺大国と呼ばれても致し方ないところです。 
 秋田県では以前、長い間、自殺率ワーストワンを占めており・・・。 

〇議長（望月邦彦君） 
 堀之内議員、簡潔にお願いします。 
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〇１０番議員（堀之内美彦君） 
 本町の場合、この自殺対策に対しまして、明確な目標を立て推進していけば、必ず結果が出

ると思います。本町でも自殺予防対策として、うつ病など心の病、加えてＤＶ、児童虐待、引

きこもり、不登校等で悩みを抱えている方の相談窓口の設置が必要と思いますが、当局の見解

をお聞かせください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 堀之内議員に申し上げます。 
 ただいまも５項目ほど挙げられておりますが、通告の中にはそういった具体的なところが

入っておりませんので、自殺予防対策についてということで、答弁のほうはさせてもらってよ

ろしいでしょうか。 
〇１０番議員（堀之内美彦君） 

 自殺予防対策に対して、当局の答弁をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 お答え申し上げます。 
 相談窓口の設置というようなことでございますけども、自殺の原因につきましては、さまざ

まな要因が考えられますが、心の病を克服するためには、悩みを相談できる窓口を充実し、早

期発見・早期治療を推進することが重要であります。 
 本町ではＤＶや引きこもり、うつ症状などにつきましては、包括支援センターが受け付け、

児童虐待につきましては、子育て支援課の職員が相談にあたっています。また不登校などの学

校教育に関わる問題については、教職員はもとより県のスクールカウンセラー、町の青少年カ

ウンセラーも定期的に学校を訪問し、相談にあたっています。 
 このように各部署がそれぞれ相談を受け付けていますが、内容によっては関係する担当課を

交え、情報交換を密にし、問題解決にあたる体制を整えています。また、社会福祉協議会にお

いては、事業相談や金融問題などの相談も受ける月２回の心配事相談や毎月１回の弁護士によ

る夜間心配事相談を実施しております。このように、相談内容によって専門的な窓口を設けて

おりますので、今後は総合窓口の連絡先など、町の皆さんへさらなるＰＲを図ってまいります。 
 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） 
 次に移ります。２番目です。 
 本年、国としても都道府県に平成２１年から２３年の３年間、地域自殺対策緊急強化基金を

造成し、予算額１００億円、補助率１００％が決まりました。本町にも５０万円が交付され、

今回の補正予算に盛られたところですが、この活用方法について伺います。 
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） 

 お答え申し上げます。 
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 地域自殺対策緊急強化基金は、市町村が行う自殺対策緊急事業の経費に対し、市には１００万

円、町村には５０万円までの補助金が交付されるものであります。本町においても、この基金

を活用し、相談窓口の電話番号一覧や自殺予防の１０カ条などを記載した啓発物品を作成し、

全世帯に配布するなど、自殺予防対策の強化を図ることとしております。 
 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、包括支援センターを含めた相談体制、相談窓口のことが課長から話がありましたけども、

この各課で、今、相談なりやっているわけなんですけども、やはり、これが縦割り行政の弊害

かとは思うんですけども、１つ、提案といたしまして、うつ病に対する相談、自殺に対する相

談の集約が図られてこそ、富士川町のそれぞれの実態が見えてくると思うんです。実態が掌握

されれば、今後の対策も策定することは出るわけなんですけども、具体的には課を超えて、各

対策チームやグループを創設することが必要と考えますが、当局はこの件に対して、どのよう

にお考えでしょうか。 
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） 

 お答えします。 
 先ほど、お答え申し上げましたように、各部署がそれぞれ相談を受け付けておるわけでござ

いますけども、内容によって関係課や県を交えて、情報交換を密にしたチームを組んでおりま

すので、今後におきましても相談内容によって、関係課が連携して対応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） 
 次に移ります。町営住宅の連帯保証人制度について、伺います。 
 町営住宅に求められる安全・安心は、建物の耐震化やバリアフリー化の推進などハード面の

充実のみで得られるものではありません。今、本町の場合は住宅設備が大切では要素ではない

でしょうか。富士川町に住みたくても規定の壁に阻まれ、断念した例は身近でも生じています。

今、何よりも喫緊の課題として、条例や施行規則等のソフトの面での整備が必要であると思い

ます。 
 入居手続きの上で、多く耳にするのが町内での連帯保証人、所得証明の書類の添付などをど

うするかという問題であります。身寄りのない人、親族との不仲、親族の高齢化などの理由で、

連帯保証人を探すだけでも大変な上に、所得証明書類を添付するとなりますと、頼む側、頼ま

れる側、双方にとっても大きな抵抗があるからであります。 
 富士川町営住宅管理条例の中、第５条、（１）に連帯保証人は、町内に住所を有する者であり

とあり、本町は現行の規定では保証人は町内在住者のみとなっていますが、少なくとも近隣町

村までの拡大が必要と思います。ぜひとも規制の緩和を求めますが、当局の所見を伺います。 
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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） 
 堀之内議員の町営住宅入居者の連帯保証人制度についてのご質問にお答えをいたします。 
 現行の町の町営住宅の管理条例では、連帯保証人は町内在住者となっております。しかし、

平成２０年度に韮崎市が、また２１年度には甲府市が市内に限定する保証人が見つからない

ケースが多いという理由で、保証人の住所地を県内全域に拡大しております。この峡南の近隣

を見ましても、市川三郷町、南部町において、連帯保証人が県内ということになっております。 
 今後、富士川町といたしましても、改正した、これらの市町村の状況を調査して、特に問題

がなければ、条例改正を行いまして、入居者が入居しやすい環境づくりを行ってまいりたいと

考えております。 
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） 

 ただいま、町長のほうから前向きな答弁をいただきまして、これで質問を終わります。あり

がとうございました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告５番、１０番 堀之内美彦君の一般質問を終わります。 
 ここで、しばらく休憩します。 
 再開は午後１時３０分とします。 

休憩 午後１２時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時２７分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 
 引き続いて、一般質問を行います。 
 通告６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） 
 今回の一般質問は時間の制限があるということで、私は今回の質問は大きく３つのテーマが

ありますので、うまく配分ができるか、ちょっと不安なんですけども、簡潔に質問させていた

だきます。 
 まず大きな１の少子化対策について、お伺いいたします。 
 新しい富士川町になって、いろんな取り組みを、また計画を立てていかなければなりません。

そこで（１）に入りますけども、町長が考えている少子化対策の基本的な考え方をお伺いいた

します。 
 ・・・少子化が進む中で、少子化対策は重要な施策の課題であると思いますが、町長が考え

ていらっしゃる基本的な対策をお伺いいたします。 
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） 
 市川淳子議員の少子化対策について、基本的な考え方についてというご質問にお答えいたし

ます。 
 現在、少子高齢化が進む中で、育児介護機能の向上のための社会的支援の充実が望まれてお

ります。保健、医療、介護、福祉などの分野における行政サービスの充実はもとより、年齢や

身体状況等の違いにかかわらず、いつまでも地域内で安心して暮らせることができる福祉社会

の構築を目指しております。また、子育て世代が抱えているさまざまな精神的・経済的悩みを

緩和し、安心して子どもを産み、育てることができる地域社会の形成を目指しております。 
 その具体的な方策としては、医療費窓口無料化の対象年齢の拡大、子ども手当の支給、予防

接種の助成など、子育てにかかる負担の軽減や相談窓口の充実などによる子育て支援策を強化

することとし、合併と同時に子育て支援課を創設したところであります。このほか、保育所の

延長保育や乳児保育、ファミリーサポート事業など、子育て世代のニーズに合った保育体制の

充実を図るとともに、学童保育の施設整備や対象年齢の拡大など受け入れ態勢の整備を進め、

勤労家庭等を対象にした子育て支援体制に関して、なお一層、充実に努めているところであり

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） 
 今の町長の説明で、本当にこの富士川町が少子化対策にいろんな政策を盛り込んで、この町

に若い世代を引き込もうと、若い世代にＰＲしようということは、非常によく分かります。し

かし、この少子化対策は、子どもをこの町に増やさなければならない。そういうことで考えま

すと、若い世代の夫婦がこの富士川町に住んでくれないと、子どもは増えない、こういう現実

があるわけですよね。それで、さらにもうちょっと、一歩踏み込んで、積極的な策を講じよう

と考えた場合、今、いろんな政策を、例えば医療費の窓口の無料化の拡大とか、子宮頸ガンの

ワクチンの問題ですとか、不妊治療の助成金の問題、学童児童の学年の拡大とか、本当にそう

いうことというのは、今、子どもを持つ若い世帯の保護者の方たちが非常に注目しているとこ

ろで、それは、この町に住んでいる保護者の方、そしてまた、それ以外の、まだ、この町には

住んでいないけども、アパートを借りて住んでいるとか、団地に住んでいるとか、この町以外

の若い世帯の方たちも非常に今、富士川町の子育ての支援、あるいは少子化対策に対して、期

待と注目をしながら見ているところなんですね。 
 ２番に移りますけども、そういう政策とともに、もう１つやっていただきたいこと、これは

住環境の整備、とりわけ住むところなんですね。住宅をなんとか若い方たちに、手ごろに提供

できて、この富士川町に住んでいただくという政策をもう少し積極的に考えていただけると、

より若い世帯がここに住めるんではないかと。 
 例えば、今、町が所有している住宅、団地も含めて、いくつかあると思いますけれども、そ

ういった住宅は非常に古い。今の若い方たちは、例えばトイレひとつにとっても、もうちょっ

と今風の形になっていなければ、とても住みたくないというような事情があるわけですね。そ

ういう、住宅にほんの少し手をかけていただいて、しかも、それを少し格安で住むところを提

供すると、そういうふうな政策を打ち出すことによって、若い人たちがこの町に住める状況を
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つくっていくんではないかと思いますけども、そういう必要性があると私は考えていますけど

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） 

 この町も合併して半年を経過したわけでありますが、合併したときのまちづくり計画は、平

成１７年の国勢調査をもとにしておりますので、１万７千人の人口規模ということで、いろん

な計画をしております。そういう中で、全国的な少子化の流れも受ける中で、今は１万６，

７００人台に下がってきております。合併してすぐに、３００人アップ作戦を何か考えようと、

こんなことを思っているうちに、もう５００人アップ作戦を考えなければ、１万７千人が維持

できないような状況になってきております。 
 そうしたことから、ここでどうしても、人に住んでいただくには、いろんな要素があると思

うんです。子育ての部分だけではなくて、今日、冒頭、質問がありました医療の問題、これも

しっかりしていかなければならない。そして住んでもらうには、やはり都市空間といいますか、

その身近で日常生活品、買い物ができるショッピングセンター的なものも必要になってくるだ

ろうし、当然、教育、福祉というのも必要になってまいります。 
 そうした町外からの定住促進を図るためにも、町を総合的な土地利用計画を、また考えなけ

ればなりませんし、都市基盤、住環境の整備もやっていかなければならない。これらにつきま

しては、今後、総合計画を策定する中で、計画的に実施できるようにしていきたいと思ってお

ります。 
 また、子育て世帯が安全で安心して暮らせることができる、すべての町民にやさしい環境も

つくっていかなければならない。これには、いろんな施策に対して、ユニバーサルデザインの

考え方も取り入れたまちづくりを今後、推進していかなければならないと思っております。 
 また、先ほど申し上げましたけども、子育ての支援のソフト事業に加えて、公共施設とか公

共交通機関のバリアフリー化なども推進していかなければなりませんし、いずれにしても子ど

もたちがのびのびと過ごせる遊び場なんかも造っていかなければならない。いろんなものが複

合して、住みやすい町になっていくと思いますので、当然、身近な公園、あるいはポケットパー

クの整備とか、緑も豊かにしていかなければなりませんし、総合的なものになると思いますが、

今後、総合計画を策定する中で、総合的な住みやすいまちづくりを進めていきたいと考えてお

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） 

 今、町長の答弁から考えますと、本当に若い世代の方たちがこの町を選んでいただける、そ

の１つの条件として、私はやっぱり住むところが非常に大きなポイントを占める、選択肢の１つ

になるかと思うんですね。ぜひ、ここの部分をもう一度、しっかりと総合計画の中に入れてい

ただきたいと思いますが、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） 
 先ほど町営住宅の住環境を整備しろという話が出ましたが、今回、下水道の計画策定の変更

に伴う経費も若干、のせさせていただいております。これはかつて旧増穂町だけで考えますと、

戸川右岸、寺尾、西ノ入、馬門、殿原というところがあるんですが、馬門については馬門川を

渡して、鰍沢のほうへ抜こうと。それ以外の上流地域については、観音橋に１つ、下水の管を

引いて、八丁橋に１つ引いてという計画であります。 
 総合的に考えて、どちらのほうが経費的に安いかということをちょっと試算しましたら、す

べて鰍沢のほうの管で、馬門川を渡せば下水が全部できると。あそこには西ノ入住宅とか、い

ろいろあります。虫食い状態になっておりますけども、今後、あそこにもいい土地があります

ので、そういうところにも住んでいただけるように、この下水道の整備計画を見直す中で、戸

川を渡すんではなくて、上流から下流まで一本の筋で下水道が通れば、そしてまた、その下水

道が通れば、先ほど話になりましたトイレの水洗化ということも近代的な、文化的な生活がで

きる地域になってくるんではないかと。それなんかも、今回、計画をさせていただいています

し、また先ほど申しましたが、土地利用の計画についても、再度、また庁内で検討する中で、

皆さんが気持ちよく、楽しく住んでいただけるまちづくりをやっていきたいと思っています。 
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） 

 ぜひ計画的に、財政的な裏づけも加えながら、実現に向けてやっていっていただきたいと思

います。 
 （３）に移ります。 
 この（３）は、現在、閉鎖されている保育所は小室山保育所と同じように、４人以上の園児

がいれば、開園できるのかをお伺いしたいという、そういう質問ですけれども、この問題は

ちょっと、その次の学区制の問題とも少し絡みますけども、実は今、私は教育厚生常任委員会

というところに所属していまして、今、富士川町の町内の小学校、中学校の保護者の皆さまと

お話し合いをしています。そんな中で、変わってきたなと実感していることが１つあります。

それは保護者の皆さんが、前は、例えば山間の方たちは平地に降りてきたい、過疎の方たちは

にぎやかなところに行きたいみたいな、そういう価値観の方たちがいたと。しかし、今、いろ

んな保護者の方たちとお話ししてみると、そうではない方たちが結構いらっしゃるんですね。

自分の価値観を、例えば山のほうに、中山間のほうに住みたい。あるいは、にぎやかなところ

ではなくて、落ち着いたところに住みたいんだと、そういうふうな価値観を持ちながら、自分

の価値観と合わせながら、住むところを選びながら、そこに自分の生活スタイルを築いていこ

うとしている人たちが非常に多いなということを実感しています。 
 そこで今、この質問に移るわけなんですけども、私は、志村町長が小室山保育所の開園を４人

以上になったら開園をしますよということで、これを実現してくれました。私はそのときに、

すごいなと。財政的なことを考えると、これはかなり町に負担がかかるのかなと。でも、町長

はこの約束をしっかり守ってくれました。今、私は子育て支援課の課長に聞きましたところ、

この小室山保育所は当初、開園したときは４人しか園児がいなかった。ところが、今９人いらっ

しゃるんです。１０月からは１０人になるというお話を聞きました。これは、今、そのときに

はたぶん、財政的な裏づけとかというのが若干、不安だったろうと思いますけども、まさにこ
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の政策の実行は英断だったと、私は思います。 
 私が思うのには、そういうふうに町の行政が少し窓口を開いてくれることで、そこの住民が

一生懸命、その保育所に対して、思いを寄せながら園児を集めようとする。その町と住民の一

体感が、まさにこの保育園では実現できているんではないかと思うんですね。そこを考えてみ

ますと、今、やむなく閉園している保育所が何カ所かありますけども、その小室山と同じよう

に、４人の園児が確保されれば、そういった閉園している園も可能性があるのか。開園してく

ださる可能性があるのか、お聞きしたいと思います。 
 町長は合併したメリットは、単町ではできなかったことが合併することで可能になると、こ

れが合併の効果ということで、昨日も２つの中学校、鰍中、増中の学園祭のときにあいさつを

されました。私は本当に、私も合併を推進した一人として、本当にそう思っています。そうい

うこともふまえて、町長の考え方をお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 富士川町の中山間のところに住みたい、暮らしたいという人がかなり、かなりはどのくらい

の数かちょっと分かりませんけども、いないことはないわけであります。ただ、どの地域にし

ても、なかなか家を空けてくれない、貸してくれない、売ってくれない、そういう状況がある

のも事実であります。 
 ただ、穂積地区にしても、平林地区にしても、また五開地区にしても、私は過疎というより

も、人数的には適疎ではないかなと思っております。ただ年齢構成が、ちょっとお年寄りが多

いかなと。若い人たちもバランスよく住んでいただければ、もっともっといい地域になるんで

はないかなと思っております。 
 そういう中で、中部保育所、また五開僻地保育所の閉所については、旧鰍沢町で園児数の減

少から保護者と話し合いを行いながら、第５保育所へ統合したという経緯があります。また平

林保育所、小室保育所も同様の問題から保護者と話し合いが行われた結果、園児が３名以下に

なったら閉所しましょうと。そして４名以上になったら考えましょうという覚え書があります。

小室山保育所につきましては、平成１９年度にいったん閉鎖をしたわけでありますけども、子

どもが４人以上確保できるということから、２０年度から再開をしているわけであります。 
 今後、４名とか３名とかという人数もあるでしょうけども、その地域の皆さんが今後、継続

的に子どもの確保ができて、保育所が必要だ、ほしいというふうなお声があれば、その地区の

皆さんとしっかり協議する中で、今後検討していきたいと、こんなふうに思っています。 
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） 

 小室山の保育所は、たぶん、その小室山の保育所に通っている保護者の方たちが、本当に協

力し合って、あそこをなんとかというところで、そこに町の政策がてこ入れをして、その人た

ちの気持ちをしっかり支えたと。これが１つの例で、ほかのところの保護者の方たちも、もし

かしたら、そういう思いがあるけども、無理なのかなと思っていらっしゃるところもあると思

うんですね。ぜひ、今、地元の方たちとの話し合いがつけば、それは開園できる可能性はある

というお話を聞きましたので、また、そういうところに行った折にはそのお話をさせていただ
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きたいなと思っております。 
 次に、大きな２番のほうに移りたいと思います。 
 小中学校の学区制についてということで、お伺いします。 
 （１）番の富士川町における小中学校の学区制はないと認識している。通学手段はどのよう

に考えているのか、お伺いしたいということで、通告に出しましたけれども、本当にどうも下

調べが足りなかったようで、学区制はどうもあるというお話があったので、改めて、その学区

制の説明と学区を超えて通学している児童の通学手段を、どのように確保してあげているのか、

お伺いをいたします。 
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） 

 市川議員の小中学校の学区制について、答弁させていただきます。 
 富士川町の小中学校の就学につきましては、就学通知に就学する学校を指定して、通知をい

たしております。しかし家庭の事情や保護者の希望によりまして、区域外就学も可能となって

おります。また、通学手段は徒歩での通学を基本としておりますが、西小学校、南小学校では

山間地域のため、デマンド交通を利用しております。また、鰍沢小学校では学校統合によりま

して、五開地区からの児童は遠距離なため、町営バスを利用した通学としております。 
 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） 
 今のお話をお聞きしますと、学区制はあるけども、家庭の事情、あるいは保護者の希望、必

要性、いろんなことに鑑みまして、それも学区外というところでも認めますよと。あくまでも

保護者の希望というか、必要性が優先するというふうに私は解釈しましたけれども、それと、

ちょっと関連しますから、先に（２）番のほうに移りたいと思いますけども、その入学のご案

内を差し上げるときに、旧町ではどういうふうな方法で行ったのか。あるいは今年の４月に、

もう入学したわけでして、これは新町になってからの入学だったと思いますけども、その方法

と、そして来年も同じような方法でいくのか、そこらへんをお聞きしたいと思います。 
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、市川淳子議員のご質問にお答えさせていただきます。 
 入学案内であります就学通知につきましては、学校教育法施行令により就学予定者に入学予

定の年度のはじめから２カ月前までに、入学期日および就学すべき学校の指定を通知すること

となっておりますので、毎年１月中旬には郵送で通知しております。 
 なお、就学通知の内容につきましては、峡南広域計算センターで一括作成されておりますの

で、旧増穂町と旧鰍沢町は同一の様式が使用されております。また、来年度の就学通知につき

ましても、同様の扱いを考えております。 
 以上でございます。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 今の説明からすると、例えば就学通知というか、ご案内をいただいて、私は増穂小学校とい

う話になったときに、たぶん保護者の方は、選ぶことができないのかなというような気持ちに

なると思います。現に、この間も保護者との話し合いの中では、そういう話が出ました。本当

だったならば、ここに、富士川町として、旧鰍沢と旧増穂なので、旧増穂が旧鰍沢までという

のは、それはちょっと分かりませんけども、少なくとも旧増穂の平地のほうにいらっしゃる方

たちが、例えば山のほうの学校に、非常に興味はあると。興味があっても行ってはいけないの

かなというような、そんなような気持ちにその就学通知を見ると、なってしまうんだという話

を聞いたんですね。もうちょっと、保護者の希望とか、必要性とか事情とかというのがあれば、

検討をできるんですよというような、そういうふうなものは、一体どういうふうな形で、保護

者の方たちにお伝えできるのかを教えていただきたいと思います。 
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） 

 ただいまの質問でありますけども、就学通知の中には保護者の申し出により、指定した学校

を教育委員会と相談の上で変更することができますという文言が入っています。ですから、学

校教育法施行令の中で、管内に小中学校が２校以上ある場合については、それぞれ学校を定め

て、就学すべき学校を指定して通知しなければならないという施行がございますので、それに

基づいて、現在は運営しています。 
 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） 
 現実的にはそういうふうになっていますよと言われても、実際に受け取る側の方たちがどう

もそういうふうには、なかなか受け取れない。あるいは、そういう観念で受け取ってしまって

いるということがあるとすれば、そこをもうちょっと説明を加えるとか、考えをちゃんと聞き

ますよというような教育委員会の姿勢があると、私は非常に保護者の方たちにもいいんではな

いかと思うんですね。 
 なぜ、私がこんなような質問をするかと申しますと、先ほどの大きな１のテーマの少子化対

策にも関係があるんですけども、私は志村町長がつくっている、この富士川町は町民側に政策

が向いていると、私は思っているんです。しっかり考えているなと。すごく、それを思ってい

るんですね。にもかかわらず、なかなか徹底してアピールができない。なかなか、町民側にそ

れが思うように伝わっているのか、伝わっていないのか分からないんですけども、今のものを

見ると、明らかにあんまり伝わっていないんですね。そうやって、アピールをしてもらいたい

んです。 
 そういうことを、例えば教育委員会で選べますよといわれたら、人数が大変、こっちへいっ

てしまったというふうになって、不具合が生じたら困るなというような考え方で、中途半端な

政策、言われたらやればいいみたいな、そういうふうな考え方をもしお持ちであれば、ちょっ
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とそれは、これからのまちづくりには、新しい富士川町を誕生させるには、もうちょっと積極

的な策を練っていただきたい。すごく、それを思うんですね。非常に難しい問題だと思ってい

ます。でも、この難しい問題を乗り越えている町村は、今は非常に伸びていて、こういう問題

がある、こういう問題があるという問題ばかりをいって、解決しないような町はあんまり元気

がない町になっているなというのが、私の実感なんですね。全国を見て。 
 だから、私は町長には積極的に、町民の立場に立っているよというところをアピールしてい

ただきたいためにも、この就学のご案内がいいきっかけになるんではないかなと思っているん

ですけども、もしご答弁をいただけるんでしたら、町長、答弁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） 

 市川議員から学校の就学通知の問題を例にしながら、役場のいろんな施策が住民に伝わって

いないんではないかという、ご指摘だと思います。 
 この就学通知は通知として、先ほど教育長、あるいは教育総務課長が答えたとおり、学校教

育法の施行令によって、住所地でまず案内をしなさい。ただ、その就学通知の中に希望によっ

て変更できますので、教育委員会と相談してくださいというところは、しっかり書いてあるん

ですが、広報もそうですが、表紙は見るけども、中身をよく見ていないと。広報が出ているこ

とは知っているけども、中に何が書いてあるか、よく分からない。見づらいという部分も含め

て、今後いろんな面で検討して、住民の皆さんに分かりやすく、簡潔に連絡ができる、周知が

できるようにしていきたいと考えております。 
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） 

 この富士川町には、小学校でありますと、５つの、すごくバラエティに富んだ、本当に選べ

る、選ぶことができる、そういう状況、環境にこの町はあるんですね。だから、こういういい

ところをぜひ活用していただきながら、政策をしっかりと考えていってほしいなと思います。 
 次に、大きな３番目に移りたいと思います。 
 地域医療体制調査委員会についてということで、お伺いいたします。 
 町長は、今回の定例議会の初日のあいさつの中でも、この委員会のことにふれておりました。

先ほど秋山議員の質問の中にもありましたけれども、（１）に入りますけれども、改めてお伺い

したいと思いますが、どんな内容を調査する委員会になるんですかということは、別の角度か

ら言わせていただくと、どういう必要性を感じたから、この調査検討委員会を立ち上げようと

町長が思われたのか、そのことにもふれながらお答え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） 

 地域医療体制調査検討委員会につきましては、峡南の医療全体が崩壊をし始めているという

ことから、昨年の夏から、これは自民党時代に地域医療の再生計画ということで２５億円、

５０億円という交付金をその地域に出しながら、医療再生をやっていくんだというのが、２１年

の５月の補正でつきました。それを受けて、山梨県でも峡南地域に２５億円、富士北麓東部地
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域に５０億円という計画をつくりながら作業を進めてきたんですが、８月に政権交代がありま

した。民主党になりまして、再度それを見直して、全国一律に２５億円ずつということになり

ます。山梨県も峡南地域が２５億円、富士北麓東部が２５億円ということで、地域医療再生計

画というのをつくりながら、国のほうへ申請をしました。それが昨年の１０月でありますが、

それが決定になってきました。その峡南地域の医療再生計画の中身は、この地域は医療資源の

不足が深刻な地域。それとまた救急の受け入れが困難で、搬送時間が県下で一番時間のかかる

地域。そしてまた、今後さらに在宅の需要が高まる中で、体制の強化が必要な地域という、３つ

の大きなテーマを出しています。 
 峡南の北部とすれば、鰍沢病院、市川町立病院、峡南病院とあるわけでありますけども、こ

こに救急医療を受け入れられない、指定がされている病院があるんですが、医者の不足によっ

て、今現在でも救急医療が受け入れられない、こういうことがありますので、救急の重点化を

していこうというのが１つあります。 
 そしてまた中南部のほうにいきますと、救急の重点化も当然ですが、在宅医療のモデル地域

として、高齢者の多い地域、山間地の多い地域ですから、そういった在宅の医療のモデル地区

としてやっていこうという峡南地域の医療再生計画をつくってあります。 
 その峡南地域一緒にやっていきますと、なかなか話もまとまりませんので、これを中南部と

北部と２つに医療圏、峡南医療圏は１つなんですが、その中で今回、検討するには２つに分け

ましょうと。医療圏の中で、病院を中心とした医療体制は２つに分かれたんですが、それ以外

に在宅医療部会と病診連携の情報化のネットワーク部会、４つの部会に分けました。 
 私どものところは、峡南北部の医療連携部会ということになるんですが、ここには先ほど言

いましたように３つの病院があります。今回、これを県主導で途中まできたんですが、県主導

でいきますと、どうも峡南のこの地域の、本当に目指す医療とは、ちょっと違うところへいっ

てしまうんではないかなと、そういう危惧を持ちまして、両町が主体となった北部地域の医療

体制調査検討委員会というのを立ち上げることといたしました。 
 この医療調査検討委員会は、市川三郷町、富士川町における地域医療の充実と、そして先ほ

ど言った救急医療体制の確保を図るために、地域における医療の課題の調査をして、そしてそ

の課題は実態と問題点ということになると思うんですが、まず実態を調査して、問題点をさら

け出して、その上に立って、医療再生に向けた医療体制のあり方をもう一度、検討しましょう

と。今言ったように、３つの病院が果たして、最低限必要なのかどうなのかも当然、入ってく

ると思います。そういったことを調査・研究するために、今回、立ち上げましたので、今後、

その病院の経営状況とか診療状況とか、現在の救急医療体制とか、医療従事者の問題なんかも

含めて、この委員会の中で実態をさらけ出しながら、そうしたもとに立って、この峡南北部の

医療体制、病診連携も含めた医療体制がどういうものが一番理想なのかというところを検討し

ていく委員会としております。 
 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） 
 そうしますと、今ある峡南の北部の課題を見つけて、そして課題の中には実態と問題点を拾

い出しながら、その問題点を解決するためには、今の３つの病院がどういうふうな形で残って
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いくのがいいのかどうかということを調査すると。そういうふうに理解して、よろしいですね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 そういう順番で進むかどうかも、この検討委員会の中でやっていくつもりであります。今、

言いましたように、救急医療ができない、地域で求めている医療がない、例えば眼科とか、小

児科とか、麻酔科とか、そういうものも今、ない状況であります。これを今後つくり上げてい

くには、どうしたらいいかというところを、この中でも考えていきます。今、医療再生の計画

の中で、山梨大学に寄付講座というのを設ける話も、今出ております。２億円ちょっとのお金

を山梨医大のほうに預けながら、そこで峡南圏域の病院に設置する研修センター内に、大学か

らお医者さん、指導医、研修医を派遣していただくという話もあります。ただ、それにも条件

もありまして、地域の中核病院をまず１つ位置づけてほしい。それも鰍沢病院になるのか、市

川三郷の町立病院になるのか、どこにすればいいのかも検討していくわけでありますけども、

そうした中核病院を位置づけることによって、山梨医大のほうも先生を６人、出してもいいと

いうふうなお話もありますので、これは非常に間口の広い話でありますから、今ここで、どう

いう手順でやっていくかというのは、これは委員会の中で決めることでありますので、今、そ

うですとも言い切れませんが、いずれにしても、この地域のニーズに合った、ぬくもりのある

二次医療圏をつくり上げていきたいなと思っておりますので、ただ秋山議員さんからも先ほど

ありましたけども、期間がそんなにないんですね。というのは、もう医療の崩壊が始まってい

るという現実と、２５億円の地域再生交付金もあと３年半しか期限がないわけです。それがも

し使わなければ、全部、国のほうに吸い上げられます。その間には、どういうどこを中心とし

た医療体制、どういう医療体制で今後やっていくのかということを早急に決めていかなければ

ならない。ですから、私どもも一生懸命やりますけども、議会ともまた連携をさせていただき

ながら、この方向性を見い出していきたいと、こんなふうに思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
 残り５分です・・・あと３分だそうです。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 では、この委員会の権限はどこまであるのかというところで、お伺いしたいんですけども、

実はいろんな、憶測が飛び交っていまして、病院を買うとか買わないとか、そういうところま

でも、そういう委員会で決められてしまうのかなみたいな、そういうふうな心配とか、憶測が

飛び交っているんですね、実際に。そういうことも含めて、権限がどこまで、この委員会にあ

るのかをお伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この検討委員会は、峡南地域保健医療推進委員会の一端だと思っていただいて結構です。峡

南地域保健医療推進委員会、これは峡南全体の、保健所が持っている、県が持っている委員会

でありますけども、この委員会の一部の組織であると思っていただいて結構です。これは先ほ

ど、秋山貢議員のときにお答えしましたけども、１１名の委員のうち７名は、このメンバーで
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ありますから、ここで検討したものは北部地域の連携部会の意見として、この委員会へ上がっ

ていきます。 
 今、病院を買うとか買わないとかいうことがありましたけども、売ってくれるのか、売って

くれないのかもまだ分からない状況でありますから、そういうのはまだ、方向付けはしており

ませんけども、これからいろんな方策を検討する、シミュレーションする中で、そういうのも、

もし相手が売ってくれるんであれば、１つの選択肢に入ってくるんではないかと思いますけど

も、まだ誰もそんな結論をつけておりません。もし、そういう方向性が出ていて、その人が、

絵語りがあるんであれば、どういう方法がいいのか、ぜひ教えていただきたいと思っておりま

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） 

 もう時間がないと思いますが、パッと。 
 では、一般町民にこの委員会というのは公開するのかどうか、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） 
 委員会は、基本的には公開されるべきものと考えております。ただ、今言いましたように、

まだどうなるか分かりませんので、意思形成過程の議論をするときには、場合によっては委員

会の中で協議をして、非公開でやるということもあると思っております。 
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） 

 もう時間がなくなってしまいました。ありがとうございました。これで終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告６番、５番 市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告７番、６番 齊藤欽也君の一般質問を行います。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 いよいよ、本日最後の一般質問になります。手短に順次、やっていきたいと思います。 
 傍聴の方がいらっしゃって、分からない部分があると思いますけども、そのへんはご了承く

ださい。 
 先ころ、今議会に過疎地域自立促進計画案、これが提出されました。明日、質疑等もなされ

ますけれども、私、旧増穂町の議員としては、この計画案自体がどういう計画が出されてきた

のか。あるいは、どういったものであるのか。そのへんが正直、よく分からないというところ

で、いわばこの計画案というのは、旧鰍沢町の町の基本構想、あるいは基本計画といったもの

に沿ってつくられてきたものではないかと思っていますけども、新しい富士川町になって、今、

総合計画を私たちは作成しようとしています。この自立促進計画案、これが出されてきた、あ

るいは策定されてきた経緯というものはどういうものか、よろしくお願いします。 
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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） 
 齊藤議員の過疎地域自立促進計画のつくられてきた経緯についてという、ご質問にお答えを

いたします。 
 今回の計画案は、過疎地域自立促進特別措置法が平成２２年３月の国会において改正をされ

ました。前回の過疎法に基づく特別措置法は、２２年３月が期限でありました。これを、この

４月１日から２８年３月３１日までの６年間、延長されたと。こういうことに伴いまして、旧

鰍沢町において、策定してあった過疎計画の見直しが必要となったものでありまして、この見

直しは全国の過疎地域において、同時に行われるものであります。 
 過疎法は人口の著しい減少によって、地域社会における活力が低下し、他の地域と比較して、

低位にある地域の住民福祉の向上、地域格差の是正を図るものであります。 
 旧鰍沢町の過疎計画は、平成２年に過疎地域の指定を受けてから総合計画をもとに過疎法が

改正されるたびに修正を加え、現在に至ってきております。直近の過疎計画は、平成１７年度

に策定され、２１年までの５年の計画でありました。過疎計画は、総合計画における基本構想、

また基本計画とは位置づけが異なりまして、その地域の振興策を具体的に示した実施計画とい

うことになります。今回の見直しは、平成１７年度に策定された計画を踏襲する形で、旧鰍沢

町からの懸案事項や引き継ぎ事項を網羅する中で、修正を加えたものであります。 
 見直しにあたっては、役場内の関係課の調整に加え、役場内で課長で組織する行政連絡調整

会議において最終調整をして、さらに県の関係部局との協議も進めて、今回の計画案を策定し

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） 
 今のお話でいきますと、基本的には町内でこれまでの見直しを、計画案で実施されたもの、

あるいは未実施なもの等々を検証して、県で策定されたものにある程度、付随する形で今回、

出されたという理解で、たぶんいいんだろうと思いますけども、先ほど実施計画というお話が

ありました。実施計画というと、普通はいくつか項目がありまして、何年度までにこういった

ものを具体的にこういう予算でやっていこうという形の、もちろん、内容のものが当然、出さ

れるべきだろうと思いますけれども、実は今回の計画案には、項目はたくさん示され、総額の

金額は示されましたけれども、そういったことが出されていませんでした。実施計画というと、

当然、そういった内容が含まれるわけで、私が一番危惧するのは、新しい町をつくっていく上

で、総合的に両町の一体的な施策というのを、お互いに十分理解し合いながら、やっていかな

ければならないと思うんですけども、やはり、これだけは何か突出したような印象を、どうし

ても持たざるを得ないというふうに思うわけですね。 
 そこで２つ目の質問ですけども、今後策定する総合計画の中に、これを取り組んでいくわけ

ですけども、そして当然、今言ったように整合性というものを図っていかなくてはならないと

思いますけども、すでにここでつくられて、議会で議決すると当然、１つの総合計画において

は、重要な位置づけをあらかじめ決めてしまうということになると思うんですけども、そのへ
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んの整合性、今後の計画の整合性なんかについて、町長についてはどのようにお考えか、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） 

 今回の過疎計画案の基本方針は、合併協議会におきまして策定した新町まちづくり計画を基

本にしながら、各自施策を位置づけているところであります。新町まちづくり計画は、旧増穂

町と旧鰍沢町の総合計画を基本として、旧町の課題や懸案事項、さらには町民の皆さんに貴重

なご意見をいただいておりますので、それらを反映させて策定したものであります。 
 現在、策定に着手した富士川町の第１次総合計画は、この新町まちづくり計画を基本として、

町民対話集会とか、町民意識調査をしながら、町民の声を反映させて、これからのまちづくり

の指針を定めることとしております。 
 したがいまして、総合計画と過疎計画は新町まちづくり計画を受けて、同一の考えのもとに

策定するものであります。総合計画は過疎計画をもとに策定するものではなくて、新町まちづ

くり計画を基本としながら、現在の課題や町民の皆さまの意見を反映させてつくるまちづくり

のマスタープランということであります。総合計画の方向性によって、過疎計画のさらなる見

直しというのは必要であると考えております。 
 そして、先ほどお話がありました実施計画は実施計画なんですが、これは町がする実施計画

ではなくて、町は過疎の自立促進計画として、鰍沢地域における想定されるものを今、全部、

網羅をされて、今現在、想定されるものです。これもまた、出てくるものは追加で出していか

なければならないこともあります。 
 これまで鰍沢町でやってきた過去１０年間の中で、前期５年で、計画は約７６億円の計画を

しました。ただ、過疎法でいうのは配分がありますので、全額できるわけではありません。そ

の前期５年でやった７６億円の計画に対して、執行できたのは半分以下の３２億円であります。

そして後期でも４３億円の計画をしたんですが、２０億円の実施ができたということで、１０年

間の過疎全体では、５２億円の予算に対して２１億円の過疎債が充当されたと、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） 
 位置づけということが、ちょっといまいち分からないなというところがありますけども、実

はこの計画は、今言ったように行政の、庁内で検討して、新たな形で、多少の手直しをして出

されたわけですけれども、実は非常に私、この内容を見たときに少し違和感を覚えました。そ

れはどういうことかといいますと、新しい町になって、町民の一体感の醸成ということが、町

長の課題でもあるし、実際、私たち議員も課題としているわけですけども、ページを言っても、

持っていない方がいるのであれですけど、一番最初にもらったもので言うと６０ページになり

ますけども、そこに現況と問題点というところがありまして、鰍沢地域の住民としての住民意

識の高揚と自覚は、まちづくりのエネルギー源であり、古い慣習に捉われることなく、自由な

発想と意見を述べ合う環境づくりを推進しなければなりませんと。 
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 こういった、鰍沢地域の住民としてといったことに近い表現というのは、実は随所に見られ

ます。これを見たときに、たしかに新しい町になったので、急いでこれを出したいということ

もあって、おそらく言葉を一部分変えただけでやってしまったというのが、おそらく実際の現

状だろうと思うんですけども、そういう意味で考えますと、要するに横滑り的な、前の計画そ

のものが、ある意味では一体感の醸成ということも含めた形での点検が不十分なまま、出され

たなという思いがあるんですけども、その点についてどうでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 過疎地域は、富士川町の中でも鰍沢地域が過疎地域であります。表紙は富士川町になってお

りますけども、中身とすれば鰍沢地域の振興策をどうしていくかということでありますので、

旧増穂地区でいくら事業を組み立てても、この過疎自立促進計画には非該当になりますので、

ここは鰍沢町の住民ではなくて、富士川町の鰍沢地域の住民と、こういうふうに捉えていただ

ければ、ありがたいなと思っております。 
 いろんな面で、旧鰍沢の過疎計画を延長していく計画でありますが、今度、合併をしました

から富士川町の総合計画の中の鰍沢地域の振興計画と。その部分を出していくんですけども、

今、総合計画がありませんから、まちづくり計画でやったこと、旧鰍沢町が計画していたこと、

これからはまだ、もやもやとしている部分も、分かるものはこれに載せてあります。この中に

も、この６月議会で質問されて、今後もし計画をするんであれば、これに該当できるように、

入れてある項目も入っておりますことをご承知おきいただければと思います。 
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） 

 町長のおっしゃることも、非常によく理解できます。ただ、通常、実施計画というのはなん

だかんだ言っても、大枠があってやっていくもの。ところが今回は、そういう意味では異例な、

過疎地域のみなし規定というものが適用されるので、そういう形で実際には出されてきたし、

ある程度、早めに出しておかなくては、今後、実際、事業をやるときに、予算取りだなんだと

いったら、かなり時間も経過するということもあって、大枠でやっていきましょうということ

なんだということは、非常に理解しております。 
 ただ、やはり実施計画が先にあるということが、今後のまちづくりの総合計画に、やっぱり、

どうしても制約になるのかなという思いがあるので、一言ここで、最後の質問になりますけど

も、見直し等をやると、町長もやるということをおっしゃっています。ここは、はっきりと、

まず言っていただきたいということと、実はもう１つ、正直、私、事務方の方にもお願いして、

勉強会も開かせていただきました。何人かの議員さんと一緒に。でももうちょっと内容を、私

たちとしても検討する期間があれば、ありがたいなと。突然、実は８月２７日でしたか、全員

協議会の場で出されまして、まだわずかな期間しかありませんでしたから、あまり検討も実は

できていないと。やっぱり議決というと、私たちもそれなりの責任を持たなくてはいけないと。

これが例えば、いいや、議員さん、あなたたち、あのとき見直すといったけども、結局、駄目

ではないかということになってもいけないので、そのへんの町長の明確な意思表示、見直しと

いうことの意思表示と、それともう１点は、そういった、ある程度、今回、例えば１点、次の
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議会ぐらいまで、ちょっと議員さん、検討してくださいという余裕を持つことができるのかど

うか、そのへんについて、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） 

 今回の自立促進計画は、先ほど言いましたように、旧鰍沢地域の地域振興策を網羅したもの

であります。かつて旧増穂町もそうでしたが、総合計画をなかなか見直しをしなかった。現在

は総合計画がない中で、この自立促進計画をつくっているわけでありますから、まちづくり計

画、そして合併協議で検討した、いろんなことが今後、実施できるようにということで、すご

くたくさんの計画が盛ってあります。これは過疎の自立促進計画の中に盛っただけであって、

まだ町がこのとおり実行するわけではありません。当然、実行していくときには、実施計画の

中をつくりながら、そしてまた、それぞれ議会に予算案等々を提出しながら、議会の議決を得

ていかなければならない。 
 今もいろんな事業を実施させていただいていますけども、町の総合計画がない中で実施をさ

せていただいております。これは住民の皆さんの喫緊の意見をお聞きしたり、そしてまた、ま

ちづくり計画の中で当初、考えたものを具現化しているところでありますけども、これから町

の総合計画が出れば、当然、この過疎自立促進の計画も見直していかなければなりませんし、

その場合には再度、議会のほうに提案をして、総合計画に見合った自立促進計画にしていかな

ければならないと思いますから、見直しは必要に応じてやっていくつもりであります。 
 それと、もう１つ。これは先ほど言いましたように、もうすでに２２年度の事業が動いてお

ります。その２２年度の事業で、これから、今日、齊藤議員さんの道路の拡幅の部分も質問が

ありましたが、この計画の中に入町土録線も載っております。そういう中で、この計画が通れ

ば、あの事業を実施するときには、過疎債が充当できるというメリットもありますので、並行

してやっていかなければならないと思っています。日本全国の、今、過疎地域、あるいはみな

し地域が、そういう動きをやっていますので、この地域だけが遅れるということはできないと

思いますが、いろいろ事業を本当に実施するときには、議会のほうに再度、予算、いろんなこ

とを提案しながらやっていきますので、そこでまた、ご判断をいただければと思っております。

これは待ったなしで、この時期に出していかなければならないと思っております。 
 というのは、県から過疎法の改正に伴いまして、県も過疎地域自立促進方針というのを決め

ながら、われわれはそれを受けながら、この計画をつくっていくんですが、それが示されたの

は７月であります。そしてみんな、直近の議会にかけるようにということで、この９月議会で

やっていますので、これを１２月とか３月にやっても、町としてのメリットがないんではない

かなと思っております。早くに出して、やる事業に、該当事業であれば、適債事業であれば、

過疎債を充当していく、それが一番、町のメリットにつながっていくと思っております。 
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） 

 私は、できればもっと早い段階で、この計画案が示されれば、こんなことをいちいちお願い

しなくてもよかったなという思いがあります。なぜ、こんなに土壇場になったのかということ。

それともう１点、改めて、要するに総合計画まで、あと１年半ぐらい、たぶん先にでき上がる

 ７１



んだろうと思います。その段階で、今一度、ちゃんともう１回、見直しましょうということを、

計画自体の見直しを、実際には今言ったように、これが可決されて、今言ったようないろんな

事業が有効的に実現できるんだろうと思いますけど、その時点で、改めてもう１回、見直すと

いうことを一言、最後に改めて明言していただけるとありがたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 総合計画をこれからつくっていきますので、当然、総合計画が上位計画になります。総合計

画にないものが、今後、振興計画に出てくることはおかしくなりますので、総合計画が出た段

階で、当然、見直しは行ってまいります。 
 それと同時に、今後もいろんな突発的な事業も出てくると思います。その際は、振興計画も

見直しますが、その際、議会のほうに修正の議決をお願いしていくようになると思いますが、

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） 

 それでは次に２つ目の大きな質問、大柳川渓谷下流に存在する産業廃棄物中間処理施設、な

らびに飼料化実験施設および狩宿の施設ということについて、質問したいと思います。 
 実は、この件を質問する前に多くの増穂町の議員さんたちは、ほとんど何も知らないで、こ

の間、過ごしてきたと。鰍沢出身の議員さんたちは、この点については、十分、皆さんご承知

だと思います。少し前置きをさせていただきたいと思います。 
 日々、人が生きていく限り、その活動が活発になればなるほど、絶えず廃棄物は生まれます。

この生活から生み出されたもの、また産業活動から生み出されるものなど、その量は人間活動

の増大に伴い、比例的に増加しているのが現状であります。そして、その廃棄物の処理が今、

社会問題となっています。明野の最処分場の問題が最近、よく報道されます。そして、この富

士川町にあっても、かつて下水処理場の建設問題がありました。 
 生活環境、自然環境を守りながら、これらの問題を解決していくことは大変なことであると

思っています。地球の温暖化、環境破壊が問題になり、そして近年、環境問題が非常に叫ばれ

るようになってきました。リサイクルできるものは、でき得る限り再利用するために、多種多

様な研究が行われています。そして環境ビジネスといわれる分野も生まれました。 
 しかし、処分施設、リサイクル施設の建設・操業においては、地元住民との間で、さまざま

な軋轢、問題が行っているのも現実であります。平成に入ってから処分場の建設や処分方法に

ついて、徐々に行政側の姿勢が強化されてきました。そのため、民間の処分業者の中には、規

制の網の目を潜り抜けるものも出てきました。極端な場合には、廃棄物を不法に投棄するといっ

たようなことがしばしば行われ、問題にもなりました。わが富士川町においても、平成９年６月、

本日指摘するＦ社の産業中間処理施設、積み替え保管施設です。それが県の設置許可を受け、

営業を開始しました。同社はその後、平成１１年には破砕処理施設設置の届け出を県に行い、

現在まで至っています。 
 この施設は十谷１６６８番地にあり、当時、地域住民との合意は十谷地区のみでもよかった

ようです。下流域の鳥屋、柳川地区の住民からは当時、環境汚染や環境破壊に対する不安や施
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設のある場所が崩落しやすい場所であることに対する不安などが指摘されてきました。施設の

建設・営業が先行し、行政の指導が後回しになったというのが現実ではなかったかと思います。 
 平成８年９月から平成１０年１０月までの間、町、区あるいは町議会、県を含め対応が協議

されてきました。ときには移転という話も出たようですが、現実はそのままになりました。こ

の間、地域住民からは自然環境破壊や農業用水、住民生活への影響、観光産業への影響の観点

から住民説明会への開催や施設そのものの安全性確保が要望されてきました。そして平成

１０年には、旧鰍沢町の３月定例会では鰍沢町長の諮問機関として、環境審議会の設置も議決

されました。施設建設当初から、Ｆ社の強引なやり方に対する不安と怒りが、かなりあったと

思います。こうしたことから県は、平成１０年１０月、産業廃棄物処理施設の設置手続きにつ

いて、これまで地元自治会の合意形成としていたものを変更し、新たに隣接する自治会の合意

形成という言葉を盛り込んだ改正要綱、これの適用を始めました。私からすると、少し遅すぎ

たという思いがあります。 
 しかし、その後、平成１７年７月、Ｆ社より新たに廃棄物処理施設設置に関する事業計画が

県に提出されました。それは既存の処理施設の隣接地であり、そしてそのことによって、既存

の処理施設を含めた、さまざまな問題が発覚してきました。前回の平成８年当時の経験をふま

え、地元住民あるいは議会の人たちが中心となり、この事業に対する対応を早い段階から協議

してきました。 
 協議過程の平成１９年７月に既存施設の法面が崩落していることが発覚し、また同時に許可

以外の動物残渣、焼却灰を積み替え、保管していること。法面にガレキや焼却灰が投棄されて

いること。そしてまた、まだ許可されていない隣接地に廃棄物を保管していることなどが発覚

しました。この結果、新たな事業計画全体は地域住民の合意が得られず、平成２０年１月、事

業者みずから、この計画を取り下げました。 
 しかし、既存施設の隣に造られていた建物、あるいは施設を利用して、この業者は地元の合

意が必要のない、いわゆる豚や鳥や、そういったものにやる飼料、飼料化の実験施設という計

画を県に提出し、そしてそれが、これは合意がいりませんので、平成２０年９月１６日から今

年の２２年３月３０日まで、試験ということでの運用がされてまいりました。 
 そこで、以下の質問を行います。 
 １つ目として、平成９年、大柳川の急傾斜地に建設された中間処理施設は、住民の不安どお

り、順次、崩落が進み、産業廃棄物が渓谷に散乱する状態が長期間、放置されてきました。平

成１９年７月以降、数度にわたり県などの行政側による改善指導がなされ、現在に至っていま

すが、その現状はどうなっているのか、ご説明をしてください。 
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） 

 齊藤欽也議員の、大柳川の産業廃棄物の中間処理施設の現状についてのご質問にお答えをい

たします。 
 現在、十谷地内の大柳川左岸側に県道十谷鬼島線沿いにおいて、町内の廃棄物収集業者が平

成９年から産業廃棄物の積み替え保管施設を運営しております。また同敷地で、平成１１年か

ら同社で行っている解体業に伴う廃棄物の破砕処理を行っているところであります。同施設に

ついて、平成１９年に運営方法に改善すべきところがあり、また７月には台風４号の影響によ
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る降雨のため、同施設の法面が一部崩落し、当時、地域住民からも廃棄物流出に対する心配の

声が上がっておりましたので、産業廃棄物処理施設設置許可者である山梨県の林務環境部と当

時、鰍沢町とで連携しながら、立ち入り調査および必要な指導を行ってまいりました。 
 その後、業者から提出された改善計画書に基づき、県が植林等の指導を進める中、平成２１年

３月１８日に山梨県において現地の立ち入り調査を行ったところ、適正に対応されていること

を確認しております。 
 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、平成２１年３月１８日、昨年の３月に県のほうで適正に植林等、あるいは廃棄物の回収

等を含め、適正に処理されているという報告がなされましたということのようですけども、実

は、当然、私、こういった質問をするわけでして、現地確認をごく最近、行っております。実

は私、この場所、議員になって２年目だか３年目の秋に、実はある関係がありまして、確認し

に行ったときに、すでに法面はかなり崩壊しておりました。 
 その後、地元の自然を守る会も写真撮影等を行っております。私は当然、その場所をよく知っ

ていますので、行ってまいりましたところ、実はなんら改善されていません。植林の形跡もあ

りません。もし植林したとするならば、わずか１年、昨年の３月から今年にかけて、また崩落

があって、すべて流されたのかなという理解をするしかありませんけども、現実は草が生え、

そしてツルの枝がざっとなって、薄く斜面を覆い隠しているという状況であります。 
 なかなか、この場所というのは、道路からは見づらい、川のほうから入っていかないと、な

かなか見えないと。そういう意味では、人々の目にふれないので、放っておいても構わないの

かと、一瞬思いたくなるような場所でもありますけども、これが現実であると。その点につい

て、町のほうではどのような確認をされたのか、簡単にお願いしたいと思います。 
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） 

 今おっしゃったように、そこの場所は非常に厳しい地形のところでありまして、われわれも

現地へ行きましたけども、上のほうからしか確認できませんでした。それで下のほうの崩落に

つきましては、当然、下から行って確認しなければならないわけですけども、ちょっとそれが

できなかったわけで、下のほうからの確認はまだ、しておりません。また、もし、そうであれ

ば、今後、許可者である山梨県に、山梨県からもこのような報告を受けておりますので、一緒

に行って現地を確認して、また対応をとっ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） 

 一応、これちゃんと写真、たくさん撮ってきております。 
 こういうことが、県の確認に行かれた方がどういった確認をされたのか。あるいは、その事

業者から、どういった説明を受けられたのか。そのへんは、町のほうでしっかりと、当時の内

容、昨年の３月のときの確認内容、方法等について、再度、問い合わせをしていただきたいと
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いうのと、現地確認も同時にしていただきたいと。そして、こういった崩落現場がそのまま平

気で放置されているという、そういうことが決してあってはならないわけですよ。特に大柳川

渓谷は富士川町にとっては、もちろん旧鰍沢町にとってもそうですけども、今の富士川町にとっ

ても素晴らしい大きな大自然であり、渓谷美のきれいなところですから、そこをこういう形で、

そのまま放置しておく、この姿。そして、しかも当時、この現場を撮りに行った方たちが、先

ほど述べましたけども、いろんな違法行為がなされていたという点も当時あり、そして指摘を

し、また県も行政側として指導し、今日に至ったということを改めて、私は指摘しておきたい

と思います。 
 ２つ目ですけれども、この既存の施設の横に、先ほど１７年ごろから計画された産業廃棄物

処理場、これが結果的には撤回されまして、飼料化実験ということがなされ、今年の３月いっ

ぱい、実験施設としての使用が認められていましたけども、当然、これは県あるいは国の指導

ですけども、実験施設は、それが終了した時点で、すべて終了と。新たに、それを使用し営業

する場合には、再度、地元の合意等々を取って、新たな計画書を出し、許可を得なくてはなら

ないとなっておりますけども、これは終わったわけですから、今現在はどうなっているのか。

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） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 この施設は食品の循環資源飼料化実験施設ということで、県内から安定して排出されます食

品循環資源を利用し、ブタへの良質で安価な飼料の製造を行い、その安定供給が可能か否かを

検証するために建設されました。試験期間が平成２０年９月１６日から平成２２年３月３０日

となっており、すでに試験研究施設は稼働を終了しております。 
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） 

 試験が終了し、稼働が終了していると。そうすると、業者は当然、その施設をそのまま解体

するのか放置するのか知りませんけども、あるいは使うのか、そのへんについて業者側からの

なんらかの町なりに対する説明というのは、あったんでしょうか、なかったんでしょうか。 
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） 

 今後の予定につきましては、県に確認しても、まだ業者からのどういう使い道をするかとい

うあれはございません。それと町のほうにも事業者からの報告は受けておりません。 
 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） 
 業者からなんの話もないということのようですけども、今言った法面の施設の話、既存の施

設と今出た飼料化実験施設、当然、業者としてはおそらく、なんらかの処置をとりたいという

ことで、町にも多分、お話がくるんだろうと。あるいは、こなければそのまま、幽霊屋敷みた
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いな状態になるのかもしれませんけども、その点について、今後、そういったことがあった場

合も含めて、町として、こういった施設に対する対応をどうされていくのか、ちょっと簡単に

一言お願いします。 
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） 

 法面の崩落につきましては、先ほども申したとおり、県の関係機関と連絡をとりまして、そ

れなりの対応をさせていただく。この施設につきましても、施設を稼働させる場合には、今言っ

たように、はじめから全部、手続きをしなければなりませんので、その面も含めて、どうする

のかは、町のほうからもちょっと、業者のほうに聞いてみ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） 

 いずれにしましても、どうも、この業者全体を見ると、まず造ってしまってから、いろいろ、

あの手この手ということをやってきて、地元とのトラブル、あるいは地元に対する説明、ある

いは自然環境等についての配慮というものが、あまりないというように私は思います。 
 ４つ目ですけども、同業者に関することになると思いますけども、実は狩宿にし尿汚泥処理

場があります。これは飼料化ではなくて、今度は肥料、畑にまく肥料として、Ｊマートでも売っ

ていますし、私も使用したことがありますけども、説明によると、実はその業者の方が、もと、

私たち議員の仲間でもあったので伺ったことがあるんですけども、１日１４．５トンの処理能

力があるけども、地元の関係で５トンになっているということで、地元と当時、覚え書が締結

されているようですけども、その覚え書の現状はどのようになっているのか、お願いしたいと

思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町民生活課長、川住資農夫君。 
〇町民生活課長（川住資農夫君） 

 お答えします。 
 狩宿にあります肥料化施設につきましては、当初、１日５トン未満の処理施設として建設さ

れたため、地元と業者の間で、１日の汚泥の搬入量を５トン未満とする覚え書が締結されてお

ります。その後、廃棄物処理施設設置に関する事前協議書が山梨県に提出され、処理能力１日

１４．８トンの許可を平成１６年６月に取得しております。このころ、汚泥の搬入量は町の調

査でも１日５トン以上となっており、町も覚え書の立会人となっておりましたので、指導を行

い、平成２１年５月からは１日５トン未満となっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 
 あと２分です。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 この施設、先ほど説明がありましたように、１日５トンということで、当初、造られた話に

なったので、５トン未満という覚え書が交わされたと。要は５トン以上か以下で、県の設置許
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可の基準が全然違うということがあったわけですね。当時から、この施設はどうも５トンばか

りではないよと。１０何トンも作られるよという話は、県の当時の担当者からもお話は伺って

いますけども、業者がとにかく５トンだよということで認めたという、こういう経緯がありま

す。そして、今言った平成１６年には１４．８トンですか、この計画が出されたと。 
 私は非常に、こういうやり方というのは、要は地元の人たちをないがしろにし、自分たちの

儲けばかりを考えて、事前協議等を一切ふまえないという、まず率直にそういう感覚を持たざ

るを得ない。 
 とにかく５トンとなっているんですけども、実際には能力があるということになってしまえ

ば、今一度、この覚え書ももう１回、協定を結び直す。当然、そこには新たな許可も必要になっ

てくるだろうと思いますけども、その点をしっかりしていかないと、５トンだけども、実際は

１０何トンも運んでいるよという話になっても、これは協定違反なので、この点について、お

考えをお願いします。 
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） 

 現在の汚泥の搬入量が平成２１年５月から５トン未満となっておりますので、町としまして

も、これを超えるような場合は、覚え書の見直しを行うように指導を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） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 法に則るように、そして法の中でうまく処理できるように、法と合わないことは正していく

ということをしっかりやっていただきたいと思います。 
 以上で、私の一般質問を終わりにします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で通告７番、６番 齊藤欽也君の一般質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ２時５０分 

 
 

 ７７



 
 
 
 
 
 
 

平成２２年 
 
 

富士川町議会９月定例会 
 
 

９月１４日 
 
 
 

 ７８



 
平成２２年第２回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２２年９月１４日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
日程第３ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 
日程第４ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第５ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例について 
日程第６ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

１号） 
日程第７ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第８ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第９ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

について（第１号） 
日程第１０ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第１１ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算について（第１号） 
日程第１２ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第１３ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
日程第１４ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
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日程第２０ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出
決算認定について 

日程第２１ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１５名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

１０番  堀之内 美 彦 
 
 

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

町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
総 務 課 長 井 上  明 企 画 課 長 志 村 廣 文 
会 計 管 理 者 望 月 博 文 財 政 課 長 齋 藤 和 彦 
税 務 課 長 深 沢 茂 樹 町 民 生 活 課 長 川住資農夫 
福 祉 保 健 課 長 深 沢 和 利 子育て支援課長 秋 山 俊 男 
農 林 振 興 課 長 井 上  修 建 設 課 長 堀 内 尚 巳 
地 域 振 興 課 長 矢 崎  仁 上 下 水 道 課 長 保 坂 繁 仁 
文化ホール事務局長 秋 山 千 秋 教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 
生 涯 学 習 課 長 望 月 親 人 

 

 ８０



 
５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 
議会事務局長 鮫 田 和 博 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 秋 山  忠 

 
 
 
 
 
 

 ８１



開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２２年第２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２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。 
 堀之内美彦議員につきましては、一身上の都合のため、本日の会議を欠席との届け出があり

ましたので、ご報告をします。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は、一覧表として、

お手元に配布しておきましたとおりです。 
 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２１年度の決算認定議案については、お手元に配布した常任委員会日程表および議

案付託表のとおり、所管の常任委員会に分割して付託しますので、質疑は大綱のみに留めてく

ださい。 
 ここで企画課長、志村廣文君から発言を求められていますので、これを許します。 
 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 
 大変、申し訳ないんですけども、先日、第１日目にお配りしました富士川町の過疎地域自立

促進計画の内容の一部を訂正させていただきたいと思います。 
 １０ページをお開きください。 
 １０ページの市町村財政の状況という表がありますけども、この表のうち上の表、大きい表、

それから下の表と分かれておりますけども、上のほうの表の下のほうですけども、下のほうに

５項目くらい、項目の欄がありますけども、財政力指数、公債費負担比率とありますけども、

このうちの公債費負担比率のところの、１７年度の１７．６というものを１８．９と訂正をお

願いしたい。それから２０年度のところ、１６．５とあるのを１８．３と訂正をお願いしたい

と思います。こちらのほうの数字の誤りでした。申し訳ありませんでした。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
   日程第３ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 

 以上の２議案は承認案件でありますので、一括して議題とします。 
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 これから、承認第２４号および第２５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 １点だけ、ご質問したいと思います。 
 承認案件という形で、過疎地域自立促進計画を定める件について、承認案件ということで、

ここにはなっておりますけれども、提案当時も町長は議決ということをかなり強調していたと

いうことは十分、承知しておりますけども、私の気持ちとしては、やはり承認案件というと、

丸々について承認をいただくということで、ふさわしいのかどうかということについて、少し

疑問がありますので、お答えを願いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 鮫田事務局長。 
〇議会事務局長（鮫田和博君） 

 自立促進計画を定めることについての承認案件ということですけども、案件のほうにも議会

の議決を要するということになっておりまして、承認も議決に含まれるということで、今回は

承認第何号ということで、提案のほうをさせていただきました。よろしくお願いいたします。 
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） 

 広い意味で議決ということは十分、分かりますけども、今後できれば、もう少し厳密な形で

提案していただきたいなという気持ちがありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 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。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 平和宣言ですけども、これは宣言して、具体的に町民はこういうような運動をしてほしいと

いうものがあるのか。これから宣言を承認してから、具体的な町民運動としての行動を考える

のか、その点についてお願いいたします。 
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） 

 秋山議員の質疑にお答えいたします。 
 平和宣言の関係ですけども、実は旧増穂、旧鰍沢のときにも平和宣言がございまして、今回、

合併に伴いまして、消えたという部分でございます。そんな中で、いろいろな宣言が今まであっ

たんですけども、その中で一番重要というような部分の中の、恒久的な平和の部分の中で、今

回、平和宣言をさせていただきました。 
 一応、今から検討する部分ですけども、一応、町民のほうには周知をしてもらうという部分

の中で、もちろん広報なんかも利用させていただくと。それから垂れ幕というんですかね、そ

んなような部分も今、検討をさせていただいております。毎年毎年、この８月になりますと、
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日本全国の中で核兵器という部分の中で、毎年、そのへんの部分は認識を新たにするようなこ

とになりますけども、そんな時期も考慮しまして、今回、新しい富士川町として平和宣言のほ

うは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） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 せっかく、こういった宣言をつくるんであれば、やっぱり形式的にただつくっただけという

ことではなくて、町民の皆さんに徹底して、そして町民運動として、こういったことをすると

いうことが、やっぱり僕はつくる目的だと思います。ただ単につくるんではなくて、運動をど

ういうふうに広げていくかということが僕は大事だと思うので、ぜひ、その点を検討していた

だきたいと思います。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。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、承認第２４号および第２５号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例について 
 以上の２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３３号および第３４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 質問させていただきます。 
 議案第３４号の件なんですけども、職員の勤務時間が１５分間短縮されるということで、町

長のほうからは説明がありましたけども、もう一度。それが町民のほうに、どんな影響がある

のか。あるいは、影響がないような工夫を行政側のほうでなさってくださっているのかという

ところを説明願います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の職員の勤務時間の短縮について、町民のほうに影響があるのか、ないのかと

いうご質問でありますが、今回、一般職の国家公務員の勤務時間が短縮されたということに伴

いまして、富士川町の職員の勤務時間についても同じようにしていきたいということで、これ

は長い間、県の町村会の中でも歩調を合わせようとか、いろいろ議論はしてきたんですが、や

はり、それぞれの町の規模によって、同じようにはできないということになりました。町村の

中では、この富士川町が一番先に実施をしていくことになりますけども、職員の勤務時間は、
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今までの８時間から１５分、短縮をさせていただきたいと思います。 
 ただ、この富士川町、職員もしっかり仕事もしていますし、そしてまた、それぞれの体制も

出ておりますので、役場の開庁時間は８時半から５時半まで、今までどおりと変わらずに、中

で職員の勤務時間を工夫する中で、実施をしていくつもりでおりますので、住民への周知期間

をとらずに、１０月１日から実施をさせていただきます。一般の町民の皆さんにご不便をお掛

けするようなことはないと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 第３３号の町営バスの設置条例の一部を改正するということで、この運行路線を延長すると

いうことには関係ないかもしれませんけども、町営バスの運賃表がここに載っていますので、

お聞きしますけども、旧鰍沢の町営バスのときは高齢者・障害者が無料というような扱いがさ

れていたと思います。今度は、このバスが延長されて、増穂のほうへ入ってくるということに

なれば、そのへんの扱いはどのようになるのか、お伺いしたいと思います。 
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） 

 お答えします。 
 今までも、７０歳以上の高齢者について、旧鰍沢町のほう、それから合併してからも申請を

いただきまして、無料化しております。当然、今回、延長いたしましても、高齢者あるいは障

害者の方についての運賃のほうは、無料化という形で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） 

 無料化で行うということは分かったわけですけども、今まで旧町の鰍沢の場合、どんな方法

でやっていたかは分かりませんけども、何か免除をする証明書みたいなものを出して、それで

無料になるとか、そういうような方法については、具体的に検討されているんですか。 
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） 

 今までも利用をしていただく方に、無料の申請書を役場のほうへ出していただきます。それ

によって、うちのほうで無料券を発行しまして、それを乗るときに提示していただくという形

で、今までも行っておりますので、今後も引き続き、そういう形で行っていきたいと考えてお

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） 

 となれば、増穂の人たちもそういうことになるであれば、その周知とか、そういう部分はど
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んなふうにするのか、お伺いします。 
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） 

 この施行が１０月４日から始まるということで、今回の議会で条例が議決をいただければ、

広報が月末に配られます。そのときに全戸へ、延長の件とか、そういうことで宣伝の期間を１週

間くらいとらなければうまくないということの中で、早めに、議決をしていただければ、すぐ

に広報と一緒に配布をさせていただきたいと考えております。 
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） 

 せっかくのいいことですので、周知のほうをよろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第３３号および３４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第１号） 
   日程第７ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第８ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第９ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算について

（第１号） 
   日程第１０ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１１ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算につい

て（第１号） 
   日程第１２ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１３ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１４ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１５ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
   日程第１６ 議案第４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について（第１号） 

 以上の１１議案については補正予算でありますので、一括議題とします。 
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 これから、議案第３５号から第４５号までの質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 一般会計の補正予算の中のことで、質問でさせていただきます。 
 この中に補正予算として、地域医療体制調査検討委員会負担金ということで３６０万円盛っ

てありますけども、この金額の根拠はどのようなものなんでしょうか。 
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） 

 市川議員の質問にお答え申し上げます。 
 補正予算３６０万円でございますけども、地域医療体制調査検討委員会の予算でございまし

て、昨日の一般質問でも答弁させていただきましたように、市川三郷町および富士川町、峡南

の北部地域における地域医療の充実と救急医療体制等を確保するため、地域における医療課題

の実態を調査し、その改善のための方策を検討する地域医療体制調査検討委員会を設置する。

そのための予算でございまして、内容につきましては事務局費が３２５万９千円。それから委

員会費で３０万８千円。予備費としまして、３万３千円の内訳でございます。よろしくお願い

申し上げます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。 
〇５番議員（市川淳子君） 

 この事務局費の３２５万９千円というのは、その事務局というのはどういうことの内容なん

でしょうか。 
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） 

 お答え申し上げます。 
 事務局費の３２５万９千円の内訳でございますけども、主なるものは事務用の使用料及び賃

借料１８７万円ということで、事務機器のコピーですね、リース料、それから公用車のリース

料、それから需用費の３２万６千円、これは事務用の消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費

等々のものでございます。あと職員手当としまして、職員の時間外の手当８４万円が主なもの

でございます。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） 

 地域医療体制調査検討委員会の事務局費についてでありますけども、事務局は昨日の一般質

問の中でも答弁させていただきましたが、富士川町から２名、市川三郷町から病院も含めて２名、

そして鰍沢病院から１名、峡南病院から１名の事務方を出していただきまして、プロジェクト

チームをつくっております。そのプロジェクトが事務作業を行うために必要な経費が３２５万

９千円という計上をしております。 
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 これは本来であれば県が持つ分、そして富士川町が負担する部分、市川三郷町が負担する部

分ということになっておりますけども、市川三郷町が町議会議員の選挙の関係で、すでに９月

補正を上程してしまっている。県のほうも９月議会に間に合わないということで、全額、今、

富士川町が計上しておりますが、この経費に対しまして、今、１，４００何万円、県のほうか

らくることになっておりますので、いずれ、また修正をさせていただきながら、両町の負担の

部分も３６０万円、とりあえず富士川町議会でお願いしておりますが、修正がされると。今の

ところ、現在の試算でいきますと、富士川町、市川三郷町の両町負担金の額はいずれ７６万７千

円になるという計算であります。 
 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） 
 そうすると、この今、２名、２名、１名、１名ということなんですが、これは人件費もこの

中に入るんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 人件費は入っておりません。人件費はそれぞれ、人員を負担するところの職員でありますか

ら、そのところでみていただいて、ここでみるのは、この調査検討委員会の業務に関わった残

業手当、出張旅費等々、あとはまた、事務局は富士川町に置くことにしてありますので、そこ

に関わる電気代、光熱水費、そして公用車の使用料、あるいは公用車を借りれば、そのリース

代、コピー代、それらについては県が出す分と、不足する分は両町で負担することとしており

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） 

 細かいことなんですけども、これは富士川町に事務局を置くんですよね。そうすると、家賃

とか、そういう場所代みたいなものも入るんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 これは行政として、地域医療を守るために必要なプロジェクトでありますので、それは市川

三郷町に置こうが、富士川町に置こうが、行政財産の使用料は、これは業務の一環としてやっ

ておりますので、取っても自分がまた、それを負担しなければなりませんので、自分で自分の

足をつっつくようなことになりますので、家賃は考えておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ５番、市川淳子さん。もう４回目になりますので。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 
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〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは、まず１点目ですけども、鰍沢の児童センターの備品購入費ということで、民生費

の中の８ページに載っているんですけども、１，２９０万円。これはたしか、決算のほうで繰

越明許で３千万円、備品購入費、盛ってあるんですけども、合計すると４千万円の上の金額で

すけども、この備品というものはどういうものの、前にも聞いたことがあるんですけども、プ

ラス１，２９０万円。これについて、どんなものを買うのか、お願いします。 
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） 

 秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 この１，２９０万円の鰍沢児童センター、備品購入費でございますが、まず、この補正を計

上いたしました経過から、ちょっと説明させていただきます。 
 当初、予定しておりました仮称、鰍沢児童センターにかかります備品につきましては、議員

さんおっしゃるとおり、旧鰍沢町におきまして予算化されまして、当時、一般財源を全部、充

当するということで、計画いたしておったところでございますけども、それを２２年度の繰り

越しということで行ってきたわけでございますが、今年度に入りまして、負担割合が１０分の

１０で、町の持ち出しがない安心子ども基金、子育て創生事業が活用できる見込みが立ちまし

たものですから、今回、この補正を計上させていただきました。 
 具体的な整備予定の備品につきましては、児童図書スペース等におきます木製の書架、ある

いは図書、それからＣＤ、ＤＶＤ等のソフトコンテンツ、それに多目的ホール等におきますテー

ブル類、液晶プロジェクター、プラズマテレビ、電子黒板、パソコン、それから直接、児童セ

ンターに関わるわけではございませんけども、チャイルドシートの貸し出しを考えておりまし

て、それらのもの、それから物置等を設置する予定になっています。 
 したがいまして、繰り越しをいたしました備品購入費３千万円につきましては、一般財源を

充当するということになりますので、必要最小限の備品にその部分は留めまして、できるだけ、

この子育て創生事業のほうを活用するということでやっていきたいということで、３千万円の

部分については、できるだけ不用額として残し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） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。ぜひそんな形で一般財源をなるたけ使わないようにお願いしたいと思います。 
 それから１１ページの土木費、ここに児童公園、都市公園遊具設置工事ということで、

７３０万円盛ってあります。同じページなので、続けてお聞きしますけれども、それから消防

費、ヘリポート造成に１，７００万円、用地取得に７００万円ということで載っておりますけ

ども、この公園のどんなふうに、今、更地になっていますけども、どういうふうにあそこを計

画しているのか。それからへリポートは、場所と面積等について、お答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） 

 それでは、秋山議員さんの公園をどのように児童公園にしていくのかということにつきまし
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て、お答えいたします。 
 もう、ご存じと思いますけども、利根川の公園の上のほうに窯跡上の跡地ということで、今

現在、更地になっていますけども、そこは大久保児童公園ということで、整備をしてまいりた

いと考えております。 
 内容につきましては、フェンスとか安全柵を設置したりとか、それから水飲み場、遊具を置

いたりという状況であります。そのほか、やはり利根川公園、それから富士川町にあります街

区公園とか、地区公園にあります遊具の更新を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） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 たしか、あの場所で誰を対象に造るかという話で、あそこにテニスコートがあるので、あそ

こを利用する方の、例えば子どもがいる方について、あそこの子どもが待っているときに利用

するんだというお話があったんですけども、そうすると、その利用者というのは、大体どのく

らいの人数が見込まれるのか、今のところ想定しているのか、お答えをお願いします。 
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） 

 お答えします。 
 最初に、町長さんのほうからそういったテニスコートをご利用になる方の、お子さんたちも

利用するというお話もあったわけですが、地域全体の皆さんに、子どもたちに利用していただ

くということで、特に小林、それから大久保方面の団地、それから新しい家が出てきておりま

して、そういった家庭の子どもたちを対象としております。具体的に、人数的なものは把握し

ておりません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 こういった施設というのは、さっき芝生も張るというお話だったんですけども、やっぱり管

理費というのがかかるんですね。使っても使わなくても。せっかく、こういったものを整備す

るであれば、例えばこの遊具にしても耐用年数というのがあると思うんですね。それが切れて

くると、どうしても老朽化して、また買い換える、整備し直すということになるので、そのコ

ストというものが、必ず使っても使わなくてもかかってくるので、ぜひ設置するからには、お

おぜいの人に利用していただけるようなことを考えていかないと、やっぱりどのくらい想定で

きるのか。対象人数が大体この地域で、エリアで歩いてきて、自転車で来て、何人ぐらいの子

どもがいて、利用するということがないと、分からないけども設置するとなると、せっかく設

置しても利用者がどのくらい出てくるか分からないわけですね。やっぱり、そういったことは

大変重要になってくると思うので、これから、たかが７３０万円ですけども、今度、維持管理

費というのがかかってくるんですね、毎年。そういったことを考えて、こういったものを設置

していただきたいと思います。 
 それから続いて言ってしまったんですけども、ヘリポートについてのお答えをお願いします。 
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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） 
 ヘリポートの関係でございますけども、まずはじめに位置でございますけども、小室山保育

所の南、小室山妙法寺の南に農地がございますけども、そこの農地、田んぼになります。規模

的には２，３２３平方メートル、おおむね７００坪ほどの災害時用のヘリポートの設置という

ことになります。 
 工事概要的には、平らにしなければならないんですけども、整地をして、あと道路の舗装、

また進入路および水路等の工事となっております。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） 

 小室山の南というと、位置的に例えば近年、ゲリラ豪雨というものがありますけども、せっ

かく、こういった設置する場所が大雨が降ったときにとても崩れやすい地質だとか、そういっ

たことがあると、せっかくのヘリポートが緊急時に使えないということも考えられると思うん

ですけども、その点については地質的にここは大丈夫だという確認はとってあるんでしょうか。 
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） 

 今、位置的なご説明がありましたけども、保育所がありますし、そして南側には住宅もござ

います。そのへんの災害的な部分は、間違いがないと思います。またヘリポートですので、離

着陸の条件等もございます。そのへんも専門家のほうに見ていただいて、そのへんの部分もク

リアをさせていただいています。位置的にも、そのへんは大丈夫ということです。 
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、続きまして１３ページの、教育費の１３委託料、県立大学講座運営業務というこ

とで４０万６千円が計上されておりますけども、この県立大学の運営講座という、その内容に

ついて、ご説明をお願いいたします。 
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、秋山議員のご質問にお答えします。 
 今回の、県立大学の出前講座のほうに４０万６千円。当初、６月の補正で報償費のほうに

２４万円の計上をさせていただきました。当初は８回分の講師への謝金ということで計上させ

ていただいたんですけども、その後、県立大学のほうとの協議の結果によりまして、講座自体

は８回で変わりはないんですけども、シンポジウム、あるいはそういった内容の変更に伴いま

して、若干、費用のほうがかかります。県立大学のほうに委託事業ということで、今回、４０万

６千円の計上をさせていただきました。 
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 内容的には、もうすでに２回、済んでおりますけども、これからあと６回、全部で８回の講

座になります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 当初、２０万４千円ですか、その金額で８回の講座をお願いするということで、県立大学と

話を進めた中で、計画変更をして、当初の金額より大きい４０万円をかけて、シンポジウム内

容をボリュームアップするということで、これは出てくるんですけども、そうしたことで、当

初、決めるべきことではないんですが、その内容について、８回で２０万円いくらの金額でや

るということで進めてきて、補正になって、その倍の金額を使って、その内容をやるというの

は、当初の内容の詰めが甘かったんではないですか。それから、この講座の対象者というのは、

誰を対象にして、どういうふうにやっているんですか。 
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） 

 見込みが甘いといえば、そのとおりでございます。当初、峡南の歴史と文化を学ぶ会という

のが県立大学のほうと協議をしまして、町のほうでも少しみてくれないかということで、講師

の部分、講師の謝金の部分だけを計上しました。その後、主催が富士川町教育委員会というこ

とになりまして、県立大学のほうとの協議の中で、当初は１００万円弱ぐらいの金額の提示が

あったわけですけども、そこを削ってきまして、この金額で計上させていただきました。 
 対象につきましては、町民はもとより興味のある方、県下全域ということになります。 
 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） 
 教育委員会になったということなので、ぜひ、これだけの県立大学、有名な先生がたくさん

いらっしゃるので、多くの町民の方に参加していただけるように、広報のほうもお願いしたい

と思います。 
 それから最後ですけども、その下の教育費、スポーツ少年団県外大会補助金１００万円とい

うことで補正をなさっていますけども、この点についてはどういったことで補正するのか、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） 

 これまでも全国大会に出場するチームにつきましては、旅費と、それから宿泊費７千円が限

度ですけども、その２分の１について補助をしてまいりました。当初は見込めなかったんです

けども、全日本の小学生ソフトボール大会に男子が長崎県、それから女子が仙台花巻大会のほ

うに出場をしました。男子のほうにつきましては、７１万８，８００円。それから女子につき

ましては、２８万１千円の補助が必要となりましたので、今回、１００万円の補助を計上させ

ていただきました。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 これで、私の質疑を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 ２点ほど、お伺いしますけども、農林振興課長さんに、９ページ。 
 負担金補助金のこの部分が、聞き方が悪いのかもしれませんけども、耕作放棄地の再生事業

の中身をちょっとご説明してもらいたいということ、まずそれをお願いします。 
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） 

 小林議員さんの質問にお答えさせていただきます。 
 この負担金補助金にあります１２８万円ですけども、耕作放棄地再生活用促進事業というこ

とで、これにつきましては、町の中に担い手協議会をつくりまして、耕作放棄地の地権者から

了解を得る中で、それを伐根とか造成をしまして、つくっていただく人に貸し出していくとい

う予定をしております。これにつきましても、県の補助事業ということで、２分の１の補助金

の中でやっていく予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 了解しました。これは僕、単町のときにはなかったんですけども、旧増穂さんで言えば青柳

地区、そしてもう１カ所ですか、２カ所ぐらいあるということを聞いて、その拡大という意味

でよろしゅうございますか。 
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） 

 今まで市民農園という形で、去年、おととし、長沢に１カ所、青柳２カ所の市民農園を造成

して貸し付けをしておるわけですけども、今回のこれにつきましては、市民農園という形では

なくて、各地で耕作をできるような形の個人に貸し付けていく予定でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 今までのは市民農園であって、今回は市民農園ではなくて、この地域の方々に貸し付けると

いう意味ですか。市民農園ではなくて。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
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〇農林振興課長（井上修君） 
 そうです。市民農園という形ではなくて、やりたい、個人ですね、個人にその部分を貸し付

けていきたいという予定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １２番、小林進君。 
〇１２番議員（小林進君） 

 １２ページ、教育委員会の関係ですけども、このことばの教室の施設の整備、今回、児童セ

ンターの中に入るということで、今までは旧鰍沢の児童公民館の中に入っていたわけでござい

ますけども、その中身を教えてもらいたいということと、当然、今回、合併いたしまして、旧

増穂町さんの議員では初めてのことだと思うから、そのことばの教室の生い立ちというか、今

までの設立の意味、それからこのあと出てきますけども、充指導主事の設置の、こういうわけ

で設置したんだということを、もし説明できたらお願いしたいと思います。 
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、小林議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
 教育費の教育委員会費に計上いたしました負担金、峡南地区ことばの教室施設整備負担金に

つきましては、特別会計のほうでも補正をさせていただいておりますけども、この富士川町分

の負担金をことばの教室のほうに負担をしまして、それから特別会計の歳入につきましては、

ことばの教室施設整備各町負担金ということで、各町から児童センターの建設費の割合で、施

設整備費としてご協力いただけるということで、今回、本町もこの負担金を計上いたしまして、

ことばの教室のほうに負担をして、その負担金６１５万円につきましては、一般会計のほうで

歳出をしていくということで、計上させていただいております。 
 それから、ことばの教室につきましては、南巨摩、西八代の各町が共同設置ということで、

この旧鰍沢町のほうに設置をいたしました。ことばの教室の設置につきましては、昭和４７年

から、こちらのほうに鰍沢小学校に併設されるという形で、言葉の遅れとか、その児童の教室

ということで通級をして、そこで子どもたちの指導をしていることになっております。 
 それから充指導主事につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、充

指導主事を設置しなければならないということが決められておりますけども、峡南地域につき

ましては、この指導主事につきましては、県負担の教員を指導主事に充てるということで、充

指導主事を設置しております。それで峡南地域の各学校の指導にあたっていただいているとい

うことで、これにつきましては、事務費のほうを特別会計のほうで賄っているという状況になっ

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 どうもありがとうございました。 
 このことばの教室、現在、年間、幾人くらいの方が利用といってはおかしいですけども、ご

指導を願っているか。それから現在、担任をしている先生方の人数を教えていただきたいとい
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うことと、充指導の場合、僕、単町のときも、議員だったときに言った覚えがあるんですけど

も、本来は県がすべき事業だと僕は思っていますけども、たしかに給与は国、県からきていま

すけども、残業とか教材等を各町が負担をしてということで結構なことだと思いますけども、

本来は県がすべきだと思いますけども、教育長の見解を伺いたいと思いますけども、どうでしょ

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、ことばの教室の通っている児童の状況でございますが、平成２１年１月から１２月

につきましては、１２１名の児童が通級しております。それから現在、担当している職員です

けども、４名の教員がことばの教室に勤務しております。 
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） 

 ただいまの充指導の関係ですけども、峡南教育事務所管内の教職員の指導主事という形で置

いておりますけども、所属は鰍沢中学校に所属しております。身分につきましては、教頭相当

職ということで対応していただいておりますけども、給与につきましては、先ほどおっしゃる

ように、山梨県の県費負担であります。しかしながら、設置者において、教材ならびに旅費等

については、設置者がもつというルールの中でやっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 私自身、承知して、この充指導主事の問題は、皆さんに怒られるのを覚悟して発言している

わけですが、お許しを願いたいんですけども、なぜ言ったかというのは、ことばの教室と、こ

の充指導は合併して初めての、先回の議会のときに、僕、言えばよかったんですけども、言わ

なくて、２回目の定例会でございますので、充主事の問題とことばの教室の設置の問題は、初

めての議会でありますので、その経緯等を僕自身は承知していますけども、目障りかもしれま

せんけども、年の功で、もし旧増穂町さんの議員さん、見識のある議員さんばかりでおります

けども、もし不足の部分があったらということで発言させてもらいましたけども、よろしく、

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。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 それでは、先ほどへリポートにつきましては、秋山議員の質問で面積等は分かりましたけど

も、先ほどの答弁の中で進入路も含めてというふうな話があったんですが、その道路の幅がど

のくらいの幅なのか、教えていただければと思いますけども、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
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〇総務課長（井上明君） 
 井上議員の質問にお答えします。 
 今、設計をしている段階でございますけども、進入路というのは、そのヘリポートに救急車

がスムーズに入れるという部分を設定していますので、そのへんの部分の十分な幅員は取るつ

もりでおりますけども、具体的にはまだ、お答えすることはできないです。 
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） 

 幅がまだ、具体的には分からないということですが、その道路は今現在ある、保育園から上

手地区に抜ける道路があるんですが、そこからヘリポートへ入るところの道路は造成していく

ということでよろしいんでしょうか。 
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） 

 今の道路を、もちろん活用することは間違いございません。ヘリポートの敷地の中に入るの

に、救急車が支障なく入れるという部分ですので、もしできましたら、その敷地のほうの部分

を拡幅するような形の中で、進入路のほうは考えております。 
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） 

 ありがとうございました。 
 もう１点、簡易水道の特別会計の補正予算でお伺いしたいんですが、地上式消火栓の設置工

事ということで挙がっておりますけども、これは要望のあったものがすべて設置というこ

と・・・簡易水道の特別会計補正予算、地上式消火栓設置工事、これは各地区から要望があっ

たものがすべて設置されるということなんでしょうか、お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 上下水道課長、保坂繁仁君。 
〇上下水道課長（保坂繁仁君） 

 議員の質問にお答えします。 
 今回のこの簡易水道事業の補正ですけども、土録地内の、旧土録公民館の南に地上式の消火

栓を１基、設置するという補正予算でございます。 
 各地区の消火栓の問題につきましては、防災担当のほうで、ご質問にお答えしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 今の消火栓の関係ですけども、実は防災のほうで、消火栓の希望を各地区のほうから取らせ

ていただきました。そんな中で優先順位を決めさせていただいて、計画をさせていただきます。

今回、水道のほうにお願いする部分は、今、話がありましたように、土録地内の消火栓の部分

でございますけども、申し訳ないんですけども、すべての希望がかなうというわけではござい
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ません。今回も優先順位を決めさせていただいて、施工していくという部分で、もちろん予算

の範囲内でさせていただくような計画になっております。 
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） 

 今回は土録地区の１カ所だけということで、各地区から要望が挙がっても、予算の範囲内で

しかできないということなんですが、これについては、設置する場合、負担金なしで町のほう

で設置していくということでよろしいんでしょうか。 
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） 

 今回の消火栓ももちろん１基だけではないんですけども、今回、合併に伴い、そのへんの整

備をさせていただきました。５メートル以内の消火栓に関しては、全部、町でみるようにして

います。実は例えば、消火栓から本管を引いてうんぬんというような場合には、例えば１０メー

トルかかるという部分ですと、５メートルは地域の負担になるという部分で、解釈をお願いし

たいと思います。 
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） 

 分かりました。まだまだ各地区では、こうした地上式に移行したいというところがあるんで

すけども、今後ともまた予算の範囲内ですけども、改めてまた、町民のためにお願いしたいと

思います。 
 以上でございます。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 簡易水道事業特別会計で出しています地上式の消火栓は、簡易水道の工事に伴うものですか

ら、簡易水道事業で出しております。今、議員さんのおっしゃる各地区での要望のものについ

ては、今、取っております。取っていて、ある程度の希望はきているんですが、これはまた当

初予算に計画的に整備をしていくということで、載せさせていただきたいと。緊急性がどうか

という意味では、緊急性があるにはあると思うんですが、補正予算に出す案件ではないと思い

ますので、また当初のほうで、いろんな希望がありますので、優先順位をつけながら、区長さ

んともお話をする中で、計画的に町内、バランスよく整備をしていきたいと、こんなふうに考

えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 どうもありがとうございました。 
 以上で、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すか。 
 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 
 １点だけ、商工費の観光費、集落支援費賃金１３０万９千円とありますけども、この内容を

お願いいたします。 
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） 

 齊藤議員のご質問にお答えいたします。 
 地域支援員ということでございますけども、一般質問でもされたと思いますけども、各地域

が今、大変だというような中で、実はこの地域支援員というのは、県の事業でございまして、

外部人材を活用するための三大ツール、助っ人活用三種の神器というような名前が付いている

ようでございますけども、県の事業でございます。予算的には、特別交付税１００％措置とい

うことでいただける予定でございます。この事業には地域協力隊とか、地域支援員とか集落支

援員、それからアドバイザーというような、こういうふうな事業別に分かれておりますけども、

この中の集落支援員というものを活用していきたいということでございます。 
 内容でございますけども、地方自治体が地域の実情に詳しい人材、そういうふうな方をお願

いして、地域への目配りということで、地域の現状を把握したり、それから集落点検の実施、

それから住民と住民との話し合い、それから住民とまた行政との話し合い、こういうふうな間

のパイプ役ということで、その地域にどのような支援ができるか。簡単に言えば、そういうふ

うなものを今から探しながら、今度はそういうものを検討していくという支援員でございます。 
 われわれ地域振興課といたしましては、特産品を生かしたり、そういうふうな部分で、その

地域に何ができるか、こういうふうなものを重点的、この支援員、利用というか活用いたしま

して、やっていきたいなというふうに思います。 
 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） 
 今の説明ではよく分からないんですけども、となると、地域がいろいろあるわけではないで

すか。そうなると、そういうところに何人もの人を雇うとかという、そういう感覚でいいんで

すか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 集落支援員の賃金ということで、聞きなれない言葉だと思います。これは先ほど、課長が答

弁いたしましたように、地域協力隊とか、いろんなそういう協力隊の部分を総務省のほうで昨

年から３年間ということで、事業化をしたものです。この旧穂積地区でもハーブだか、ラベン

ダーだかを作りたい人を東京から連れてきたり、そういうものは地域協力隊ということである

んですが、それが頓挫した事業になりまして、今回、地域支援員ということでしたのは、この
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地域に詳しい人を採用して、そしてその人が、商工費の観光費へのせてあるということは、昨

日も答弁させていただきましたが、穂積筋、平林筋、十谷筋のこの連携をとりながら、平地で

結ぶことも結構ですし、尾根で結ぶことも結構、そういった三観光筋の連絡員、そしてまた、

その地域の支援員ということで配置をしたいと。１名、配置の予定でいます。地域のことをよ

く知り、詳しい人ということでありますので、多少、条件が付くと思うんですが、ご議決いた

だければ、これから募集をしながら、詳しい人を配置して、三筋の支援をやっていければと思っ

ております。半年分の賃金でありますので、１３０万円。それに共済費を今回、計上させてい

ただいております。 
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） 

 なんとなく分かりました。そうは言っても、範囲が広くて、１人の方がそういう、五開とか

平林を網羅するのも大変なことではないかなという気がしますけども、ぜひ空中分解をしない

ようにお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第３５号から第４５号までに対する質疑を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１６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１７ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について 
   日程第１８ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については、増穂町の決算認定案でありますので、一括議題とします。 
 これから、認定第１号および第２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） 
 私は監査委員でありまして、質疑をするのはちょっと気が引けるところもあるわけですけれ

ども、新しい資料が出てきたところで、質疑を少ししたいと思います。 
 まず、この決算資料で質疑したいと思いますけども、よろしいでしょうか。 
 ４４ページの各行政委員会、下のほうの報酬を出している会議、開催数という表ですけども、

増穂町と鰍沢町と２つあります。傍線はおそらく、その町にはない委員会ではないかと思うわ

けですけども、私、今まで何回か、行政委員をやらせていただきまして、本当に形式だけの会
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というのがいくつもありました。この中で、実質、非常に機能している委員会ももちろんあり

ます。ただ、この中で、ゼロというのが結構あるんですけども、これは開催しなかったと。必

要に応じて、たぶんするということだと思いますけれども、報酬が出ているわけですね。私は、

このいくつか出たところは、この程度の会議で報酬を出すのはいかがなものかというような思

いをしたことがありますけれども、お尋ねします。 
 この各種委員会、行政委員、下のほうですけども、これは適正な委員会、そして報酬である

と考えていらっしゃるかどうか、お尋ねします。 
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） 

 各行政委員、各種委員会等、これはもちろん、いろいろな条例、それから規則等で設置が決

まっておりますものですので、もちろん必要不可欠な協議会というような部分で解釈しており

ます。報酬等の件でございますけども、これもご存じのように条例等で規定しております。 
 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） 
 もちろん条例で定められているからあるわけですけども、実質のことを言っているわけです

ね。実質、この会が本当に必要なのかどうかというような懸念を抱くような会もあるわけであ

りまして、今後もし、なければならない、１回でも何しろなければならないということも分か

りますので、なんとかここを有効に活用できるとか、機能するような会にするとか、あるいは

報酬をもっと減らしてもいいんではないかというような会もありますので、もう一度、そこの

へんは考えていただきたい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 各種委員会等がありまして、今、総務課長が答弁したとおり、法律で定められているもの、

条例で定められているもの、そしてまた設置要綱等で定められているもの、設置要綱等につい

ては、まず報酬はないと思っていただいて結構だと思います。法律、あるいは条例で規定をし

ている委員会でありますけども、本来は開かれないことがいい委員会も、この中にはあるわけ

であります。そういう中で、条例で設置している、法律に基づかなくて、条例で十分できるも

のであれば、今後、そこのところは全体的に見直しをしていきたいなと、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） 

 あるからには、ぜひともこれが有効に機能できるような会議にしてほしいと思います。 
 次に今の決算資料の４７ページですけども、平成２１年度産休・育休取得の状況というのが

ありまして、産休・育休取得の状況で、事務職員、保育士等、人数が出ているわけですけども、

この中で男性がいるのかどうか。女性だけではなくて男性がいらっしゃるかどうか、お聞きし
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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） 

 ございません・・・。 
 申し訳ありません。質問をもう一度、お願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 再度、質問をお願いいたします。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 産休・育休、もちろん産休は男性がいないでしょうけども、育休の中に町の職員の中で、育

休を取った男性がいるのかどうかということをお聞きしているわけです。 
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） 

 ございません。 
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） 

 たまたま今朝の新聞に、町長、育メンという、イケメンではなくて育メンという男性が、今

どんどん登場しているという状況の中で、富士川町のニュースとして育メン講座ですか、勉強

会、なんかありましたね。まず富士川町は率先して、男女共同参画社会を走っていただきたい

というような思いで、いっぱいです。ぜひ職員の意識改革を含めて、今後の指導をよろしくお

願いしたいと思います。 
 次に６１ページですけれども、ここで保育所の委託時の合計数ですね。合計数が２１年度と

２２年度では、年々、今まで、幼児数が下がっているわけですけれども、２１年度から２２年

度にかけて４２人増えている。これは保育料の減額、そこが影響していると考えてよろしいん

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） 

 永井議員のご質問にお答えいたします。 
 こういった状況がありますのは、やはり保育料の減額ということも、たしかに影響している

かと思いますが、状況がその都度、年度によりまして多々ございますので、それらも含めます

と、一概に保育料が下がったからというわけではないと思うんですけども、その部分はご利用

になる保護者の方が、そういった利用料の減額があるから、富士川町で利用したいという意向

もあって、利用された方もあるかと思います。 
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） 

 町は決算を見て、事業評価をしていくということだと思うんですけれども、保育園児が年々、
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減ってきていますよね。これはずっと。それで、２２年度になって突然というか、増えていま

すよね、急に。ここのところはどのような評価をしているのか、お聞きしたいんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 保育児童の推移のことについてでありますが、先ほど子育て支援課長が答弁したとおり、保

育料を２０年度の１０月から下げまして、浸透してきた関係もありまして、預けようという人

も増えていることはたしかだと思います。しかし、そればかりでなくて、こういった経済情勢

の中で、保育園は保育に欠ける人の子どもを預かるところでありますので、料金が安いから預

けようといっても、保育に十分対応できる状況であれば、入所するわけにはいきません。そう

いう中で増えているということは、やはりこういった経済情勢の中で、奥さんが働かなければ

ならない、あるいは家族全員で働かなければ生活に苦しい、そういう社会情勢を反映している

ものでもあると考えております。 
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） 

 私はまた、ぜひ、富士川町で子育てをしたいという若いお父さん、お母さんたちが、こちら

に移ってくるというような傾向がもしあるんだったら、大変うれしいなというふうに思った次

第です。これからも、今のお話だと、この数字が増えるのかいいのかどうかということですけ

れども、ぜひいい方向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） 

 昨日も市川淳子議員さんの質問のときに、ちょっとふれましたけども、今、人口が減ってい

ます。そして出生時の、子どもの数を見ても減少傾向にあります。そういう中で、３００人アッ

プ作戦ではもう間に合わなくなった、５００人アップ作戦を考えなければならないという中で、

今、永井議員さんがおっしゃられたとおり、子育てをこの富士川町でやってみたいという、魅

力あるいろんな施策、これは子育てだけではないと思います。いろんな生活環境、住環境から

他に誇れるようなまちづくりをしていかなければ人は増えてこないと思いますので、職員一丸

となって取り組んでいって、ぜひ５００人、本当に増えるような施策展開をしていければいい

と思っています。 
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） 

 ぜひ、そのようなことを望みます。 
 次に６６ページの保育料の滞納額ですけども、平成２１年度は約５００万円近くの滞納があ

り、過年度を合わせてですけれども、件数としては４４件ということで、これは見過ごすこと

のできない金額だと思いますけども、どのような対応でいるのか。本当に生活困窮者に対して

は、前回、私が質問しました徴収猶予のような形もあるというお話がありましたけども、そう

いう人たちだけなのか、それともそうでない人も含まれているのか。その調査した結果はいか
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がなものか、お尋ねします。 
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） 

 ここにございます平成２１年度の４８３万３千円ということで、４４件でございますが、議

員さんおっしゃるとおり、過年度分が平成１３年くらいからだったと思うんですけども、まだ

未納の方がおりまして、そういう方の中には、本当に少しずつですが、納めていただいている、

協力していただいている方もおりまして、その方の生活状況ということについては、一概に言

えないんですけども、一部には保育料が全然払えないという状況にはない方も事実、おります。

そういう方につきましても督促を何度もいたしまして、滞納についての完済をぜひ、お願いし

ているところなんですけども、今後とも、たまたま子ども手当の支給がございまして、そうい

う支給の折にお金が入りますので、そういう折にぜひ協力していただきたいというふうなお願

いをしておりまして、ここにはまだ出てきていないんですけども、２２年度については、かな

り効果が、その部分では上がってきておりますので、そういった工夫をしながら、あと税務当

局の滞納のやり方についても、私どもよくそのへんについては協議をいただきながら、一緒に

なって、そのへんの滞納対策のほうをしっかり、今後もやっていき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） 

 ２２年度、効果がどのくらい出るか、しっかり確認したいと思います。 
 次、６８ページになりますけれども、一時預かり保育利用状況で、２１年度件数とあるんで

すけども、２０年度は件数ではなくて、日数と世帯数。１９年度、１８年度もそうですね。１７年

度は、また件数ですね。これはちょっと比較できませんけども、どのように考えればよろしい

んでしょうか。 
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） 

 私もちょっとここで、すぐお答えできないので、申し訳ないんですが、ちょっと確認させて

いただいて、後刻、報告させていただきたいと思います。 
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） 

 よろしくお願いします。 
 最後に７５ページ、みさき耕舎の決算報告ですけれども、これは昨日、齊藤議員が詳しく質

問したところであります。当初予算と収入済額を見ますと、委託金が一方的に減額されたとい

うことで、昨日、議論があったところです。見ますと、当初予算には補助金がゼロなんですね。

でも、実際には補助金が２００万円以上、入っていますね。つまり、委託金をはるかに超える

補助金が入っているということなんです。でも実際は、赤字になったから積立金より繰り入れ

たというようなことです。 
 町としては、この決算書をどういうふうに見るかということなんですけども、ここで見ると
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事業収入の予算額に対して、収入済額がことごとく到達していませんね。ということは、自分

たちが予算として立てていた目標に対して、事業収入はそこまでいかなかったということは、

１つにはこの目標に向けて、どのような努力をしたのかとか、どのような取り組みをしたとい

うことを、町としてはどのように、これに対して対応していくのでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 ７５ページの、これはみさき耕舎の決算書ですが、町からいっている委託金が当初にも

１３０万円、計上していただいていますし、町のほうも１３０万円、お支払いをしております。

昨日はこの金額が、かつて補助金の見直しのときに、一部一律カットされたんではないかとい

う質問でありました。それは今年度の、もういっぺん協議をする中で、事実を確認しながらやっ

ていきたいということであります。 
 あと事業収入についてですが、みさき耕舎を管理委託していただく中で、あとはあそこの施

設を活用していただきながら、平林地区の活性化を図っていただきたいということで、活性化

組合が施設を活用しながら、いろんな事業収益を上げるためにやっております。施設での物品

の販売、あるいは食堂、そしてまた、あそこを中心とした、いろんな朝市もやっていただいて

おりますので、いろんな事業展開ができればいいかなと。その中で、地域が活性化できればい

いかなということでやっております。 
 この事業については、町のほうであれをしてほしい、これをしてほしい、武士がそんなこと

をいっても、なかなか地域に合った商売はできないと思いますので、地域の皆さんにお考えを

いただきながら、そしてこれは、あの施設だけではなくて、その活性化組合が結成をされてい

ますので、いろんなイベントにも参加していただいております。 
 そういった中で、昨年度は目標数字に若干足りなかったということでありますが、これは商

売をしていれば、いずれ出てくることでありまして、目標が正しかったのか、売り上げのほう

で努力が足りなかったのか、いろんな原因があると思いますが、昨年、たまたま１８万円ほど

の赤字が出た。その中に積立金がありましたので、そこから充当して、なんとか屋根はふけた

ということでありますが、今後もいろんな意味で、町も地域の皆さんと協力していく中で、新

たな事業展開も含め、やっていければと思っております。 
 先ほどありました地域支援員も、昨日の答弁で、十谷地区のみみ料理も町内の観光施設で出

していきたい。そして町の１つの食べ物として、もっともっと、せっかく鰍沢地区で育ってき

てくれた、みみ料理ですから、富士川町に来たら食べ物はみみだといわれるぐらいにやってい

ければと思っております。そういった中で、地域支援も今後、平林地区も穂積地区も十谷地区

も飛び回りながら、こういった地域の皆さんの活動の支援ができればいいのかなと、こんなふ

うに思っています。 
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） 

 非常に頑張ってやっていらっしゃる方たちでありますので、目標に達しなかったのは、それ

なりの理由があるのではないかと思いますので、ただ、こうやって議会に提出されてきた中で、

やっぱり議会としては理由もお聞きしたいと思いますし、それから今後の取り組みについても、
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意欲的なものをぜひともお聞かせいただきたいというようなことを思います。ぜひとも、今後

さらに活性化に向けて頑張ってやっていただきたいと思いまして、そんな感想を抱きました。 
 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 ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号および第２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１９ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題とします。 
 これから、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） 
 １点だけ、お聞きしたいんですけども、平成２１年度の鰍沢町の決算ということで、２０年

度の鰍沢町の決算の歳出比較分析表というのが、県のホームページに載せてあるんですけども、

その分析欄の物件費の項目で、類似団体、平均の１２．２と比較すると、物件費にかかる経常

収支比率は１０．８と、低くなっていると。今後は、直営の施設については指定管理者制度の

導入を検討し、物件費の削減に努めるともに経常経費の精査を行い、物件費の抑制に努めると、

昨年はそういった報告が分析欄に出ているんですね。 
 今回、２１年度の決算で、鰍沢町分の性質別の物件費というのは、金額とパーセントが分か

れば教えていただきたいんですけども、分からなければ、昨日の一般質問の中でも、町長の答

弁で平成２０年度活性化事業で２，０３９万円の赤字、それから２１年度１，５６０万円の赤

字と出ているんですけども、この２１年度の決算に対して、やはり昨年度と同じような状況で

あれば、指定管理というものを当然、考えていかないといけないと思うんですけども、今年度

の決算状況を分析しながら、指定管理者というものは今後、導入していくのか、その点につい

てお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 決算を打てば、性質別等々の分析をやっていきますが、今、旧鰍沢町の決算についての性質

別の分析が手元にありません。あとでまた、お答えしたいと思います。 
 塩の華、つくたべかんを直営で今、実施しております。これを指定管理にどうかということ

でありますけども、これは旧鰍沢町でも指定管理は、相当検討されてきたと思いますけども、

富士川町になりまして、現状では直営でやっております。今は社会的要因であります中部横断

自動車道、社会実験で無料化をされています。これが来年の３月３１日までということであり

ます。今までの考えでいきますと、増穂・六郷間、六郷から北側は有料、そして六郷から富沢

間が無料、そして富沢から静岡までが有料ということで、そういうふうに戻ることがどうなの
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かというところを見極めながら、今後やっていきたいと。そのまま社会実験が続きますと、例

えば西嶋の人たちも高速道路を通って、峡南橋のところで降りて、たぶん西嶋へ行ってしまう。

そうなると、あそこの塩の華の前も、どういう人たちが走るのかなと。このままでいきますと、

鹿島の皆さん、箱原の皆さん、五開の皆さんだけであれば、そこで店を開いていても、そんな

に今ほどの通行量はなくなってしまいますので、あと５年ぐらいでありますから、指定管理に

出して、あとで取り戻しがつかないようになっても困りますので、今しばらく様子を見ながら、

先行きを判断して、指定管理のほうも考えていきたいと、こんなふうに思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第３号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２０ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２１ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 以上の２議案については、富士川町の決算認定案でありますので、一括議題とします。 
 これから、認定第４号および第５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 まず１点目、地方債残高ということについて、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 一般会計の２１年度末の地方債残高７８億８，５０２万円ということなんですけども、これ

は旧町の合算、その後ということで、この中に占める、いわゆる過疎債といわれる部分の金額

がもし分かれば、お願いしたいと思います。 
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） 

 齊藤議員の過疎債の関係の質問につきまして、お答えをいたします。 
 一般会計分で、決算時の残高７８億８，５００万円でございます。このうち過疎債が１３億

８，９７５万９千円となっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 
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〇６番議員（齊藤欽也君） 
 あと１点、これは国民健康保険特別会計なんですけども、合併時に１，９５９万４千円あり

まして、それが決算時に５，８５９万４千円という変動になっているんですけども、この理由

がもし分かれば、お願いしたいと思うんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 場所のページを教えてください。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 調べていただいた資料で、今、質問させていただいているんですけども、事前にちょっとお

話が出なかったので、もしなんでしたら、あとでもよろしいので、その内容を教えていただけ

れば、ありがたいと思います。 
 国民健康保険特別会計の地方債残高という項目があるんですけども。 

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、ただいま手元に資料がございませんので、またのちほど、お答えさせていただき

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） 

 これは監査委員の報告の資料について、ちょっとお伺いしたいんですけども、４ページです

か、富士川町の。主な財政指標というところで、財政力指数、経常収支比率、そして経常一般

財源比率、実質公債費比率と、この数字が出されていまして、２０年度と２１年度を比較しま

すと、実質公債費比率１３．８が１２．８と。経常一般財源比率が９６から９１．５、経常収

支比率が７９．８から、わずかですけども８０．６と上がっています。これは、私なんかは今

まで実質公債費比率が下がることは、一般的にいいものだと。借金返済していく部分が少なく

なると。でも実際には、一般財源比率が９１になったり、あるいは経常収支比率が上がっていっ

たりということだと、かなり財政の硬直が他方で進んでいるということだと思うんですけども、

このへんの実質公債費比率等、そういったいわゆる財政の硬直化という、ここについて、なん

となくイメージ的に分かりにくいなというところがあるので、そのへんの説明をもし、お願い

できればと思うんですけども。硬直が進んだといっていいのか、どうなのか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 財政指標をつくりながら財政の今の状況を見ていくという、あくまでも指標であります。例

えば実質公債費比率が１２．８に下がってきましたけども、それで借金が減ったのか、収入が

増えたのか、そのへんの根っこがあります。分母と分子の関係になりますので、ただ、この町

の経常収支比率が８０そこそこというところでありますから、財政の硬直化というのは馴染ま

ない言葉かなと思っております。日本全体的に財政が厳しいことはたしかなんですけども、今

回、合併して、かつての増穂、鰍沢のトータル数字よりも１８億円下げてはいますけども、昨

年、緊急経済対策もありながら、通常ではいらないといいますか、通常以外の事業もやってお
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ります。そのへんは、今回の予算がこの富士川町の基礎的な運営をしていく予算にふさわしい

総額ではないかと。これは７０億円から７５億円の範囲が一番いいんではないかなと、今のと

ころは思っておりますが、そういう中で、財政はお金が潤沢にあったほうが、それに越したこ

とはないんですが、通常の運営をしていく中では、今、健全な財政運営がされているものと思っ

ております。別に硬直化がきているわけではな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） 

 財政の指標の見方が、私も非常に難しいなと思っています。来年度以降、また新しい予算を

つくっていくので、そのへんを勘案しながら考えていきたいと思っています。 
 次にもう１点、これは水道事業のことなんですけども、この資料、１５ページになりますけ

ども、先ほどのあとのほうになりますけども、有収率が８９．２％から８５．９９％と、かな

り変動したなという思いがあるんですけども、この原因なりなんなりというのは、どういうこ

となのか、分かればお願いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 上下水道課長、保坂繁仁君。 
〇上下水道課長（保坂繁仁君） 

 今のご質問で有収率が下がったという、なんか原因があるのかという話なんですが、非常に

大きな漏水もありませんでしたし、これという原因というのは、やはり見込めないのかなと思っ

ておりますが、ただ水道水の利用が今の節水志向、それからエコというか、そういう器具の普

及なんかによって、水の利用も落ちているということもあるのかなと思います。 
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） 

 ちょっと、なんとなく、私、分からなかったので、４％まではいきませんけども、４％にか

なり近い数字というのは、かなりの変動があるのかなと思ったんですけども、その漏水等々が

どうのこうのということではないという、これは実態として把握していらっしゃるということ

でよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 上下水道課長、保坂繁仁君。 
〇上下水道課長（保坂繁仁君） 

 今の、大きな漏水等がなかったという解釈で、私はおります。 
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） 

 以上で終わります。分かりました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
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 以上をもって、認定第４号および第５号に対する質疑を終わります。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時５８分 
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平成２２年第２回富士川町議会定例会（４日目） 

 
平成２２年９月２４日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
日程第３ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 
日程第４ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
日程第５ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例について 
日程第６ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

１号） 
日程第７ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第８ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第９ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

について（第１号） 
日程第１０ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算につい

て（第１号） 
日程第１１ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予

算について（第１号） 
日程第１２ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算に

ついて（第１号） 
日程第１３ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
日程第１４ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
日程第１５ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補

正予算について（第１号） 
日程第１６ 議案第４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について

（第１号） 
日程第１７ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第１８ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定について 
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日程第１９ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算
認定について 

日程第２０ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出
決算認定について 

日程第２１ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 
日程第２２ 議案第４６号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例について 
日程第２３ 発議第７号 富士川町議会行政視察研修の実施について 
日程第２４ 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２５ 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２６ 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２７ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 
 

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

 
 

３．欠席議員 
 

な  し 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（１７人） 
町       長 志 村  学 教 育 長 堀 口 広 秋 
総 務 課 長 井 上  明 企 画 課 長 志 村 廣 文 
会 計 管 理 者 望 月 博 文 財 政 課 長 齋 藤 和 彦 
税 務 課 長 深 沢 茂 樹 町 民 生 活 課 長 川住資農夫 
福 祉 保 健 課 長 深 沢 和 利 子育て支援課長 秋 山 俊 男 
農 林 振 興 課 長 井 上  修 建 設 課 長 堀 内 尚 巳 
地 域 振 興 課 長 矢 崎  仁 上 下 水 道 課 長 保 坂 繁 仁 
文化ホール事務局長 秋 山 千 秋 教 育 総 務 課 長 川 手 貞 良 
生 涯 学 習 課 長 望 月 親 人 

 
 

５．職務のため出席した者の職氏名（３名） 
 

議会事務局長 鮫 田 和 博 
書    記 原 田 和 佳 
書    記 秋 山  忠 
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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 本日は、第２回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員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２回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２２年第２回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（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、追加案件として条例改正案１件、議会行政視察研修案１件、閉会中の継続調査４件

が提案されています。 
 ご審議をよろしくお願いします。 
 審議に先立ちまして、先日の質疑の折、答弁保留となっていました８番、永井寛子さんの質

疑について、子育て支援課長 秋山俊男君より発言を求められていますので、これを許します。 
 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） 
 議事日程第３日目、質疑におきまして、永井議員さんからご質問いただきました平成２１年

度決算資料の６８ページ、一時預かり保育利用状況、一覧表におきます平成１７年度と２１年

度の欄に日数がないが、どうしてこのようになっているのかというご質問につきまして、お答

えをいたします。 
 決算資料の６８ページをお開きください。 
 調査いたしましたところ、平成１７年度につきましては、それまでの統計の表記を踏襲する

形で、件数イコール日数という形での表記といたしておったところです。その後、どのくらい

の家庭が、延べ何日くらい利用しているのか分かったほうがいいだろうということで、翌年度

の平成１８年度以降、利用日数と利用世帯数の表記ということで、改めさせていただいたとこ

ろです。 
 大変、申し訳ありませんが、平成２１年度につきましては、単に平成２１年度の欄中に日数

の行を落としたものでございまして、作成時の誤りでございました。誠に申し訳ありませんで

した。 
 なお、平成２１年度の件数につきましては、世帯数と読み替えていただくとともに、それぞ

れの月に、次の日数を加えていただきたいと思います。 
 ４月は１３日、５月が１８日、６月が７日、７月が８日、８月が５日、９月が５日、１０月

が１１日、１１月が５日、１２月が１５日、１月が２日、２月が７日、３月が３０日、合計で

１２６日となります。 
 申し訳ありませんでしたが、よろしくご訂正のほうをお願いいたします。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 次に６番、齊藤欽也君の質疑について、財政課長、齋藤和彦君より発言を求められています

ので、これを許します。 
 財政課長、齋藤和彦君。 

〇財政課長（齋藤和彦君） 
 それでは去る９月１４日の決算の質疑におきまして、齊藤欽也議員より質疑がありました国

保特別会計の地方債の残高の件につきまして、お答えをいたします。 
 合併時における当該特別会計の地方債の残高は１，９５９万４千円でありましたが、合併後、

つまり富士川町になってから保険給付費に充てるために、広域化等支援基金貸付基金を３，

９００万円借り入れておりますので、決算時の地方債の残高は５，８５９万４千円となりまし

た。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定めることについて 
   日程第３ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言について 

 以上の２議案につきましては、承認案件でありますので、一括して議題とします。 
 これから、承認第２４号および第２５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２４号および第２５号の討論を終わります。 
 これから日程第２ 承認第２４号 富士川町過疎地域自立促進計画を定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２４号は原案のとおり承認することに決定しました。 
 これから日程第３ 承認第２５号 核兵器廃絶平和都市宣言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２５号は原案のとおり承認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４ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例について 
 以上の２議案につきましては、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３３号および第３４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３３号および第３４号までの討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第３３号 富士川町町営バス設置条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３３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３４号 富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３４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６ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第１号） 
   日程第７ 議案第３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第８ 議案第３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算について（第１号） 
   日程第９ 議案第３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算について

（第１号） 
   日程第１０ 議案第３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算について（第１号） 
   日程第１１ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正予算について

（第１号） 
   日程第１２ 議案第４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１３ 議案第４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算について（第

１号） 
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   日程第１４ 議案第４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算について（第

１号） 
   日程第１５ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計補正予算につ

いて（第１号） 
   日程第１６ 議案第４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について（第１号） 

 以上の１１議案については、平成２２年度の補正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３５号から第４５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３５号から第４５号までの討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第３５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３５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３６号 平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計補正予算に

ついて（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３６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３７号 平成２２年度富士川町老人保健特別会計補正予算につい

て（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３７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３８号 平成２２年度富士川町後期高齢者医療特別会計補正予算

について（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３８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３９号 平成２２年度富士川町介護保険特別会計補正予算につ
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いて（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１１ 議案第４０号 平成２２年度富士川町介護サービス事業特別会計補正

予算について（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４０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４１号 平成２２年度富士川町簡易水道事業特別会計補正予算

について（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４１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４２号 平成２２年度富士川町下水道事業特別会計補正予算に

ついて（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４２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４３号 平成２２年度富士川町活性化事業特別会計補正予算に

ついて（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 
 これから日程第１５ 議案第４４号 平成２２年度峡南地区ことばの教室共同設置特別会計

補正予算について（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第４４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４５号 平成２２年度富士川町水道事業会計補正予算について

（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４５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１７ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について 
   日程第１８ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定について 
   日程第１９ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について 
   日程第２０ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
   日程第２１ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定について 

 平成２１年度の決算認定につきましては、去る１４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ます。 
 質疑は、各委員長の報告が終わったあとでお願いします。 
 はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 
 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。 
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 それでは、各常任委員長は演台へお願いします。 
 これから、各常任委員長の報告に対して質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、認定第１号から第５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、自席へお戻りください。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１６分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 これから、認定第１号から認定第５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、認定第１号から第５号までの討論を終わります。 
 これから日程第１７ 認定第１号 平成２１年度増穂町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第１号は原案のとおり認定されました。 
 これから日程第１８ 認定第２号 平成２１年度増穂町水道事業会計決算認定についてを採

決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第２号は原案のとおり認定されました。 
 これから日程第１９ 認定第３号 平成２１年度鰍沢町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定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、認定第３号は原案のとおり認定されました。 
 これから日程第２０ 認定第４号 平成２１年度富士川町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第４号は原案のとおり認定されました。 
 これから日程第２１ 認定第５号 平成２１年度富士川町水道事業会計決算認定についてを

採決します。 
 お諮りします。 
 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、認定第５号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２２ 議案第４６号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例についてを議題と

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。 
 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４６号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を

させていただきます。 
 これまで、富士川町児童センター条例で規定しておりました児童センターは、増穂北児童セ

ンターだけでありましたが、ご案内のとおり１０月末をもちまして、現在、建設中の鰍沢児童

センターが完成し、１２月から供用開始するため、この条例に鰍沢児童センターを追加規定す

るものであります。 
 なお、この改正に併せ、必要となります改正項目や、この際、改正したほうがよいと思われ

る文言等につきましても、同時に改正させていただいております。 
 また、鰍沢児童センターの完成に伴いまして、同センターに移転いたします、さくら児童ク

ラブにつきましても、位置が変更になるため、附則に応じて関連条例の改正を行っております。 
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 それでは、主なる改正内容について、ご説明をさせていただきます。 
 第２条は、児童センターの名称および位置であります。 
 現在、建設中の鰍沢児童センターにつきましては、名称を富士川町かじかざわ児童センター

と平仮名表記とし、位置につきましては富士川町鰍沢１０９１番地１とするものであります。 
 また、すでに規定しております富士川町増穂北児童センターにつきましては、富士川町増穂

児童センターと名称を改めることとしました。 
 第６条につきましては、休館日を定めた規定であります。新たにただし書きを設けまして、

日曜日の開館やウィークデーの臨時休館を可能とするものでございます。 
 第１３条につきましては、児童センター運営委員会の任務について明記するとともに、委員

会構成メンバーから社会福祉協議会長を削除しました。 
 第１０条関係の別表につきましては、児童や児童団体、児童の健全育成を目的として活動す

る団体以外の一般利用にあたっての使用料を定めたもので、基本的には、これまでの児童セン

ター条例で規定していました使用料をそのまま規定しましたが、鰍沢児童センターには冷暖房

設備を設置したことから、冷暖房を使用する場合につきましては、使用料を加算して徴収する

ことといたしました。 
 附則では、１項で施行期日を規定いたしましたが、鰍沢児童センターの規定と使用料の改正

規定、ならびに改正後の富士川町児童クラブ条例につきましては、１２月１日からの施行とし、

その他の改正規定につきましては、公布の日から即日、施行することといたしました。 
 また、２項は現在、旧鰍沢中央公民館で行っております学童保育のさくら児童クラブが児童

センターのオープンと同時に移転しますので、児童クラブ条例中の設置位置を富士川町鰍沢

１０９１番地１とするものであります。 
 なお、例規につきましては、例規集４８２ページでございます。 
 以上、補足説明をさせていただきましたが、よろしくご審議のほど、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。 
 これから、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。 
 これで、議案第４６号に対する質疑を終わります。 
 これから、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。 
 これで、議案第４６号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２２ 議案第４６号 富士川町児童センター条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２３ 発議第７号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを議題とします。 

 提出者、齊藤欽也君から本案について、提案理由の説明を求めます。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
―――― 議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 これで、発議第７号の提案理由の説明が終わりました。 
 齊藤欽也君、しばらくお待ちください。 
 これから、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 委員長さんにお伺いしますけども、これは発議でこういうことをしたいんだけれども、皆さ

ま方、よろしゅうございますかという発議だと、僕は思っているんですね。僕の勉強不足なの

かもしれないですけども、ここでもう場所を決めて、日にちを決めて、目的を決めてというこ

とは、どこで決めたか知りませんけども、時期尚早ではないかと。ここで諮ってはじめて、そ

れでは、これこれこういう方にお任せをするから、ひとつよろしくお願いしますというやり方

が、単町のときにやってきたつもりでございますけども、ここでもう場所を決めて、目的を決

めてということはいかがなものかなということを、僕は今までの経験上で、申し訳ありません

けども、お聞きしますけども、良い悪いを言っているのではありません。やっぱりルールはルー

ルとしてやってもらわないといけないと思いますから、よろしくお願いします。 
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） 

 こういった質問、この場で行ったのは初めてですけども、旧増穂町時代からこういった形で

やっているということを、まずご理解ください。 
 本議会で、発議という形でやる一番大きな理由は、予算が伴うということです。それと小林

議員もご承知のとおり、研修等については前々から議会の中でも、全員協議会等々でいろんな

話がされ、そして議会運営委員会に一任され、議会運営でこれは確認し、全員協議会の場でも

皆さんにご承諾いただいたというふうに、私は認識しております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 たしかに、今、委員長が事前に話をしましたけども、本来、ここで、発議で出すんであるな

らば、やっぱりルールはルールとして、増穂町がそういうことでやっていたということですけ
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ども、なぜ本会議で皆さんに諮るかということは、今の予算を伴うものだと、それから災害補

償の問題等々がありますので、費用弁償等の問題がありますので、本会議に諮って議決をして

おいて、それから実施をするという、僕はそれが望ましいやり方ではないかなと。議会運営委

員会に任せていませんよ。ただ、そういう報告があったことは事実で、皆さんも承知はしてい

る。しかし、ルールとすれば本会議で、僕はやるべきだと。申し合わせ事項等であったとは思

いますけれども、そのへんを確認して、終わります。 
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） 

 議会運営委員会に一任されて・・・この行政視察の件について。今回、本議会で、議運で、

私、議運の委員長ですけども、私が提案させていただくということも、全員協議会の場で確認

して、今日、こういう形をとらせていただいているということで、今言われた発議にふさわし

いのか、やり方として、目的地が先に決まっているのはおかしいんではないかということをおっ

しゃいましたけども、それはもうちょっと、勉強してみないと分からない部分、多少あります。

正直に申し上げます。 
 ただ、私としては、そういった形をちゃんとふまえて、皆さんにご了解をとって、そしてこ

こで、本会議場でこういった形で提案するというご承諾のもとに行っているので、その点につ

いて異論を唱えられるということについて、むしろ、私もちょっと不自然かなというふうに感

じますけども。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 別にどうこういうつもりはないけれども、別に確認をとったわけではないと思います。ただ、

こういうことを、今年も研修をやりたいけども、皆さん、どうだろうというから、決して反対

はしなかったということです。別にどうこう、深く、僕が言うわけではないけども、ルールと

すれば、そういうルールが望ましいということを言っているだけであって、別に要請をうんぬ

んという問題ではなくて、今後、こういう問題をするときにはやっぱり、一応、皆さんに本会

議で出すべきものでは本会議で諮ってから、やってもらわなければ困るということを申し上げ

て、終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 齊藤委員、自席にお戻りください。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、発議第７号に対する質疑を終わります 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
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 これで、発議第７号に対する討論を終わります。 
 これから日程第２３ 発議第７号 富士川町議会行政視察研修の実施についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、発議第７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２４ 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２５ 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２６ 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２７ 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 以上の４議案は閉会中の継続調査案でありますので、一括して議題とします。 
 総務常任委員長、教育厚生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。 
 お諮りします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、委員長から申し出のとおり、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。 
 合併後初の決算議会であり、平成２１年度の増穂町、鰍沢町、富士川町の決算認定案など重

要案件を熱心にご審議いただき、ここに無事閉会することが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、各常任委員会にご

協力いただき、ありがとうございました。 
 これからの季節、各種行事が数多く予定されており、何かと多忙なことと思いますが、議員

各位、町長ならびに執行部各位におかれましては、健康に十分ご留意されまして、町政の推進

になお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、あいさつといたします。 
 以上をもって、平成２２年第２回富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時３８分 
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