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開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 富士川町告示第９４号をもって招集されました、平成２２年第３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３回富士川町議会定例会を開会します。 
 これから、本日の会議を開きます。 
 第３回定例会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 今年も残すところ、あと３週間ほどとなりました。寒さも一段と厳しくなるとともに、何か

と気忙しくなってまいりました。さて、相変わらず先行き不透明な世界経済ですが、先ごろＥ

ＵがＩＭＦと合同で、財政危機に陥ったアイルランドに対して緊急融資を決定しました。ユー

ロ圏には、ほかにも財政赤字の深刻な国があり、依然、欧州各国の財政不安が終息していない

ことが明らかになりました。 
 日本でも円高傾向は一服した感があるものの、デフレ、ならびに消費の停滞が続いておりま

す。県内の経済については、甲府財務事務所によると、全体像としては雇用情勢等に厳しい状

況が残る中、引き続き持ち直しの動きとなっているとのことですが、家計消費支出は前年を大

きく下回っているとの状況であります。 
 昨年、政権の座についた民主党は鳩山首相の辞任、７月の参議院議員選挙での民主党、国民

新党連立与党の過半数割れなど、不安定な状況の中、小沢一郎元代表の政治資金問題、尖閣諸

島や北方領土などの外交問題への対応が厳しい評価を受けております。 
 ２０１０年は政治・経済ともあまり明るいニュースがないまま、年を終えようとしておりま

す。新しい年は、私たちにとって明るいニュースが１つでも多く届くことを願っております。 
 県内においても、来年１月には知事選、４月には県議選が予定されており、その実績の評価

を県民に仰ぐこととなります。 
 さて、富士川町が誕生してから早９カ月が経過しました。旧町の垣根を取り払った統一した

体育祭の実施や各種イベントの開催で、町民の融和も一体感も図られてきたように感じます。 
 また来年１月８日には、将来を担う若者たちの、大人としての門出を祝う富士川町として初

めての成人式も控えております。私たちも富士川町議会議員として初当選してから今日まで、

住民に開かれた議会、信頼される議会を目指し、精力的に活動してまいりました。議会改革の

一環として、多くの方々、特に若い世代の人たちに広く議会を知ってもらうことを目的に、今

回、休日議会を計画したところであります。町当局のご理解もいただき、本定例会で実現の運

びとなりました。これからも安全・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ので、ご協力をお願いします。 
 平成２２年最後の定例会になります。十分に論議を尽くして、慎重にご審議くださいますよ

うお願い申し上げ、あいさつとします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 
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 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 
 １５番 保坂 實君 
  １番 鮫田洋平君 
を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１６日までの７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１６日までの７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。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は、一覧表として

配布したとおりです。 
 本日は提案説明に留め、質疑につきましては、１４日の本会議で議事日程により審議をお願

いします。 
 次に一部事務組合関係では、１２月３日に中巨摩地区広域事務組合議会運営委員会が開催さ

れました。 
 次に県町村議会議長関係では、１２月２日に町村議会議長会議が開催されました。 
 次に会議関係では、１１月２９日に議会運営委員会、全員協議会、議会改革特別委員会、１１月

３０日に議会運営委員会、教育厚生常任委員会、１２月２日に地域医療体制調査検討委員会、

議会広報モニター委嘱式、１２月７日・８日に教育厚生常任委員会が開催されました。関係議

員にはそれぞれご出席をいただき、誠にご苦労さまでした。また、このほかの各種会議、行事

等にも議員各位、積極的に参加をしていただきまして、大変ご苦労さまです。 
 次に富士川町議会議員行政視察研修実施報告書、ならびに本定例会までに受理した請願は先

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

〇町長（志村学君） 
 おはようございます。定例会の開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本日ここに平成２２年１２月富士川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、公私とも大変ご多忙の中を全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。
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また日ごろから町政推進のために、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。 
 先ほどは小林議員の議員在職３５年に対して総務大臣から感謝状が送られ、また富士川町議

会だよりが県広報コンクールで優秀賞を受賞したこと、心から感謝とお礼を申し上げたいと思

います。 
 さて、わが国の経済情勢については、景気はこのところ足踏み状態になっており、失業率は

高水準にあるなど、厳しい状況にあります。また景気の先行きについては、当面は弱めの動き

が見られるものの、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、景気が持ち直していくこ

とが期待されております。 
 一方、海外景気の下振れ懸念や為替レート、株価の変動などにより景気がさらに下落ちする

リスクの存在、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が依然、残っていることにも注意が必要で

あるとされています。 
 県内景気につきましても、緩やかに回復しつつあるとされており、有効求人倍率も徐々に改

善しつつありますが、今後、円高の影響により、先行きに厳しい見方が強まることも懸念され

るなど、依然として厳しい状況にあります。 
 こうした中、政府におきましては、円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策、新戦略実

現に向けたステップ２を５兆１千億円で実施することとし、先般、このための補正予算が成立

したところであります。町といたしましても、国の経済対策に呼応した迅速な対応をしてまい

りたいと考え、農村振興総合整備事業で、最勝寺、米地区の水路改修や中山間地域総合整備

事業で土録地区の鳥獣害電気柵設置、小室・高下地区の農道整備への県営事業負担金を計上す

るほか、現在、この補正予算の具体的内容についての情報収集に努めており、町単独事業の実

施につきましても、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 ここで、町政の主な課題への取り組み状況について、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

ている峡南北部地域の医療問題を解決するため、９月に地域医療体制調査検討委員会を設置し、

救急の重点化や病診連携、医療連携など、将来にわたって、しっかりとした医療供給ができる

体制の検討をしていくこととしております。調査検討委員会では、１０月に医療コンサルタン

トである新日本有限責任監査法人に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などの調査依頼をしたところであります。 

 この調査の、おおむねの概要が明年１月中旬ごろにはいただけると聞いておりますので、調

査検討委員会において、救急の重点化、病診連携、医療連携など、将来に向けた医療供給体制

の検討をしてまいりたいと考えております。また調査検討委員会の検討結果については、あら

ゆる機会を通じ、広く住民の皆さまに公開してまいりたいと考えております。 

 次に、かじかの湯と鰍沢デイサービスセンターについてであります。 

 鳥屋地区にあります、かじかの湯と鰍沢デイサービスセンターについては、平成１８年度か

ら指定管理者に管理運営を委託してまいりましたが、平成２３年３月末日をもって、指定管理

の期限が満了するため、現在、今後、５年間の指定管理者を再度、募集しているところであり

ます。 

 この施設は建設してから１６年が経過し、経年劣化による雨漏りや外壁の破損などに加え、
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温泉施設においても機械、設備の不具合などが生じてきております。こうしたことから、新た

な指定管理者の指定に向け、改修工事を実施してまいりたいと考えております。 

 予定といたしましては、温泉構内工事は長期間を要するため、本定例会に改修設計費をお願

いし、明年４月から３カ月間を改修工事として、７月には新たな指定管理者のもとで、リニュー

アルオープンできるようにしてまいりたいと考えております。 

 次に、道路網の整備についてであります。 

 今年度の国の道路関係の交付金等の追加配分によりまして、４路線について早期完成に向け

て、取り組むこととしております。まず、金手小林線であります。金手小林線につきましては、

鰍沢新田地区と青柳町を結ぶ道路として、平成１７年度から整備を進めてまいりましたが、国

道５２号線の交差点の信号機設置工事などの整備を行い、今年度中の供用開始を目指してまい

ります。また青柳１１号線については、中部横断自動車道のパーキングエリアの供用開始に向

け、青柳町市街地から道の駅へのアクセス道路として用地買収に着手してまいります。 

 次に平林伊奈ヶ湖線につきましては、櫛形山の主要観光道路として工事を進めておりますが、

本年度の整備区間を延長して工事を行ってまいりたいと考えております。 

 次に大椚大久保線につきましては、国道５２号線から廃軌道までの間につきまして、早期に

供用できるよう、補償費の追加を今定例会にお願いしているところであります。 

 次に新町誕生記念と、１周年記念に向けた取り組みについてであります。 

 富士川町が誕生してから９カ月を経過し、この記念事業として１０月３１日には八代亜紀ふ

れあいコンサート、１１月２７日には海援隊トークアンドライブのコンサートを開催してまい

りました。１１月２１日には、文化協会による文化芸能フェスタや、１１月２３日には町民有

志による本町出身の歌手や、ゆかりの歌手のボランティアによる新町誕生記念歌謡ショーが開

催され、多くの町民の皆さまに足を運んでいただき、ステージと客席が一体となるなど、文化

芸術の秋を楽しんでいただいたところであります。 

 明年１月３０日には、開運なんでも鑑定団イン富士川が開催されますが、これまで多くの鑑

定依頼の申し込みや観覧申し込みがあり、町民の関心の高さがうかがえ、喜んでいるところで

あります。また、明年３月８日には合併１周年を迎えることから、ますほ文化ホールを会場に

１周年記念式典を予定しております。記念式典では、富士川町町民憲章や町の木、町の花を発

表していきたいと考えております。 

 最後に、国保特別調整交付金の返還についてであります。 

 平成１１年４月、旧増穂町におきまして、国民健康保険高齢者保健福祉センターを整備し、

その中に国保直営診療所を設け、医療を含めた体制整備を図ってまいりましたが、平成１６年

９月に診療所医師が退職し、休診状態となっておりました。国保特別調整交付金は、平成１１年

度から診療所と連携した保健事業を行う施設費用として、交付を受けておりました。保健福祉

センターでは、診療所休診後とも地域の医師と連携した保健事業を実施していたことから、こ

の交付金につきまして、県を経由し、国に申請し、交付を受けていたものであります。 

 県でも診療所が休診状態であることは承知の上で、この調整交付金の申請書、また実績報告

書を受理しておりましたが、昨年度から国、県、町と協議し、診療所と連携した国保事業を行

う施設費用への交付金であることから、診療所の機能がなくなった時点で受け取るべきではな

かったという判断に至りました。 

 こうしたことから、休診状態となった平成１７年度から交付金を受理していた平成２０年度
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までの間、３，４００万円になりますけども、これの自主返還をすることとし、本定例会に計

上させていただいておりますが、この交付金は国保事業で、支援センターの運営経費の財源に

充当していたものであります。 

 以上でありますが、今定例会に条例制定案件１件、条例改正案件２件、補正予算案件９件、

財産取得案件１件、合わせて１３件の議案を提出しております。 

 提案理由は、議案ごとに申し上げさせていただくこととしておりますが、よろしくご審議の

上、ご議決あらんことをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長のあいさつを終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第４ 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定についてを議題とします。 

 町長から、本案について提案理由の説明を求めます。 
 町長、志村学君。 

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、議案第５２号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の補足説明をさせていただきます。 
 その前に、申し訳ありません。一部訂正がありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 第１８条の第１項の第３号ですけども、「共同施設又はエレベーター」とありますけども、「又

はエレベーター」からの８字を削除していただきたいと思います。よろしくお願いします。申

し訳ありません。 
 それでは、朗読していきますと時間の関係もありますので、簡単ではありますけども、説明

をさせていただきます。 
 雇用・能力開発機構が所有しております雇用促進住宅を今回、買収しまして、町有住宅とし

て賃貸を行うために、条例を制定するものであります。これは公営住宅法によらない公共の賃

貸住宅として管理をしていきますけど、これにつきましては、公営住宅法として管理ができな

いということにつきましては、現入居者を一時退去しなければならないという公営住宅法の場

合は、そういうことがありますので、それはできないということと、それから機構から現在の

入居者につきましては、引き続き入居が可能となるよう配慮してほしいとの申し出もありまし

て、今回、公営住宅法ではなくて、町有住宅という形で管理をしていくことにさせていただき

ました。それによりまして、基本的な運営方法、それから諸手続きにつきましては、町営住宅

との差異はありませんし、町営住宅にならっております。町営住宅と変わるところにつきまし

て、ご説明をさせていただきたいと思います。 
 入居者の資格、第５条ですけども、そこに所得制限、下限を設けさせていただきました。町

営住宅の場合は上限を設けておりますけども、下限を設けさせていただきまして、月収が家賃

の３倍以上という下限を設定させていただいております。 
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 それから第１２条におきまして、家賃を定めておりますけども、これも定額、青柳団地、こ

れは雇用促進住宅の増穂の第２宿舎になりますけども、青柳団地が月額２万５千円。それから

鰍沢宿舎のほうが鰍沢団地ということで、月額３万６千円。それから町営住宅のほうは上限を

定めていますけども、町有住宅はそういうものがありませんので、収入超過者、または高額所

得者に関する規定を定めておりません。それから建て替え事業に対する明け渡しについても、

建て替えするという予定がありませんので、その規定も定めておりません。それから福祉事業

への賃貸につきましても、町営住宅のほうで充足しているということもありますので、その規

定も定めておりません。 
 それから町営住宅と大きく変わるところは、駐車場の使用料関係を徴収するという、そうい

う定めを設けております。これが第２８条から第３２条までということで、駐車場に関する規

定を定めさせていただいております。青柳団地が月額３千円。それから鰍沢団地が月額３千円。

両方とも３千円ということで設定させていただいております。 
 また附則につきまして、既存の入居者につきましては、この条例の施行前でありますけども、

入居の申し込みや手続きができる、そういう準備行為ができる規定を設けさせていただいてお

ります。 
 また、あと既存の入居者や雇用促進住宅の増穂宿舎からの入居者につきましては、入居の資

格につきまして、緩和規定、それも附則の中で定めさせていただいております。 
 管理につきましては、平成２３年４月１日からという、開始をしていくという条例になって

おります。 
 よろしくご審議のほど、お願いしたいと思います。本当に簡単な説明でありますけども、お

願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第６ 議案第５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の２議案は条例改正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、議案第５３号および第５４号の補足説明を求めます。 
 建設課長、堀内尚巳君。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 それでは議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例についての補足説明

をさせていただきます。例規集が３１０１ページになります。 
 この条例につきましての第６条に、入居者の資格という条項があります。そこに入居者およ

び同居者が市町村税を滞納していない者という項目を追加させていただきました。また、連帯

 １１



保証人の資格につきまして、改正前は町内の居住者のみとなっておりましたけども、それを町

内を限定しますと、町外からの申込者が連帯保証人を見つけることが難しいということがあり

ますので、県内に拡大をしたものであります。 
 それから、あと議案第５４号につきまして、富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改

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。例規集は、３２１５ページになり

ます。 
 これもやはり、第８条第１項第１号中の町税を滞納している者というところがありますけど

も、それを市町村税に改めさせていただきました。 
 それから、やはり第１１条第１項第１号中に連帯保証人の資格についてというところがあり

ますけども、そこに町営住宅の管理条例と同様、居住地区を町内から県内に改めさせていただ

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

 以上で、町長の提案理由ならびに担当課長の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第７ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第２号） 
   日程第８ 議案第５６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

２号） 
   日程第９ 議案第５７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２号） 
   日程第１０ 議案第５８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

２号） 
   日程第１１ 議案第５９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

２号） 
   日程第１２ 議案第６０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

２号） 
   日程第１３ 議案第６１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２号） 
   日程第１４ 議案第６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正予算につい

て（第１号） 
   日程第１５ 議案第６３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２号） 

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

〇町長（志村学君） 
―――― ９議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５５号から第６３号の補足説明を求めます。 
 まず、議案第５５号の補足説明を求めます。 
 財政課長、齋藤和彦君。 
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〇財政課長（齋藤和彦君） 
 それでは、議案第５５号の補足説明をさせていただきます。 
 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） 
 以上で、議案第５５号の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 補足説明の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１８分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 次に、議案第５６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５６号の補足説明をさせていただきます。 
 表紙のうしろを開いていただきたいと思います。 
 （以下、平成２２年度富士川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説

明） 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第５７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５７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） 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に議案第５８号、第５９号および第６３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） 
 議案第５８号の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （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５９号の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 
 （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） 
 補正予算書綴りの一番最後になります。議案第６３号の補足説明をさせていただきます。 
 補正予算書の裏面をお願いいたします。 

 １３



 （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６０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、議案第６０号の補足説明をさせていただきます。 
 （以下、平成２２年度富士川町活性化事業特別会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 
 以上で、補足の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（望月邦彦君） 
 次に、議案第６１号および第６２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６１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） 
 次に議案第６２号 峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正予算の補足説明をさせていた

だきます。 
 表紙をお開きください。 
 （以下、平成２２年度峡南地区充指導主事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１６ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取得についてを

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、議案第６４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６４号の補足説明をさせていただきます。 
 まず、その前に議案の訂正をお願いしたいわけですけども、中央あたりに財産の所在、その

下に３となっておりますが、ここを４、取得の金額。それから、その下を５、取得先というふ
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うに訂正をお願いしたいと思います。申し訳ありませんでした。 
 それでは、議案第６４号の補足説明に入らせていただきます。 
 まず、１番の取得財産でございますが、雇用促進住宅「増穂第２宿舎」および「鰍沢宿舎」

の取得をするものでございます。 
 ２の財産の規模でございますが、別紙のとおりということで、その次に契約書がございまし

て、３枚目に別添１、増穂第２宿舎の一覧が添付してございますが、土地でございますけども、

地番が富士川町青柳字整理地８４１番地２ほか４筆。地目が宅地。合計で４，４０７．４１平

方メートルでございます。建物につきましては３棟ございまして、家屋番号８４１番の２。共

同住宅。構造が鉄筋コンクリート造陸屋根５階建て。面積が１，６３９．５５平方メートル。

それから同じく共同住宅、構造は同じでございまして、面積１，６４３．６０平方メートル。

それから付属屋、物置でございます。鉄筋コンクリート造りスレート葺平屋建て、１６平方メー

トル。 
 次のページでございます。鰍沢宿舎でございますけども、土地でございますが、富士川町鰍

沢字起シ１９０番１ほか、合計で２筆。地目は宅地。面積が６，２３８．０２平方メートル。

建物につきましては家屋番号１９０番１。種類が共同住宅。構造、鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建て。面積が２，４３５．８２平方メートル。付属屋がございまして、し尿浄化槽の機械

室、これが１４．１４平方メートル。それから付属屋に集会場、７８．４５平方メートル。そ

の下の受水槽ポンプ室、５６．２５平方メートル。それからプロパンボンベ庫、１５．９６平

方メートル。２棟目の共同住宅、家屋番号は１９０番１の２でございます。この面積が２，４４４．

７６平方メートル。 
 以上が、財産の規模と所在でございます。 
 取得の金額につきましては、１億１，６０４万８０５円となります。 
 取得先でございますが、所在地 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１番８。名称が独立行政

法人 雇用・能力開発機構。理事長 丸山誠となっております。 
 以上、議案第６４号の補足説明とさせていただきます。 

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。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
 なお、１２月１２日の開議時間は、富士川町議会会議規則第９条第２項によって、午前９時

に繰り上げて開くことにします。 
 お諮りします。 
 １２月１２日、開議時間を午前９時に繰り上げて開く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、１２月１２日の開議時間を午前９時に繰り上げて開くことは可決されました。 
 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４６分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

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

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３回富士川町議会定例会第２日の会議を開きます。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から、報告します。 
 本日の議事日程、ならびに説明員として出席通知のありました者の職氏名は、一覧表として、

お手元に配布したとおりです。 
 次に田草川眞教育委員長、ならびに大森武士選挙管理委員会委員長には、大変お忙しい中、

ご出席をいただき、誠にご苦労さまです。 
 なお、お二人につきましては、関係答弁が終了後、退席しますので、ご了承ください。 
 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。 
 お諮りします。 
 今定例会に限り、質問の回数を無制限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、今定例会に限り、質問回数を無制限とすることが可決されました。 
 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、

答弁時間を含む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。 
 なお、本日は議会改革の一環として、傍聴者の利便を図るため、議場内でのビデオ撮影を行

い、会議室に中継しますので、ご了承ください。 
 また、報道機関から写真撮影および児童の傍聴の申し出がありましたので、これを許可しま

すので、ご了承ください。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 一般質問。 

 質問の通告者は１０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、１１番 深澤勝雄君の一般質問を行います。 
 １１番、深澤勝雄君。 
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〇１１番議員（深澤勝雄君） 
 それでは通告によりまして、一般質問をします。 
 今議会は、議会改革の一つとして休日議会となりましたが、今日は１０人の議員による一般

質問が行われますので、私は質問の要旨を簡潔にしながら、この事項について一般質問をさせ

ていただきます。 
 まず第１つといたしまして、中学生のスポーツ振興について、町の考えを伺います。 
 小学校高学年になりますと、学習とともにスポーツ活動も始まり、スポーツ少年団の中で競

技に向かって汗を流し、それぞれの個性を仲間とともに伸ばしていきます。この現状を町民と

いたしましても、大いに感動と夢を感じております。 
 富士川町立増穂小学校では、昨年くらい前からソフトボールスポーツ少年団が誕生いたしま

して、優れた指導者にも恵まれまして、県下にも、そのソフトボールチームにおいてはトップ

クラスに成長してきました。特に今年度は県大会を制しまして、男女ともに全国大会へと駒を

進めていきました。１つの競技を通じて、仲間と培ったいろいろな体験は中学生になっても、

同じ道に向かって夢を追ってほしいと願います。 
 中学校へ進んで、部活動は学校教育においても重要なことと考えます。しかしながら、学校

の体制の問題があります。スポーツ少年団で培ってきたスポーツを、部が存在しないため断念

せざるを得ない状況があります。例えばソフトボールスポーツ少年団が、その典型的な例であ

ります。教育のさらなる飛躍と中学生になっても、小学校から続けてきた競技に向かっていけ

るように、教育委員会はこの打開策について、どういう考えがあるのか伺いたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 教育長、堀口広秋君。 
〇教育長（堀口広秋君） 

 ただいまの深澤議員の質問に対しまして、答弁をさせていただきます。 
 学校における部活動は、スポーツや文化に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵

養等に資するものであり、学校教育の一環として教育課程との関連で活動がされております。

また部活動は、単にスポーツをする場の提供ではなく、教育活動としての価値を持っておりま

す。現在、増穂中学校の部活動は、体育系ではバドミントンン部など１２の部、文化系では吹

奏楽など３つの部が設置をされております。また鰍沢中学校では、体育系ではバドミントン部

などの５つの部、文化系では吹奏楽部が活発な活動を行い、２つの中学校は各種大会で好成績

を残しております。 
 なお、部の設置は学校運営の中で学校の裁量としておりますが、部活動には顧問が必要であ

り、校長・教頭を除く教師が部員数や活動内容によって、１人あるいは２人が顧問として指導

に当たることとなっており、増穂中学校の現状では人的な体制などから、新たな部活動の対応

は困難な状況であります。しかしながら、子どもたちの新たなスポーツへの関心があることか

ら、既存の部の見直しを含め、学校と新年度に向かい協議をしていきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １１番、深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 ただいま、教育長さんの答弁にありましたように、ぜひ富士川町から日本のトップへ、また

世界へ羽ばたく人材の、そういう環境づくり、そういうものに特に、これからもご高配くださ
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ることを期待いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 
 次に、町営住宅についてお願いいたします。 
 暮らしと自然が輝く交流の町 富士川町が誕生いたしまして、１０カ月の月日が流れてきま

した。この町に生きる町民にとって、住むところ、家は生活の根源になることと思います。志

村町長は、新町誕生以来、この住宅問題に対しましても、素晴らしい先見の目をもちまして、

この問題に取り組んでいることに対して、賛辞を送りたいと思います。 
 今回、特にこの議会へ提出しております雇用促進住宅の問題につきましても、３案件、本当

にこういう町民の住に対する関心の高さに対して、この増穂宿舎問題、鰍沢の宿舎問題につき

ましても、本当に町民として心強い感じがいたすところであります。 
 そういう中で最勝寺区の西ノ入の住宅の中には、私、前の議会のときにも伺ったことがあり

ますけども、西ノ入住宅の中には、この一戸建てのほうに、特に更地の部分、そういうものが

点々としているわけですが、この地区のそういう環境のところに対しまして、町として、この

飛び地になっている住宅の問題について、将来どのような考えがあって、その住宅問題を解決

していくか、更地のほうの問題。そういうことにつきまして、将来の構想、そういうものをお

伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 深澤勝雄議員の、西ノ入町営住宅の今後の対策についてのご質問にお答えいたします。 
 西ノ入住宅は、昭和２６年度から昭和３４年度に建設された建物でありまして、老朽化が著

しく危険なため、現在、新規の入居募集は行わず、立ち退きがあると解体を行い、更地にして

きております。この住宅の今後の土地利用につきましては、地域内はもとより地域外からの定

住化を促進するために、良好な住宅地を提供する宅地分譲も１つの選択肢ではないかと考えて

おります。 
 かつて補助金をもらって建てた住宅でありますので、今後、関係課、あるいは県の住宅課等々、

関係機関と十分な調整を行い、そしてまた町のほうでは総合計画、あるいは住宅マスタープラ

ンもつくることになっておりますので、その中にしっかりと位置づけながら、この住宅の今後

の具体的方針を示していきたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １１番、深澤勝雄君。 
〇１１番議員（深澤勝雄君） 

 本当にこれから、富士川町に住んでいてよかった、住みたくなる、そんな住宅の構築のほう

へ、これからなお一層、期待いたしまして、私の質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告１番、１１番、深澤勝雄君の一般質問を終わります。 
 続いて通告２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） 
 私は、２つの質問をしたいと思います。 
 土砂災害対策について、それから里山整備についてでございます。 
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 最初の土砂災害対策についてでございますけども、これは平成１３年に土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律として、土砂災害防止法が施行されました。そ

れに基づいて、県では土砂災害危険個所を調査したところ、山梨県では４，８００カ所が対象

となりました。富士川町では平成１９年から２０年にかけて調査をし、１３４カ所が指定され、

対象となりました。町として、基本的な対策をどのように考えているか、伺いたいと思います。 
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、神田議員さんのご質問にお答えいたします。 
 県内に、およそ４，８０５カ所の土砂災害危険個所があります。土砂災害危険個所には土石

流危険渓流、急傾斜地崩壊危険個所、地滑りの３種類があり、土砂災害基本法に基づき、この

土砂災害危険個所を中心に基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域を指定しております。本町の

危険個所は土石流危険個所５１カ所、急傾斜地崩壊危険個所７５カ所、地滑り危険個所８カ所

の合計１３４カ所が指定されております。 
 町民の命や財産を守り、安心・安全で暮らしやすい生活を実現していくためには、こうした

危険個所のハード対策として、それぞれを管理・管轄する国、県、町が砂防事業をはじめとす

る土砂災害対策事業の、なお一層の促進を図ることが必要であります。 
 特に影響が大きな危険渓流等の事業主体は県でありますので、随時、県に対し、護岸工、砂

防堰堤工、山腹工等の砂防工事や地滑り工事などを実施していただけるように働きかけを行っ

ております。 
 平成２２年度小室地区の三枝川、平林地区の忍沢、鳥屋地区の白沢、柳川地区の大柳川で砂

防事業が施工中であります。また小室地区の畔沢川、鳥屋地区の東沢の２カ所が設計中です。

鹿島地区では、地滑り工事を実施しております。 
 このほか、土砂災害危険個所の集落周辺の山地災害を未然に防止するため、崩落の可能性の

ある山地、または荒廃の兆しがある渓流等に対して、県に予防治山工事を重点的にお願いして

おります。平成２２年度は箱原地区のほか、４カ所で治山工事が施工中で、上高下の尾立沢の

ほか３カ所が測量中であります。 
 なお、河川改修工事や浚渫工事なども予防対策として重要でありますので、今後も国や県に

積極的に要望してまいります。 
 また、ソフト対策としては町が主体で、土砂災害が発生し地域が孤立したことを想定し、平

成１９年にデジタル化しました防災行政無線を利用した訓練を平成２０年に平林区、鹿島区、

翌年には高下区で実施しました。今後も危険個所に該当する地区において、避難訓練を計画・

実施するなど、警戒避難体制の確立を図り、町民の暮らしの安全を守っていきたいと考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 今、対策ということで話がありましたけども、土砂流危険個所、あるいは急傾斜地崩壊危険

個所、あるいは地滑り危険個所ということで、先ほどお話がありましたように、３分類されて
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いると。その中でも人家が５棟以上、もしくは公共施設のある個所。あるいは人家が１棟以上、

４戸ある個所。あるいは人家の危険のない個所というような、危険度に応じて、これが分類さ

れておりますけども、その中で人家が５棟以上、もしくは公共施設のある個所ということで、

特に土石流危険個所が４８カ所、急傾斜地崩壊危険個所が３７カ所ということで、この８５カ

所が非常に危険ということで、ただ渓流につきましては、県の関係ということで、砂防工事等

をしているということですけども、人家５棟以上で、その渓流以外の急傾斜地崩壊危険個所と

いう、そういうところにつきましては、危険度の高いところから再調査をして、対策を講ずる

というような、そういう考え方があるかどうか、聞きたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 神田議員の再質問にお答えいたします。 
 土石流危険渓流につきましては、河川、沢を管理しているところが施工していかなければな

りません。この町の、富士川は国が管理です。それ以外は大体、県管理の河川になっています。

中小河川は町の管理になっておりますので、今、建設課長がお答えいたしましたように、大部

分が県にお願いしなければならないというところがあります。県のほうでも、県全体の危険個

所を精査しながら、危険度の高いところから順次、整備を進めております。 
 また急傾斜地崩壊対策危険個所は、県の事業として急傾斜地崩壊対策事業というのがありま

す。これは地区から、まず要望があり、そして町から県にお願いし、一部負担金を出しながら

県事業として実施しております。その流域にあります皆さんから同意をいただいて、はじめて

できる事業でありますので、これらも県のほうで全体の危険個所の危険度は調べてありますの

で、いずれ、そういうところが県下ではたくさんありますので、この地域の部分が高い位置に

入ったときには、そういった話がありますので、そのときには地元の皆さんにもぜひ同意をし

ていただきながら、できるだけ危険個所を少なくしていきたいなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 この質問をしたのは、１０月２３日に米地区の町との対話集会ということで、特に米地

区は危険度の高い地域ということで非常に話題になりまして、危険個所ということでございま

すので、どういう状況の危険個所かということは、たぶん町のほうでもつかんでいると思いま

すので、その地域の住民を集めて、ここはこういう危険個所がありますよと、そういう住民説

明会という、そういう形のものは開かれているのか、あるいはこれから開く予定があるのか、

聞きたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 個々の沢がどういう状況かというのは、それぞれ年によっても変わってきますので、その状

況説明はちょっとし難いかなと思います。町の防災計画の付属資料として、危険渓流はすべて

掲載してありますので、この冊子を各区長さんにもお渡ししながら、各区において、どの沢が
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危険かとか、各区のほうでも常にそういう沢を監視していただきながら、また町のほうとも連

携がとれるようにお願いしたいと思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 その危険個所に住んでいる住民というのは、非常に不安を感じておりますので、ぜひそうい

う形での説明会なり、そういう資料の配布をよろしくお願いします。 

 次に、里山整備ということでございます。 

 富士川町は里山に囲まれた町でございまして、林業としてスギ、ヒノキ、松などの土地利用、

あるいは雑木林としての薪や炭焼き、シイタケの原木として、いろいろな森林資源として里山

は活用・利用が行われてきました。 

 また、里山はきれいな水を絶え間なく供給し、里の田畑を潤し、落ち葉は田畑を肥やしてく

れました。里山は、多様な植物や動物の共存・共生の場となってきました。これは定期的な間

伐、除伐、下刈りがあって、はじめて里山として機能するのであって、放置すると山は荒れ、

土砂流出や崩壊が進みます。現状では、里山はイノシシ、クマ、サル、シカ等に食害され、山

に入るのが危険となっています。要因としては、生活と里山との関わりが断たれてから約４０年

経過しており、私たちの山に対する価値観、自然に対する認識がかなり変化してきたと考えて

おります。 

 しかし、里山の荒廃が徹底的に進まないうちに適正な人的管理を持続することが富士川町独

特の里山の生態系を保全するために重要と考えております。これに対して、町はどのような対

策を考えているのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 神田議員さんの里山を整備するのに、どのような対策を考えているかというご質問にお答え

させていただきます。 
 外国産木材の輸入増によりまして、林業を取り巻く環境は厳しく、切り出しに利益が見込め

ず、山の仕事が業として成り立たないため、里山を含めた森林の荒廃が進んでいる状況です。 
 一方、最近では地球温暖化の防止や生物多様性の保全と森林が持つ公益的機能が認識される

ようになりまして、町では森林ボランティアや建設業者などと町有林において、森林整備協定

を結び、整備を進めているところでございます。しかし、民有林につきましては、森林整備地

域活動支援交付金制度を活用して、今まで森林組合が実施してまいりましたが、小面積の個人

所有の森林が多く、まとまった整備が難しいことや個人の場合、森林を管理する担い手の不足

や、その関心が低いために施業が進んでいない状況でございます。 
 今後も長期的な森林施業を進めるため、森林所有者に対しまして森林組合を通じ、交付金事

業の活用を促進していくとともに、国・県に対しても交付金制度のさらなる充実・強化を働き

かけてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 
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〇９番議員（神田智君） 
 民有林につきましても、境界線等、問題があろうかと思いますけども、先ほど答弁のありま

したように、所有者が非常に老齢化が進みまして、間伐、除伐というのが非常に困難になって

いると。しかし、それはその地域の所有者に説明すれば、問題は解決すると思います。特に電

気柵でございますけども、米地区はおおむね３キロ、大久保、最勝寺を含めて約５キロの電

気柵がありますけども、しかし、イノシシ、サル等の被害が絶えません。米地区でも電気柵

の管理は完全にはしておりますけども、やはり被害が絶えません。電気柵も必要だとは思いま

すが、里山の整備が非常に必要だと考えます。間伐、除伐、下刈りは雇用対策として、あるい

は、また住みたい富士川町としての必要経費と考えますが、先ほど来、交付金等を利用すると

いうような話が、また上積みを利用するというような話がありましたけども、この全体を一度

にするのではなくて、町に例えば１町歩なり、２町歩なり、地域を決めて、その地域の地権者、

あるいは所有者を説得すれば、当然、その人たちはほとんど老齢化で間伐も除伐もできません

ので、そういう形を１０年、２０年、あるいは１００年計画で、地域を含めて整備をすると、

そういう考えがあるかどうか、伺いたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 

〇農林振興課長（井上修君） 

 一昨年、耕作放棄地の調査をさせていただいた経過がございます。その中で、里山と接した

耕地が、今までの耕地が例えばクロキを植えてしまって、荒れてしまっているという状況のと

ころが一番多く感じました。その中で、農地としての判定方法も変わりまして、現在、農地へ

クロキを植えたところについて、完全に赤判定になったところについては、農業委員会のほう

へ申請していただければ、赤地のところについては、山林に変えていくことができます。そう

いう山林になれば、今度は補助事業も取り込んでいけるということも可能ですので、これから

農地の役員さんにも話を進める中で、その方向で進めるような形をしていきたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ９番、神田智君。 

〇９番議員（神田智君） 
 里山整備というのを、町で積極的に進めるということで、例えば１町歩、２町歩なりを、そ

れを町自体が動いて間伐、除伐して、地域が、電気柵がなくても住みよいまちづくり、そうい

う形をもっていきたいということで、一度にするというのは非常に経費がかかるということで

ございますので、地域を決めて、今年はこの地域を整備しますと。それに対して長期的には、

例えば１００年後には、こういうような状態の住みよい郷づくりをしたい、そういう長期計画

みたいなものをぜひつくってもらって、それに沿って事業を進めてもらいたいと、そんなふう

に考えますが。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 県有林は県が、町有林は今、町がやっています。県有林のほうは、年間、予算を決めながら

やっておりますが、町のほうは予算も非常に厳しいわけでありますから、先ほど農林振興課長

がお答えしましたように、いくつもの団体と森林整備協定を結びながら、ボランティアでやる。
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あるいは寄附金をあてにしながらやるというのが、今、町有林の整備です。 

 民有林につきましては、それぞれ個々の所有者がおります。そして山ですので、自分の家の

境界も分からないような所有者も多い。また、かつては、こちらに住んでいたけども、今、誰

がどこにどう住んでいるか分からないというところもありますので、本当はまとまって、計画

的に整備していくことができれば、一番いいんでしょうけども、何せ、その所有物が個人のも

のということがあります。そして、それが全部そろわなければ、やはりまわりを刈っても、何

カ所か間伐なり、下刈りができないという状況であれば、それはほとんど意味がなくなってき

ますので、ぜひ地区の皆さんでそのへんをどこにどう住んでいるか、役場のほうも追えば追え

ないこともないと思うんですが、どうしても点々としていると途切れてしまいますので、その

へんを地区のほうでまとまっていただいて、そういうときに、どういうお金を使って、それが

できるかということは、また役場の仕事だと思います。こういうことが、以前から計画的にで

きていれば、今、緊急雇用対策ということで、労働者のほうも、そういったものにも使えるよ

うな人夫賃は用意してくれてありますが、まだ地域がそういう状況になっていないのが現状だ

と思っております。 

 今後、町として、それを計画的に将来にわたってやるという考えは、今ちょっと、できない

状況であります。 

 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） 
 これから、富士川町の総合計画という形を審議会もつくっていくかと思いますけども、そう

した総合計画の中で、緑が非常に素晴らしい富士川町というような形の中で、謳い文句があり

ますので、ぜひそういう形の総合計画の中で、こういうものを５０年、１００年計画という形

で、ぜひ入れてつくってもらって、その整備という形で、本当に住みよい富士川町、里山づく

りというものをぜひ実行してもらいたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告２番、９番、神田智君の一般質問を終わります。 

 続いて通告３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） 

 今日は休日議会ということで、町長をはじめ皆さまにご協力いただきまして、本当にありが

とうございます。 

 それでは、私の一般質問を始めていきたいと思います。 

 最近、山日新聞等々で、病院の問題のことが非常に話題になっており、とりわけ、この地域

においては社会保険病院 鰍沢病院があって、これが今後どうなるのかというようなことも話

題になり、非常に身近な問題、そして切実な問題であるだろうと思います。そこで社会保険病

院および、この地域の医療ということについて、順次、質問していきたいと思います。 

 １つ目として、現在、富士川町においては、昨年４月以来、鰍沢病院の内科医がいないため、

入院ができないという状態が続いております。常勤医が一斉に引き上げてしまったということ
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が大きな要因でありますし、そしてそのため、今日では峡南病院が主に内科の患者の受け入れ

を行っていただいていると。しかし、これにも限界があるだろうと思います。 

 現在、独立行政法人 ＲＦＯが社会保険病院や厚生年金病院の医療法人への売却や整理統合

を進めるという話が出ており、実際、進められているようであります。そういう意味では、鰍

沢病院の存続、それ自体、今後どうなるのか、非常に不透明な状態であります。市川三郷町に

は町立病院がありますが、施設も老朽化し、今後いつまで運営していけるのか、これも危ぶま

れているところであります。 

 私は鰍沢病院がこの地域の中核病院として位置づけられ、それなりの設備を備えている以上、

この地域のセーフティネット機能を果たすべきものとして、存続させなければならないだろう

と思っております。かといって、財政難の非常に苦しい、そしてそのために富士川町という新

町は合併し、でき上がりました。自治体が赤字体質の病院を引き受けることになるということ

は、現段階ではとても難しいだろうと思っております。 

 そこで、町長に伺います。 

 現在、医療崩壊の危機にあると、よくいわれております。峡南北部地域の、この現状につい

て、社会保険病院の件も含めながら、今の医療崩壊といわれる、何が問題になっているのか、

そのへんについての町長の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 齊藤欽也議員の鰍沢病院および地域医療についての質問にお答えをいたします。 

 現在、峡南北部地域には３病院があります。社会保険鰍沢病院が１５８床の病院です。市川

三郷町立病院が１００床の病院です。医療法人の峡南病院が４０床という、こういう３病院が

あります。 

 昨年度の病床利用率は鰍沢病院が３６．２％、市川三郷町立病院が５２．５％、峡南病院が

７１．６％と、いずれも低い値を示しております。これは３病院ともに常勤医師が不足してい

ることが原因であります。その原因によりまして、入院患者の受け入れが難しいと、こういっ

た状況を招いております。 

 特にこの地域最大の規模を持つ社会保険鰍沢病院は、内科医師が平成２１年度から不足で、

なお現在、年金・健康保険福祉施設整理機構、ＲＦＯといいますが、この傘下にあることから、

今後の動向がいまだ不透明な状況であります。 

 また救急につきましても、医師数が少ない中で体制を組んでいるため、専門外であることを

理由に搬送受け入れができないことが多く、搬送先を探すのに苦慮して、結果的に搬送先への

到着までの時間がかかるなど、安定的に救急患者を受け入れられない現状であります。 

 このように峡南北部地域については、人的医療資源が少ないことから、基本的な医療提供体

制が脆弱であり、比較的近い場所に同規模、同種の病院がありまして、それぞれが医師不足を

抱えているために、効率的な医療体制が組めないことや救急の受け入れが困難な状況でありま

す。こうしたことから、この峡南北部にある病院は、それぞれの病院が病床利用率も低いこと

から大きな赤字をここ数年、計上している、こう認識しております。 

 以上です。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 そうすると問題点、一番大きいのがまず医師の不足ということ。それと病院の病床率が低下

していることに伴って、赤字が増大しているということ。それと病院自体が同規模、同種とい

う病院がこの地域には３病院、存在しているということと、それと現実問題として、今、鰍沢

病院が受け入れができない、救急の入院患者の受け入れができないということによって、救急

患者の搬送に時間がかかってしまうということで、よろしいでしょうか。まず、その点で。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 私が答弁した以上のいろいろな理由が出てきましたが、すべてそういうものが重なり合って、

こういう状況になっているものだと思っております。 

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） 

 地方の病院が困難になっている、一番大きいのは医師不足と。これは国の研修医制度が変更

になって、研修医の方たちが条件のよい、そして設備の整った、あるいは自分の研究ができる、

そういった病院を選択するということが非常に、今日の地方における医療崩壊ということの一

番大きな原因だろうと、私も思っております。 

 それでは、次に進みたいと思います。 

 先ごろ、県というよりも国のほうで、地域医療再生のための予算を４，５００億円弱ですか、

組みまして、そして各地域の医療圏に２５億円ずつ配布するというようなことで、この峡南医

療圏にもお金がきているわけですけども、それをもとにして県がこの峡南地域についての地域

医療再生計画を策定されました。内容を見てみますと、実際にこの峡南地域で２５億円という

お金が割り当てられているんですけども、内容をいろいろ見ていくと、本当に私たちが必要な

医療に使える予算というのは、どうも７億円から、よくいって１０億円ぐらいしかないと。南

部には飯富病院と身延山病院が中心で、とりわけ飯富病院が在宅医療に力を入れているという

こともあって、そちらのほうはきめ細かな予算手当で、金額的には１億８千万円ぐらいが措置

されているわけですけども、この峡南北部というと、内容がなんとなく大雑把で、本当に私た

ちに必要な医療体制の構築を目指したような、配分になっているのかなという思いも非常にあ

ります。そしてまた、医師の確保という点についての予算配分も極めて少ないと私は感じてい

ますけども、町長はこの県の示した医療再生計画、それ自体についてどのようにお考えか、お

願いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 峡南地域の医療再生計画につきましては、峡南地域の救急医療の確保、そして地域の医師確

保など、医療問題の解決を図るために策定をしたものであります。ご承知のように、この計画

は国の地域医療再生臨時特例交付金２５億円を活用しながら、地域の医療を再生していくとい
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うことで、県・町が一体となって推進をしていくという計画であります。 

 今、２５億円の中身が出ましたが、これは２５億円の配分があるからということで、とりあ

えず配分をしたものであります。まだ中身は全然、叩いてありませんので、そのために峡南地

域の医療の体制調査検討委員会というのも、この北部でつくりまして、この中で本当に必要な

医療体制を検討していくと。そして、ここが決めたものは県のほうにもあがっていきますので、

それで再度、この２５億円の中身が再配分されていくものと思っておりますので、県の計画は

計画としてつくったものですから、もうオープンにしてありますけども、あのとおりにいくも

のではないと思っております。現に巡回診療車の予算にしても、あの金額とは違う動きをして

おりますし、これから特に峡南北部については、先ほど言った、そういった医療の崩壊が始まっ

ておりますので、これをどうやって食い止めていくか。そして将来にわたって、しっかりした

医療体制をどう求めていくかというのを、地域医療の調査検討委員会で今やっておりますので、

その結論を待ちながら、たぶん、この２５億円が再配分されてくるものと思っております。 

 いずれにいたしましても、この計画で２２年度から２５年度まで、もう３年半ない期間で、

この体制をつくっていかなければならないということでありますので、あまり急がないでとい

う声もありますが、そうゆっくりもしていられない。そして、今、この医療の現状を見ると、

早急に、これは対策を考えていかなければならない問題だと思っております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今、お話を伺うと県の計画どおりには、実際、なかなかいかないだろうと。町長からもいろ

んな要望も出され、改善すべきところはしながら進められているよと。ただ、時間が限られて

いるという、一方には制約があると。できれば、きているお金は有効に使いたいということだ

ろうと思いますけども、例えば医師の確保について、指導医を３名、そして研修医を３名、そ

の方たち、たしか年間６千万円ぐらい、予算を使っていると思います。そして、梨大の医学生

に対する奨学金、これも年２人ずつぐらい、年度ごとに増やしながらということで予算計上さ

れていますけども、私なんかが見たとき、その全体の枠を見たとき、なんといっても医師が必

要なんだよと。医師を配置してほしいよという思いからすると、この予算というのは非常に少

ないと思っているんですけども、町長、そのへんはどうでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 この地域医療再生計画の山梨県の総予算は、最初は７５億円という話できました。これは峡

南が２５億円、富士東部が５０億円と。民主党政権になりまして、これを２５億円ずつに削ら

れました。それぞれが２５億円ずつということで、この医療再生計画をつくったんですが、つ

い先ごろ、今後、また追加配分をするよということで、いくらくるかは、私ちょっと知りませ

ん。たぶん、２５億円ぐらいくるんではないかなと思っております。そして、この峡南地域の

医療再生計画の中にも、消防法の改正による無線、デジタル無線化という経費も相当、７億円

ぐらい、たぶん入っていると思います。これらは、山梨県の総合、一本化の中でやる経費であ

りますから、この峡南の２５億円から算出するのはおかしいという話も、県のほうにしてあり
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ますから、これもたぶん直っていくだろうし、そして今、話がありました山梨大の医大生への

奨学金、県は県として奨学金を出しておりますから、その制度はその制度で当分、続けていた

だくんですが、研修医等の、どこか病院を１つ、しっかりした中核病院をつくっていただけれ

ば、６名、出しますよという約束があります。そのための基金として、この峡南地域から山梨

医大に２億４千万円の基金をつくってくださいと。富士北麓の東部のほうからも、たぶん同額

のものを山梨医大にいくんですね。それぞれの地域に、そうすると６人ぐらいの医師の卵を含

めたものを配置していきます。 

 今、逆立ちしても土下座をしても医師は見つかりません。こういうことをして、将来、医師

が来てくれると。こういうこともやっていかなければ、新たな医師が探せません。民間の病院

でありますと、一本釣りということができます。公共の病院だと、なかなか、給与の規定も決

まっていますから、決まったお金以外のものは出せません。たぶん一本釣りするには、１人を

億単位で引っ張ってこなければならないと思うんですね。とても、市川三郷町立病院にしても

公立病院です。鰍沢病院にしても準公立病院の形になっていますから、そういうものは無理で

すので、オープンな形の中で、また国立医大とも連携をとりながら、今後にわたって、医師の

確保を図っていかなければならないと思っておりますので、医大のほうに出す基金は２億４千

万円を予定しております。これは基金ですので、あとは学校のほうで、どういうふうに使うか

は、医師の卵を育てるということですので、うちのほうとしてもしっかりした奨励が、そういっ

た人たちに出せる医療機関をつくっていかなければ、医師も来ないということになってしまい

ますので、そのへんを調査検討委員会のほうでも検討していただいているところであります。 

 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） 

 今の話を伺って、少し安心しました。というのは、要は峡南地域のためのお金が、結果的に

は県全体のやるべきところにもっていかれてしまうという内容が、かなりあったと私も思って

おります。それと、もう１点は、実は医師のことなんですけども、要は県に任せてしまうと、

非常に不安があるんですよ。県に任せてしまうと、結局、確保できた医者が県立中央病院とか

大手の病院の医療の充実のために、結局、研修医が引っ張られてしまうということになりはし

ないかと非常に危機感を持っていて、もっと峡南地域の医師確保ということを考えたときには、

そういう制度自体も、もうちょっと、本当に医師がここへ来るんだよという形の制度として、

つくり上げていかないと、結果的には県かどこかへ持っていかれる。その点もしっかりお願い

し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） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 ２５億円の件でありますけども、この２５億円は峡南の医療が崩壊しているから峡南地域の

医療再生のためにということで、２５億円いただきました。ただ、これが全部、ここで使える

わけではありません。先ほど言った山梨医大へも数億円、出さなければなりません。それと、

この地域は病診連携もやっていかなければいけませんので、一般のお医者さんの部分にも、こ

の２５億円で、中核病院と一般の診療所が連携できるような経費にも使いたいなと思っていま
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すし、住民と医療機関を結ぶ経費にも使っていきたい。また、これを北部と中南部と分けてあ

りますけども、中南部のほうはハード面が少なく、ソフト面での整備が中心ですから、いろい

ろ進んできておりますけども、そんな形で、この２５億円を有効に使っていきたい。 

 もう１つ、ここは二次医療圏でありますから、三次医療はできません。そういった意味で、

この峡南だけでなくて、峡中地域、甲府地域と三次医療の連携をしていかなければ安心して医

療が確保できませんので、あと三次医療の部分をどこの病院と、どういうふうな協定を結びな

がらやっていくかというのを、今度の調査検討委員会の中でお示しできるんではないかなと

思っております。 

 それと医師を確保してもという話がありました。医師確保は非常に難しい問題で、例えば先

ほど逆立ちしても土下座してもという話をしましたが、これは知事がやっても、お医者さんは

来ないと思います。 

 これから、お医者さんがしっかり来ていただくようにするには、やはり症例をたくさん持っ

た、いい病院を確保すること。そして、お医者さんたちが働きやすい職場環境をつくってあげ

ること。そして多少、お金がかかるかもしれませんけども、しっかり、ここにいただくには、

よい待遇をしてやること。こういうことで、中央病院がどうだ、医大がどうだ、この地域の病

院がどうだということはなくなってくるんではないかなと思っておりますので、そういうこと

ができる、将来にわたって、しっかり医療が供給できる体制を今後、考えていくつもりでおり

ます。 

 お金もかかる問題ですが、本来は設置した機関がしっかり経営していただければ、こういう

問題はないわけでありますけども、社会全体の問題として、こういう状態になってきましたの

で、今回、そうやって行政も絡みながら、この医療体制の確保を考えていきたいということで

あります。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） 

 せっかくのお金ですので、地域の公的病院が今後、継続的に、安定的に運営できるような体

制づくりと、その支援のために使っていただきたいと思います。 

 次に、３つ目の質問に移りたいと思います。 

 １０月１３日、第１回地域医療体制調査検討委員会、これを富士川町と市川三郷町が中心に

なりまして立ち上げ、行いました。議会としても、ここにおられる、議会につくられている医

療に関する特別委員会の齊藤正行議員を、そのメンバーとして派遣しております。 

 しかしながら、実はこの第１回の翌日の新聞を見て、私は非常に驚きました。その内容とい

うのは、鰍沢病院と市川三郷町立病院の共同経営化という、それを目指すというような、あた

かも共同経営化を自治体がやるんだみたいな報道がなされたからであります。社会保険病院鰍

沢病院と市川三郷町立病院、あるいは峡南病院の連携を模索するんだという、地域のための検

討会というふうに伺っていた話からすると、だいぶ違うなと思って驚きました。その後、いろ

いろ調べもしたし、皆さんの話もお伺いしました。町長に、そこで伺います。この地域医療体

制調査検討委員会、この性格と目的というものはどういうものか、お願いします。 

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） 
 調査検討委員会は、峡南地域保健医療推進委員会というのがあります。ここが峡南の地域医

療の一番原本をつくり、県の医療審議会にかけ、国の有識者等の意見を聞いて、今回の２５億

円も決定をされた機関でありますけども、この峡南地域保健医療推進委員会、これまで峡南を

一緒くたにいろいろ考えたところなんですね。今回、私もメンバーになっていますので、峡南

を一緒くたにしても、なかなかうまくいかない。これまでもうまくいかなかったんだから、こ

れからもたぶん、うまくいかないと思うと。そこを峡南の北部と中南部に分けてくださいと。

そして、あとはシステム化の部会とか、在宅部会とか、合わせまして４つの部会を設けました。

ここは、この峡南北部地域医療連携部会という部会になっておりますけども、先ほど来、言っ

ています、そういった課題を解決していく機関であります。 

 この部会だけでは、ちょっと細かい、県主導になりますので、細かい、われわれが考えてい

るような議論ができないと思いましたので、地域医療体制調査検討委員会というのを、ほぼ同

じメンバーでつくってあります。この調査検討委員会は、県のほうで県がやっています地域保

健医療推進委員会の部会とイコールだと思っておりますので、同じメンバーでやっていますか

ら、そこでこっちの部会と、こっちの委員会では考えが違うということはうまくありませんの

で、イコールでいいと思います。 

 この調査検討委員会では、事業の目的にもありますように、今の医療の実態を調査する。そ

して問題点を洗い出す。その上に立って、将来にわたって、しっかりした医療がどうやれば提

供できるかということを検討する委員会であります。ここが決定機関ではありません。検討す

る委員会ということであります。これから、この委員会のいろんなことも、議会も当然、お話

をしたりしていかなければなりません。今、調査をやっていますので、その結果が出てきたと

ころで、より具体的なご相談ができるんではないかと考えております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 今、実態調査という言葉を使われたと思いますけども、私がいただいた資料や、あるいは新

聞の報道でもそうですけども、内容的には調査内容というのは、いわゆる今の病院が、このま

ま経営していった場合、どうなるのか。そういった経営に関わるシミュレーションが主だとい

うふうに伺っているんですけども、その点についてはどうでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今、峡南の医療の現状、そして問題点、今後の方策の検討というか、ほぼ、現状も把握でき

ております。先ほどの質問に問題点は何かという質問があったように、問題点もほぼ解明がで

きております。その上に立って、どういう医療体制ができるかということをやっていただく中

には、今の病院がこのままいったらどうなっていくのか。ＲＦＯという機関も残っております

し、どの病院にとっても赤字病院ですから、どの病院が欠けた場合には、どういう医療が低下

していくのか。それとも３病院、あるいは２病院が連携をして、その連携の仕方には、またい

ろいろあると思うんですが、そうやって医師の融通ができたり、それぞれが今言った同種の病
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院という話もありましたが、それぞれが総合病院を目指すんではなくて、機能分担をする連携

とか、共同経営化もあるでしょう。そういうものをやった場合には、医療がどこまで拡大でき

て、赤字がどのくらい減ってくる、あるいはツーペイになるか、逆に黒字になるか、そのへん

も今回の中で、ちょっと検討したいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 私は機能分担と連携ということが非常に大事になってくるんだろうなと、この地域において

は思います。関連してですけども、実は１２月２日、第２回検討委員会が開かれました。第１回

検討委員会では要綱を定めて、その中に原則公開にすると。私は、その趣旨は非常にいいこと

だと思いました。それは、この地域の人たちにオープンにすることによって、今、この問題を

みんなで考えていこうということをたぶん、やりたいということで、あえて公開というような、

そして傍聴規定なんて、普通ならつくらないというようなものまでつくったと。非常に立派だっ

たと思いますけども、しかし残念ながら、１回目やって、２回目、私、伺いましたら、非公開

ですよと言われてしまって、なぜ、いきなり２回目から非公開なんだと。非常に残念だったん

ですけども、それはなぜだったんでしょうか、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） 
 調査検討委員会、公開を原則としておりますが、委員の総意をもって非公開にすることもで

きるという規定をつくってあります。今回、非公開にしたのは中身がどうこうではなくて、今

後、どういう展開をされていくのかということで、私もいろいろ、国、あるいは関係機関、相

談というか、向こうがどういう考えでいるのかも聞き出しております。ただ、これは内々にす

ることでありますから、そういった向こうも善意で教えてくれている部分も相当あります。公

式文書では、１つもきておりませんけども、それぞれの機関が、今の考え方を説明してくれて

います。 

 今回、民主党政権になりまして、民主党を通さなければ、国へもいけない状況なんですね。

それをやっているものですから、それが公になると、今度、国の職員も、私を扱ってくれなく

なります。それは、この富士川町の行政が停滞するものですから、今回の委員会は非公開とさ

せていただきました。 

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） 

 ありがとうございました。 

 時間がないので、４番目の質問に移りたいと思います。この地域に見合った医療、あるいは

必要な医療体制についてと。 

 先ほど、だいぶ内容は出てきているとは思いますけども、改めて、そのお考えをお伺いした

いと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほど来、申し上げていますように、この峡南北部地域においては、医師不足によって入院

患者の受け入れや、安定的な救急患者の受け入れが困難な状況ということです。そして、そう

いうことによって、二次医療圏としての役割が果たせていない現状であります。今度の地域医

療再生計画を使いながら、北部地域の病院の共同経営化や連携、これはもう概要版にも出てい

る言葉なんですけども、病院の共同経営化や連携、そして限られた医療資源を集約化して、そ

して地域医療の核となる病院をつくり出して、基本的な医療体制を強化していくということを

目標にあげている地域再生であります。 

 現在、峡南北部地域における医療の実態、問題点を把握した上で、医療連携などの基礎調査

を実施しております。来年の１月中旬には、おおむねの方向性がいただけるという話を聞いて

おりますので、その調査結果を地域医療体制調査検討委員会の中で検討していただき、この地

域に将来にわたって必要な、しっかりした医療体制ができていけばいいなと。調査検討委員会

の中では、そういったことを判断していただくこととしております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 どうも、ありがとうございます。 

 それでは、それでは５つ目の質問に移ってまいりたいと思います。 

 私は、医療という問題については、常々、教育の機会均等を図るという国の政策、これと同

じように国民の生命・財産を守る、要は国防と医療、あるいは福祉ということは、国の最重要

課題だと思っています。そして社会保険病院、とりわけ、ここでは鰍沢病院ですけども、戦後、

全国各地に設立されました。それは、要は国が医療のない地域の、その体制を責任持って行お

うということでもって、行ってきたことだろうと思います。国、県が今、財政が非常に苦しい

ということは、私たち十分、しっかり理解していますけども、しかし、なお、私たちはそうは

いっても、私たち自身でそれを支えることは、なかなかできないということでもって、鰍沢病

院の存続を願って、約３万人余りの署名を集め、そして県のほうへお願いも込めて提出してき

ました。そういった、地域住民のこういった願いと希望をやっぱり、やっていかなくてはなら

ない。粘り強くやっていかなくてはいけないと思うんですけども、こういった活動について、

町長はどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 平成２０年に全国の社会保険病院が社会保険庁から独立行政法人 年金・健康保険福祉施設

整理機構、ＲＦＯと呼んでおりますが、この整理機構に移されまして、国は社会保険病院を売

却するという方針を打ち出しました。 

 しかし昨年、政権交代によりまして、公的病院については、しっかり残しますよという方針

に変わりました。社会保険病院の保有、運営の受け皿となっておりますＲＦＯから、今度は新
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たに独立行政法人の地域医療機能推進機構法案というのをつくりました。これから、ここの機

関が存続をしていくんですよという法案をつくって、平成２１年１０月に国会に提出をされま

した。ちょうど、その同時期に旧増穂、旧鰍沢両町の各種団体、そして議会でつくる社会保険

鰍沢病院の存続と充実を願う会というのが、鰍沢病院の存続と機能充実を求める署名活動を実

施していただきまして、３万１７４名の住民署名。これと、そういった要望書を山梨県知事の

ほうに提出をいたしました。また併せて、県選出の国会議員にも陳情をされてきたところであ

ります。 

 この署名活動にご尽力いただきました関係の皆さんには、心から敬意を表しますとともに、

社会保険病院の存続に対する地域住民の切なる思いというものを感じたところであります。町

としても、大変、重く受け止めておりますので、現在、こうやって医療の問題に行政が、今ま

で踏み込んでいない分野へも踏み込みながら、検討を進めているところであります。 

 ただ、この法案が衆議院では可決をされましたけども、参議院では審議未了のまま廃案となっ

ています。その後、選挙後に議員立法によって、この整理をしていこうという、ＲＦＯの法案

が向こう２年間、残ってしまっております。現在も社会保険鰍沢病院は、このＲＦＯの傘下に

ありまして、今後の動向がいまだ不透明な状況であります。先ほど言ったように、いろんな機

関に今後どうなるんですかという、今、打診をしているところでありますが、公的な見解は、

いまだ、１つも出ていない状況であります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この問題についての最後の質問ですけども、お伺いしたいと思います。 

 私は、やはり、これまでの住民がやってきた活動を、その先頭に立って、町長は同時にやっ

ていただきたいし、そしてまた、せっかくきた地域医療再生計画の、この事業費はこの地域の

ために、そしてこの地域の安定化に帰するような形でやっていただきたいと思いますけども、

今後の取り組みについて、あるいは方向性ということについて、お考えを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） 
 医療という問題は大きな問題でありますので、私だけではどうにもなりません。また市川三

郷の久保町長だけでもどうにもなりませんから、関係者、議会、住民の代表も含めた調査検討

委員会をつくっております。現在、この調査検討委員会で、この峡南北部地域における医療の

実態、問題点、そして医療連携などの基礎調査を医療コンサルタントに委託をしております。

先ほど言いましたように、来年１月ごろにその調査結果が出てきます。その調査結果を調査検

討委員会において検討していただきながら、将来にわたって、しっかりとした医療供給体制が

できるような原案をつくっていただければ、いいと思っております。 

 また、この調査検討委員会で検討された結果につきましては、タウンミーティング等々、あ

らゆる方法を使いながら、広く住民の皆さんにもお知らせしながら、住民の皆さんのご意見、

当然、大きな動きが出れば、議会の議決が必要になることもあるだろうと思いますので、議会

の皆さんのご意見も伺いながら、進めていきたいと考えております。 
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 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 時間がありませんけども、私はこの調査検討委員会の検討結果等々は、それはそれとして、

もっと大事なことは、この医療保険を招いた責任というのは第１に国の行政政策、そして第２に

は県が、研修医制度が変わり、医師がおそらく不足するであろうという中で、対策をなかなか

講じてこなかったということだろうと思うし、そしてこの地域では正直、２０分もあれば、い

ろんなところへ行けるということで、患者のほうも病院を選ぶ傾向が、どうしてもあるという

ような、いろんなさまざまな問題があるだろうと思います。しかし、なんと言っても、この地

域の住民が一丸となり、そして行政が先頭に立って、まずは国、県への存続要請と。そしてＲ

ＦＯへの存続要請というものをしっかりと、まず第１にやっ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） 
 これまでも、皆さまの署名を県に届けたり、国のほうにも、議員さんにも行っていただきな

がら、直接、陳情もされてきました。当然、町村会としても、この地域の大きな問題として、

国、県への要望事項でも取り上げてまいりました。しかし、議員立法でＲＦＯ、整理機構が存

続している限りは、もう方針は潰すんです。それをいくら存続といっても、おおぜいで訴えれ

ばできるという問題でもないと思います。それが、もし存続できなかった場合の、今、対策を

考えているということでありますので、先ほども言いましたけども、病院設置者がしっかりと

経営をしていただければ、行政が手を出さなくても、この地域はよかったわけでありますけど

も、それが崩壊してきた。国は教育とか医療とか福祉というものは、国民の生活の根幹に関わ

る問題ですので、しっかりとやっていただければ、こういう問題は起きてこなかったと思いま

す。これは旧自民党政権にも言えること、今の民主党政権にも言えることだと思いますが、もっ

と国がしっかりしていただければ、地方はもうちょっと楽になっていくんではないかなと、こ

んなふうに思っています。 

〇議長（望月邦彦君） 

 齊藤欽也君、あと２分です。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 最後の質問、２つ目の質問に移りたいと思います。 

 文化財試掘調査事業ということについて、伺いたいと思います。 

 ベイシアが東部の商業地域ということで出てくるという前提のもとに、埋蔵文化財試掘調査

事業費というのを昨年の１２月、補正予算で組みました。しかしながら、その後、なかなか進

んでいないということのようですけども、現状はどうなっているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（望月邦彦君） 

 生涯学習課長、望月親人君。 

〇生涯学習課長（望月親人君） 

 齊藤議員のご質問にお答えします。 
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 青柳東部の大型店の出店予定地の埋蔵文化財の試掘調査事業ですけども、現在までのところ、

業者側から県教委への届け出、また町への申請等はきておりません。進展はしておりません。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 この問題については、私、前々から質問をいろいろさせていただきました。現状を見ると、

結局、ベイシアの進出に対して、地権者、あるいは地元商店街から多くの反対があると。商店

街の人たちは、共存共栄できる大型店の誘致をお願いしたいということのようです。どうでしょ

うか、もうここまで来て、来年度まで繰り越すことはできません、予算は。今一度、一から練

り直して、新しい商業施設の建設計画をやったほうが、私は、東部開発が早く進展するんでは

ないかと思っておりますけども、町長、一言だけお願いします。見直すということについて、

どうでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 志村町長の答弁で終わります。 

〇町長（志村学君） 
 青柳東部の大型店出店ということについては、平成１３年ごろからの計画でありまして、こ

れは地権者の皆さんが、これまでは米作をやっていたんですけども、後継者もいないというこ

とで、土地を貸しながら大型店誘致をやっていたと。地権者の皆さん、一生懸命、努力をして

いる最中ですので、地権者のほうからそういうお声があれば、少しでも検討していきたいと思っ

ております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 

 １分オーバーしまして、すみませんでした。これで、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３番、６番、齊藤欽也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１０時１４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時２４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、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） 

 それでは通告によりまして、質問させていただきます。 

 まず、デマンドバスについてであります。 

 私は今、長沢にありますＮＰＯ法人 南風会、ステップ増穂、障害者就労継続支援事業所を

ボランティアでお手伝いしている経過がありまして、そこで働いている人たちの意見を聞く中

で、このことの質問を取り上げさせていただきましたので、そのことを述べてさせていただき
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ます。 

 まず、デマンドバスの運行が開始されましたときには、とても喜んでいただきました。働く

意欲があっても、なかなか障害を持っている方を雇用してくれる企業というものが少ないとい

うことの中で、ほとんど多くの方が引きこもりというか、家にいるような形になっているわけ

でして、非常に親御さんとすれば心配もあったし、そういう実情の中で、みんな心配をしてい

まして、オープンしたときには非常に、親御さんたちに喜ばれました。 

 そういう中で、現在、進んでいるわけですけども、このデマンドバスが運行することによっ

て、結局、足がないわけでして、その人たちがあそこに通うことに、これは便利なものができ

たということで非常に喜んでいただいて、登録をして、こういう電話をかければ乗れるんです

よという話をしたわけですけども、最初のうちは何人か利用してくれていたようでした。私も、

たまにしか顔を出せませんけども、行ったところ、今はあんまり利用していないですよという

話を聞いて、どういうことなんだと聞きましたら、要するに普通の人と違う部分からいくと、

働いても賃金というのは、多くは払えないわけでして、その人たちが働いてできたものを、そ

の人たちに与えるという、そういう形ですので、やはり１日にいただくお金というのは、少な

いわけです。 

 そういう中でやっていくと、やはり３００円というお金、往復６００円、そういう部分でい

くと、やっぱり、それが重荷になっていると。ある方が、通常、その時間で帰るわけですけど

も、途中で帰ってしまったということがあったんですね。向こうの人たちも帰ったんだから、

いつものようにバスへ乗って帰ったんだろうと思っていたら、その人は歩いて帰ったんですね。

その人が１時間以上かかって歩いて、家に着いたら暗くなっていたと。親御さんも心配して電

話をしてきたと。そういうときに、なぜ、今日は歩いて帰ってきたのかといったら、３００円

がもったいなかったと。やはり、私たちが考えている３００円の利用の部分と違う考えを持っ

ているんだなということを、はっきり痛感をいたしました。 

 そして、ある人は、この間、行ったら、おじさん、鰍沢はいつ通るんですかと。私も、その

人はまだ、来たばかりだと思うので、あんまり顔を知らなかったんですけども、なんの話かな

と思って聞きましたら、鰍沢からここまで来るのに、今、自転車で来ているけども、寒くなれ

ば大変だと。そういうような話の中で、合併したのに、なぜ鰍沢にはこのバスが動いてくれな

いのかということも質問されました。 

 そういうことの中で、私もやっぱり、このデマンドバスの運行の仕方というか、そのやり方

においては、いろんな考え方を持っている人がいるんだなということを痛感したので、このへ

んで、その質問をさせていただくということでございます。 

 鰍沢町に運行計画があるかということをお伺いするわけですけども、公共交通機関に乏しい

本町の住民にとって、電話予約で自宅から目的地まで行ける、この交通システムは特に高齢者

や障害者にとっては大変ありがたい施策で、感謝しているということを聞いております。旧増

穂町は運行して、利用者も増えてきているということのようですが、鰍沢町には運行されてい

ません。町営バスも旧増穂町まで運行が延長され、デマンドバスの運行をされていますが、デ

マンドバスの運行を望む声があるということで、同じ町民になったわけですので、公平な立場

からすれば、運行をしていただけないかということを、まずお伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町民生活課長、川住資農夫君。 
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〇町民生活課長（川住資農夫君） 
 ただいまの、齊藤正行議員のデマンドバスの旧鰍沢地区への運行計画についてのご質問につ

いて、答弁をさせていただきます。 

 旧増穂町で運行しておりましたデマンドバスについては、合併を機に分庁舎、鰍沢病院、峡

南病院へ運行エリアを拡大して、本年４月１日から運行を行っております。今後につきまして

は町営バス、あるいはコミュニティバスを含め、現在の公共交通体系について、運行エリア、

運行時間および料金体系などを検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 

 検討をしていただくということでございますけども、やっぱり、公平なという部分からして、

町営バスであればバス停へ行かなければならないわけですね。このデマンドバスというのは、

自宅から目的地へ行けるということで、やっぱり、これは内容がかなり違うと思うんですね。

同じ公共交通機関としても。ですから、検討をしていただけることはいいですけども、いつご

ろまでにやっていただけるとか、可能性があるのかというような部分も含めて、そのへんのお

考えを町長、いかがでしょうか、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） 
 今、デマンドバスの運賃につきましては、中学生以下が無料、そしてその他は一律３００円。

またこの町には町営バスとして、十谷から長沢のまほらの湯まで行っている町営バスがありま

す。これは運行距離に応じて１００円から５００円という距離制をとっています。また、この

バスは７０歳以上の高齢者および障害者が申請によって無料となっております。もう１本、バ

スがありまして、コミュニティバス、増穂商業から市川大門駅まで行っているバス、これは一

律２００円、それぞれ運賃体制がまちまちでありますので、今後、このへんの均衡を図りなが

ら、やっていきたいと。ただ、いつまでにというのは、ちょっと申し上げられませんけども、

早急に、それぞれ特色あるバスですので、多少、料金の違いは出るかもしれませんけども、そ

のへんは利用される皆さんに説明ができるような形で、均衡を図っていければと思っています。 

 この料金について、あるいは運行の形態等々については、陸運の許可が必要になります。そ

して、また、これは地域公共交通機関ということで、山交バスさん、あるいはタクシー会社さ

ん等とも調整が必要になりますから、もうちょっと時間をいただきたいと思いますが、役場の

中ではもうすでに検討を始めているところでありますので、いつまでにということは、今、こ

の場では言えませんけども、できるだけ早い時期にやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 

 今、鰍沢に対してのデマンドというような部分での質問をさせていただいたんですけども、

運賃の部分で応対していただいて、ぜひとも早い間に鰍沢のほうにも利用できるようにしてい
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ただきたいと思います。 

 無料という部分のことで、今、お答えをされたのかなというところもあるんですけども、やっ

ぱり全体の中で見て、障害を持っている方とか、高齢者という方に対しては、無料にしていた

だいてもいいではないかと。今のデマンドバスの運行の形態が、この利用料をいただくことに

よって、運行しているというものでは、ほとんどないですね。補助金を出してやっているわけ

ですので、その人たちの利用が減ったから、補助金をなんとかという部分ではないと思うので、

そのへんを含めて、そういう人たちには厚くみてやるというのがいいんではないかと思うんで

すけども、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） 
 先ほど、デマンドバスと町営バスとコミュニティバスの料金のことを言いましたが、デマン

ドバスは今、ありましたように、電話一本で、できれば自宅まで。道路さえ空いていれば、自

宅まで行って目的地まで行く。また、目的地から自宅までお送りする。そして町営バスは、時

間にバス停まで歩いてきていただいて、時間に来たバスに乗っていただく。また目的地までは

いかなくて、停留所までしか行きません。コミュニティバスは一律２００円になっております

けども、市川大門駅から増穂商業までを、これも町営バスと同じ運行形態にしていますが、距

離に関係なく２００円ということで、いろいろやっています。デマンドバスのほうは、やはり

迎えに行くというところがありますから、そのへんがほかのバスとは違う。そして町営バスは

距離が遠ければ、同じ町民であっても５００円も取られるということがあります。片方のコミュ

ニティバスは、どこからどこへ乗っても２００円とありますから、そのへんの均衡も図ってい

きたい。 

 そして、授産施設等で働く障害者の賃金の実態も承知をしております。非常に大変なことだ

と思います。そこのところで、コミュニティバス、町営バス、デマンドバス、すべて同じ料金

にできるかというと、やはり家まで迎えに来てくれるところもありますので、そこは若干、そ

ういうバスが使えない地域も、これから出てくると思います。鰍沢地域のほうにも運行は広げ

ていきます。鰍沢も数軒で、沢筋に住んでいる方もおりますし、十谷の方はまとまっています

からいいですが、柳川の人たち、上のほうの人は、鳥屋のほうまで出て来なければならないと

いう、そういう不便さもあります。そこをすべてデマンドバスで解消するわけにもいきません

ので、その方たちにはその方たちに、また利便性のあるように。そして、この富士川町の駅前

地区が今、山交のバスが行っていますが、鰍沢の営業所までなんですね。分庁舎へも乗り込ん

で来られない。当然、病院にも来られない。この役場本庁舎にも来られないという状況があり

ますから、そのへんの対策も含めて、今、検討しているところであります。 

 当然、高齢者、障害者の料金についても、また皆さんにご理解をいただけるような、均衡あ

る料金体系をつくっていければと思っております。 

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） 

 ２１年の１１月には増穂町の友愛クラブ連合会から、デマンドバスの無料化というようなこ

との陳情書もきているということも聞いていますし、また高齢者の方が移動する手段があれば、
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交通事故なんかが多い部分、免許証の自主返納ということにもつながってくるんではないかと

思いますので、ぜひともできるだけ早い対応をお願いいたします。 

 それでは、次に鰍沢病院についてでございますけども、先ほど長い時間にわたって、齊藤議

員のほうから峡南北部医療について、地域の医療再生計画について質問をされましたので、私

のほうからは、その病院がある町ということで、町と病院の関わりということについてだけ、

質問させていただきたいと思います。 

 ご承知のように、１１月２６日の新聞に、山日新聞に病床の利用率が３６．２％、全国社会

保険病院５１施設で最低と。また純損失が２億５，７００万円。累積赤字が２５億７千万円と

いうのが新聞に掲載されました。やっぱり、私は町民の医療を守るというのを、これは行政の

使命だと思っていますので、議会でも特別委員会を設置しまして、要望書を提出したり、関係

機関や国会議員に陳情を行ってきましたけども、全然、先行きが見えていないのが現状だと思っ

ております。 

 やはり赤字経営が続くというようなことの中で、あまり赤字経営ということが表に出るとい

うことになると、医師不足が原因だということが分かっていても、鰍沢病院にとっても、これ

は大変なことだと思うんですね。そしてまた、働いている人たちがいるわけでして、そういう

人たちに対しても、やっぱり、本当に死活問題のようなことにもなってくるんではないかと、

そういうふうに考えております。 

 そこで富士川町として、とても医師不足で赤字になるという部分の中の解消はできないにし

ても、富士川町が鰍沢町と鰍沢病院と連携をして、何か富士川町もお役に立てないかと、そう

いう部分はあるではないかと思うんです。聞きますと、前は旧鰍沢町では、健康診断をしてい

たときもあったということも聞いているわけですけども、そのへんで今、どのようになってい

るのか、そのへんもまず、お伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 ただいまの齊藤正行議員の質問について、お答え申し上げます。 

 町の総合健診は山梨県健康管理事業団に委託し、町内７カ所の会場で実施しておりますが、

旧鰍沢町の住民健診につきましては、平成１９年度まで鰍沢病院に業務をお願いしてまいりま

した。しかし、平成２０年度に健診業務が特定健診制度へ改正されたことに伴いまして、対象

者へのデータ管理の変更、あるいは健診結果をもとにした保健指導の導入などについて、対応

が困難ということになり、病院と協議を重ねた結果、やむなく委託先を変更したというような

経過がございます。 

 現在、鰍沢病院には住民のガン検診のうち乳ガン健診、それからくにみ園さんの入所者の総

合健診を委託しております。またワクチン接種につきましては、予防接種法で定められており

ます麻疹、風疹などの定期予防接種をはじめ、任意の予防接種であるヒブワクチン、子宮頸ガ

ンワクチン接種についても、契約医療機関として、業務をお願いしているところでございます。 

 今後におきましても、ワクチン接種に対する対応や総合健診における人間ドックの受け入れ

など、病院と業務内容や単価等を協議しながら、連携を図ってまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。 
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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） 

 よく分かったわけですけども、やっぱり地元の町として、何ができるかということは、しっ

かり病院とも話をしていただきたいと思っております。また、今の話からいけば、人間ドック

の部分ではないかなと思うんですね。人間ドックの部分をなんとか、鰍沢病院でということが

普及できれば、また、それはそれなりのいい成果が生まれるんではないかと思うので、もう少

し詰めた話を、病院とぜひやっていただきたいと思います。 

 次に移ります。選挙制度についてということでございます。今日は大森選挙管理委員長さん

にもお忙しいところ、ご足労を願いまして、ありがとうございます。 

 選挙のときにいつも思うんですけども、まずポスターの掲示板です。ポスターの掲示板が今、

旧増穂町が７０カ所で、旧鰍沢町が５０カ所ということで、１２０カ所あります。はっきり言っ

て、私は多いんではないかなと思っております。見ますと、人口の少ないところに何カ所もあっ

たり、あるいは人口の多いところに見当たらないという部分をとても感じるんですね。そこで、

まず何を基本にああいう場所は決められているのかをお伺いします。 

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） 
 齊藤正行議員の選挙制度についての答弁をさせていただきます。 

 公職選挙法および施行令では、ポスターの掲示場の数については決まりがございます。各投

票区ごとに選挙人の名簿登録者数と、それから各選挙区ごとの面積に応じて設置数を定めてお

り、本町における総数は１２９カ所ということになっております。また公職選挙法では、総数

の範囲内で山梨県選挙管理委員会と協議の上、特別の事情がある場合等、設置数を増減するこ

とができるという規定になっております。 

 こうしたことから、実は本町では、山間地域の集落がまとまっている投票区、主に中山間で

すから、穂積とか高下になるんですけども、１４カ所を減らしております。規定より。逆に新

興住宅街などでは５カ所を増加し、総設置数を今、議員さんのおっしゃったように１２０カ所

としております。 

 今後も地域の実情を考慮した中で、ポスターの掲示場の数を定めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 

 現在の１２０については、減らしたり、増やしたりということでもってやっているというこ

とのようですけども、掲示板は、選挙に誰が立候補しているかということを投票者に示すもの

だと、そういうふうに思います。自分の住んでいるところになくても、町の中にあれば、十分、

目にすることはできると思うし、また投票所には立候補者の掲示がされていますので、問題な

いと思いますので、また直近の参議員選挙においては、１カ所の掲示板を設置するのに８，

４００円、業者と委託をして設置費用がかかっているというようなことで、これは聞きません

でしたが、おそらく町会議員になれば、看板の数が、人数が多いんですから、もっと大きなお
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金もかかるんだろうと思います。 

 やっぱり、もう少ししっかり、この地域を見直して、お金もかかることなんですから、私は

必要があるんだろうと。ただ単に減らせばいいものではないと、もちろん思います。でも、やっ

ぱり、そのバラツキというか、あるところとか、ないところとかというのは、かなり多くある

と思うんですね。そのへんを含めて、もう一度、どうでしょうか。見直すという部分において

は、協議をしていただけるんでしょうか。 

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、齊藤正行議員は減らすというような部分のお話が主だと思います。そのへんは中山間地

域の中で、人口もかなり減少しておりますので、もちろん、そのへんの部分は、今から精査し

ていかなければならないと思いますけども、逆に新興住宅街等も、正直言って、この町内には

ありますので、そういう部分はまた、設置の数を増やしていくというような部分も考慮に入れ

た中で、増減を検討させていただきます。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 

 ぜひ、検討をお願いしたいと思います。 

 次に、投票時間についてであります。 

 公職選挙法では、投票時間は午前７時から午後８時までと定められているが、市町村選管の

裁量で終了時間を４時間以内で繰り上げできることになったと聞いております。これは、

２０００年の地方分権一括法の施行によって、県の選管に届ければいいんだというふうになっ

たということも聞いております。期日前投票は、告示日また告示日の翌日から午前８時３０分

から午後８時まで行われるようになりまして、投票日でなくても、個人の都合で投票ができる

ようになっております。 

 ちなみに、町長や町会議員選挙では２，５２９人、１８．４９％、参議員選挙においては２，

４３０人、１７．５９％の人が事前に投票を済ませるということでございます。 

 それで、午後７時から８時までに投票した人の数でございますけども、町長、町会議員選挙

においては２３３人、参議員選挙においては１９４人が７時から８時の１時間の間に投票した

ということでございます。 

 これは、単純計算ではいかない部分ですけども、１９の投票所がありまして、それで割れば

１０人ちょっとの方が、その時間で投票しているということだと思います。投票にかかる経費、

１，１００万円近いお金がかかっているわけでして、時間を１時間繰り上げるということで、

どれだけの費用が減るのか分かりませんけども、一概に計算はできないと思うんですけども、

ぜひ、この開票時間を進めるというか、やっていただければ、これは町民も大変、歓迎してく

れるんではないかなと思いますので、そのへんでいかがでしょうか、お考えは。 

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） 
 本町の最近の選挙における期日前投票の数ですけども、今、齊藤議員のほうから説明があり
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ますように、全投票者数の約４分の１を占めている、非常に多い状況でございます。また、本

町の選挙日における投票時間は、午前７時から８時までと定めておりますが、公職選挙法では

投票所を開く時刻につきましては、選挙人の投票の便宜を図るため、必要があると認められる

特別な事情のある場合は、２時間以内の繰り上げ、繰り下げができることとなっています。今、

齊藤議員の投票所を閉じる時刻につきましては、投票に支障を来たさないと認められる特別の

事情がある場合に限り、４時間以内の繰り上げができるということになっております。しかし、

県内では投票時間の繰り上げを実施しているというところがございまして、承知はしておりま

すけども、本町の直近の選挙当日の午前７時から８時まで、齊藤議員のご説明にもありました

けども、投票者数を見ますと、４月２５日執行の町長および町議会議員選挙におきましては、

２３３人。７月１１日執行の参議院議員選挙においても、１９４人というような投票をしてお

ります。このへんの部分が多いか、少ないかという部分でございますけども、現在は有権者数

の投票時間の最大の確保を考え、投票時間の短縮というのは考えておりません。 

 今後、各投票区ごとの投票状況をふまえて、その投票区ごとに検討ができれば、していきた

いと思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ４番、齊藤正行君。 

〇４番議員（齊藤正行君） 

 考えていないということでございまして、仕方がない部分もあるわけですけども、ただ県外

でほとんどのところで、多くの町がやっているんですよね。なぜかという部分はお金の問題と、

やっぱり時間の問題だと。選挙が終わって、次の日は通常の勤務になるんだと。そういう部分

で、ちょっと、私もインターネットなんかで調べてみたんですけども、やっぱり、そういう方

向に向かっているんですね。なぜかというと、これは期日前だと思うんですね。期日前投票と

いうのはできるようになったから、こういう方向が出てきたんだろうと。そういうふうに思う

わけですね。 

 やっぱり、そういう部分を考えていくということも、当然、町の選挙に関しては、町でお金

を出さなければならない。国、県については国、県がお金を出すわけですから、一概に言えな

い部分もありますけども、これはそういう方向に考えていくというのは、必要ではないのかな

と。おそらく職員の方だって大変だし、その結果を聞きたい町民も１１時、１２時、１時だと

いうことであれば、やっぱりこれはどうなのかなということを考えると思うんですよね。その

へんをぜひとも、管理委員長さんもいらっしゃいますので、ご検討をしていただければと、私

は思っております。 

 以上をもちまして、質問は終わらせていただきます。ぜひ、またご検討をお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告４番、４番、齊藤正行君の一般質問を終わります。 

 続いて通告５番、７番、井上光三君の一般質問を行います。 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 

 まず行政改革の推進について、伺います。 

 富士川町におきましても、今まさに少子高齢化が進んでおります。また人口の減少もますま
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す進んでいくのではないかというふうに思っております。また一方では、地方分権も新たな段

階を迎えておりまして、これから町といたしましても、財政の健全化に努めるとともに自立し

た行政経営を展開する必要があり、徹底した行政改革を行っていく必要があるかと思います。 

 地方公共団体の行政改革は、平成１７年に総務省が示しました地方公共団体における行政改

革の推進のための新たな指針、これに基づきまして、どこの自治体でも取り組みを行ってまい

りました。 

 合併前の両町におきましても、指針に基づいた改革が行われてきたものと思いますが、この

総務省の示しました計画は平成２１年で終わっておりまして、富士川町の誕生とともに、１つ

の区切りを見せております。ただ、多くの自治体におきましては、２２年度以降、独自の実施

プランを策定いたしまして、積極的に行政改革に取り組んでおります。 

 本町でも、誕生したばかりでございますけども、計画的な行政改革が必要なところですが、

まだ方針が示されていません。そこで私は今回、その行政改革の重点的な部分につきまして、

何点か、質問させていただきます。 

 まず１点目、行政改革を行うにあたりましては、事務事業の再編、整理、廃止、統合等につ

きまして、常に評価を行っていく必要があるというように思っておりますが、これにつきまし

て、町長は、先に事業の評価システム、これは事業仕分けというふうな部分も入るかと思いま

すが、システムを構築するということを示されましたが、今現在のシステムの構築がどうなっ

ているか、進捗状況をお伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 井上光三議員のご質問にお答えいたします。 

 事務事業につきましては、大変重要な１つの行政改革という位置づけを、私どももしており

ます。その中で、今年の１０月に職員で構成する行政改革検討委員会というのを、まず立ち上

げました。この中で事務事業の評価基準を検討し、それから平成２２年度、富士川町が新しく

なったばかりですので、その中で平成２２年度に執行中の各課における町の単独事業を、まず

拾い出しまして、事業の内容の精査を行いまして、その中で各課の中で、おおむね２事業を対

象といたしました。 

 その対象とした事業を各課の中で、課長を中心として一時評価をしていただきました。です

ので、一時評価は各課で課長を中心として、まずやっていただきました。これを自己評価とい

う形でやらせていただきました。さらには役場の中の課長、これは総務課長、財政課長、企画

課長、会計管理者ということの中で評価検討会議というのを設けました。ここにおいて、一次

評価であがってきたものを二次評価を行い、今年度につきましては、１０事業を外部評価にま

わすということで、外部評価の対象といたしました。１２月８日の日に、この外部評価という

ことで、住民評価委員の委員さんを５名、委嘱をしたところであります。１２月１５日に、８日

の日に委員さんの方々から決めていただいた日になるんですけども、１２月１５日に第三次評

価として、外部評価を実施して、これを来年度の予算等につなげていく予定でおります。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
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〇７番議員（井上光三君） 

 今、外部評価の組織は１２月８日に委嘱をされて、１２月１５日に評価の第１回目を開かれ

たということですが、これは来年度予算編成に反映していくと。この委員会が。よろしいわけ

でしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 今、１０事業を選んでおりますので、来年の評価の中で対応していきたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひとも評価というのは大事ですし、その評価の結果によって、次の事務事業をどうするか

ということ、また予算編成はどうするかということを決定していくわけですから、お願いをい

たしたいと思います。 

 次に２点目ですが、２点目につきましては、ちょうど先ほど、１点目の回答の中にもふれら

れておりましたけども、外部評価とは別に日ごろから自己評価を行っていく必要がありますけ

ども、自己評価がどのように行われるかということですが、今、１点目の回答の中で一次評価

を行政改革検討委員会、二次評価をさらにその上の会議でやっていくということですが、もう

一度、確認しますが、これもすでに、これは今回、改めてつくられた会議、いつつくられた会

議なのか。委員会もですね。それから二次評価にあたる会議もいつつくられて、いつの評価を、

昨年の決算なのか、今年度の途中段階のものをやっているのか、そのへんをもう少し具体的に

お願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 評価の関係は、新しく富士川町ができましたので、今年度、外部評価と併せて評価をしてい

く中で、自己評価ということでつくらせていただきました。 

 どのように行われているかということになるんですけども、まず、この評価は、私たちは富

士川町独自でやっていきたいと考えております。取り組みの内容としては、各担当における単

独事業、今年度ですけども単独事業を全部拾い出しまして、その事業ごとにＰＤＣＡサイクル、

これは計画をして、それから計画したものを実施して、実施したものを評価して、それから改

善していくと。このＰＤＣＡサイクルに基づいて、評価を実施していきたいと思います。自己

評価ですけども。 

 そのうち、特に評価において見直しが必要な事業を事務事業点検シートというものをつくり

まして、そのシートに記入して、各課で職員が相互に検討して、これは先ほどちょっと言いま

したけども、課長を中心として評価結果を出しております。さらに、先ほどちょっとふれまし

たけども、役場の課長で組織する評価検討会議で各課の評価結果を審議して、これを二次評価

といたしております。 

 このように、役場の中で評価する段階でなるべく多くの人、複数の目によって自己評価を行っ

ていきたいと考えております。このような形で、今年度、新たに富士川町として、このような
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形で評価をしていきたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひお願いしたいと思いますが、１点だけ確認したいんですが、その自己評価の部分は公表

できるんでしょうか。それともできないんでしょうか、お願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 今現状では、まだ公表をしておりません。将来的には、また外部評価の関係もありますので、

それらとも併せて、ちょっと検討させていただき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） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 評価自体は、特に外部評価は原則公表にしていただきたいと思っていますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 次に３点目ですが、行政改革の主要事項として、定員管理の適正化、これは一般町民は合併

すれば、町職員等はもう少し減ってもいいんではないかというのが一般的な考え方なんですが、

私は減らすばかりではなくて、これから地方分権を迎える時代で、新しい事業も生まれてきま

すので、厚みをつけるところには厚みをつけるという考え方があるかと思いますが、まず定員

管理につきましては、６月の定例会で町長から今後の計画をつくっていくというふうな答弁が

ありました。しかし、町には定員外となる非常勤職員がたくさんいます。この非常勤職員の適

正化がどのように進められているのか、お伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 井上光三議員の非常勤職員の適正化について、答弁させていただきます。 

 現在、町が採用している非常勤職員は、地方公務員法第３条に規定する嘱託職員が８６名、

第２２条に規定する臨時職員が３２名で、合わせて１１８名おります。このうち嘱託職員は主

に資格を有する職種で採用しております。学校の町単講師をはじめ、保育所の保育士さん、保

健師、児童館指導員、図書館司書等であります。また臨時職員は、各種事務補助員や学校の調

理員、それから用務員さん等で採用をさせていただいております。 

 国の緊急雇用対策による各種事業への積極的な採用などで、職員数はここ数年、増加傾向と

いうことで、今現在、１１８人でございます。臨時嘱託職員は、町の事務事業を遂行する際、

臨時的事業を実施する場合において、その業務内容に応じて、必要最小限の採用としておりま

すので、適正化には努めておる次第でございます。 

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） 

 非常勤職員の適正化にも努めておられるということなんですが、先ほど嘱託職員、臨時職員、
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合わせて１１８名という数を示されましたけれども、この合併前の両町の、いわゆる３月７日

というか、合併前の両町の非常勤職員ですね、嘱託・臨時も含めまして、非常勤職員の数と合

併したあとの富士川町としての数、人数を。変化があったかどうかということを。 

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） 
 今の井上光三議員の嘱託職員、臨時職員の推移ということでございますけども、３月７日、

合併前の部分でございますけども、旧増穂町では８１名となりまして、旧鰍沢町では２３名、

計１０４名でありました。合併時には２人減となりまして、１０２名で、実は２１年度３月

３１日まで推移をしてまいりました。４月１日より、今、ご説明を申し上げた部分も含めまし

て、保育士さん、町単講師などの増加がありまして、今は１１８名という数になっております。 

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） 

 適正に取り計らっていただきたいということなんですが、職員の増減というのは国、県と行

政で、今まで常勤の職員の定員削減というのは、ずっと長年やってきておりますけども、常勤

の定員削減をした結果、非常勤が増えているというところがかなり多くて、問題になっている

ところがございます。合併にあたっては、町でも合併協議会の中で新しい組織、事務事業が整

理されて、本来ならば、この事業にはどのくらいの人数がいるかというふうな分析がされて職

員が配置されるべきなんですが、定員についてはそういうわけにはいかないというわけでござ

いますけども、非常勤については、ある程度、細かい分析の中で配置ができるのではないかと

考えております。今、合併前と合併後ではあまり変わっていない。むしろ合併してから、多少

増えているという部分もございますので、この部分につきましても適正化を進めていただきた

いと思います。 

 次に４点目、先ほど嘱託職員、臨時職員の説明をいただきましたけども、本町では非常勤職

員を採用する場合、非常勤嘱託職員取り扱い要綱、そしてまた臨時職員取り扱い要綱というも

ので取り扱われているということでございますけども、町にはこの要綱に該当しないパート・

アルバイト、かなりの人数がいますけども、このパート・アルバイトの採用の根拠、また職員

の身分保障の件がどうなっているか、お伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 パート・アルバイト職員の身分保障等について、お答えしたいと思います。 

 非常勤職員のうち各課の事務事業に対応するため、短時間および短期間のパート・アルバイ

トの職員を採用しております。臨時職員取り扱い要綱に準じた採用をしております。また、町

の施設であります塩の華つくたべかんは特別会計による管理となっており、独立採算を原則と

した経営から、この要綱の対象外として、すべてがパート・アルバイト職員ではありますが、

採用にあたっては町の臨時職員に準じた採用となっております。 

 なお、職員の身分保障につきましては、採用時の契約期間内ということで、社会保障につき

ましては、社会保険、雇用保険はその基準に応じて加入しておりますし、公務災害保障につき
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ましては、全職員が対象となっております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 ある程度の身分保障もされているということなんですが、採用の根拠というところが、ちょっ

と分からない部分があったんですが、誰が必要かというのは、やっぱり担当のところで必要だ

ということで申請があがってくるかと思うんですが、最終的な決定をする部分、そしてまた、

以前、この議会の中でもアルバイトの賃金について、いつ、どこで誰が上げたのかというのが

問題になりましたけども、賃金の決定、それから賃金をまた今回、上げるとか下げるとかとい

う決定は、どこでどういうふうに申請があって、どこで決定しているのか、その部分が分かれ

ば、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） 
 パート・アルバイトの採用の件でございますけども、これもあくまでも現場というか、担当

のほうから、いろいろあがってくるものでございます。それを総務課の人事担当のほうにあがっ

てきますけども、その中で総務課のほうでは全体的な臨時職員、パート・アルバイト、臨時職

員、それから正規職員の配置等も考慮しまして、それが妥当か、妥当でないかということをも

ちろん検討させていただいて、町長のほうにあげていくという部分でございます。あくまでも

全体の中で考えていきたいと思っております。 

 それから賃金の場合ですけども、取り扱い要綱の中で賃金等も決めておりますけども、実は

賃金もまわりの職種等を考慮しまして、あまり公平でないような部分は困りますので、均衡を

保つような部分の中で賃金のほうも決定しておりますけども、基準になる賃金というのは、あ

くまでも労働基準法の最低賃金は順守しなければなりませんので、そのへんの部分を加味しな

がら、今までの経緯等も考慮して決めております。 

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、パート・アルバイト等も必要だからこそ、採用、雇用しているということでございます。

ぜひとも、そのへんの、できれば、このパート・アルバイトもなんらかの取り扱いの内規なり、

なんなりをつくったほうがいいかと思うんですが、そのへんの考え方はございますでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 町の正規職員以外の職員につきましては、非常勤嘱託職員取り扱い要綱、臨時職員取り扱い

要綱、これは定めてありますが、通常であればパート、あるいは学生アルバイトはいつから、

いつまでの間、年齢の範囲、そして賃金の額、これを決めながらしていかなければならないん

ですが、これがまだ規定が整備されておりません。今後につきましては、内規ではありますけ

ども、そういうものをつくりながらやっていきたいなと、こんなふうに考えております。 
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 それから、先ほどの１１８名の総数でありますけども、この１１８名のうち１０６名は事業

採用しておりますので、一般事務職というのは１２名しかおりませんので、この事業は保育士

なんかが多いわけでありますけども、将来を展望する中で、子どもの数がどんどん減っていく。

そこで職員を採用すると数億円の将来経費がかかるものですから、子どもの動向などを見なが

らやっていかなければいけない。それで次に多いのは調理師、用務員というところであります。

これも行政の第２表といいます技能労務職、これは採用が止められてきております。そうは言

いましても、そういう皆さんがいなければ、町の行政はまわっていきませんので、正規職員は

減っても、そういうほうに、非常勤嘱託職員として採用していかなければいけない。あるいは

また、町単講師なんかも小規模校を残してほしいということもあります。そんな中で、複式授

業が解消できるように、２１名、町単講師も入れております。そういった部分が増えているも

のですから、これは住民のニーズに応えるという部分で、この事業の部分は入れておりますの

で、全体で、本当は減っていけばいいんですが、減っていくということは、サービスも低下し

ていくということでありますので、ただ単に減らすのではなくて、その中でしっかりと必要性

を検討しながら採用していきたいなと思っております。 

 それと臨時職員の賃金は、職種の内容等を検討しながら、町の臨時職員の時間で割って、単

価を出したりしながら、それに合うような形で、賃金のほうは決定させていただいております

し、採用にあたっては事務事業の必要性ということを一番に考えながら、採用をしております。 

 ただ、今年度につきましては、国の緊急雇用対策をやってほしいということがありますから、

例えば青色パトロールの車についても、２人のおじさんに乗っていただきながら、順次、巡っ

ていただいているとか、いろいろな部分があります。その部分も１０名、今、採用をしており

ますので、これも雇用の確保という面で国の施策の同調した部分でありますから、今年度は

ちょっと多いかなと。国の雇用対策が終われば、また、その部分は減らさざるを得ない職員に

なってくると思っております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 私は行政改革で、減らすばかりが行政改革ではないと思っておりますし、必要なところには

やはり職員も、事業も見直しをしながら、新しい計画をつくっていくというのが当然だと思い

ます。またパート・アルバイト等につきましても、先ほど内規等を検討したいということでご

ざいますので、ぜひ基準をつくった中で、適正な管理計画をつくっていただきたいと思います。 

 次に５点目、行政の担うべき役割の重点化という視点から民間委託等の推進、それから指定

管理者制度への活用、ＰＦＩ仕様の適切な活用等がありますが、これまでの、旧町時代も含め

まして取り組み状況、そして今後、どういうふうなことを、どんな取り組みを行っていくか、

その方針を伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 これまでの取り組みと今後の方針ということにお答えをさせていただきます。 

 平成１７年の３月に総務省において策定されました、地方公共団体における行政改革の推進
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のための新たな指針というのが策定されております。これを受けまして、各地方公共団体は平

成１７年度から２１年度まで５年間でありますけども、集中改革プランを策定してきました。

この内容が指定管理者制度を含めた民間委託の推進とか、定員管理の適正とか、事務事業の再

編、整理、統合、廃止などの見直しであります。この集中改革プランによりまして、旧増穂町

におきましても、旧鰍沢町におきましても、行財政改革に取り組み、特に指定管理者制度につ

いては増穂町で８施設、鰍沢町で２施設を積極的に導入したという状況であります。 

 また、これ以外の民間委託としては、小さなあれですが、町長車の運転も民間委託にしてお

りますし、水道メーカーの検針などの業務も外部へ委託をしている状況であります。このほか、

ＰＦＩという手法も、当時、クローズアップされてきたものですが、このＰＦＩの運用につき

ましても、この町では、これまで取り入れた経過はありませんけども、今後、公共施設を建設

する場合に、その手法が可能かどうか調査・検討をしながら、運用できる場合にはＰＦＩ方式

も視野に入れながら、公共施設の整備計画に位置づけていく必要があると考えております。 

 集中改革プランは２１年度で終了しておりますけども、今後も公の施設への指定管理者制度

の導入とか、できる業務については、民間委託など積極的に取り組みながら、さらなる行財政

改革を推進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） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 先ほど言った総務省の指針も２１年度で終わっていますけども、どこの自治体でも２２年度

から新たな取り組みを行っているということで、積極的な取り組みを行っていただきたいと思

います。 

 次に６点目に移りますが、先ほど町長の答弁の中に、これまで指定管理者制度、今、増穂で

８件、鰍沢で２件、行ってきたというふうな答弁をいただきましたけども、指定管理者制度を

活用する場合、モニタリングというシステムを導入する必要があるんですけども、町ではその

モニタリングがどのように行われているか、お伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 指定管理者制度におけるモニタリングは、指定管理者による公共サービスが町の条例とか規

則、協定書に基づいて、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか確認する手段だと

思います。 

 現在、本町では指定管理者との間で基本協定と年度協定というのを取り交わしながら、公の

施設の管理運営を委ねているところであります。この協定書では、毎年度の事業計画書の提出、

また決算書の提出を条項に定めておりまして、指定管理者からの報告を受け、それを確認して

いるところであります。 

 モニタリング制度は、公共サービスの水準を確保する上で必要な制度ではありますが、この

制度の導入によりまして、指定管理者がモニタリングの対応をするためには必要以上の経費、

時間がかかることは、効率的な施設運営とかけ離れるという可能性もあります。こうしたこと

から施設を所管する課において、日常の管理体制、あるいは指定管理者からの諸報告による運
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営状況のチェック機能というのを強化していきながら、公の施設として、よりよい管理運営が

できるよう取り組んでいきたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 モニタリングの方法はいくつかあるかと思いますが、私は何も外部のそういう専門組織に委

ねるということではなくて、今、町長の答弁にもありましたように、担当課レベルでチェック

機能を果たすということもよろしいかと思います。積極的に行っていただきたいんですが、た

だ１つは、モニタリングのマニュアルですね、これからいろんな指定管理者が増えてくるとい

う可能性がありますので、マニュアルというか、モニタリングの基準を町としてつくる必要が

あるかと思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 チェックのマニュアルみたいなものは、必要があるなと思っております。それが果たして、

そのとおりにやっているのか、そしてまた、住民のサービスにつながっているのかどうか、こ

れも行革といいますか、指定管理を委託する中でも改善・改革が必要な部分だと思いますので、

そういった部分のチェックマニュアルみたいなものは、これから必要ではないかなと思ってお

ります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、お願いをいたします。モニタリング自体は、指定管理者の経営評価をするものではな

くて、協定どおりにいっているか、あるいは町の条例、規則どおりにいっているかということ

ですので、ぜひ、お願いをいたします。 

 次、７点目ですが、行政改革を進める上で、市場化テストという方法があります。この市場

化テスト、市町村単位で導入しているところは、全国でも例が少ないわけですけども、富士川

町として導入する検討があるかどうか、お伺いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 市場化テストですが、これは平成１８年に競争の導入による公共サービスの改革に関する法

律というのが施行され、出てきたものですが、これは行政機関で行っている業務を官民双方に

よる競争入札を実施する制度ということで、競争原理を導入してコスト削減、サービス向上を

図るものであります。 

 市町村においても、窓口業務のうち戸籍の謄本とか住民票の写しの受け付けと引き渡しなど、

６業務がしてもいいよと、市場化テストに出してもいいよということになっております。しか

しながら、窓口業務は直接、町民と接する機会であると同時に、個人情報の保護の観点からも

民間への開放は難しい状況ではないかなと思っております。 

 また市場化テストを導入する場合には、対象業務のサービス水準や業務を実施する官民の評
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価基準、また公正な競争入札の実施など、多くの課題も残っております。こうしたことから県

内でも導入した市町村はなくて、全国でもほんのわずかの市町村が導入しているところであり

ます。 

 このようなことをふまえますと、今後の行財政改革を進める上で、市場化テストが有効な手

段であるかどうか、他県の例も参考にしながら、しっかり調査もし、慎重に取り扱う必要があ

るではないかなと考えております。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひ、いろんな取り組みを行っていただきたいと思います。この行政改革を推進するにあたっ

て、もう１つ、付け加えたいというのは、職員の意識改革というか、今、町長の答弁の中にも

個人情報を守らなければいけないとか、そういうふうな答弁がありましたけども、まったく意

識を変えていただいて、民間委託とか指定管理者に委託する場合、どうしても、私もかつてそ

うだったんですが、公共性の事業であるとか、あるいは守秘義務を守る必要があるとか、権力

的な業務であるとか、公平性を保たなければいけないとかという、この意識をまったく変えて

いただかないと、なかなか進まない。ぜひ、職員の意識改革も進めていただいて、行政改革に

取り組んでいただきたいというふうに思います。また、これから総合計画をつくるにあたって、

行政改革大綱なるものも、やはり策定していかなければならないと思いますので、そのへんの

検討もぜひ、お願いしたいと思います。 

 それでは、次に移ります。道路基盤整備について、伺います。 

 現在、町では第一次総合計画の策定作業が進められています。この策定にあたりまして、各

地区で対話集会が行われました。私も穂積地区で行われた対話集会に出席をいたしました。こ

のときの地域の課題として挙げられた事項のトップが、道路等の基盤整備でありました。私は

最初、この結果を意外に感じておりました。と申しますのも、穂積地区は中山間地でございま

すので、非常に高齢化が進んでおります。人口減少も進んでおりますし、むしろ私は住民にとっ

ては医療とか福祉の問題のほうが深刻ではないかと考えていたのですが、あとから考えてみま

すと、この道路整備がトップにきたという理由の１つを感じました。それは穂積地区では、長

年にわたって、道路の整備を要望してきたという経緯があります。そして、その要望してきた

整備がまったく、実現していないという現実もあります。そして、その道路がすべて旧増穂町

から旧鰍沢町につながっている道路ということでございまして、別の町から別の町につながっ

ている道路、これはやはり地区の人にしても実現が難しいかなというふうな状況は理解してお

りました。ただ、今回、合併をして新しい町、１つの町になったということで、住民は今まで

要望してきた道路等に、なんらかの整備をやってくれるんではないかという期待感も含めて、

この対話集会の中で道路の基盤整備がトップになったということではないかと思います。 

 日ごろ中心地と違った不便さや格差感を感じて生活をしていて、今回、１つの町になって、

なんとかしてほしいということだと思います。そこでいくつか、対話集会の中で道路整備の話

が出たんですが、２点に絞りまして質問させていただきます。 

 まず１点目、町道河辺研石線、これは大法師公園から土録に通っている町道ですが、ここは

私も１回通ってみましたけども、軽トラックで上から下へ降りてくるのがやっとのような形で、
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通れないことはなかった。一般の乗用車は大変、通行困難ではないかと思いますが、ここは今

後、富士川町の観光ルートとしても重要な道路にもなり、また緊急時による県道高下鰍沢線の

代替道路としても考えられる道路であります。一般車両が安全に通行できるような道路として

整備できないか、町の方針を伺います。 

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、井上光三議員さんの道路基盤整備についてのご質問にお答えいたします。 

 大法師公園から土録間の町道は、延長で２，３６０メートルで結ばれております。現状は、

先ほど議員さんがおっしゃいましたように、軽自動車の乗り入れは問題がありませんが、安全

でスムーズな走行という観点からみますと、普通車での走行には難がある状況であります。ま

た延長が長いことと、それから急傾斜地の路線でありますので、一般車両が安全に通行できる

観光ルートとしての改良整備には、路線の線形検討が必要であり、事業費も膨大なものとなり

ます。さらに当該路線のほか、町道入町土録線の改良整備につきましても、地元から要望が挙

がっておりますので、今後、それぞれの地区と十分な協議や調整を行う中で、整備について検

討してまいりたいと考えております。 

 なお、当該路線につきましては、適正な維持管理に努めてまいりますが、地元の皆さまにも、

これまで同様、ご支援をいただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。あと３分です。 

〇７番議員（井上光三君） 

 では、あと３分ですので、ぜひとも、ここは先ほど申しましたように、大法師さくらの公園

から穂積地区の、町長が示す観光ルートにも非常に重要だと思いますので、ぜひとも総合計画

等の中で検討していただきたいと思います。 

 次に２点目、町道十谷清水線、林道立石清水線、併せて高下から十谷に抜ける道路ですが、

ここは先般、県道十谷鬼島線の土砂崩落により、十谷地区の唯一の交通手段として利用されま

した。また普段、一般車両が安心して通行するには大変、整備が必要です。また町長が示す三

筋の観光ルートを結ぶ道路としても、非常に重要な道路であります。日常的に安心して利用で

きるような整備管理が必要と思いますが、町の方針を伺います。 

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、十谷清水線の道路整備について、お答えをいたします。 

 十谷清水線につきましては、年間、春と秋の２回、除草や落石土の撤去を実施しております。

また、林道立石清水線も地元集落の支援をいただく中で、年２回の除草作業を行っております。 

 なお、町道区間の危険個所等の整備については、平成２２年度から平成２７年度までの富士

川町過疎地域自立促進計画の整備対象路線として取り上げておりますので、過疎債の充当など

を含め、整備改良について、今後、現況調査を行った上で検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 林道立石清水線は、道路幅員３メートルの林道として、改良・舗装の整備が完了している路
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線であります。この林道は全般に地形が急峻でありまして、これ以上の全体的な改良につきま

しては難しいと考えておりますが、今後も利用者が安全に走行できるように、待避所の設置や

除草、落石土の撤去等、適正な維持管理に努めてまいります。よろしくお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 

 時間がありませんので、ぜひともお願いをいたします。特に先ほどの道路は平林、穂積地区、

五開地区を結ぶ観光の三筋のルートを結ぶ線になるかと思いますので、お願いいたします。 

 終わりますが、最後に１つだけ、もう１点、対話集会の中で出てきた重要な道路がございま

す。今回の質問では省略いたしましたが、県道高下鰍沢線の入り口部分、ここが非常に狭いと。

ここは一番の主要道路となるところで、拡幅をお願いしたいというところがありましたが、一

般質問からは省略いたしましたけれども、今後、総合計画の中で、ぜひともこの部分も含めて、

検討をいただきたい。ここは地元のコンセンサスも生じるでしょうし、大変難しい部分も分か

りますけども、ぜひともここをお願いしたいと。ここは特に６月のあじさいまつり、第１回目

の日曜日のときに、２１台、観光バスが入ってきました。非常に、あそこを通るのにも支障が

ある。私どもの案内では、鰍沢警察署から入って、教習所を通る道路ということで案内してい

ますけども、本来ならば県道を通るのが普通だということで、ここはまた、併せて総合計画の

中で検討いただきたいということを申し添えまして、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告５番、７番、井上光三君の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩します。 

 再開時間は、午後１時とします。 

休憩 午前１１時３８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。 
 引き続いて、一般質問を行います。 

 通告６番、２番、長澤健君の一般質問を行います。 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 まずは、休日議会の開催を快くご理解いただき、開催されたことを感謝申し上げます。これ

を機に若い世代が行政に関心を持っていただくことを、私も期待をいたします。 

 それでは通告に従って、質問していきたいと思います。 

 まずはじめに、安全な通学路確保について。 

 昭和通りとウエスタンラインの交差点に、信号機の設置を７年ぐらい前から要望しておりま

す。しかし、その後、話が今、止まっている状態であります。以前にも何人かの議員が一般質

問をしたようですけども、一向に話が進んでおりません。最近、小さい事故も多発し、また、

その交差点には塾があります。昭和通りの東西の横断歩道も大変長く、子どもたちの通学の時

間、非常に危険を感じます。 
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 今回、多くの住民からも要望をいただき、２００名を超える署名をいただきました。それを

今回、区長と一緒に役場のほうに提出をしております。今後、この信号機設置に向けて、役場

として積極的な働きかけを願いますけども、今後の動きと、そしていつまでに設置ができるか、

伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 総務課長、井上明君。 

〇総務課長（井上明君） 
 ただいまの信号機設置についての、長澤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 昭和通りとウエスタンラインの交差点信号機設置につきましては、平成１７年１２月の議会、

平成２１年１２月の議会におきまして一般質問があり、当局といたしましては、鰍沢警察署お

よび山梨県公安委員会に信号機設置要望書を提出してきたところでございます。 

 信号機設置につきましては、県内各地域から要望案件が多い中で、道路整備状況、交通量、

事故の発生状況などをもとに、県公安委員会が総合判断した中で、当交差点については交通量

が多いとはいえないという段階の中で、現時点では設置できないとの回答をいただいている次

第でございます。 

 こうしたことから、町の当面の対策としまして、交差点付近の道路区画線、それからゼブラ

表示等の安全対策を行っているとともに、引き続いて県公安委員会、警察署のほうにも信号機

の設置を要望していきたいと考えております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 今、ゼブラ線を引いたりして、対策を考えるというわけですけども、やはり僕も交差点を使っ

てみて、車同士がお見合いをしたり、非常に危険を感じておりますし、公安委員会が決めるこ

となので、たしかに町として、いつまでにということは言えないということは分かっておりま

すけども、もう７年ぐらいに、ずっと話が止まっていたというところを情報公開しなかったと

いう部分が非常に残念ですので、今後ぜひ、要望書も２回出したと言いますけども、これから

も毎年、要望書を出していただいて、そしてぜひ、この情報の公開、今、公安委員会、今年も

駄目でしたと、はっきり毎年、駄目だったら駄目ということで意見をいただきたいんですけど

も、そのへんはいかがでしょうか。 

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） 
 今まで、要望のほうはしているということは事実でございまして、別にそれを隠していたわ

けでございませんので、そのへんの部分は関係する議員さんたちには、もちろん、その部分は

話をしておりましたし、決して情報公開を拒んでいたというわけではございません。 

 それから今回の部分の中で、実は議員さんからもありましたように、１２月のはじめに中条

の石川区長をはじめ、総数で２３５人の請願書という形のほうで、地元の皆さんのご要望をお

伺いいたしました。非常に、われわれのほうも、このへんの部分は重く受け止めさせていただ

いて、また道路の話を、今、しましたように、区画線とかゼブラ線の中で交通安全をしながら、

なお、信号機の要望のほうも積極的にさせていただきたいと思います。 
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〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 その２００名を超える署名の重みをぜひ感じていただいて、これからも要望のほうを積極的

にしていただきながら、またぜひ、今の現状を町民にも公開していただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 もう１点も安全な通学路の確保ですけども、増穂小学校の東門の道路が変則の五叉路になっ

ております。朝、通勤の時間には非常に車がそこを飛ばして危険な道路なんですけども、そこ

のちょうど交差点のところが、子どもたちが１つの交差点で、横断歩道を３回、渡らなければ

学校のほうに入っていくことができません。本当に、僕もその近くに住んでいるんですけども、

いつ見ても混雑していて、非常に危険な状況で、いつ事故が起きてもおかしくないような状況

であります。 

 そこで、ぜひ安全な通学路確保のため、町道の拡幅、今、旧加賀美商店のとこらへんをちょっ

と広げて、変則五叉路の一車線が、視野が広くなるような形をとっていただくような要望と、

また通学路の検討、また横断歩道の移設、そして、できたら本当は信号機の設置が一番いいん

ですけども、そのような対策を願いますけども、当局の考えを聞かせてください。 

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） 
 通学路の安全について、お答えします。 

 増穂小学校東門の交差点は、町道天神中条長沢１号線、大久保天神中条線および青柳天神中

条線が交差する非常に複雑な交差点に、ご指摘のように多くの横断歩道が設置されております。

生徒の安全確保を最優先に考えまして、安協および関係機関と協議をし、横断歩道の移設につ

いては、早急に検討をさせていただきたいと思います。 

 なお、通学路の変更のご要望でございますけども、通学路の変更につきましては、現場指導

の強化など安全対策をとり、また学校のほうでも児童の交通安全指導を徹底しております。そ

んな関係で、現状では通学路の変更は考えておりません。 

 それから町道の拡幅および信号機設置の部分でございますけども、十分に現場を精査する中

で検討をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 歩道の移設は早急の検討、信号機の設置、町道の拡幅のほうは検討ということで、ちょっと

言いまわし的に曖昧な部分があるんですけども、いわゆる信号機の設置は、また公安委員会の

ほうにも提出したり、町道拡幅のほうはできたら、町の政策としてやっていただきたいんです

けども、そのへんはいかがでしょうか。 

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） 
 今言われるように信号機の設置のほうは、公安委員会に提出書という部分になります。この
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信号機設置は非常に難しいというか、各町内の中には各カ所ありますので、要望のほうはさせ

ていただきたいと思います。 

 また町道の拡幅の部分ですと、地権者もございましょうし、関係課とも検討をさせていただ

きますけども、今、ご説明を申し上げたとおり、早急に横断歩道の移設は、検討させていただ

きたいと思っております。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。ぜひ、子どもたちの安全な通学路確保のために、積極的に検討をしていただ

きたいなと思います。 

 それでは、次の質問のほうに移りたいと思います。 

 商店街の活性化、観光のＰＲについてですけれども、まずは町道青柳横道線の歩道の整備の

件ですけども、通称昭和通りですが、旧国道５２号線から都市計画街路の交差点までの間が、

まだ整備がしてありません。本町のメイン道路でありまして、今後、中部横断自動車道の開通

や東部開発、大型店の出店など、町の将来を考えると最重要路線であると考えます。富士川大

橋から都市計画街路の交差点までと、国道５２号線から昭和通りは歩道の整備がされておりま

す。近年、特に歩道の損傷、デコボコが数多くあり、歩行者の通行にも支障を来たしておりま

す。オギノに押し車で買い物に行くお年寄りの姿を見ると非常に危険を感じますし、また最近

では都市計画街路のほうに眼科と歯科が開業し、町外のほうからバス停を降りて、その道路を

通り通院している方も多くいます。特に眼科に行く、目の悪い方は非常にその歩道が歩きづら

いという意見を地元の方が聞いているとお聞きしました。実際、その道路もかなり昔の設計で

古く、今、新しい歩道というのは、大体バリアフリーの設計になっているんですけども、ぜひ

今後、多くの住民が使う歩道、そして将来は観光客も利用するかもしれない道路、ぜひ整備の

ほうをお願いしたい。住民のほうも陳情のほうを考えているようですけども、それより先に本

町のメイン道路の整備に動いていただけないでしょうか。ぜひ、町の明確な答弁をください。 

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、ただいまの長澤議員さんのご質問にお答えいたします。 

 歩道形式には３種の構造形式がありまして、それぞれ利点、難点があります。当該路線は昭

和５０年代の改良工事で、先ほど議員さんもおっしゃいましたように、歩道形式はマウントアッ

プ方式となっております。マウントアップは、歩道と車道の区別が明確でありますし、雨水が

住区内に浸入しにくいなどの利点はありますけども、歩道と車道のすり付け部の状況によって

は段差が生じまして、歩道が波を打ったようになるなど、車椅子や高齢者には不評な歩道と言

えます。 

 平成１２年５月に交通バリアフリー法の改正がされまして、道路整備における歩道形式は、

段差のないセミフラット、もしくはフラット形式が主流になっております。近年、改良整備が

完了した青柳横通り線の国道５２号から西側、県道部分ですね、それから青柳長沢線の交差点

から東側の部分は、フラット形式に改良されております。 

 当該路線は、先ほど議員さんもおっしゃいましたけども、東部開発によって見込まれる歩行
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者の増加も考え合わせますと、改善すべき個所であると考えております。しかしながら、両サ

イドとも家並みが続きまして、今の幅員を広げての改良は困難であります。 

 今後、現時点で早急に改良整備を行うことは難しいわけでありますが、現況調査を実施して、

地元関係者との協議や財源確保をした上で、整備をしてまいりたいと考えております。よろし

くお願いします。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 早急な対策は無理と言っておりますけども、将来を考えると、本当にそこは最重要路線であ

りますし、富士川町に入ってくる上で、一番メインな道路であります。ぜひ早急な対策は無理

と言いましたけども、商店街の活性化や観光の部分において、ぜひ早急な対策をお願いしたい

と思います。 

 続きまして、次の質問に移りますけども、商店街活性化、観光のＰＲについてですけども、

甲西バイパスから富士川町に入ると、すぐに空き店舗が目に入ってきます。場所は、北のほう

から来ればあるんですけども、あえて名前は出しませんけども、そこの立地観光的に見ても非

常にもったいない場所であります。その場所を町として買い取るなり、借りるなりして、観光

のＰＲの拠点になるような施策、また町の駅のようにして、町民に開放したり、フリーマーケッ

トをしたり、特産品を販売したりというような活用ができないか、当局の考えを伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 長澤健議員の甲西バイパスの大椚交差点のところだと思います。空き店舗の活用策について

という、ご質問にお答えをいたします。 

 町の駅は市町村やＮＰＯ団体等が地域連携を目指し、ネットワークを図ることを原則として、

地域住民や来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人との出会いと交流を促進す

る空間施設として、富士川町では平成１９年度に青柳宿活性館が町の駅連絡協議会の認定を受

けております。また、観光のＰＲの拠点につきましては、すでに東部地区に計画されている道

の駅の整備の検討をしているところであります。 

 町民に開放ができ、富士川町の観光および物産等を町内外にＰＲし、情報を発信する場所が

多いことは、町の活性化に役立つことであります。しかし、この空き店舗周辺には、まほらの

湯、活性館をはじめ、道の駅も現在、整備中でありますので、この地の空き店舗を公的施設と

して活用していく考えはありません。 

 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 観光のＰＲという部分だったので、あれですけども、観光以外でもいろんな活用法があると

思います。そして、空き店舗というのは、そのまま放置しておくと、町のイメージダウンにも

つながると思いますけども、町としては当分というか、手をつけるということは考えていない

というわけですけども、まわりにいろんな施設がありますけども、やはり今、富士川町の中で
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もちょうど入ってくるところに空き店舗が非常に多いので、そのへんの対応をもし、個人の持

ち物らしいので、そんなに町としても動けないと思いますけども、ただイメージダウンになら

ないように、もし町として、今後、考えがあれば伺います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 この富士川町、入ってくるところは何カ所かあるわけでありますけども、甲西バイパスを通

りながら入ってくると、まず、ここが一番、ひとつあります。旧国道５２号線を入ってきても、

かつて自動車の販売をしていた店舗が空き店舗であります。鬼島のほうから鰍沢の集落に入っ

てくるときも、かつては船場として賑わったところが今は更地になっております。町の入り口

のところにいろいろありますし、そしてまた空き店舗だけでなくて、農地も荒廃農地がいくつ

もあって、非常に、本当は持ち主の皆さん、ちゃんと手入れをしていただければありがたいな

と思うんです。 

 ただ、空き店舗だけをとりましても、町内にも、青柳の５２号線沿いにも、長沢にも、鰍沢

地区にもいろいろ空き店舗があるわけですが、その空き店舗が見づらい、あるいはかつて商売

していて、賑わいがないからといって、すべて町が買うわけにもいきませんし、町がいろいろ

事業着手するときには、全体の計画というのをつくりながらやっていきますので、個々の建物

が今、空いているから、町でどうだといわれても、今のところ活用策はありませんと、こう答

えざるを得ないと思っておりますので、ぜひ、そのへんはよろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 

 分かりました。そうはいっても、やはり町のイメージダウンになりますので、ぜひ前向きに

考えていただきたいなと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告６番、２番、長澤建君の一般質問を終わります。 

 続いて通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を行います。 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、１つ目の地理情報システムの効果的な活用について、お伺いいたします。 
 国においては、平成１９年５月に地理空間情報活用推進基本法が制定され、地理情報システ

ムの利用の拡大などの施策を講ずることが、地方公共団体の責任と義務となりました。 
 本題に入る前に、初めて地理情報システムという言葉を耳にする方もいらっしゃると思いま

すので、簡単に説明させていただきます。 
 皆さん、学校の授業などで使っていたオーバーヘッドプロジェクターを思い浮かべてくださ

い。透明のシートに文字を書いたり、絵を描いたりしまして、それをスクリーンに映し出しま

す。そのシートが層になって何枚もあって、例えば１つには道路が書いてあるもの、１つには

上水道の配管が書いてあるもの、１つには下水道の配管が書いてあるもの、そして住宅地図が

書いてあるもの、それらのシートを重ねて、自由に組み合わせて、書き換えも自由になってい
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る。そうすると、どういうことができるかといいますと、例えば道路の工事の計画を立てると

きに、コンピューターの画面上で上下水道の配管状況、それから消火栓、街灯などの位置が確

認でき、雨水排水溝や水路の設置状況等も確認できます。いろいろな情報を視覚化できます。

こういう図面がコンピューターの中にあると考えていただくと、理解がしやすいと思います。 
 そこでお伺いいたしますが、現在、本町では道路台帳や上水道台帳、下水道台帳、土地家屋

の課税台帳、地積調査業務などで地理情報システムを利用しているのか、その現況について、

お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 それでは、秋山貢議員の質問にお答えいたします。 
 先ほどの地理空間情報システムのことについて説明していただいたので、これから説明する

ことに、皆さん、ご理解をしていただけるんではないかと思います。 
 それでは平成１９年に施行された地理空間情報活用推進基本法の基本的施策の内容として、

施策に必要な調査・研究の実施、行政における地理空間情報の活用、知識の普及、個人情報の

保護、人材の育成等が謳われております。 
 この施策の実施により、地理空間情報を高度に活用できる社会の実現に向け、行政の効率化

や高度化、安全・安心で利便性のある住民生活の向上、また土地利用や土地の整備・保全など

が効果として、期待されているところであります。 
 現在、本町では、地籍調査業務管理と下水道台帳管理において、それぞれ個別型の地理情報

システムを利用しております。 
 地籍調査業務管理システムの内容は地籍図の作成や更新、また地理情報の異動処理、業務に

必要な地籍図、測量図、集計表の印刷処理を行っています。また関係課に情報端末を配置し、

地目や面積などの土地情報の確認業務を行っています。このシステムには、旧増穂地区のデー

タが登録してあります。旧鰍沢地区については、現在、地籍調査中でありますので、調査の進

捗状況に併せ、随時登録をしていきたいと考えております。 
 次に、下水道台帳管理システムの内容であります。 
 下水道受益者負担金管理や負担金賦課状況図、下水道や浄化槽、それに汲み取りの分類がで

きる生活排水管理、下水道施設の状況が把握できる下水道施設台帳の管理システム運用を行っ

ているところであります。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、先ほどの課長さんの説明で、現在、当町で利用している地理情報システムという

のが、統合型の地理情報システムではなく、各部署が単独でしか利用できない、個別型の地理

情報システムということを教えていただきました。 
 ２番目の質問に移りますけれども、現在、利用している地理情報システム更新というのが必

ずシステムにはついてくるんですけども、その業務を発注するときには、たぶん指名競争入札

で委託業者を決めていると思うんですけども、当初の一番最初に導入したシステム導入業者以
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外がそういった更新業務を受注したことがあるのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えをいたします。 
 現在、利用している地籍調査業務管理システムでございますが、これは平成１１年度より導

入をしておりまして、ハードウエア、ソフトウエアともリース契約で５年ごとの更新をしてお

ります。またデータの更新作業につきましては、職員が随時行っておりまして、業者への委託

は行っておりません。 
 次に下水道台帳システムでございますが、平成１９年度より導入しておりまして、毎年デー

タ更新作業を業者委託しております。業者委託の選定方法につきましては、指名競争入札を行っ

ておりますが、システム導入業者が今まで落札しておるという状況でございます。 
 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） 

 ２番の再質問をさせていただきます。 
 先ほど下水道関連の、例えば今年の７月に下水道台帳作成業務委託が指名競争入札で、課長

さん、おっしゃったとおりにシステムの導入業者が落札しております。また１０月には、下水

道事業変更認可申請図書作成業務委託が発注され、またこれも指名競争入札とはいえ、当初の

システム導入業者が落札しております。見かけ上には競争の体制をとっているんですけども、

そうすると、当初、導入した業者がほとんど随意契約のように、業務を受注しているというこ

とになっていますけども、この原因というものは課長さん、どういうふうにお考えですか。 
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） 

 導入しましたハードは、そこの当該会社のハードを使ってデータを更新するという作業にな

りますので、６社、あるいは５社でもって競争入札を、仕様書をつくって入札をするわけです

けども、どうしても自社のハード部分に精通しているということがあって、企業努力もありま

して、当該会社が一番低い価格で落札をするという結果になるのではないかと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 今、一番低い価格で業者が落札しているとおっしゃいますけども、例えば７月の落札率は９４．

７１％、それから１０月のものは９７．４９％なんですね、予定価格に対して。そうすると、

これが指名競争入札として低い落札率かというと、全国的に見ても、僕は決してはそうではな

いと思うんです。やっぱり一番の原因は、下水道台帳について言えば、当初のシステムが導入

した会社しか、データの書き換えができない。そのデータを書き換えるのにオープンなソフト

ではないから、ほかの業者が受注してもデータを書き換えるのに自社に合うデータに変換しな

ければ、書き換えられないんですね。そうすると、ほかの業者が途中から受注しようとすると、
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当然、その費用もかかるんですね。だから、競争にならないんですよ。だから、これがなぜ悪

いかというと、決して課長さんのせいでもなく、この当初、導入したシステムが競争性のある、

公開性のある競争に、次からなり得ないソフトなんですね。だから、こういう状況が僕は起こ

ると思うんです。 
 続いて質問ですけども、３番の紙ベースのデータ更新は、どのように委託業者を選定してい

るのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 紙ベースのデータ更新でありますが、データ更新を業者委託しておりますものは道路台帳、

それから農道台帳があります。委託業者の選定につきましては、当初、契約をした業者がこれ

までのデータを保有しているという関係から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項により

まして、当該業者と随意契約をしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、毎年、農道台帳・道路台帳というものを更新すると思うんですけども、その費

用というものは年間どのくらい、かかっているんでしょうか。 
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） 

 道路台帳につきましては、平成２１年度のデータ更新の際、２１年度は旧町になるわけです

けども、これにつきましては、増穂町の分が１００万８千円、それから鰍沢町につきましては、

２４９万９千円でございます。 
 それから農道台帳でございますが、これは平成２０年度が最新の更新ということで、これに

つきましては、旧増穂町だけになります。１５８万５千円という経費がかかっています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、これだけの更新の修正のお金がかかるわけですけども、毎年、同じ業者さんに

随意契約でお願いするというのも、ほかの業者にするとコストがかかるとか、なぜ同じ業者さ

んに依頼するのか、その点についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 財政課長、齋藤和彦君。 
〇財政課長（齋藤和彦君） 

 随意契約ができるのは、地方自治法に定められておりまして、施行令の中で地方自治法施行

令第１６７条の２第１項の中に第１号から９号まで、随意契約できる理由というのがあるわけ

ですけども、その第６号の中に、現に履行している施工業者に施工をさせたほうが、この場合

は委託ですけども、委託の期間の短縮とか、それから経費の節減が確保できる、有利であると

見込まれる場合、これに該当いたしまして、施行令によりまして随意契約を行っているという
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ことでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは４番の、今後、各課で地理情報システムを導入する計画があるのか、お伺いいたし

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 

 それでは、秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 地理情報システムの導入については、上下水道課で上水道台帳管理システムの構築に向けて

準備を検討しているところであります。現在、活用している地理情報システムの関連もありま

すので、先ほど質問がありましたように、システムの運用の方法とか、オープン化というよう

なことも含めて、十分にこれは検討して、準備を進めていきたいと考えております。 
 そのほか、導入可能な地理情報システムとしては、建設課で管理する道路台帳、または税務

課のほうで管理しているような土地家屋台帳等が主になると思いますけども、これらが掲げら

れますが、現時点ではまだ道路台帳や土地家屋台帳についての導入の計画はありません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 続きまして、５番目の土地開発基金の台帳は、どのような形で整備されているのか、お伺い

いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 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、土地開発基金台帳の整備状況について、お答えいたします。 
 旧増穂町、旧鰍沢町とも手書きによる簿冊式で長年にわたり管理を行ってきておりましたが、

土地の管理は単純に移動するものと分合筆等、複雑な移動を伴うものがありまして、長期にわ

たる管理が手書きでは困難であることや必要物件の内容が即時に分かるよう、旧増穂町では平

成２０年度に専用のシステムをつくり、パソコンによる台帳整備を行ってきております。また

旧鰍沢町分につきましても、合併時に入力をいたしまして、統一した富士川町土地開発基金台

帳として、現在、活用しております。この台帳のシステムは、他の台帳との関連はなく、土地

開発基金台帳専用でありまして、伝票により購入、売却、分合筆、事由等を筆ごとに入力する

こととしております。機能としては、必要な事典の物件別残高一覧表や物件ごとの移動内容一

覧表の打ち出しが可能であります。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、再質問をさせていただきますけども、手書きではその物件の変動が、なかなか管
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理が難しいと。履歴についても経年の経過で、なかなか把握することは難しいということです

けども、そうはいっても台帳等、その位置について、現地がどこにあるのかということは、会

計管理者のほうで把握はなさっているんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 会計管理者、望月博文君。 
〇会計管理者（望月博文君） 

 現在、システムの中には図面は入っておりませんので、システム上からは出てきませんけど

も、紙面による地図によりまして、その位置等は指定できるような形になっております。紙面

での位置確認をするということです。 
 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） 

 （６）に入りますけども、例えば防災マップに一人暮らしの高齢者の世帯の地図を組み合わ

せることによって、災害時の要援護者台帳や避難支援プランを作成しやすくなるんですね。こ

ういった、先ほどから囲い込まれたデータシステムではなくて、システムのデータ公開と使用

権を認める競争性のある統合型ＧＩＳを整備することによって、庁内のデータ整備の重複排除、

それから情報の一元化による業務の効率化、そして一部の入札ですけども健全化、住民サービ

スの向上が図られると考えます。 
 また町の職員の方々が可視化された情報を共有することによって、町の課題の確認や、その

解決方法の検討に非常に利用することができる。そして、町の政策判断を迅速に進める効果も

期待できると考えます。当然、導入するからにはウィキリークスのような情報漏れということ

もあり、セキュリティーを確保して、職員の研修を徹底することは言うまでもありませんが、

総務省では統合型ＧＩＳの導入にかかる空間データ整備に対する特別交付税の措置を現在、実

施しております。来年度、民主党政権、政策がくるくる変わるので分かりませんけども、こう

いった措置が使えるであれば、富士川町に合ったシステムを段階的に整備するために、制度設

計をやっぱり各課単独で構築していると、接続するのに大変お金がかかるんですね。ですから

最初から庁内横断的に検討して整備したほうが、僕はこれから、住民の皆さんにとてもサービ

スがいいんではないかと思いますけども、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） 

 秋山貢議員の総合型ＧＩＳを整備するにあたり、制度設計をする考えがあるかというご質問

にお答えいたします。 
 総合型ＧＩＳは地図データを基本情報として一元管理し、庁内横断的に活用した場合に業務

の効率化、システム構築における二重投資の排除、また住民サービスの向上などが期待される

ところであります。また今後、統合型の方向性として、環境、防災、福祉など、あらゆる分野

において活用が期待をされております。地域が抱える課題や施策の状況等を一つの地図上に重

ねて表現することで、また総合的な政策判断も可能になるものと考えております。 
 これまで、本町では地籍調査業務管理と下水道台帳管理において、個別型の地理情報システ
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ムを導入し、住民サービスの提供に生かしてきたところでありますが、今度はこの総合型ＧＩ

Ｓについて、各課担当が情報を持ち寄りまして、庁内組織であります情報化推進委員会という

のがありますので、ここを中心に横断的な活用方法、また地図情報の共有化と効果的なシステ

ムの構築、導入期間、時期等々、制度設計に向けて、調査・研究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） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 ぜひ近い将来、これが構築できることをお願いいたします。 
 それでは２番目の土地開発基金について、お伺いいたします。 
 まず、１番目の土地開発基金で土地を取得するときは、５千平方メートル以上、かつ７００万

円以上の土地でなければ、議会の議決を必要としません。今まで、多数の取得があったと思い

ますが、それについては町の裁量で取得してきたのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 秋山議員の土地開発基金の取得に関して、町の裁量で取得してきたのかという、ご質問にお

答えしたいと思います。 
 土地開発基金は公用、もしくは公共用に供する土地、または公共の利益のために取得する必

要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、富士川町土地

開発基金を設置し、運用しております。 
 なお、秋山議員の言われるように、面積が５千平方メートル以上の土地であり、かつ予定価

格が７００万円以上の場合は、議会の議決に付さなければならないという、秋山議員の言われ

るように、地方自治法の規定により、条例で定められているという次第でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、２つ目の（２）に移ります。 
 もっとも古い塩漬け土地は３８年前に取得した土地ですけども、なんの目的で取得し、どう

いう理由で現在まで持ち続けているのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、ただいまの秋山議員さんのご質問にお答えいたします。 
 当該物件は、昭和４７年に取得したものであります。公図によりますと、天神中条９９８番

４、面積は１０７．２０平方メートルであります。 
 現在、増穂中学校のテニスコートの一部として、学校用地として利用されております。当該

物件に接続して赤線の道がありますが、当時、この道と併せて処理を行う予定であったようで

すが、後任者に引き継がれず、現在に至ってしまっております。すでに学校用地として行政財
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産になっておりますので、関係課と協議して、早急に処理を進めてまいります。 
 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） 

 土地開発基金台帳では、昭和４７年９月２７日に取得した土地は天神中条９９２の２、面積

１０７．２０で、８６万２，５００円の価格なんですね。とすると、今の課長さんの説明だと

９９８番の４という地番ですけども、これはどこから出てきたんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 天神中条９９８番の４は、公図ではそこが４７年の取得の土地で、台帳のほうの地番が違っ

たのかもしれないんですけども、そこが処理されていない土地開発基金の４７年の取得の土地

でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、課長のほうが正しくて、土地台帳基金の物件の目録のほうは間違えているとい

うことで、よろしいですね。 
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） 

 はい、そのとおりです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 では、（３）に移ります。 
 平成１４年３月２７日に、１６１．８０平方メートル、これは４８．９４坪なんですけども、

２，９００万円で取得しているんですね。これは１坪あたりに換算すると間違いではないと思

うんですけども、５９万２，５６０円になるんですけども、その根拠をお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 それでは、お答えいたします。 
 当該物件は、字八幡１７５４番１、旧鰍沢町になりますけども、面積は先ほどおっしゃいま

したように１６１．８０平方メートルで、国道５２号線の沿道に位置しますシビックコア計画

の予定地であります。取得費には、用地費と建物の物件の補償費が含まれております。内訳は

用地費が８００万円、それから建物の物件補償費が２，１００万円であります。当時、債務処

理物件として、第三者に売り渡される予定であった当該物件につきまして、シビックコア計画

の事業地でもありまして、当該計画の実現の担保として、計画用地の取得が必要であったため、
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町が土地開発基金を活用して先行取得を行ったものであります。当該物件につきましては、今

後、シビックコア整備時に処理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） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 この金額というのは、どういうふうに、例えば不動産鑑定士に依頼して、この金額を出した

のか。そうではなくて、やっぱりこれだけの金額がないと、いろんな事情があると思うんです。

土地をどうしても譲っていただかなければ、譲渡してもらえないということで、この金額を出

したのか、その点についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 債務処理物件でありましたので、時間的な猶予はありませんでしたから、不動産鑑定等はし

ていないわけなんですけども、当時、その国道５２号線の直近のところに、工事価格等があり

ますので、その価格を考え合わせますと、かなり安価でありますし、それから補償物件につき

ましては、３階建ての鉄骨造りということでありますから、そういうものと比較しますと、町

のほうで、概算で比較しますと、かなり安い物件ということで確認をいたしました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、これは坪当たりにすると、いくらになるわけですか。土地については。 
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） 

 平米当たり５万円ですので、坪当たりにしますと、１６万５千円になります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 平成１５年５月２８日に、そこの土地の南側の隣接地を２，７７４．７８平方メートル、８３９．

３７坪を６，７００万円で取得しているんです。そうすると、１坪当たり７万９，８２２円に

なりますね。同じ年の１１月１７日には、西側の隣接地３０２．１８、９１．４０坪を１，２２９万

３，７４０円。坪当たりにすると、１４万２，１６３円です。そうすると、この金額が１６万

円ですか、坪。例えば、隣の土地は７万９，８２２円、それから国道から入ったところが１４万

２，１６３円、それぞれ根拠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） 

 大きな面積の、４千平方メートルほどの面積につきましては、社会保険庁から購入しており

ますので、保険庁のほうの簿冊価格みたいなところがありますので、かなり低い金額になって
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おります。それから今回のお尋ねの物件につきましては、国道通りの商業地ということであり

ますので、工事価格が当時６万５千円近くまでいっております。そのほかの、先ほど言われま

した物件につきましては、奥まったところにありますので、やはり価格としては、それ以下に

なっております。 
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）の質問に移ります。 
 平成５年３月１０日に取得した９９４平方メートルの土地は、道路として利用した土地が

１１平方メートル、残り９８２平方メートルは塩漬け土地のままであると私は解釈しているん

ですけども、必要のない土地を取得したとしか思えないんですけども、どうして、この１１平

方メートル、残りの９８２平方メートルを取得したのか、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 お尋ねの当該物件につきましては、青柳町１７６７番で、取得時の面積は９９４平方メート

ルであります。たしかに１１平方メートルを道路用地に分筆にしておりますが、取得の目的は

代替地であります。平成５年３月の取得ですので、街路事業の青柳長沢線、それから大椚大久

保線、甲西バイパス、中部横断道、多くの新設の道路整備が輻輳していた時期の事案でありま

す。 
 結果として当該物件は現時点で、基金財産として残っておりますが、田んぼの中に１６メー

トル以上の都市計画道路をあけていくわけですので、当時、代替地の要望は多かったと考えら

れますし、このような事前の代替地取得の準備がなければ、事業が円滑に進んでいなかったか

もしれません。 
 代替地の斡旋等、用地取得は交渉ごとでありますので、まとまらなければリスクとして残る

こともあります。しかしながら、できるだけ、このリスクを過小にする努力をしていかなけれ

ばならないと考えております。 
 代替地取得の方途が町に認められていないと、交渉が行き詰ってしまうことも事実でありま

す。当該物件につきましては、すでに農地として利用している１１平方メートルにつきまして

は、関係課と協議して、早急に処理を進めてまいります。 
 また、残りの土地については、現在も代替地の要望があると積極的に斡旋を行っております

ので、今後も公共事業の代替地として、処理を進め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） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 それでは、５番目の質問に移ります。 
 現在、土地開発基金残高は８億６，９４４万５，８６５円、そのうち現金が２億８，８８０万

１，８３７円、土地が７０物件、５億８，０６４万４，０２８円です。１，３０５．６９平方

メートルで、６，７００万円を超える土地、面積は４７．３４平方メートルと１６０．０４平
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方メートルと違っても、金額はまったく同じ３４５万９，２６４円で取得した土地、すべてが

塩漬け土地とは言いません。しかし、公共用地の迅速な取得を大義名分に公金の支出としては

適切であったのか、非常に疑わしいケースもあるのではないかと感じます。 
 たしかに政令で、議会の議決が必要な土地開発基金での土地の取得は、町の場合は１件５千

平方メートル、かつ７００万円以上の土地のときだけです。現在ある７０物件の土地は、すべ

て該当しません。７００万円以上の消防自動車を購入するときは議会の議決が必要ですが、１，

３０５平方メートルを超える６，７００万円の土地を購入するときは、議会の議決はいらない。

こんな矛盾したことが許されていいはずがありません。政令の基準は全国一律となっています

が、金額や面積については、各市町村の状況によって決めればよいので、僕は廃止する必要が

あると考えます。 
 地方のことは、みずから治める地方自治の本来の意味を考えると、公金の無駄づかいの温床

にならないように、土地開発基金での土地取得については、金額、面積の条件を変更して、今

後、議決事件に加えるべきと考えますが、町の考えをお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 今の秋山議員の議決案件に加えるべきかということのご質問に関して、回答させていただき

ます。 
 地方公共団体が土地を取得する場合は、地方自治法同施行令に議会の議決に付さなければな

らないという基準が定められております。ご承知のように、面積５千平方メートル以上、

７００万円以上の価格となっておりますけども、これが最低の条件で基準が定められておりま

す。この金額を下回ることはできないという基準でございますので、これを５千平方メートル、

７００万円を下げて、議会の議決案件とすることはできません。 
 なお、議会への報告みたいな部分になりますけども、議会の決算付属書類の中で、土地開発

基金に関する項目がございまして、土地および現金の移動については、報告をさせていただい

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） 

 課長のおっしゃるとおり、僕も県の町村議会、議長会にも確認しました。総務省に至っては、

聞くだけでも県を通して聞いてくださいと。個別の案件にはお答えできませんと、にべもない

ことを言われました。たしかに、すぐに制定をすることは難しいと思うんです。でも、今、で

きることとしては、山形県の庄内町で行っている契約の透明性を高めるための条例を制定して

いるんですね。これは議会事件以外の契約などを議会に報告して、質疑・意見を述べられるよ

うにすることだと考えております。議会の監視機能を十分に発揮することが望まれております。

そして塩漬け土地として不要になっている土地については、先ほど建設課長さんがおっしゃっ

たとおり、早急に処分することが僕は必要だと思います。そのために、条例も要綱も整備して

あります。ぜひ、その点については、必要のないものについては処分すると。たしかに借金は

増えませんけども、土地を持っていても不要であります。お金にかえるべきだと思いますので、

町の考えを最後にお伺いしたいと思います。 
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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） 
 それでは議決案件の関係で、ご説明をさせていただきます。 
 今、秋山議員の言われるように、契約の案件で、議会に付さなければならない議案というこ

とでございます。そんな関係の中で、入札の執行一覧表というような形の中で、３月議会と９月

議会には、それぞれ半年分の入札執行一覧表を議会のほうには提出させていただいております。

また、言われるように議決事件に加えることができない案件でございます。議員さんたちが先

進地研修に行ったときには、ご承知のとおり報告という形の中で、どうも条例のほうを議員発

議の中で制定したということもお聞きしています。そのへんの部分も考えまして、今後また、

議会の皆さんともそのへんの部分は協議させていただきたいと思っておりますので、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） 

 土地開発基金の中にも、いろいろ塩漬けと言われてもおかしくない土地がたくさんあります。

そして、代替地に使う土地はこれからも保有しながら、事業の遂行に活用していきたいと思っ

ております。 
 中には農家の皆さんの代替にならない土地もありますので、今、町内全体で精査をしており

ます。そこは、農地の代替というよりも宅地・分譲のほうが適しているところがありますので、

それらを拾い出しながら、議員さん、おっしゃるように土地で持っていても、町が使う予定が

ないものについては、今後、売却をしていきながら、一人でも多くの人にこの富士川町に家で

も建てていただければいいかなということも考えておりますので、そんな活用をしていきたい

と思っております。これにつきましては、また、一般公募をする前に議会の皆さんのご意見を

伺いながらやっていきたいと思っておりますので、今後もまた、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 

 これで、私の質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で通告７番、３番、秋山貢君の一般質問を終わります。 
 続いて通告８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） 
 それでは、一般質問をさせていただきます。 
 東部開発の一部である大型店出店計画について、お伺いいたします。 
 平成１３年、事業者が地権者へのあいさつを開始してから、すでに長い年月が経過しており

ます。この間、町当局は東部開発の一部として事業者と開発協議をし、農振除外等の取り組み

を開始しました。そしてまた、平成１７年には都市計画用途指定地域拡大で調整を行うなど、
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大型店出店計画の実現に向け、積極的に策を講じてまいりました。 
 平成２１年１０月にはその成果が表れ、都市計画用途指定地域拡大が決定されたところであ

ります。その間、事業者でありますベイシアは平成２０年１０月に県知事政策局に立地計画を

提出しております。町も平成２１年１１月、旧増穂町の時代ですけども、区長会を引率し、埼

玉県のベイシア日高モールを視察するなど、具体的かつ積極的に計画を進めてきたと受け止め

ております。 
 そこで、お伺いいたしますけれども、その後の進捗状況はどうなっているのか、お答えくだ

さい。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは、ただいまの市川淳子議員の質問にお答えをいたします。 
 大型商業施設の出店につきまして、町では平成２１年１０月に議員さんのおっしゃられると

おり、都市計画用途指定地域を拡大するとともに、区長会によりますベイシア日高モールの視

察を行うなど、地権者とともに進めてきたところでございます。 
 また一方、地権者におきましても、本年４月に出店業者を決定いたしまして、現在、事業者

と地権者の間で、事業用地借地権設定予約契約書の締結を進めているところでございますけど

も、現時点で地権者数名が契約に難色を示しているということを聞いております。 
 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、地権者の数名が難色を示しているというお話でしたけども、町はこの中に町道が通って

いると思うんですが、４２名の地権者の４３番目が、町が地権者になっていると聞いておりま

す。私は、実は今、課長のお答えですと、地権者が反対しているから進まないというふうに理

解してよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 いつの時点をというようなことが分からないんですけども、あまり進捗をしていないという

ことでございます。 
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） 

 ２番目の質問に移りますけれども、では、町はこの計画を積極的に進めていく考えはあるの

か。それから平成１７年にわざわざ、都市計画用途指定地域を拡大しましたよね。その意味も

併せて、お答え願います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
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〇町長（志村学君） 
 市川淳子議員の、大型店出店計画についてのご質問にお答えいたします。 
 大型店の出店計画につきましては、町の主要施策として位置づけてありまして、ここ数年、

地権者会の歩調に合わせて、積極的に進めてきたところであります。町も４３番目の地権者と

いう言葉がありましたが、町はこの地権者会には入っておりません。今まで地権者の皆さんが、

その地域で稲作をしたいということで、農道、水路を造りながら支援をしてきましたが、高齢

化なのか、後継者不足なのか分かりませんけども、地権者の皆さんがまとまって、高度活用し

ようということでありますから、町も今度、そういうことであれば、一緒になってやるように、

主要施策に位置づけ、平成１３年ごろから進めてきたところであります。 
 現在、地権者会が中心となって開発業者の皆さんと交渉を重ねているようでありますが、今

しばらく推移を見守りながら、まとまるようであれば、町も地権者の皆さんに歩調を合わせな

がら、協力していきたいなと考えております。 
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） 

 その地権者の気持ちとか意思を尊重なさる、そのお気持ちは非常に重要で、大事なことだと

思っております。私は、この町は大型店の出店に積極的に、この東部開発の一番の目玉の地域

を有効活用することに、やっと本気で取り組んできたんではないかなというのが、この用途指

定の変更だったと、私は思っているんです。そして、どうも今まで、聞いてみますと、地権者

の思いもあると思います。だけども、ここはその大型出店、私はどこの会社がくるとかという

問題ではないんです。ここの大型の出店がどういうふうに、この町に有効活用されるか、ある

いはこの町にどんな利点があるかということを、私なりに調べてきました。 
 その前に１つ、私はこの近辺に大型の出店がするところがいくつかあります。そこを３カ所、

１つはラザウォーク、そしてもう１つは今、盛んに新聞をにぎわせていますけども、イオン。

それから、もう１つは中央市にありますロックタウン。そこの市、町に行きまして、その町の、

あるいは市の担当が、行政側がどのくらい、こういう開発に関わったのか。地権者だけにお任

せしているのか、あるいは関われないのか、そういうところをどうしても知りたくて、私はこ

の３市町に担当の課長さん、部長さんにお話を聞いてまいりました。 
 ３つとも共通して言えたのは、どこの行政もしっかりと関わっていました。それは、やり方

は違います。やり方は違いますけども、一番近いやり方は、実はラザウォークでした。あそこ

も農振の除外からやっていたようです。非常に苦労したと言っておりました。どこの町でも必

ず地権者の反対にあったと。担当の職員は非常に苦労したと。そういうふうに言っていました。 
 だけども、なぜ実現できたんですかというお話を聞きました。そうしたならば、やっぱり、

この町が、あるいは市がそこに誘致することでどれだけのものが、この町に影響があるのかと

いうことをしっかりと、その地権者に職員が間に入って説明してきたというお話だったんです

ね。最初は、もちろん反対していた人たちもおりましたけども、そういう地権者の気持ちを考

えながら、でも町にとってという説明をしながら、現在、ああいう形で実現できてきたという

お話でした。 
 こういうことも言っていました。経済情勢が、今、こういうふうに不安定ですよね。町も、

非常にどの会社を誘致していいのかというのは、非常に悩むところです。その３つの市も町も
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そうでしたけども、その地権者が不利にならないように、町が不利にならないように、例えば

経済情勢が悪化して、事業者が撤退するようなことになっても、その跡地を有効的に使えるよ

うにしっかりと計画を立てて、事業者との間に入って計画を推し進めてきたというお話でした。

そういうことを聞きますと、まだ、私はこの町の、この大型出店に対する意気込みが感じられ

ないんですけども、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） 

 ラザウォーク、イオン、ロックタウン、それ以外に、これが大型店といえるかどうか知りま

せんけども、この地域から相当、買い物客が逃げていってしまう、旧甲西町にＡコープという

のが出ています。非常に人気の高いスーパーでありまして、このままではこの町は、やはり町

としての形態がなくなってしまうなという危機感は持っております。イオンの問題、ショッピ

ングの問題、いろいろ、町の要素として、しっかり確保しておかなければならないものは、必

要性は分かっております。 
 この青柳の大型店の出店計画につきましては、必要性というよりも、これまで地権者の皆さ

んが契約の相手方で、あっちでは駄目だ、こっちでは駄目だということがありました。町とし

ても区長会の皆さんを実際のベイシアの営業しているところを、ほぼ同じ規模のところを見て

いただこうということで、日高モールを見てもらいました。皆さん、感銘をしたところであり

ますけども、こういうものが来てくれればいいねと。 
 どこが出るかは、地権者の皆さんが自分の尊い土地を貸すわけですから、町のほうがそんな

に主導的にはできない。そしてまた今回、この地域へ契約の相手方として名乗りを挙げたのが

２業者ありましたが、どちらの業者も大きな業者でありまして、そのへんは安心だなというこ

とはありますが、この地域の、今、もめているのは、やはり契約の相手方だと思います。これ

も無記名投票、記名投票もしながら決めたはずなんですが、そこがまだ決まっていない。私、

町のほうも昨年の１０月には農振除外はしてありますので、いつでも、その意見さえまとまれ

ばできるわけであります。 
 町としても地権者の皆さんに、もし仮に業者が傾いたり、撤退ということがあった場合に、

地権者に不利にならないような契約の内容についても、町がしっかり関与する中でやっていき

ますよということは、地権者の皆さんに昨年にも伝えてありますけども、町が入ってうまくい

くものであれば、すぐにでも入っていきたいと思いますけども、今いくと、もっとごたごたし

てしまうんではないかなという感じもいたしますので、町とすれば積極的に進めていく考えで

いますけども、もうしばらく地権者の様子を見ていきたいなと思っております。 
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） 

 町長が地権者の気持ちを非常に重要視している、そこは大事なところだと思います。ただ、

この町も今、いろんなところで、出店先がいっぱいありまして、今、どうしても、峡南の地域

から北へ行ってしまっているんです、人が。私が思うのには、富士川町が南の一番はじかなと

思っております。ここで食い止めなければ、南の人はすべて北のほうに行かざるを得ない。 
 そして、私、これ山梨県の１９年の山梨県商圏実態調査、要するに県内消費者の購買構造図
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というのが出ているんです。ここで、いろいろ調べてみましたら、例えば鰍沢町の人が鰍沢で

どれだけ買っているか、６．５％です。鰍沢の商店の方々が、商工会の方々が反対していると

いう、お話を聞きました。旧増穂町の反対の署名をお出しになったとか、そういうお話も聞い

ています。だけれども、６．５％なんです。増穂町は２８．８％。多いところで田富町は４９％、

なぜか、あそこにはいろいろお店があるんです。あるから、そういうふうに、そこで買い物が

できるんです。そういうことを考えると、もちろん町長がおっしゃっているように、地権者の

問題もあります。でも、私は今、ベイシアがホームページで、いろんな具体的なところが出し

てありますので、私は税務課の方にお願いしまして、どのくらい、税収の見込みがあるのかと

いうことを計算していただきました。そうしたならば、今、面積が３万９，３０５平方メート

ルという用地を予定しているみたいですけども、もし、そこが、まだこのままの農地とすれば、

固定資産税で９万７，４００円、これが町に入ってくるものです。ところが、ここにそういう

宅地化されて、出店先が決まって、それが具体的になった場合、土地だけで１，８８６万円、

これが固定資産税に入ってくる予定になるんです。そして、その店舗、これも今、ベイシアの

ほうでホームページのほうに情報が出ていますので、そこのベイシアのほうで換算して、大体

のところで、ざっくりですけども、計算してもらいましたら、店舗だけで１，１５７万円と。

それからベイシアのほうでは２００人くらいの雇用を見込んでいるという話なので、そこから

法人町民税、均等割のみですけども、そこを計算してもらうと１７５万円。そうすると、合計

で１年間に３，２１９万円ぐらい、３，２００万円くらいの税収が上がるんです。その税収ば

かりのことは言えませんけども、でも、これはとても大事な問題なんですね。 
 以前、田中町長のときにニスカさんをこちらのほうへ呼んできました。今、この町で税収の

ことを考えたときに、ニスカさんの税収というのは非常に大きなものだと私は思っています。

やっぱり、この町にとって、大型の出店が早く実現するように、私は町がこういうものを持っ

ているわけですから、私は町が積極的に介入して、話をまとめていくべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 どういう動き方が積極的かというのは、また人によって違うと思いますけども、先ほど言い

ましたように、町も総合計画の中に位置づけながら、東部地区の開発をしっかりやっていこう

ということで、ただ、その間になかなか農振除外ができなかった、それで動きが止まってしまっ

たということも事実であります。しかし、昨年の１０月には地権者の皆さんにも農振は外しま

したと。あとは皆さんが契約の相手方をしっかり決めてくださいということで、今年の上旬に

決まったはずなんですね。そのあとが、まだみんなで決めたあとも相手方で、ごたごたしてい

る。こういう状況であります。今しばらく様子を見ながら、そうは言いましても、本当に今ま

で、代わりに耕作をしてくれた人も耕作できないといっていますので、このままでは来年以降、

先ほど長澤議員さんからもありましたが、町の入り口が今度は市川大門のほうから大橋を渡っ

てきたところが草ぼうぼうの入り口になってしまうのかなと、こんな考えもありますので、今

しばらく、地権者の会長さんとも話をする中で、町が動くタイミングを計っていきたいと思っ

ております。 
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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） 
 ３番の質問がちょっとダブってしまうようで、町長さんにお伺いしなければならないんです

けれども、東部開発は非常にこの町にとって、大きな根幹に関わってくる問題だと思います。

今、町長の姿勢をお伺いしましたけども、私は、町長は合併して、富士川町に組織機構図とい

うものをおつくりになりましたよね。課をこういうふうに編成して、こういうふうにするとい

う、その中に、企画課の中に企業立地推進室を設け、企業立地推進担当まで置いて、この町の

活性化を図ろうとしている。私は非常に、これは高く評価したいんです。本当に合併して、私

たち町民が何か変わるぞと。今までにない何かが生まれるんだと、そういう思いで非常に期待

しているわけですね。雇用や税収面を考えたときに、企業の誘致も大型の出店も同じことです

よね。だとすれば、この大型出店がこの峡南地域に出ることで、峡南地域の人をここで食い止

める。あるいは、今まで来たいと言っていた人たちを南に呼び戻せる、そういう非常に大きな

ポイントになるんです。あそこは。私は、そう思っています。だから、ぜひ積極的にこの問題

を、近隣商業地域が、あそこをせっかく指定して、県があそこを許可したわけですから、そこ

を積極的にどう考えても、町も一緒になって、ここが実現できるようにしていただきたい。努

力していただきたい。もう一度、町長のその決意をお話しいただけますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 東部開発、特に大型店の出店計画の具体化につきましては、旧増穂町時代は産業観光課で担

当し、その前は企画課で担当し、そして産業観光課へいき、今度、合併して、このベイシアの

問題につきましては地域振興課で担当させておりましたが、地域振興課、商工会の関係とか、

観光の部分とかやっているわけですが、そこではイベントか、いろいろあるときには、どうし

ても作業が止まってしまうということから、企業立地推進室のほうに今後、この業務を移しな

がら、しっかり、あそこにも担当がおりますので、やっていきたいと。 
 そして企業立地推進室は、よそから企業を誘致することも課題ですが、町内の企業が出てい

かないというのも、またしっかりしたフォローをしていかなければいけないと思います。大変

な部署であると思いますけども、そこをフルに活用しながら、先ほど言ったように、もうしば

らく地権者の皆さんとゆっくり話をしながら、町が動くタイミングを見計らいながらやってい

きたいなと思っております。 
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） 

 そのもうしばらくというのが、非常に微妙なことになるのかなと思いますけれども、私は開

発するのは、やっぱりリスクがある。あるところに、この図面を見せたんですね。こういうふ

うにして親水公園ができて、道の駅があって、ここに中部横断自動車道のパーキングエリアが

出て、ここがこうなんですと言ったならば、私が先ほど、３つ行きましたといった、ある課長

さんは目がパッと開いたんです。すごいところですねと。ここまで計画が進んでいて、ここは

どうにでも夢が描けるではないですかと言ったんですね。私は、そういう課長さんの顔を見た
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ときに、うれしかったんですね。やっぱり、この町を本当にどういうふうにしていきたいか。

２０年先の契約まで、しっかりととって、あとの人が困らないような、あとも有効利用ができ

るような、必ず道をつけるとか、そういうことまで考えて、一生懸命やられていた。この町の

職員の方たちも、一生懸命やっていただいています。私は、そう思っています。でも、ほかの

町のああいう職員の方たちに負けてほしくない。しっかりとやっていただきたい。そして、た

だ単に開発というと、例えば商工会が反対する、何が反対する、あります。でも、やっぱり、

数字をしっかりお見せしながら、積極的にこういうことでやりたいんだということを町の姿勢

を示す、そういうことで地権者にもご理解いただきながら、この町の全体の町の人たち、ある

いは全体の峡南の地域の人たちが、ここの町に大型店が出るということは歓迎できるように、

ぜひ進めていっ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） 
 以上で通告８番、５番、市川淳子さんの一般質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時３５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９番、８番、永井寛子さんの一般質問を行います。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 私は富士川町職員の人材育成について、質問したいと思います。 
 地方分権時代の到来により、地域の自立が求められている中で、住民ニーズや地域の課題を

的確に把握し、幅広い視野から柔軟な発想で政策課題に対応し、実行できる職員の育成が今、

求められています。自治体の職員をいかに育成し、そして自治の充実を図っていくかは、今日

のすべての自治体の基本課題であります。 
 人材育成の如何によって、自治体の将来は大きく左右されます。新しい時代を生き抜くため

に、本町のトップリーダーとして、町長はどのようなポリシーで人材を育てていこうとしてい

らっしゃるのか。町長のお考えの人材育成の目的、またこれからの時代に求められる職員像を

どのように捉えていらっしゃるか、町長の基本方針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） 

 永井寛子議員の人材育成の目的、求められる職員像のご質問にお答えいたします。 
 まず人材育成の目的でありますが、今、地方分権という新しい時代を迎え、今後はこれまで

以上に自治体間の行政格差が生じてくると思われます。その中で、活力と魅力ある富士川町を

目指し、自治体の究極の目的である住民福祉の向上を実現するためには、行政の担い手である

職員一人ひとりが自己改革を進め、みずからの資質の向上に努め、職場に対して創意工夫を凝

らし、創造的な発想によって、何事にも主体的に取り組むことが大切であると考えております。
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一方、役場組織といたしましても、能力と意欲のある職員を育成し、その力を引き出し、活用

することによって、役場の総合力を高めるところにあると考えております。 
 次に、求められる職員像についてであります。 
 基礎自治体の職員として、町民の立場に立ち、豊かな心を持って町民と対応できる職員、信

頼される職員とでもいいますか、そういった職員。困難な課題に積極的に取り組む、チャレン

ジする職員、常に成果とスピード感を重視するコスト意識を持った職員、みずから資質向上に

努め、創意工夫をし、主体的に行動するプロ意識を持った職員など、時代や環境の変化に迅速・

柔軟に対応できる職員が、今、住民から求められる職員であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 大変、素晴らしい目的、そして職員像を伺いまして、心強く思っております。職員は町長の

マニフェストに沿った政策を実現するために、一生懸命、汗を流すわけですけども、そこには

町長の理念、あるいはミッションというものを共有してもらうことが大切ではないかと思いま

すけども、今、町長が言われました、こうした目的や職員像に向かって、町長の理念、ミッショ

ンを共有できる土壌が、この町にあるでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 この人材を育成していくために、いろんな推進体制を整えてきております。まず、人を育て

る職場の風土づくりということに、今、一番、力を入れております。職員は常日ごろの業務を

通じながら、育てていくものだと思っておりますが、この間も職員を集めまして、どの職場に

行っても、文書管理規定、あるいは財務規則、これは普遍なものであると。これだけは若いと

きから、ぜひ身につけてほしいということを言っております。そして職員が自己能力の開発に

積極的に取り組みやすい環境づくりにも努めております。今、庁内のほうで検討しております

のは、教育研修のための休暇、あるいは海外研修のための休暇と助成、そんなことも今、検討

しておりますので、職員を育てるにはいろんな手法があるわけでありますけども、今のところ、

役場のほうで考えているのは、人を育てる職場の風土づくり、職員の能力、個性を生かす人材

育成の推進のためのいろんな研修の機会をつくったり、そしてまた人事管理と連携した総合的

な人材育成ということも考えております。いずれにしても効果的な人材育成ができるような推

進体制を構築しているところであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 研修のお話がちょっと出ましたけども、研修に関しては、そのあとの質問にありますので、

ここでは、非常に理想的な形で、体制づくりはできているかなというふうに思うわけですけど

も、実際、どうなのかなというのは、これから成果が出てきたときに分かると思いますけども、

いろんな職員がいる中で、例えば町長の考えと対立するような職員が表れてきたときに、町長

はこの職員を望ましい職員像とみなすのかどうなのか、そのへんをちょっとお聞きしたいと思
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います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 大変、答えづらいというか、難しい質問がきましたけども、私は職員をよく怒っています。

これは憎しみをもって怒っているのではなくて、指導・育成のために怒っていると、私は思い

ながらやっていますから、怒りながら笑い顔を見せることもしますが、先ほど日常業務の中で

職員が育成されると言いましたが、大半がこの時間を費やしていると思います。ただ、役場と

しても予算編成のときにも、職員と腹をわりながら、ディスカッションをしながら、どこにそ

んなお金があるんだと。打ち出の小槌を役場が持っているわけではないと。もう少しスクラッ

プアンドビルドを考えてほしいとか、いろいろ言いながらやっております。 
 この議会の質問に対しても通告をいただいておりますので、どういう答え方をしていくのか。

そうすると、まだまだ突っ込みが足りないとか、もうちょっとやったらどうかと、たぶん３日

ぐらいかけてやっておりますが、そういった通常の所属の中での研修もできますけども、直接、

私と職員が言い合う機会、これはあります。議論ですから、当然、心底、怒っているわけでは

ありませんので、そのへんは職員の皆さんも理解をしてくれているんではないかなと思ってお

りますが、なんでも言える、そういった職場の風土づくり、その中からいい人材も育ってくる

と思っておりますので、手厳しいといわれるときもあるかもしれませんけども、決して憎しみ

をもって怒っているわけではありませんので、職員の皆さんにもご理解をいただければと思っ

ております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 とても安心しました。実はこういう例があって、職員がぐんと伸びたという例があるんです。

数年前に私は、甲府に愛媛県の小さな町の職員が講演に来て、その方はとても有名な方なんで

すけども、環境カリスマになってしまいました。町長に逆らって、自分が独創的なアイデアを

もって、まちづくりをしようといったときに、町長に反対された。それでも外堀をせめながら、

その自分の夢を実現したならば、これが大ヒットしまして、日本一夕日の美しい町と、有名な

方なんですけども、その方はその後、町長に反対されたら、これはチャンスと思えと、そこの

場でおっしゃっていました。そのように、今、ちょっとそのことで、町長のお考えをお聞きし

たんですけども、腹をわって話せる環境をつくっているんだと。十分に、そこで町長と意見が

対立しても、それを正しいものは正しいと貫ける強い職員が、ぜひ出てきていただければあり

がたいなと思っております。望ましい職員像へと職員の能力を引き出すために、これこそ、や

る気を出す職員を引き出すために、ぜひとも、今後も頑張って取り組んでいただきたいと思い

ます。 
 もう１つ、以前、私は町長の口から自分のブレーンは職員であるというようなことをお聞き

しました。それは旧増穂町のときですけども、今、合併して富士川町になって新しい組織がで

き上がったんですけども、現在も、そのブレーンは職員にあるという町長のお考えに、違いは

ありませんか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 先ほどの質問に、ちょっとふれさせていただきますと、町長は人気商売であります。４年間

の臨時職員といってもいいくらい、５年後にはいるかどうか分かりません。町長は公約を掲げ

ながらいろいろしていますけども、職員のほうから町長、それでは役場はもちませんよと。そ

んなに大盤振る舞いをしたら、役場はもちませんよということを言っていただかなければ、こ

の役場は将来がないと思っております。そんなことも普段言いながら、職員とやっております。 
 また、私のブレーンは職員であると言っています。私は、課長さん方が、まだ町の役場であ

りますけども、市の部長に負けないような政策形成能力を含めた、職員の育成も含めた管理職

として、ふさわしい人材に育ってほしいということでやっています。そういう中で私も一番、

何を相談するにも、役場の中にしか相談相手はいませんし、私の考えに職員が沿って、この富

士川町をやってくれているわけですから、増穂町時代となんら変わりなく、私のブレーンは職

員。そしてまた、特に各所属の課長であると、今も強く思っております。 
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） 

 自分のブレーンは職員だということをお聞きしたとき、すごいなと思いました。といいます

のは、ブレーンというのは、やはり町長に対して苦言を呈しなければならないこともあります。

あるいは、町長にとって耳の痛いこともあります。あるいは、突っ走ったときにはちょっと待

てと、こういうことを言わなくてはならないときもあります。そういうことも言ってくれる人

がいるということは、非常に私は幸せな関係だなと思っているわけですけども、それを真摯に

受け止める広い心を持った町長の存在というのが、そこになければならないわけですけども、

今のお話だと、職員のそういう厳しい言葉が必要なんだというお話でしたけども、もう一度、

お聞きしますけども、そこの部分はかなり、そういうことがあるんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 まだ育成経過中でありますので、すべてがそういうわけではありませんけども、ときによっ

ては、町長それはという意見もいただいております。それをもっともっと、その声を大きくし

てもらって、そして私の考えがすべて合っているわけでもありません。私も住民の皆さんに夢

と希望を売っているほうですから、いろんなことをやりたいということはありますけども、役

場の財政、あるいは人的問題もありますので、そういう中で、町長、そういうわけにはいきま

せんよという言葉が、これからもいただければと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ２番にいきます。 
 人材育成のためには、研修制度というのは有効な手段と考えられていますけども、職員の研

修には３つの大きな柱があるといわれています。１つは職員の自己啓発、それから職場研修、
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ＯＪＴといわれていますけども、職場内の研修ですね。それから職場外の研修と、この３つの

柱があるんですけども、これらに対する本町での研修推進体制、そしてまた町長としては、ど

この部分を最も重要視していらっしゃるのか、そのへんのところをお聞きしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 ただいまの永井議員さんの推進体制の部分に関して、具体的にご説明を申し上げます。 
 職員の自己啓発は、自己の能力向上に対する意欲と主体性が最も基本的な要素であるため、

成果を発揮できるように環境づくりに努めております。また職場研修は、各所属において上司、

先輩等が日常の業務を通じて直接、または仕事に関連しながら部下の指導をしております。 
 職場外研修については、職場全体において行う文書管理、ファイリングシステム、財政管理

研修などを実施しております。また行政課題に柔軟かつ的確に対応するため、県、山梨県町村

会、民間企業の実務を経験することにより、必要な知識と能力を有する人材の育成を図る目的

で、研修派遣制度も実施しております。このほか、市町村職員研修所の職員の基本能力を身に

つける新任研修やリーダーとしての能力を強化する現任研修、さらには監督者としてのマネー

ジメントを養う監督者研修、所属長として人事評価を生かした人材育成を学ぶ管理者研修、さ

らに税や地方自治制度などの能力開発のための専門研修など、積極的に職員を派遣させており

ます。これら自己研修、職場研修、職場外研修ができるような情報提供支援にも努めながら、

役場全体として推進体制を整えております。 
 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） 
 研修の内容、大体分かりました。私がここで思うのは、自己啓発というのは内発的なものを

追求するものだと思うので、最も難しい部分かなと。形になって、なかなか出せないようなも

のだと思うんですけども、環境づくりをしていると、先ほどおっしゃいましたけども、その環

境づくりの具体的な内容というのは、どのようなものでしょうか。 
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） 

 自己啓発の部分に当てはまるかどうかは分かりませんけども、職場の雰囲気を明るくしてい

こうという部分がございます。たしかに、永井議員が言うように自己啓発は内面的な部分でご

ざいますけども、職場が明るくなければ、そういう部分ができませんので、簡単に言いますと、

ちょっと子どもじみていますけども、朝のあいさつ、返事ははっきり答えると。そういう和や

かな雰囲気づくりをさせていただいています。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 当然、職場の中での上司から部下への研修というのが一番だと思っております。そういうの

に関連したり、また自分の業務に関連した、今、自分が取り組むべき課題について、仕事がし
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やすい、また勉強しやすい環境づくりをつくっていくということ。それとまた、今の所属して

いる職員の所属とは関係なくても、将来を見通した中で、これからはどういうものに自分は取

り組んでいきたいかという部分の研修も自由にできるように、これは総務課をはじめ、また県

の市町村職員研修所にもいろいろメニューがありますので、そういうものを情報提供したりし

ながら、そして、これからはこういうものが必要になるんだよというアドバイスもしながら、

自己研修、一番難しい、本人がやる気があるかどうかが一番難しいんですが、そのやる気を起

こさせるような雰囲気づくりをつくっていくということです。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 非常に難しい部分ですけども、しかしここはとても大切なところであると思います。研修内

容の細かい点は、私、今の説明ではまだ分かりませんけども、大まかに考えてみて、かつての

研修と今の研修は、内容が変わってきているんではないかと思うんです。かつては、与えられ

たものをそつなくやるという、そういう職員を育てるための研修、今は先ほどから出ています

ように、まず町民の中に入り、現場から何を今、町は必要としているのか、町民は何を望んで

いるのか、そういうところから自分で問題を発見し、そして考え、そして解決策を探り、実行

するというような職員像が求められているわけで、研修内容もおのずと変わってきているのか

なというふうに思いますけれども、以前の受け身的な、講義を聞く的なものから、もちろんそ

ういうのもあるんでしょうけども、もうちょっと小グループで討論する、議論する、そういう

中から新しい何かが生まれてくる、そんな研修というものはありますでしょうか。 
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） 

 そのとおりでございます。集団で１００人、２００人で講義を受けるという研修よりは、５人

６人、多くても１０人ぐらい、小グループに分かれた中で研修をしていくという部分が今、研

修の主流になってきていると思います。 
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） 

 承知しました。３番にいきます。 
 ２番と、もちろんダブるところがあるわけですけども、職員の政策形成能力をつけることは、

これからは重要な課題です。庁内に、そのスキルを身につけるプログラムは用意されているか

ということで、これからは一人ひとりの政策形成能力というのが、非常に強く求められてくる

わけですけれども、本町においての取り組みはいかがでしょうか。 
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） 

 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 
 庁内において、そのスキルを身につけるプログラムという部分ではございませんが、実際の

実務の中で、このような形の中でやっております。職員は、常に社会の動きや住民のニーズに
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対し、的確な対応ができる能力を身につけておく必要があります。本町では、予算編成や新規

重点施策など、各担当でリーダーを中心に企画立案を行い、所属において課長のもと、事業の

必要性、内容、予算規模、効果などを十分協議し、これを要求、提案する制度となっており、

こうしたシステムにより、職場全体としての政策立案体制を図っております。 
 また、個々の職員の能力を向上させるために、市町村職員研修所で行われる政策形成能力向

上のための研修に、積極的に参加をさせております。この政策形成研修は、年齢とか階層に関

係なく、全職員が対象になりますので、もちろん自己啓発のため、または配属されました部署

での創造力の開発、企画立案、プレゼンテーションなどのプログラムによりまして、より高度

な能力の習得ができる専門研修もございます。今後も職場内、職場外におきましても、今後も

こうした研修の受講を続けることにより、職員の政策形成のスキルアップにつなげていきたい

と考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 私は職員の動きを見て、敏感に今、職員はどういう動きをしているかとか、自主的に取り組

んでいるのかとか、そういうところを、ぜひ私はきちんと見守っていきたいというふうに思っ

ていますので、この間、ちょっと感じたことを申し上げます。 
 １つは、とても喜ばしいことで、評価すべきところで言うわけですけども、最近、感じたの

は１０月に地区別の対話集会がありました。これは今までのやり方から、初めて町民みずから

が主体的に参加するワークショップ形式でした。このワークショップというのは、主催する側

はかなり熟練しないと、これは無理ですね。町内、すべての地区をまわったわけですから、町

の職員は大変だったと思います。山村先生ですか、専門のファシリテーターにお願いしてやり

ました。このとき、職員がたぶん、山村先生から、そのやり方を学びながら、自分たちみずか

らファシリテーターの力をもって学んで、そして町民の前に立ったと。私は大変、この点は高

く評価したいと思いますし、私の知り合いが最近、ＮＰＯの学習会に行ったときに、この山村

先生がファシリテーターをされたそうですけども、富士川町をものすごく高く評価していたと

いう話を聞きました。そんなわけで、町の職員がみずから町民の中に飛び込んで、こうやって

実際に人任せにするのではなくて、自分たちが動いていくと、この姿勢が大変、うれしく思い

ました。 
 もう１つは、本当に小さなことですけども、１２月１日にこういう新聞記事が出ました。何

かというと、リサイクルテーマ、町職員が出前事業、鰍沢小学校の取り組みというか、写真で

す。出前事業とあって、ここに町の女性職員の写真が載っていました。出前講座というのはあ

りますね。町の職員が出向いていって、出前講座というのは旧増穂町でもやっていましたけど

も、私はこれは町民がお願いしていったのではなくて、町が企画して、小学校に出向いていっ

たんだというふうに読みました。これを一体、誰が企画したのが非常に私は知りたくなって、

すぐに役場に行きました。これを企画したのは誰ですか。その方に会って、素晴らしいことを

してくれましたねということで言いましたけども、本当に小さなことです。小さなことだけど

も、こうやって新聞に載ったと。町がこうやって町民の中に出向いていって、出前講座をやっ

たんだよという、この取り組みは私は高く評価したいと思いますし、その職員に向かって、私

は賛辞を投げかけたわけですけども、こうした取り組みをぜひ日常的にできるような、そんな
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体制づくりをお願いしたいと思いますけども、町長、いかがでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 鰍沢小学校での環境の学習会を褒めていただきまして、本当にありがとうございます。その

職員は入って、まだ２年目の職員です。環境リサイクルステーション、今度は鰍沢地区にも入

れていくということから、親に言っても分からなければ、子どもに言うよりほかないかなと思っ

たら、早速、企画をしてくれまして、やってくれました。 
 これからも、そういったことが、町の課題が目に見えて、それがどうやっていけば解決でき

るかという能力を付けさせながら、リサイクルの部分だけではなくて、いろんなものがまだま

だ、あります。そして住民の皆さんも知っているようで、なかなか知らない部分もありますの

で、そういうところを先ほど言った住民の立場に立って、住民の皆さんと会話のできる、信頼

される職員をつくっていければと思っております。今後も続けていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 
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） 

 ４番にいきます。 
 若手職員が政策提言できる自由な雰囲気づくりはできているかということで、今、お話を伺

う限り、若い職員も物怖じすることなく、上司に向かって、やっぱりきちんと提言できる雰囲

気になっているのかなと感じますけども、そういう若い感性をどうやって引き出すか、そして

このまちづくりに生かしてくか、そんなところのお考えを町長、お聞かせください。 
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） 

 予算編成や重要施策などにおいても、若い職員からベテランの職員までが一緒になって、政

策形成を行っておるというのが現状でございます。さらに全職員に対しまして、ちょっとお話

がありましたように希望と意見という制度がございまして、希望と意見を通し、職員が今、取

り組んでいること、また今後の職員の展望、町の行政、または職務上の意見、提案、仕事や職

場、上司に対する意見など、自由に忌憚のない意見が言えるような制度を行っております。合

併してまもない富士川町の役場でございますけども、このように自由に提案や意見が述べられ

ることから、職場の風土づくりは十分できてい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） 

 議論が活気づいて、いろんな政策が生まれてくるのではないかと、大変期待しております。 
 最後に５番にいきます。 
 平成９年に、当時の自治省が人材育成基本方針策定指針というのを示しております。地方自

治体に基本方針の策定を求めているわけですけれども、職員の人材育成は地方分権時代にとっ

て、最も重要な要素の一つであると思いますけれども、本町において策定する予定はあるでしょ
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うか、お聞きします。 
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） 

 住民に求められる職員像にとって、人材育成は本町にとっても最も重要な要素の一つになっ

ております。人材育成基本方針でございますけども、実は旧増穂、旧鰍沢、両町とも作成をし

ておりました。新町になりまして、総務省の指針に沿って富士川町人材育成基本方針を現在、

作成中でございます。この方針の中で、人材育成の目的である職員一人ひとりの意欲の向上を

図り、その能力や可能性を引き出し、組織としての総合力を高めること。また研修を受けやす

い風土づくり、環境づくりの体制づくりおよび研修内容や研修機会の情報提供などの支援策な

どを明確にし、職員の効果的な能力開発を行い、地方分権時代に合った、また激変する社会情

勢に柔軟に対応できる職員の育成に努めてまいりたいと考えております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 今、作成中だということで、その作成できたものを待ちたいと思います。 
 これで終わりますけども、今、お話をお聞きして、私は大変、明るい方向で、これから職員

や町民とともに新しいまちづくりができるかなということを思いました。職員の皆さんは本当

にお忙しい日常の中で、人材育成のための仕組みづくりや研修やら、本当にエネルギーを必要

とする大変なことに取り組んでいただいているわけですけども、全国に誇れる富士川町を発信

するためにも、人材の発掘、そして育成に、ぜひこれからも努めていっ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） 

 以上で通告９番、８番、永井寛子さんの一般質問を終わります。 
 続いて通告１０番、１番、鮫田洋平君の一般質問を行います。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 最後ということで、皆さん、だいぶお疲れだと思いますが、しっかりと気を引き締めて質問

していきますので、よろしくお願いします。 
 それでは通告に従いまして、私の一般質問を始めます。 
 先ほど長澤議員さんの質問と同じように、公安委員会等の絡みもあり難しいかもしれません

が、街灯および横断歩道について質問します。 
 町の高齢化率も年々進み、町民も健康管理に気を使う時代となってきました。町長も病気に

ならないためには予防が大事といっていますし、町の政策も医療費圧縮のために、健康増進の

さまざまな取り組みをしております。 
 さて、最近の健康ブームで夜間、ウォーキングをしている人をよく見かけます。その人たち

に話を聞くと、ほとんどの人が「道が暗くておっかねえじゃんね」とか、「町内を見渡しても暗

い場所が多いじゃんね」などという声が多く聞かれます。具体的には、町道利根川沿い１号線

に並行する遊歩道もウォーキングをする人が多く、車道には街灯が点いているものの、遊歩道

には１つも点いていません。公園付近や利根川グラウンドが利用されているときは明るくてい
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いのですが、そこ以外の場所や時間帯によってはとても暗く、防犯上危険です。また、町道青

柳長沢線東側は住宅の開発が進み、定住人口も増加しています。しかしながら、それに対応し

た横断歩道の整備が追いついでおらず、お年寄りや子どもたちが横断歩道以外のところを横断

しているのをよく見かけます。今後も定住人口が増加することが見込まれる、この道路に横断

歩道を整備することは、交通事故を未然に防ぐためにも早急に設置が必要です。町長の政策や

あいさつの中でも、よく言われるように安心・安全に暮らせる町という観点からも、街灯や横

断歩道の設置をする考えはあるか伺います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 鮫田議員の具体的な２路線に関して、お答えしたいと思います。 
 町道利根川沿い１号線に並行する遊歩道についてでございますけども、町道１号線には街路

灯が等間隔で設置してございます。また、グラウンド使用時の夜間照明および公園の街灯など

によりまして、防犯上、安全は保たれていると考えております。 
 また、町道青柳長沢線への横断歩道設置についてでございますけども、設置は鰍沢警察署、

山梨県公安委員会が決定することになっております。設置基準につきましては、道路幅員が３．

５メートル以上、交通量、横断歩行者が多く、歩行者の安全を確保する必要がある場所や学校

などに通じる通学路等でございます。 
 町としましては、住宅もこの地域、増加していることは承知しておりますので、安協および

関係区と協議していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 今回、地区を限定して質問したんですけれども、暗いところや横断歩道の整備されていない

ところは、町内まだまだ、たくさんあると思います。このほかに、現状で分かる範囲でいいん

ですけども、町内の各区から要望があると思いますけども、年間を通して、どのくらいの要望

がきているんでしょうか。 
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） 

 防犯灯の設置というのは、区からの要望を参考にさせていただきます。今の段階ですと、区

からの要望を集計している段階でございますけども、２２年度、実は前年度に要望をとって、

次年度に購入するという形になります。ですから、今、希望をとっているのは来年度になりま

すけども、実は今年度が２０件ほど、区のほうから要望がありまして、昨年は３６件、防犯灯

の設置の要望がございました。あくまでも防犯灯の要望は、区からの要望で、町としましては、

防犯灯の器具を提供するということで、設置費および、あとの管理が具体的に電気代でござい

ますけども、そちらのほうは区の負担ということになっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
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〇１番議員（鮫田洋平君） 
 各区からあがってきてではなくて、町で調査し、改善すべきだと私は思います。今後、町民

が安心して安全な生活ができるよう、町内の街灯や横断歩道の設置個所を見直すような、全体

的な計画というのは、町のほうではあるんですか。 
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） 

 特に防犯灯の設置みたいな部分になりますと、どうしても区の人たちのほうが詳しいと。細

部まで分かっているというような部分でございまして、今までと同様、これからも区の区長さ

んを通じて、その区の現状に、実情に合った防犯灯の設置計画というようなものを、役場のほ

うにあげてきていただきたいということで、町が主導で、町全体として調査をするんではなく

て、あくまでも地元の人たちにそのへんの部分はお願いしたいと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。区から要望があがったら、早急に対応できるようによろしくお願いして、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１０番、１番、鮫田洋平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 ３時２０分 

 
 

 ８７



 
 
 
 
 
 
 

平成２２年 
 
 

富士川町議会１２月定例会 
 
 

１２月１４日 
 
 
 
 

 ８８



 
平成２２年第３回富士川町議会定例会（３日目） 

 
平成２２年１２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 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定について 
日程第３ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第４ 議案第５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条

例について 
日程第５ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

２号） 
日程第６ 議案第５６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２号） 
日程第７ 議案第５７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２号） 
日程第８ 議案第５８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２号） 
日程第９ 議案第５９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２号） 
日程第１０ 議案第６０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２号） 
日程第１１ 議案第６１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２号） 
日程第１２ 議案第６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正

予算について（第１号） 
日程第１３ 議案第６３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２号） 
日程第１４ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取得

について 
 
 

 ８９



 
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 
 
 

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 

 
 

 ９０



開会 午前１０時００分 
〇議長（望月邦彦君） 

 平成２２年第３回富士川町議会定例会第３日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 これから、平成２２年第３回富士川町定例会第３日の会議を開きます。 

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

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

お手元に配布しておきましたとおりです。 
 なお、教育長 堀口広秋君は公務のため、欠席との連絡を受けておりますので、ご了承くだ

さい。 
 また、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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定についてを議題とします。 

 これから、議案第５２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 それでは町有住宅の条例について、お伺いいたします。 
 まず１点目ですけれども、この６条に入居の申し込みおよび決定ということで、入居すると

きには、規則によって申し込みをしなければならないとありますけども、この規則で入居する

ときには、入居者全員の住民票とか、どういった人が入るんだというふうになっていますけど

も、申し込んで、いいよといわれたときに、今度はその申込者が全員入居したという確認はど

ういうふうにしてやるのか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 秋山議員さんのご質問にお答えいたします。 
 入居の決定につきましては、そこにあります第７条におきまして、入居させるべき町有住宅

の戸数を超える場合は抽選になりますし、入居が決定したときには通知をすることになってお

りますので、それで確認をしますし、それから入居にあたっては、私どもで、その入居の住宅

を立ち会って説明をすることになっていますので、そういう形で確認をしております。 
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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） 
 私が質問したのは、ここにある入居申込書に、例えば申込人、それから入居する世帯構成と

いうことで、誰がどういう関係の方が何人、入居するんだという申し込み書を出すわけですよ

ね。そうすると、例えば６人、入居するという前提で、入居がいいよといったときに、実際、

住むのが６人なのか、３人なのかというのは、どういうふうに町では把握するのかを聞いてい

るんです。 
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） 

 それは住民票を確認いたしますし、その申し込みのときにヒアリングをしますので、その際、

確認をさせていただいております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると住民票で登録するから、確認できるということですけれども、そうすると、第

１３条に入居者の申告というのがあるんですね。入居者は毎年度、町長に対して、規則で定め

るところにより申告をしなければならない、ここにあるんですけども、これというのは、現在、

町の町営住宅の管理条例にあるんですけれども、例えば１３条では、入居者は毎年度、町長に

対して規則で定めるところに、収入の申告をしなければならないとあるんですね。これという

のは、町営住宅というのは収入によって、家賃が変動するんですね。そのために、収入を申告

してもらって、６月３０日までに把握して、もしそれが多くなっていれば、家賃を上げるとい

うために、反映するためにこれをするんですね。町営住宅の場合。町有住宅の場合には、家賃

は定額ですよね。そうすると、この申告というのはなんのためにするのか。もし、この申告の

規則によって申告しなさいということになっているのは、例えば住民票を付けて、世帯が誰か

申告しなさいとなっていますけれども、収入を把握する必要がなければ、それは１３条でなく

て変動があったときには、町長に変動の届け出をしなさいという項目が別途、これは指定され

ているわけですよね。そうすると、この１３条の申告をしなければいけないという意味がない

んですよね。そうすると、この１３条は削除しても、なんら問題ないわけですよね。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 たしかに議員さんがおっしゃいますように、収入につきましては定額という形ですので、そ

の都度、所得によって変わるものではありませんので、申告は必要ないという形でとっており

ますけども、家族構成は移動等がありますので、そういう、このときの入居の申告につきまし

ては、家族構成等につきましての申告をしていただくということになります。 
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） 
 ですから、その家族の構成に変動があった場合には、また違う項目で、条例が出ていますよ

ね。ですから、この１３条でなくても、家族構成というのは、変動があった場合には町長に申

請しなさいという項目がありますよね。そうすれば、そこで補足できるわけですよね。改めて、

その申告というものは、１年にいっぺんですけども、例えば、この規則でいくと、規則のほう

に世帯の移動で、第９条というので、入居者は出生、死亡、または転出により、当該入居者と

する同居する者が移動したときには、速やかに町有住宅世帯員移動届け出書を町長に提出しな

ければならない。ここの規則のほうで、こういう規定があるので、わざわざ申告しなくてもい

いわけではないんですか。１年にいっぺん、しかも日にちを決めて、６月３０日という期限を

決めて、申告させる必要はないわけですよね。さっき申込者の、言ったとおり、世帯の、例え

ば申し込んで、その人たちがすべて入ったというような、住民票で補足できるとおっしゃった

ではないですか。そうすると、わざわざ申告させなくても、世帯員の移動とか構成がどうなっ

ているかというのは、町で分かるわけですから、１年にいっぺん、申告しなくても分かると思

うんですけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 暫時休憩を行います。 
休憩 午前１０時０６分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１０時０８分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 すみません。質問に対しまして、お答えが的確ではなかったと思いますけども、第５条の入

居の資格の中に、第１項の４号のところに所得の関係がありまして、収入が家賃の３倍以上で

なければならないというところがありますので、そのへんも確認するとともに、それから規則

では届け出をしなければならないという形になっているんですけど、そのとおりに、すべてやっ

ていただくという形で、皆さんが出していただければというところもあるんですけども、そう

いう形でもないというところもありますので、どうしても毎年１回、そういう手続きをさせて

いただきたいということで、条例のほうに規定させていただいております。 
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、この申告のところを収入も申告させなければ、そういった把握ができないん

ではないですかね。この条例でいくと、規則で定めるということで、規則ではどういう申告に、

書類が必要かというと、収入の申告なんかは求めていないですよね。あくまでも世帯構成と、

その住民票を添付しなさいと。外国人の方であれば、登録されていることの書類を付けて、外

国人登録原票記載事項という証明書ですね、こういったものを付けて、やりなさいとなってい

ますけども、収入の申告は一切、書きなさいという規則にはなっていないではないですか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 そういうことで、もし不備があるであれば、規則のほうに、その部分を追加するような形で

修正させていただくようにしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 今の件について、もう３回になっていますから。 
 ３番、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 でも、これは大事なことで、例えば条例と規則って、セットですよね。それが条例をつくっ

ていいよとなったら、規則は勝手に変えるというのは、それはおかしい話ではないですか。こ

れはセットなんだから、もし、そうであれば、入居者の申告書に、例えば収入も申告してもら

うんだという様式、これは様式第１２号ですよね、すべきではないんですか。例えば、条例を

いいよといっていて、勝手に規則で変えられるから変えますなんて、そんなことはおかしい話

ではないんですか。どうなんですか。 
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） 

 休憩をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 それでは、ここで暫時休憩いたします。 
休憩 午前１０時１２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１０時２９分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 当局から答弁の申し出がありますので、これを許します。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 ただいまの秋山議員さんのご質問の中で、入居者の申告、第１２条につきましては、収入申

告につきましても提出をさせるような形で、規則のほうを改正して、また議会のほうにご報告

をさせていただくような形をとらせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 分かりました。ぜひ、そのようにお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ５番、市川淳子さん。 
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〇５番議員（市川淳子君） 
 入居者の資格というところで、質問させていただきますけども、どうも文言がよく分からな

くて申し訳ないんですけども、入居する方は独身の方は駄目ということなんでしょうか。現に

同居し、または同居しようとする親族とかと書いてある、この言いまわしがちょっと理解でき

ないんですけど、どのように理解したらよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 ただいまの、市川議員さんのご質問にお答えいたします。 
 ここの第５条の１項の第２号、現に同居し、または同居しようとする親族とありますけども、

これは単身ではなくて、同居し、または同居しようする親族ということですので、婚姻の届け

出をしていない場合には、婚約を証明する証明書があればというところはあるんですけども、

親族ということで、６親等以内の血族とか、姻族の場合は３親等ということで、単身者は入っ

ておりません。 
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） 

 単身者は入っていないということの、この１行ですね。住宅に困窮する者という、その規定

からすれば、今、独身の方が非常に多いですよね。そういうことを考えたときに、なぜ単身者

にしなければならないか。何か、そこに理由があるんでしょうか。どうして、単身者では駄目

なんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 入居者の資格につきましても、追加する部分はあるんですけども、ほとんどが公営住宅法に

ならっているというところもありまして、実際に単身者の場合は独立して生計を別にしている

というようなことではなくて、家族と一緒にということが多いんではないかと思っております

ので、そういう意味では、世帯を持っている親族ということで対象にしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 建設課長が答弁しましたように、公営住宅法を引用しているという部分もありますが、同時

に間取りが世帯用に造ってあります。町内を見てもワンルームマンションとかもありますし、

そういう独身の住宅も相当あります。当然、世帯用の住宅もあるんですが、公営住宅がすべて

を網羅してしまうと、住宅の提供をやっている不動産業者等々が相当、圧迫をされてしまう。

そこのところのすみ分けをしながら、真に住宅が困窮している人ということで、設計当時から

世帯用ということで、住宅を造ってあります。今回、そういったものの中古住宅を購入すると

いうことで、これは、この雇用促進住宅を購入した、どの市町村でも単身者を外した、こうい

う条例を定めさせていただいております。 
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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） 
 これから、この富士川町に雇用とか、いろんな面を考えたときに、ほかの町ではそうだとか、

今までの建物がそういう形でとか、ただ２ＤＫと書いてある、その間取りを見ると、決して家

族を持った人の間取りというふうには、とても思えるような広さでは、私はないと思っている

んです。だから、単身者は駄目というような規則に限ってしまうのは、しかも１６０戸を今か

ら埋めていくということを考えたときに、もちろん、ほかのアパートとか、そういうところに

影響がないようにというのはあるかもしれませんけども、でも、まず、ここが空き部屋ばかり

だったら話にならないので、ちょっと、そこらへんは納得できないんですけども、とりあえず

質問は終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 新しく建てるときには、そういうことも考える必要があると思いますけども、先ほど言いま

したように、かつて雇用促進住宅で使用していたもの、そしてまた、それを今までと同じ形態

で、向こう１０年間、使っていただくということが条件で、半額で、今回、購入しています。

今回の５条の入居資格の中の、今、１項の部分を見て、そう言ったということでありますが、

２項のところに前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは別に入居者の資格を定め

ることができるということも、一つ、逃げ道として書いてありますので、本当に真に困ってい

る人がいた場合は、これはまた、町民の住居がないということですから、考えなければいけま

せんけども、むやみにこの規定を使うつもりはありませんが、真に困っている。例えば、災害

がきた、そのあとはどうするかというときには、この２項の規定を使いながら、応急的な対応

もしていくことは考えていますが、日常生活の部分であれば、民間住宅も相当ありますので、

そちらのほうも十分、活用していただきながら、この町におおぜいの人が住んでいただければ、

ありがたいなと思っております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ほかに質疑はありませんか。 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 課長にお尋ねしますけども、今回のものは家賃が定額になっていますね。この定額にした根

拠を言ってもらいたいですけども。当然、町営住宅の場合は所得によって違うんですけども、

この町有住宅の場合は定額ということですけども、その根拠を。 
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、小林議員さんのご質問にお答えいたします。 
 この雇用促進住宅は町有住宅という形で管理をしていくものでありまして、これは雇用促進

の今の現在の入居者の方たちがおります。その方たちも引き続き、入居できるような形で、機
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構等の要望もありますので、そういう形で町有住宅という形にしましたので、やはり、今の現

在、雇用促進住宅の場合、定額という形で定めております。それで、私どものほうも定額とい

う形で、家賃のほうは規定させていただきまして、今まで山梨県下で富士川町のほかに購入し

たところ、市町村があるわけなんですけども、すべて、こういう定額の形で設計をさせていた

だいております。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １２番、小林進君。 

〇１２番議員（小林進君） 
 新しいことだから、よそもやっていないから、うちもやらないんだというのではなくて、やっ

ぱり町営住宅にしても、この町有住宅にしても、これからなんですけども、同じ、たまたまつ

くりが違うだけのことであって、町が持っている財産については、同じ住宅ですよと、同じ考

えだと思うから、将来にわたって、この改定ができることを望んで終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 質問を申し上げます。 
 管理条例の施行規則の４ページから５ページへかけての件で、お伺いしたいと思います。 
 ４ページの禁止行為ですね。この１５条の禁止行為の（１）銃砲刀剣類、爆発物、その他、

これに類する危険なものを製造、または保管すること、これが禁止行為になっているわけです

が、この爆発物、その他これに類する危険なものというのはサリンとか、シアンとか、化学薬

品も入る、これは当然、分かるわけですが、銃砲刀剣類につきましては、これはその所持法と

いうのがありまして、そこで保管の義務というのが確認されまして、許可を受けているわけで

す。ですから、この最後の銃砲刀剣類を保管するということが禁止されるということになりま

すと、これはちょっと難しい問題になりますので、その点を含めて、ご答弁をお願いしたいと

思います。 
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、施行規則のほうのただいまのご質問ですけども、そういう規定とか規則に則って

保管しているという場合はいいんですけど、そういうことをしないまま、ちゃんと警察署へ届

け出とか、そういうようなことをしていないような状況の場合は、その禁止行為にあたると思

いますので、それはこの中で、できないことになっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 では、次の質問に入ります。 
 貸借契約書の関係なんですが、１４ページに立木の関係で、１３条に出ているわけですが・・・

条例で、この項は・・・。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 今、保坂實君は参考資料の規則についての質問を行っていますが、今現在は条例制定案件に

ついて議しているわけですが、当局から配布されていますので、それについてまで質疑を行っ

ていると思いますが。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 時間的な問題がありますので、今の件は取り下げます。結構です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時４６分 
〇議長（望月邦彦君） 

 休憩を解いて、再開します。 
 それでは再度、質問をしてください。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ただいまの質問は、その項目ではありませんので、取り下げます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實議員。もう一度。前の質問について、建設課長から答弁がありますから。堀

内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 すみません、施行規則の禁止行為のところで、先ほど警察のほうの届け出があれば、それは

よしということを申し上げたんですけども、町有住宅は多くの人が住んでいるということがあ

りますので、いくら、そういうふうな届け出があったとしても、銃刀法の関係とか、刀剣類を

持っているというのは不安にさせるというところがありますので、それは規則の中で禁止行為

ということで定めさせていただいております。よろしくお願いします。修正させてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 ちょっと、この入居者の立場に立ちますと理解できないんですが、そういう所定の法律関係

をクリアしているものが、この入居関係のもので保管できないということになりますと、非常

に窮屈、消除的になるような気がするんですが。やはり、これはコンプライアンス的にはまず

いということでいいですか、そうなるわけですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 そのように理解していただいて結構です。お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 先ほど市川議員が質疑したところを、私もちょっと補足して、お聞きしたいと思います。 
 単身では駄目で、同居の者がいる件に限りという答弁でしたけれども、そのとき、事実上、

婚姻関係と同様の事情にある者、その他、婚姻の予約者を含むと書いてあるんですけども、そ

のときに証明書が必要だという答弁だったんですけども、証明書というのはどういう証明書で

すか、これは。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 事実上、婚姻関係、予約者とか、いろいろありますけども、私もかつて独身時代に予約をし

ながら公営住宅に入ったことがあります。相手方の同意書で十分だと思います。 
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） 

 いわば婚約者がいるという、そういうことですね。そうすると、結婚するまでは単身でもい

いということを意味しているんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 理屈上はそうなりますが、たぶん、こういう規定がありますので、どの住宅にいても、今度

はまわりの人から、公営住宅なのに、あの人はおかしいではないかと、こういう情報がきます

ので、そうなれば、いつごろに婚姻がされるという同意書なり、約束の文書を役場に出されて

も、それが履行されなければ、退去してもらう形になると思います。 
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、曖昧なルールだというふうに思うんですけども、まわりの人が、あの人はおかしいぞ

という情報が入ったときに、それを町として判断すると、このような解釈でよろしいんでしょ

うか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今のは一例を言ったまででありまして、長い間、単身の人がいるというのは、条例に照らし

合わせておかしいではないですかという情報が町にきますけど、町のほうはさっき言いました

ような同意書なり、予約書をとっていますので、それまでに履行されなければ、それは確認を

していかなければならないと思っております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。３回になっています。 
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〇８番議員（永井寛子君） 
 では、質問ではなくて確認です。 
 これから結婚しようとする人が同意書をもらえば、単身でもとりあえずは入居ができるとい

うふうな判断で、質問を終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 単身でもということでなくて、結婚を前提として申し込んでいただくということであります。

これがこの条例でありますので、ぜひそこは、結婚を前提にして、ただ、新しい住居がないと

結婚ができないという人がいるんですね。親と一緒に住むわけにはいかない、間取りが当然、

狭いから夫婦として生活ができないという人は、結婚前に住居は確保しなければならないと思

いますので、同意書なり予約書があれば、申し込みができますよという規定であります。 
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、議案第５２号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第４ 議案第５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の２議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５３号および第５４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５３号および第５４号に対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第５ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第２号） 
   日程第６ 議案第５６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

２号） 
   日程第７ 議案第５７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２号） 
   日程第８ 議案第５８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

２号） 
   日程第９ 議案第５９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

２号） 
   日程第１０ 議案第６０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

２号） 
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   日程第１１ 議案第６１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２号） 
   日程第１２ 議案第６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正予算につい

て（第１号） 
   日程第１３ 議案第６３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２号） 

 以上の９議案は補正予算でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５５号から第６３号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 質問を申し上げます。 
 日程第１５ 議案第６３号の富士川町水道会計補正予算の８ページ、９ページについて、字

句上の問題でお伺いしたいんですが、８ページのほうでは、補正後が３級１名になっているん

ですね。補正前は４級が１名になっていますが、このへんの関係はあれですか、なんか人事の

異動とか昇格とか降格とか、そういうような関係での。これは変更があったという形で、この

とおりでよろしいですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ここで、暫時休憩いたします。 
休憩 午前１０時５９分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時００分 

〇議長（望月邦彦君） 
 休憩を解いて、再開します。 
 上下水道課長、保坂繁仁君。 

〇上下水道課長（保坂繁仁君） 
 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 
 補正後の３級が１名、補正前の４級が１名ですが、補正後のほうが誤っておりまして、４級

１名でございます。補正後のほうの訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １５番、保坂實君。 
〇１５番議員（保坂實君） 

 了解しました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 １４番、芦澤益彦君。 

〇１４番議員（芦澤益彦君） 
 一般会計補正予算の２２ページ、９款の消防費のことでお尋ねいたします。 
 小室地区にヘリポートの整備工事をするということで、非常に地区の皆さんは災害とか緊急

の事態の場合に安心して暮らせる、生活できると、非常に喜んでいるようでございます。この

工事はまだ始まっておりませんが、当初予算では建設委託料として２７６万２千円をあげてあ
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ります。また、それに対して、いよいよ工事を始める段階ということで、９月補正では用地取

得費として７００万円、造成工事費で１，７００万円を計上しました。そして、さらにまだ工

事は始まっていない状況ですが、今議会で造成工事として１，６００万円、提案してあります。

これは設計委託の変更か、それともどんな理由で、当初よりこんな増えてきたのか、そこのと

ころをお伺いしたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 ただいまの芦澤議員のヘリポートの件について、お答えします。 
 当初、２，５００万円で、国のほうには申請をさせていただいて、内示を受けているわけで

すけども、当初、昨年、ヘリポートをつくっていこうということの中で、実は旧増穂町時代、

小室地区と平林地区ということの中で、２，５００万円ずつの事業というような部分の中で、

うちらのほうでは国のほうに申請をさせていただきました。そして２，５００万円、国のほう

の申請の内示をいただいた中で、６月に測量設計の業務を、今、言われるように２７６万２千

円で執行しまして、やっていたわけなんですけども、９月補正の段階のときに、実は設計が途

中でございまして、確定した工事費のほうがまだ算出できておりませんでした。その分で、当

初の２，５００万円の事業費の中で補正をさせていただいたという部分でございます。 
 それ以後、用地取得のほうも順調に推移しまして、今の段階ですと、用地のほうの契約は済

ませていただいております。その関係で、工事費の関係が、実は段々畑が現状でございまして、

うちらのほうは平地に造るというような、当初の概算の部分の中でやっておりまして、工事費

のほうがだいぶ膨らみました。そんな関係で、国のほうに追加の事業の申請をさせていただき

まして、たまたまそれが今回、内示ということで、総事業が４，１００万円というふうな中で、

１，６００万円の事業の内示をいただいておりましたので、今回、工事費ということの中で、

１，６００万円の追加をさせていただいたという次第でございます。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １４番、芦澤益彦君。 
〇１４番議員（芦澤益彦君） 

 そういうことであれば、工事費が増になってもしょうがないということですが、それに対し

て、国で補助等もその増額分にも付けてくれていると、こういうことで理解していいわけです

ね。一刻も早く完成するように、よろしくお願いをいたします。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はございませんか。 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 一般会計予算の１３ページ、コミュニティセンター運営費の中のかじかの湯および鰍沢デイ

サービスセンター改修設計業務、どの程度の改修工事を予定されていますか。 
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） 

 鮫田洋平議員のご質問にお答えしたいと思います。 
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 コミュニティセンター運営費で２２０万５千円、計上させていただきました。かじかの湯お

よび鰍沢デイサービスセンターの改修設計業務でございますが、当施設につきましては、現在、

２３年３月３１日まで指定管理をお願いしてきているところでございますが、２３年度で期限

が切れるということの中で、現地調査をさせていただきまして、かじかの湯、それからデイサー

ビスセンター等につきまして、改修の必要がある部分等につきまして、設計をした中で工事を

していきたいということでありますが、本当に概算でございますので、デイサービスのほうに

つきましては屋根の改修工事、あるいは外壁の改修工事、外回りの補修工事、排水設備工事、

それから給湯ボイラー等の改修ということで予定しております。 
 かじかの湯につきましては、上屋の防水工事、外壁の改修工事、あるいは浴室の天井の一部

改修、受水槽の改修工事、揚湯ポンプ等の設備改修、浴場のクリーニング等を予定しておりま

して、本当に全部改修して、新しいものにというようなことでなくて、指定管理をお願いして

いくわけですけども、５年間をお願いしているということの中で、この５年間が運営できるよ

うな改修をしていきたいということで、井戸の部分も含めますと約８千万円ぐらい、本当に概

算ですけども、必要になるのかなと予定しております。 
 以上でございます。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １番、鮫田洋平君。 

〇１番議員（鮫田洋平君） 
 分かりました。 
 次に２０ページ、新しいまちづくり事業費の中の水辺プラザ整備工事、昨日も伺ったんです

けども、工事が進んでいないのに、なぜ４００万円の補正を組んだのか、ちょっと、もう一度、

お聞かせください。 
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） 

 鮫田議員さんのご質問ですけども、水辺プラザの工事で当初、多目的広場の砕石舗装で考え

ておりましたけど、国と協議の中でアスファルト舗装もよいという話になりましたので、維持

管理上のこともありまして、アスファルトの舗装分の費用につきまして、増額をさせていただ

いたところであります。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 １番、鮫田洋平君。 
〇１番議員（鮫田洋平君） 

 分かりました。 
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） 
 それでは、まず最初、一般会計の補正予算の事項別明細の２０ページ、土木費の道路改良舗

装費のところで、役務費で不動産鑑定料３０万円、計上されていますけども、この時としてで

すね、町独自で価格については算定する場合、それから、こうやって不動産鑑定料を外部に発
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注してやる場合とあるんですけども、こういうふうに何を基準に不動産鑑定、外部に委託する

のか、こういった場合には自分たちで算出する。どういう基準のもとに、これをやるのか。そ

して、これはどこを不動産鑑定したのかをお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 秋山議員さんにお答えいたします。 
 この３０万円の関係につきましては、旧鰍沢町の児童センターのところ、東沢６号線の今、

ちょっと変則的になっているんですけど、その用地を購入するにあたって、不動産鑑定をした

いということでお願いするものなんですけども、ここについては、まったく鑑定というような、

そういうようなことがありませんので、不動産鑑定士にお願いするところなんですけども、以

前に、その直近に不動産鑑定をやって、事前修正みたいな形で修正ができるようなところにつ

きましては、町のほうでやっているというケースはあるんですけども、まったく、そういうケー

スがない場合には、鑑定士さんにお願いし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） 

 この間、一般質問をさせていただいたときに、鰍沢の土地を取得したときには、ご自分で算

出したわけですよね。補償費も含めて。それが、不動産鑑定は直近になされたんですか。そう

ではなくて、こういった外部の鑑定を導入する場合というのは、直近の鑑定がなければ、する

とおっしゃいますけども、本当にそうなんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 一般質問の関係につきましては、債務処理物件ということがありますので、どうしても不動

産鑑定士にお願いして鑑定をしている暇がないという状況でありました。そういう状況であり

ましたので、私どものほうの係のほうでやったわけなんですけども、これはそういうことでは

ありませんので、鑑定士さんにお願いする予定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、この不動産鑑定の委託業務の内容というのは、どういうものの委託をなさった

んでしょうか。その内容です。土地が何平方メートルで、建物がどのくらいのもの。その内容

について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 これは建物はありませんので、土地のみです。それで１００坪ぐらいの土地につきまして、

鑑定をお願いしていきたいということで、地権者は２つ合わせて１００坪くらいですので、２地

権者あります。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 秋山貢君、３回目です。 

〇３番議員（秋山貢君） 
 分かりました。 
 続きまして、下の３目の道路整備交付金事業費ということで、補償の金額が大椚大久保線物

件補償ということで、３，０６０万円ですか、出ていますけども、この中身についてお伺いい

たします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 補償経費のほうを増額させていただきましたのは、大椚大久保線につきましても早期に完成

を図りたいということもありまして、今回、当初の時点では１件で考えていたわけなんですけ

ども、お話をしていくと、まとまりそうというところもありまして、２棟を対象に、今、交渉

を進めておりますので、その経費ということで増額させていただきました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ２件の内容について、具体的にお答えできるであれば、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 土地がどのくらいの面積で、どのくらいの筆数で、建物がどういった概要だというものがあ

れば、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） 

 すみません、ちょっと手元に資料がありませんので、その点につきましては、後刻、ご報告

させていただきます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 ３千万円からのお金を使うということで予算を計上して、その内容についてお伺いして、お

答えいただけないというのは、では、なんのために質疑をしているのか分からないんではない

ですかね。ぜひ、答弁をしていただける資料は、いつもお手元にお持ちいただいて、適切な答

弁をお願いします。 
 では続きまして、８款土木費の下の街路事業費、青柳１１号線用地購入費２千万円ですね。

公有財産購入費、この内容についてお伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
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〇建設課長（堀内尚巳君） 
 この青柳１１号線につきましても、やはり道の駅へのアプローチの道路というところで、そ

れの早期完成を図るために、今回、用地費を計上させていただいているわけなんですけども、

また、この件につきまして、街路事業として、延長が２００メートルある歩道なんですけども、

物件の補償費はないんですけども、用地のみということで、今、交渉を進めていく予定でおり

ます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、その用地というのはどのくらいの地権者で、面積で、筆数があるのか、お伺い

いたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 すみません、この点につきましても、先ほどの案件と一緒にご報告させていただくようにい

たします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 今日は質疑の日だと思うんです、議長。ぜひ当局に、質疑して答えていただかなければ、質

疑の意味がないではないですかね。議長、そのへんは当局にぜひ、しっかり申し入れをお願い

いたします。 
 それでは引き続きまして、もう１点、お伺いいたします。地域活性化事業の中で、お伺いい

たします。特別会計ですね。 
 歳出の、２ページですけども、交流施設一般管理費で補正額５４万円、これは人件費という

ことで、つくたべかんだと思うんですけども、補正額は５４万円ですけども、例えば内容を見

ると、給料で一般職員１人分、これが１５２万８千円ですよね。減額には、７の賃金が減額で

１７６万２千円、嘱託職員賃金となっていますけども、これはどういう中身で、こういうふう

に変動があったのか、お伺いをいたします。 
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） 

 それでは、秋山議員さんのご質問にお答えします。 
 この５４万円、目としましては５４万円ということですけども、この７節の中に賃金、マイ

ナス１７６万２千円というのがございますよね。これが嘱託職員が１名、正職員がありまして、

５月から、これは前にも一般質問で出たことがあると思いますけども、そちらの方が賃金とし

て嘱託職員で盛ってあった方が正職員になりましたので、こちらの賃金は１７６万２千円が減

額になる。その代わりといってはあれですけども、今度は正職員になりましたので、給料、そ

ちらのほうに今度は改めてなったという形になります。こちらの計算につきましては、人件費

ですから、総務のほうですべて計算をいたしまして、今回の１２月の補正で、ご覧のとおり、
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ほとんどの会計の中で、職員の人件費をこうやって更正しているというものでございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうすると、わざわざ嘱託職員の方をこうやって正職員に採用するというのは、よっぽどの

理由があって、その方のスキルがあって、必要性があるということで、正職員になさったと思

うんですけども、その臨時職員から正職員に採用するというのはどういう判断のもと、どうい

う基準のもとに採用されるのか、その点について、お伺いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 今の、秋山議員のご質問にお答えいたします。 
 この話は、議員さんたちもご存じのとおりなんですけども、実は活性化施設、パート・アル

バイトが非常に職員として多く採用しております。その中で責任ある職種というか、責任ある

人材を前々から要望していただいておりまして、実はこの方はパート・アルバイトして１年と

か経過が過ぎて、非常に勤務状態がよろしいという部分の中で、今後の活性化施設の中で責任

ある正職員ということの中で、多いアルバイト・パート職員を束ねていただきたいという部分

の中で、今回、正職員として採用させていただきました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 やっぱり町の正職員を採用するというのは、今年４名、採用があったみたいですけれども、

そうやって、いろんな人と、ほかの人は競争しながら採用されるわけですよね。そうであれば、

その年度途中によっぽどの理由がなければ、採用するというのは、僕は公正な競争に馴染んで

いないんではないかと。よっぽど能力があるのかもしれません、専門知識も経験も。でも、やっ

ぱり、おおぜいの中で競争して、そして今年、採用なさった４名の方、その人たちと同じ土俵

の中で採用していかなければ、透明性を持った採用というのは、僕はできないと思います。そ

ういったことを含めて、私の質問は終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 今、職員の採用についてのご質問がありましたので、お答えをしたいと思います。 
 一般職員につきましては、一般行政職員につきましては、すべて公開試験でやらせていただ

いております。合格者は掲示板に掲示をしながら、発表させていただいております。今回の、

ここの交流施設の職員につきましては、先ほど総務課長が言いましたように、前々から非常勤

嘱託職員としておりました。今回、採用したのも一般職員ではなくて、行政の２表を使う、こ

の業務専門にあたっていただく職員として、そこの施設、つくたべかんと塩の華がありますか

ら、その間での交流はありますけども、そういった交流施設のみの職員ということで採用して

おりますので、一般の職員はこれまでも、今後も、一般の公募をしながら採用していきたいと

思っております。 
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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） 
 分かりました。これで、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。 
 ５番、市川淳子さん。 

〇５番議員（市川淳子君） 
 一般会計の１５ページなんですけれども、児童館管理費の中の備品購入費で、子育て食の相

談事業備品購入費というので４８万７千円が盛られていますけれども、どんなふうに子どもの

ためにお使いになられるのか、内容を教えてください。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 市川議員さんのご質問にお答えいたします。 
 この備品購入費４８万７千円につきましては、増穂児童センターに子どもの食に関します相

談や、あるいは栄養指導を行うということができるような整備をしたいということでございま

して、ここの備品購入費につきましては、具体的には洋間が１つございまして、そこにエアコ

ンを取り付けることにしております。それから備品購入費の上のほうに、消耗品類といたしま

して３３万７千円、計上させていただいているんですけども、これらでホットプレートである

とかミキサー、フードプロセッサーなどを一緒に購入いたしまして、今、申し上げたような、

子どもに関する食の相談、栄養指導等を行う予定でおります。 
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） 

 離乳食とか、いろんな問題がありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。 
 次に１６ページの、同じようなことなんですけども、母子保健費の中の１８番の備品購入費

の子育て支援相談備品、こちらのほうの内容、２９万１千円もよろしくお願いいたします。 
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） 

 お答えいたします。 
 この子育て支援相談室備品ですけども、具体的には電気温水器付きの洗面台を購入したいと

いうことで、計上させていただきました。子育て支援相談室につきましては、私ども子育て支

援課が新設されまして、本庁舎のほうにございまして、個別にお母さん方が相談にのるという

ふうな場合に個室が必要になりまして、それが南別館のほうに整備させていただいたんですけ

ども、その部分に沐浴等の指導もできればということで、今回、安心子ども基金の１０分の

１０の事業が活用できますので、これを活用いたしまして、整備する予定でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分からない部分がありますので、まず一般会計の歳入なんですが、４ページ。３ページから

かかってくるところの雑入のところ、４ページに入って分収造林事業（除伐）とありますが、

これは具体的にはどんなことなんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 井上議員さんの、この収入についてのご質問にお答えさせていただきます。 
 この除伐につきましては、国からの補助金で、トンネルで森林組合へまわる補助金でござい

ます。 
 以上になります。 

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） 
 そうしますと歳出のほうで、１７ページで、ほぼ同額の事業として分収造林（除伐）、これは

これだけかかるから、これだけ国のほうから補助がするということで解釈してよろしいんで

しょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 農林振興課長、井上修君。 
〇農林振興課長（井上修君） 

 そのとおりでございます。森林組合で、その事業、除伐ですね、約３．９６ヘクタールの除

伐を予定しておりまして、これが認められまして、一応、事業をしたところへ国から町へ入っ

てきて、町から森林組合へ補助金をまわすという形になっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。 
 では、次に一般会計、１９ページ。観光費の交通整理員派遣業務ということで、これは前の

説明のときに、ダイヤモンド富士のところの交通整理員ということでお伺いしましたけども、

今年のお正月、１月１日、相当、混雑して、かなりの苦情があったということで聞いておりま

して、ここをなんとかしてほしいということも要望を入れてきたんですが、早速、こういうふ

うに派遣業務ということで、ここに盛っていただき、本当にありがたく思っていますが、どう

いうふうな整理の仕方をするのか、ちょっとお伺いいたします。 
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） 

 それでは、井上議員さんのご質問にお答えする前に、おそらく聞かれるであろうということ

で、今回の整備に関しまして、ちょっと概略の図面を作ってきましたので、議長のお許しを得

て皆さんにお配りをした中で、ご説明を申し上げたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 許可します。 
 （資料配布） 

〇地域振興課長（矢崎仁君） 
 先ほど、議員さんが言われましたように、このダイヤモンド富士につきましては、昨年、テ

レビ中継、朝日テレビだと思いますけども、そのテレビ放映によりまして、この元旦のダイヤ

モンド富士におおぜいの観光客が押し寄せて、それによりまして交通渋滞、併せてパニック状

態になったというふうに、私も聞いております。また、その一部の観光客が警察に１１０番通

報をしたということで警察も出動いたしまして、すごい騒ぎになったということで、今回、こ

ちらのほうに盛らせていただきました。 
 それで今、お手元にお渡しをいたしましたけれども、県道高下鰍沢線というのは、こちらか

らいきます。それからいきまして、そこにダイヤモンド富士の観賞スポットというのが２カ所

あるんですけども、こちらがちょっと広く整備がされておりまして、駐車場的な部分、広くなっ

ております。こちらのほうで合わせまして、大体、１００台ぐらいの車が停められるというこ

との中で、過日、現場を全部、視察をいたしまして、それから鰍沢警察署の交通課のほうにも

お話をいたしまして、こういう計画でどうだろうかというような協議の中で、これでいけるよ

というようなお墨付きをいただきましたので、このような予算を盛らせていただきましたけど

も、ちょうど県道高下鰍沢線の、点々で色が付いていますけども、ここから一方通行という形

をとらせていただきます。ダイヤモンド富士のスポットのところまで一方通行でいきまして、

下側のスポット、こちらのほうに大体５０台ぐらい停められますけども、そちらのほうへ停め

た方々は、すぐ上のところを、これは農道が３路線、名前的にはあるんですけども、その部分

を下っていただいて、一方通行のところへ帰ってくると。上のほうのスポットに、やはり５０台

ぐらい停められるんですけども、こちらのほうへ停めた方々はそれから下へは降りて来ずに、

上のほうに林道赤石高下線というのがございますけども、こちらのほうをまわして、図面の右

側のほうに、こちらをずっとまわっていただいて戻っていただくというように、一部的に一方

通行というような形をとらせていただきたいということで、この委託料としまして、交通整理

員ですけども、５名配置をいたします。というのは、県道高下鰍沢線の一方通行の始まるとこ

ろ、それから県道赤石高下線の要するに一方通行の出口になるところですね。そちらのほうへ

１名ずつ、それから、このスポットのところでちょうど３名、その人形型がちょっと書いてあ

りますけども、こちらのほうに交通整理員というような形で配置をしたいと。時間的には１２月

３１日の午後１１時から翌朝の朝９時までということで、この時点が一番混むというようなこ

との中で、その時間を一方通行にし、警備員を配置し、またこの予算の中でも消耗品というか、

需用費の中にもありますけども、必要な交通規制看板、ならびに仮設のトイレ、このへんをそ

こに配置して、地域の皆さん方に昨年、相当、ご迷惑をかけたというようなことですので、対

応していきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

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） 
 大変細かく整理をしていただきまして、計画を立てていただきまして、本当にありがとうご
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ざいます。パニックにならないような状況で、対応をお願いしたいと思います。 
 次に、２２ページ、一般会計ですね、ヘリポートは、先ほどの工事計画については経緯を、

芦澤議員から質疑があって、お答えをいただきましたけども、このヘリポート、富士見地区で

はヘリポートの目的以外に多目的にいろいろ使いたいというふうな計画というか、そういう要

望がございまして、来年のあじさいまつりには、ぜひ、その場所をなんらかの形で使っていき

たいというふうな希望を持っております。あじさいまつりまでに、間に合わせていただけるか

どうか、ここでぜひとも、そのお約束をしていただきたいと思いますけども、お願いいたしま

す。 
〇議長（望月邦彦君） 

 総務課長、井上明君。 
〇総務課長（井上明君） 

 井上議員のご質問にお答えいたします。 
 誠心誠意、努力しまして、ご期待に沿えるようにしたいと思いますので、ご協力をよろしく

お願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 ぜひとも期待をしていますので、よろしくお願いいたします。 
 あと活性化事業特別会計のところですが、２ページ、歳出の部分ですね。先ほど秋山議員か

ら一般職員のところの質問がありましたけども、その施設管理費のところで、その下ですね、

活性化施設管理費のところで、パート・アルバイトの賃金、３００万円ほど計上されておりま

すけども、この具体的な中身が分かれば教えていただきたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 地域振興課長、矢崎仁君。 
〇地域振興課長（矢崎仁君） 

 それでは、お答えいたします。 
 活性化施設の管理費ということで、塩の華のほうの部分でございます。３０２万円の増加と

いうことですけども、塩の華のパート・アルバイト、当初、１０人という形で予定しておりま

した。先ほど申しましたように、嘱託職員が１名減になっております。アルバイト２名がパー

トになったというような、そこの人員の交換がありまして、そんな形で、パートのほうが３人

分、増加しましたので、そちらの費用、アルバイトのほうからパートのほうへいったという部

分で、個別で行けば、アルバイトのほうが減って、パートのほうの賃金が増えたという、こう

いう形にはなりますけども、あと４月１日から時給も７５０円から８００円になったというこ

とで、人員的に増えた部分が１５０万円、３００万円のうちの１５０万円。それから７５０円

から８００円、５０円上がりました。そちらの部分が約１５０万円、合わせて３００万円とい

うような形で、今回、補正させていただきました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ７番、井上光三君。 
〇７番議員（井上光三君） 

 分かりました。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せんか。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 一般会計の１４ページ、１点だけ、お聞きします。 
 ２目の児童措置費ですけども、子ども手当に４７９万７千円が計上されておりますけども、

当初予算は２億５千万円ほどでした。これは当初、何人ということが大体、目安がついている

から、これだけの予算を計上したんだと思いますけども、４７９万円という、追加というのは、

どういう理由なんでしょうか。 
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） 

 永井議員さんのご質問にお答えいたします。 
 子ども手当の支給につきましては、議員さんおっしゃるとおり、当初の見込みと、実は６月

分、それから１０月分と２回実績が、子ども手当の支給実績がございます。それに基づきまし

て、来年２月１０日の支払いになるわけでございますけども、そちらのほうの支給見込みを立

てさせていただいたところ、当初との差額がここにありますとおりの金額、４７９万７千円ほ

ど足りなくなるだろうという見込みが立ちましたものですから、この部分を補正させていただ

きました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 ２月分が、それだけ足りなかったということですけれども、当初、そこの部分は計上をなぜ、

できなかったんでしょうか。 
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） 

 ちょっと手元に、当初のときの具体的な人数がないんでございますけども、当初、０歳から、

それから中学生までの子どもの、当時の人口、それで見積もらせていただいたわけでございま

すけども、今回、先ほど申し上げたように、実際の実績が出てまいりましたものですから、そ

れをもとに、今後の２月の支出を見積もりさせていただいたところが、そのぐらいの差が出た

ということで、その部分を補正させていただきました。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ８番、永井寛子さん。 
〇８番議員（永井寛子君） 

 この４７９万７千円というのは、何人分と考えればいいんでしょうか。 
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） 

 お答えいたします。 
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 ３６９人分でございます。 
〇議長（望月邦彦君） 

 質問回数、３回を過ぎます。 
 ８番、永井寛子さん。 

〇８番議員（永井寛子君） 
 ということは、実績が３６９人分、当初の予定より増えたというふうな解釈で、私は質問を

終わらなければならないんですけれども。終わります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 それでは、質問させてもらいます。 
 まず、今、永井議員が質問されていました件ですけども、なんか人数で割れば、約４００人

ばかりと。これは一時で増えたような話なのか、それとも実績という言葉がさっきから出てい

ますけども、予定していた、国へは報告して、国からくるということなんだろうから、それが、

これまで２回の実績で、多くて、それも含めてという数字なのかということをお伺いしたいと

思いますけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 子育て支援課長、秋山俊男君。 
〇子育て支援課長（秋山俊男君） 

 齊藤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 そのとおりでございます。含めた形で、その人数が増になるということでございます。 

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） 
 そうしますと、子ども手当を支給する対象者が当初よりも多かったと。平均すれば何人にな

るか、ちょっとあれですけども、分かれば、分からなければ資料でもいいですけども、その当

初見込みの人数と、そして過去の支払い時期の人数、それと来年度に支払いをする予定のとき

の人数が、もし分かればお願いしたいと思うんですけども。なければ、また資料でもよろしい

ですけども。 
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） 

 申し訳ございませんが、ただいま、その資料が手元にございませんので、後刻、準備いたし

まして、お渡ししたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 どうもありがとうございました。 
 それでは、次に簡単な質問をいくつか、させていただきたいと思います。 
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 ７ページ、財産管理費のところにコピー使用料ということで、１００万円という数字が出て

いるんですけども、たぶん、おそらく、これだけ大きいというと、機械を１台、新たにレンタ

ルしたのかなという気がするんですが、これの内容はなんでしょうか。 
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） 

 齊藤議員のご質問にお答えをいたします。 
 財産管理費の使用料、コピーの１００万円の増額でございますが、これは本庁舎、それから

分庁舎で現在、使っておりますコピー機が１０台あるわけですけども、それが１枚いくらとい

うことで使用料を払っているわけでございますが、当初が４２７万２千円の予算計上でござい

ましたけれども、年度４分の３を過ぎた中で予算を精査しましたところ、年度末まで、どうも

足りそうもないと。これにつきましては、おそらく当初予算で、旧増穂町、旧鰍沢町の予算を

見ながら計上したわけでございますが、当初予算そのものが圧縮して、経常経費をできるだけ

抑えて計上したという部分もございます。それから、コピーの枚数が増えたということで、合

併間近ということで、通常ないような事務が生じてきたということで、不足を生じたというこ

とでございます。 
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） 

 ありがとうございました。 
 次に１３ページの、先ほどもちょっと質問で出ていましたけども、かじかの湯の改修設計に

ついて、お聞きしたいんですけども、先ほど内容について聞いてみますと、パイプの改修みた

いな話がなかったんですけども、私の認識としては、非常にパイプが古くて詰まって、湯量も

少ないと。むしろ、そっちのほうが大事なんだろうなと思って、この予算というものを眺めて

いたんですけども、それはどうなんでしょうか。設計内容にそれが含まれていないということ。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 齊藤欽也議員のご質問にお答えを申し上げます。 
 この補正予算にお願いしました設計業務につきましては、先ほどご説明をさせていただきま

したように、デイサービスセンター、かじかの湯の改修工事ということでございまして、それ

に伴いまして、かじかの湯の温泉の浚渫工事ですか、これを実施する予定でございます。この

改修工事につきましては、直営で設計をさせていただきますので、ここに計上させてもらって

おりません。 
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） 

 設計業務は設計業務ということですけども、先ほど改修費に８千万円近くという、これには

もちろん、見積もりとしては入っているということでよろしいでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 お答え申し上げます。 
 先ほど８千万円ぐらいの改修費用がかかるだろうと、答弁させていただきました。この中に

は温泉、井戸の浚渫工事、この部分も入った額でございます。 
 ちなみに、まほらの湯のほうで浚渫工事をやったわけですけども、１，３００万円ぐらいは

かかっておりますので、そういった相当の額というようなことになると思います。また、この

井戸につきましては、かじかの湯のほうでも、今までも工期が長期間かかるということで実施

してきませんでしたので、その指定管理が変わるところで改修工事をさせていただくというこ

とでございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 もう１点、この件でお伺いしたいんですけども、この設計、あるいは工事というのは、来年

度からの新たな指定管理者ということで、行っているわけです。これは、まほらの湯もそうい

う形で行ってまいりました。指定管理者で、実は気になっているのは、鰍沢町の時代の指定管

理者契約と、これから行う契約というのは、増穂町時代の契約とは、またそれぞれが違うんで

すけども、この指定管理者の契約方法については、基本的に旧増穂というか、まほらの湯形式

をとるのか。あるいは、これまでのものを踏襲するのかという、その点について、もしお分か

りになれば、伺いたいと思いますけども。 
〇議長（望月邦彦君） 

 福祉保健課長、深沢和利君。 
〇福祉保健課長（深沢和利君） 

 お答えを申し上げます。 
 まほらの湯とかじかの湯の変わった部分ということでございますが、基本的には指定管理者

が選定されますと、基本協定書を締結させていただきます。その中で、従来、変わっておりま

した部分につきましては、まほらの湯につきましては、機械器具等の修繕工事等につきまして

は、２０万円以上のものを町のほうで責任分担するということで、かじかの湯につきましては、

１００万円以上というような違いがありました。これにつきまして、合併しまして、同じよう

にということの中で、かじかの湯につきましても、平成２２年度から、まほらの湯と同じよう

に、２０万円以上というふうに年度協定の中で変更させてもらっております。あとは基本協定

のほうは、そんなに変わらない内容だと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ６番、齊藤欽也君。３回、済んでおります。 
〇６番議員（齊藤欽也君） 

 次に、項目が変わります。 
 １３ページの地域自立支援協議会運営強化事業費、５０万円とありますけども、この事業内

容と５０万円の財源内訳が分かれば、お願いしたいと思います。障害者福祉費ですけども。扶

助費という形になっているんですよね。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 福祉保健課長、深沢和利君。 

〇福祉保健課長（深沢和利君） 
 お答え申し上げます。 
 この内容につきましては、自立支援に関わります内容でございますが、地域自立支援協議会

運営強化事業ということで、５０万円を計上させていただきました。これにつきましては、峡

南の５町で運営しております峡南地区の地域自立支援協議会で、事業を実施しておるわけでご

ざいますが、今回、この５０万円につきましては、峡南地域の障害者のための社会資源のマッ

プを作成するという経費でございまして、これは国のほうから１０分の１０、補助金がまいり

ます。いったん、町に入りますけども、この協議会のほうに交付をさせていただきます。 
 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） 
 社会資源マップという、私、勉強不足で聞きなれないんですけども、どんなものなんでしょ

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） 

 お答え申し上げます。 
 障害者の社会資源のマップでございますけども、障害者のための自立支援を推進するための

施設ということで、わかば支援学校、あるいは通所介護施設とか障害者が通う施設、あるいは

入所する施設等をマップで作成しまして、それを障害者の方にお渡しする、そういう内容でご

ざいます。 
 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） 
 分かりました。次に、最後にしたいと思います。 
 １１ページ、町民憲章碑設置費３００万円、これは町民憲章を碑にするということだろうと

思いますけども、この碑の内容といいますか、聞くところによると、旧増穂町にあった碑を削っ

て、経費節減も込めてやるというような話なんですけども、それでよろしいんでしょうか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 企画課長、志村廣文君。 
〇企画課長（志村廣文君） 

 齊藤議員のご質問にお答えします。 
 今、議員さんの言われたとおり、石が黒御影石のデルファーストという、ちょっとこのへん

にないような石なもので、合併のときにもったいないということで、将来、使えることがある

んではないかということで、実はあの石をとっておきました。とっておきまして、厚さが３３セ

ンチメートル、３メートルの１．７メートル、結構大きいもので、使い道があるということで、
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それをとっておきまして、厚さが３３センチメートルあるので、削れば使えるんではないかと

いうことで、その石を使って、町民憲章碑を作っていきたいと考えておりますので、今回、そ

の工事費として３００万円を盛らせていただきました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ６番、齊藤欽也君。 

〇６番議員（齊藤欽也君） 
 これを、わざわざお聞きしたのは、私の信条的な思いがあるもので、お聞きしたと。という

のは合併したので、これは新しい町になったんですけども、やはり文化的な意味合いがあるの

かなと、旧増穂町の町民憲章の碑というのは。できれば、なんらかの形で保存してほしいなと

いう思いがあります。こうやって予算にも盛られ、いろんな話も伺っておりますけども、私の

旧町に対する郷愁の思いもありますけども、なんとか残す方向がとれないのかなということと、

志村町長は常々、さらなる合併でいきたいと。その道筋もこの４年間でつけたいということを

おっしゃっておりまして、もうちょっと別の形で、安価な形で町民憲章碑が設置される方向が

とられれば望ましいかなと、私は思っておりますけども、その点についてお伺いします。最後。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 齊藤議員の町民憲章碑の設置についての考え方ということで、お答えさせていただきます。 
 現在、旧増穂町であった碑は倉庫に入れて、保管をしております。非常に大きなもので、重

さも相当あります。これを活用しながら、また富士川町の碑を作っていこうということで、再

利用を提案させていただいております。 
 町民の皆さんの中にも、前の碑をとっておくべきだという人もいます。ただ、とっておいて

も飾るところもないし、そしてまた、今のような保管をしておきますと、相当、倉庫の中も広

いスペースをとりますので、できれば先人が作ってくれた碑を使いながら、新しい町として、

町民憲章ですので、それをまた町の一等地に飾りながら、全員の町民の皆さんに見ていただき

ながら、いい町をつくっていければと思っております。 
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） 

 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。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今の齊藤欽也議員の質問の中で思ったもので、急きょ、質問させてもらいます。 
 先ほど合併推進費の町民憲章の設置工事ですけども、これ前回、撤去した業者が随契でその

まま工事を請け負うのか、それとも新たに指名競争入札でどこか業者に出すのか、そういう業

者の選定のほうは、どのようにするんでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 企画課長、志村廣文君。 

〇企画課長（志村廣文君） 
 長澤健議員のご質問にお答えします。 
 競争入札でやりたいと思います。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 分かりました。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。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５５号から第６３号までに対する質疑を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第１４ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取得についてを

議題とします。 
 これから、議案第６４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 ２番、長澤健君。 

〇２番議員（長澤健君） 
 今回、青柳団地と鰍沢団地の取得ということで、両方合わせて１６０戸ありますけども、今

現在の入居状況と、また今度、１６０世帯を入居させるということで、非常に全部入ってもら

えば、本当に富士川町としては喜ばしいわけですけども、ただ非常に厳しいと思いますけども、

その入居率を上げる手法を聞きたいと思います。 
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、長澤議員さんのご質問にお答えいたします。 
 増穂宿舎、青柳団地になりますけども、現在２８世帯。それから鰍沢宿舎、鰍沢団地になり

ます。こちらのほうは、４６世帯の方が入居されております。この方たち、引き続き入居され

るような形になると思われますけども、そのあとＰＲにつきましては、今現在、入居している

方たちは、今後、準備行為という形で、条例の中で、附則で規則を規定させていただいており

ますけども、その中で手続きをさせていただきたいと思っておりますし、またＰＲとしまして

は広報誌、それから町のホームページ、そういうものに掲載して募集をかけていくような形を

とらせていただく予定でおります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ２番、長澤健君。 
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〇２番議員（長澤健君） 
 ＰＲは分かりましたけども、この１６０戸を全部埋めるのは非常に厳しいと思いますし、僕

らの世代、若い世代の結婚をして、新たにそこに入ろうかなと思う若者はたぶん、あまり入ろ

うと思わないと僕は感じていますので、ぜひ全戸が埋まるように努力をお願いします。 
 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。 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ２点、お願いいたします。 
 まず１点、取得した物件の耐震構造、これはあるんですか、ないんですか。その点、１点。 

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） 
 保坂議員さんのご質問にお答えいたします。 
 鰍沢団地につきましては、昭和６３年度の建築の物件でありますので、これは耐震上、問題

ない。５６年以前の建物については建築基準法が改正前でありましたので、それ以降の建物で

すので、まったく問題がないということと、それから増穂第２のほうですけど、青柳団地につ

きましては、建設年度が昭和５３年度ということですけども、これにつきましては、これと同

等の建物につきまして、雇用促進の機構のほうで耐震の診断をしておりまして、問題がないと

いう、そういうご報告を受けております。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 ありがとうございました。入居者の安全・安心が確保されているということで安心しました。

ありがとうございました。 
 次にだいぶ、新品の建物ではありませんので、改修費など、これからのランニングコストな

んかが、かなりかかってくるんではないかと思います。それの予測的なご意見があれば、大変

ありがたいと思います。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 ただいまのご質問ですけども、当面、先ほど町長のほうからもお話がありましたように、

１０年間、雇用促進の住宅として活用するという契約内容であります。それで、まだ鰍沢団地

についても、まだ鉄筋コンクリートの造りで、昭和６３年度の建築、建物です。それから青柳

団地につきましても、５３年度の建築物ということで、私どもも中の建物関係、確認をさせて

いただいておりますけども、大きな構造物の屋根とか、そういう部分については、補修なんか

もしていただいておりますし、あと入居しているところはできないわけなんですけども、空き

部屋につきましては、中の関係の修繕、そんな大規模なことではないんですけども、そういう
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ふうなことを、今から４月までの間に機構のほうでやっていただくことになっております。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 １５番、保坂實君。 

〇１５番議員（保坂實君） 
 よく分かりました。大変、ありがとうございました。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。 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 ちょっと、私も分からない部分があって質問するんですが、条例のときに課長から、こうい

う例は、ほかの市町村でもあるという話がありましたけども、雇用促進住宅が何年か経ったあ

と、市町村で譲り受けるというのはなんらかの、そういうふうな慣習というか、どこかの制度

というか、そういうものがあるんでしょうか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 では、井上議員さんのご質問にお答えいたします。 
 これにつきましては、雇用促進住宅はこれまで、その移転就職者の生活の安定、それから福

祉の向上、労働力の確保というような観点で社会に貢献してきたわけなんですけども、平成

１３年の１２月に特殊法人の整理合理化計画、こういうものが閣議決定されました。それに伴

いまして、独立行政法人の雇用・能力開発機構におきまして、現在の入居水準が可能な限り維

持できるということを主眼に、地方公共団体への売り渡しを積極的に進めてきたというような

状況があります。そのような背景の中で、私ども富士川町で、その２棟につきまして購入する

という形になりました。 
 以上です。 

〇議長（望月邦彦君） 
 ７番、井上光三君。 

〇７番議員（井上光三君） 
 先ほどの入居率が、その中で５０％もいっていないような入居のものですね。それを１億円

以上かけて買うということは、非常に高い買い物というふうな思いがするんですが、私は町全

体で住環境整備というのを考えていくんであれば、実は対話集会が各地で行われて、その中で

人口が大変減っている地域、私も穂積地区ですから、穂積地区でも穂積地区にこういった町の

施設を造ってほしいと。住宅ですね。ほしいということ。それから各地、特に教育厚生では学

校の保護者との話し合いもしているんですが、中部地区へ行きましたら、保育園も閉鎖されて

いると、小学校も危ないと。こういうところで住宅を整備してほしいと、住環境を整備してほ

しいという話も大変ありますので、全体的にこういう高い買い物をするんであれば、そういっ

たところに新しい住宅を建てるというほうがいいのかという思いがしたので、そういった質問

をしたんですけれども、これは今後の総合計画の中で、またいろいろ検討していただくという

願いを込めまして、質問を終わります。 
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 以上です。 
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） 
 それでは、一番最初に確認しておきたいのは、この売買契約書を見ると、本契約が有効にな

るときは、この議会で議決されたときには、この契約は本契約になると。そうすると、３０日

以内に雇用促進のほうから、雇用・能力開発機構のほうから請求書が送られてくると。そして、

その金額を納めると、売買の所有権が移転するわけですよね。引き渡しがあったとするわけで

すよね。そうすると、その時点では、もう所有は富士川町の名義になるわけですけども、先ほ

どの建設課長さんの説明だと、それ以降、雇用・能力開発機構のほうで内装については改修し

ていただけるということですけども、この契約では、それが読み取れないんですけども、それ

はあくまでも信頼関係に基づいて契約するということでよろしいんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 そのとおりです。議員さんのおっしゃるとおり、信頼関係の中で実施させていただいており

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） 

 それもいいんでしょうけども、この１億円からのお金で、不動産を購入するのであれば、や

はりそれは契約の中に、しっかりと特約でも結構ですから、明記すべきだと思うんですよ。そ

の信頼関係というのは、誰が担保するんですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 すでに、やはり入居者の説明会とか、そういうものを実施しなければならないから、今の時

期になっているというところもあるんですけども、そういうふうな説明会とか、そういう中で、

私どもと機構と、そういうお話をしておりますので、その役場と機構だけではなくて、その入

居されている皆さんも含めた中で、そういう説明会をして、これから模様替えなんかの工事に

入るということで、今、機構のほうでも、そういう準備を整えておりますので、そのへんは文

書でのやりとりをしております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 では、その文書をぜひ、資料をたぶん、今、お手元にお持ちではないと思いますので、後日、

議会のほうに確認のためにお見せいただきたいと思います。 
 それでは２番目に移りますけども、現在、入居されている方を引き続き入居させるという前
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提で、これを購入して、１０年間、使用してくださいということですけども、現在、住んでい

る方で、家賃について、滞納状況はどんなふうになっているのか、お伺いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 今、調査をしている段階であります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 すでに契約を、判断を議会としては迫られているわけですよね。そこで、まだ調査している

というのはおかしいんではないですか。これだけの入居者を、さっき説明がありましたよね、

あと残りが２８と長澤議員の説明であって、それだけの入居者の方がいて、それだけの方は済

ませなさいと。その中で、住んでいる方が滞納しているのかどうかが、まだ把握できていない

なんてことは、おかしいではないですか。では、もし住んでいて、滞納している人もこのまま

引き続き住んでもいいよということであれば、誰がそのお金は、家賃を回収するんですか。誰

が責任を持ってやるんですか。では判断は、あなたは悪いけども退去してほしいと、誰が判断

するんですか。当然、把握した上で、議会へこういった契約書を出すというのは、契約書を議

会に諮る全体として、その基礎データを、数値的に客観的に把握できるように提供するなんて

ことは当然の義務ではないんですか、当局の。 
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） 

 家賃の滞納につきましては、３月までは機構が責任を持って、機構のほうですべて処理をし

ていただくということになっております。 
〇議長（望月邦彦君） 

 ３番、秋山貢君。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 今、われわれ議会が判断を迫られているのは、この契約書に基づいてです。この文面からいっ

て、３月までに能力開発機構がやりますなんて文面はどこにあるんですか。何条にあるんです

か。説明をお願いします。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 この契約の中ということではありませんけども、管理の条例の中でも４月１日から私ども富

士川町で管理していくということになっておりますので、それ以前のものにつきましては、機

構のほうで精査して、対処していただけるということであります。 
〇議長（望月邦彦君） 

 秋山貢君、４回目に入っています。 
〇３番議員（秋山貢君） 

 そうであれば、われわれはこの契約書に基づいて、この契約書がいいかどうか判断するだけ
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なんですね。そんな文書で別にあるとか、そういったもので、この契約を判断するわけにはい

かないわけではないですか。それであれば、この売買契約書にそういった条項を盛り込んで、

間違いなく、そういったことを実行するという、担保をとった内容にするというのが、僕は契

約の当然の内容だと思うんですよ。ぜひ、こういった１億円からのお金を使うであれば、その

点を議会に、安心してくださいと、こういうふうにこの条文で、こういうふうに担保されてい

ますということを盛っていただかないと、とても危うくて、人の言葉なんて、今の政府を挙げ

ては申し訳ないんですけども、どこまで信用できるかなんてことは分からないわけですよ。例

えば裁判になったときに、何が一番有効になるかというと、やっぱり売買契約書だと思うんで

すよ。ぜひ、そのへんは建設課長さんも十分、ベテランな課長さんなので留意をお願いしたい

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。 
 私も非常に大きな買い物なので、これだけの慎重な、質問がいろいろ出てくるのは当然だと

思って、職員の方たちもお願いしたいんですけども、先ほど長澤議員のほうから入居率という

ことで、増穂は２８世帯が入っているということでいいんですね。これは長沢の、今、雇用促

進がありますよね。その方たちが、あそこを退去するにあたっても、そちらのほうに移ってい

ただくということを見越しての数字ですか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 建設課長、堀内尚巳さん。 
〇建設課長（堀内尚巳君） 

 市川議員さんの、ただいまのご質問にお答えいたします。 
 この増穂第２宿舎に現在、２８世帯が入居されています。それから、あと鰍沢に４６世帯と

いうことで、今、長沢のほうの宿舎のほうには、現在２９世帯、１０月末現在ですけど、入居

されております。それから、この２８と４６世帯ですけども、これは１年前に、富士川町が購

入するという形で、機構のほうに回答してから募集をしておりませんので、こういう形で推移

をしているわけなんですけども、まったく、売買を購入するという判断をした以降は、機構の

ほうでも新たな募集という形をとっておりませんので、今の現状の人たちということだけで、

入居を今、２８と４６世帯ということになっております。 
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） 

 普通、これは公共的なものですから、入居率とかというのは、それも福祉だということで考

えれば、許される部分も若干あるとは思うんですけども、私たちは選挙のときでおうかがいし

たりしていましたけども、非常に空き部屋が多いなと思っていました。普通こんなことでは、

アパート経営とか、そういうものは成り立たないんだろうなと。でも県が雇用ということでや

る分なら、それはそういう意図があるんだからということで、私も理解していましたけども、

だけど実際、今度、これが町のものになったときに、こういうものを購入するということであ
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れば、今の入居率の低さは何が原因だと思いますか。 
〇議長（望月邦彦君） 

 町長、志村学君。 
〇町長（志村学君） 

 市川淳子議員の入居率についてのご質問にお答えします。 
 この雇用促進住宅につきましては、平成１９年にこんな話がありまして、旧増穂町、旧鰍沢

町におきましても、議会にお諮りをしながら、買うという方針を決めて、雇用・能力開発機構

とここまで詰めてきたわけです。当時はもうちょっと、長沢団地にも入っていたと思うんです

が、今、両方合わせて、３団地、１０３世帯あります。 
 両町で入りますと、増穂町においては長沢はいりませんけども、青柳団地は買いますという

のは、長沢の人たちを、当時、青柳団地だけでは全部、吸収しきれませんでした。片方で合併

の話もありましたから、青柳団地に入れない部分は、鰍沢の団地に入れてくださいということ

で、この町、両町に住んでいる皆さんに住居が困らないようにということで、この２団地を買

うことにしております。そういうことから雇用促進住宅といいますか、ここを管理しています

雇用・能力開発機構のほうも、そういった売買が片方で進んでいるものですから、それ以降、

入居の募集をしておりません。これを今度、富士川町が両団地を買い取って、今度は町有団地

として管理をしていくわけでありますけども、この富士川町にある町営住宅も非常に老朽化し

ております。今議会でも深澤議員さんからありましたように、西ノ入団地、あるいは鬼島にあ

る団地、鰍沢の中学校の東側にある団地、ここらについても、梅林の団地もそうかもしれませ

んが、退去者がいれば、もう撤去をしていかなければならないという状況にあります。町のほ

うも、住宅のマスタープランをつくりながら、またそういったものを今後、どういうふうに活

用していくかということをやっていくんですが、そういうことを考えれば、今後、この明年４月

からは町有施設になりますので、町のほうで募集をかけていけば、今の町営住宅も待機者がい

るぐらいでありますので、民間と比べれば安価な家賃で利用できると思いますので、先ほど言

いましたように、募集のほうは広報、あるいはホームページ等を使いながらやっていけば、入

居者は入ってくるものと思っております。また入らなければ入らないで、全町を挙げて、また

町民の皆さんにも、さらなるＰＲをしながら、活用していただければと思っております。 
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） 

 今の町長の答弁で、入居者はあるだろうという、その見込みで、もちろん購入ということを

提案しているんだというお話だったと思います。それを聞いて、少しは安心をしたんですけど

も、先ほど秋山議員がおっしゃいました質問の中で、県のほうの滞納、どのくらいの人たちが

しているのかということは、全然把握していませんというようなお話だったんですけども、そ

ちらの・・・それで、ここに先ほど条例がということでありましたけども、例えば敷金が３カ

月、あるいはその家賃が３カ月滞納すると、出て行ってもらうような内容になっていますね。

そういうところも考えますと、今までお入りになっていた人たちの状況がどういう方たちの、

支払い能力があるかということもしないと、必ず、その人たちが入ってくれるというか、入る

資格があるということまでも分からないではないですかね。そこらへんはいかがでしょうか。 
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〇議長（望月邦彦君） 
 町長、志村学君。 

〇町長（志村学君） 
 今、雇用・能力開発機構が管理をしておりまして、私どもにもそういったところは聞きたい

わけでありますけども、まさに個人情報になります。誰がいくら滞納しているか。町でも、町

の滞納者は誰だと聞かれても、これは議員さんでも言えない部分があります。そして雇用・能

力開発機構からいけばお客さんなんですね、入居者は。その人たちの滞納状況を、どんどん出

すというわけにはいかないと思います。 
 先ほど建設課長が言いましたように、３月３１日までは雇用・能力開発機構が管理をしてい

きます。そして４月１日から富士川町のものとして管理をしていくんですが、今回の契約書の

中も、この契約が生かされるのは、今議会で議決された以降、本契約となってくるんですが、

今度、請求書がくるわけです。契約書がありますから。この請求書を受け取って、うちが払う

のは来年の３月３１日に払うということですから、そこまでは雇用・能力開発機構がいろいろ

入居者のこともすべてやることになるわけです。今、いる人たちをもともと富士川町分ですか

ら、これは特例を設けながら、そのまま移っていただくようになりますが、新しい人たちにつ

いては、新しい管理規定の中で、所得を確認させていただいたり、今度、私どもが管理をする

ようになれば、先ほど議員さんが言うように、３カ月滞納があれば滞納整理をしたり、あるい

は退去命令を出したりということもあると思いますけども、今はまだ雇用・能力開発機構の品

物でありまして、あそこがすべてやっているものですから、なかなか、本来はそういう部分を

調べたいとしても、完全に調べられるかどうか、そこらへんは分からないところもあります。

一日も早く調べて、今回の議会でこういうことが言えればいいんですが、固有名詞は除いても、

そこのところはなかなか、機構のほうでも教えてくれないという現状があります。しかし明年

の４月１日からは富士川町がしていきますので、雇用・能力開発機構のほうとは縁も切れます

から、富士川町の町有住宅として、しっかり管理していこうという条例を、今議会に併せてお

願いしているところです。 
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） 

 これで３回目なので終わりますけども、非常にこれだけの大きな買い物をするにあたっては、

判断が難しいというか、非常に資料が少ないというか、立場もすごくよく分かりました。分か

るんですけども、非常に難しいなという思いがしました。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、議案第６４号に対する質疑を終わります。 
 なお、議長より当局に申し上げます。 
 質疑に対する答弁資料を確実に用意しておき、議場で答弁できるように望みます。 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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 本日は、これにて散会とします。 
 ご苦労さまでした。 

 
散会 午後１２時４０分 
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平成２２年第３回富士川町議会定例会（４日目） 

 
平成２２年１２月１６日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 請願第１号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上

を図るための請願について 
日程第３ 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定について 
日程第４ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第５ 議案第５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条

例について 
日程第６ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

２号） 
日程第７ 議案第５６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２号） 
日程第８ 議案第５７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２号） 
日程第９ 議案第５８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２号） 
日程第１０ 議案第５９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２号） 
日程第１１ 議案第６０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２号） 
日程第１２ 議案第６１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２号） 
日程第１３ 議案第６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正

予算について（第１号） 
日程第１４ 議案第６３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２号） 
日程第１５ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取得

について 
日程第１６ 意見書案第２号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上

を図るための意見書提出について 
日程第１７ 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１８ 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 

 １２８



日程第１９ 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２０ 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 
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 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 
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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３回富士川町議会定例会第４日の本会議に、議員各位には大変お忙しいところ、

ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また本会議、委員会にと慎重にご審議をいただき、第３回定例会も本日が最終日となります

が、ご審議のほどよろしくお願いします。 
 ただいまから、平成２２年第３回富士川町議会定例会第４日の会議を開きます。 

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

 この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 
 議長から報告します。 
 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 
 本日の会議に、説明員として出席通知のありました者の職氏名は、先の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、追加案件として意見書案１件、閉会中の継続調査４件が提案されています。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 
 次に１２月１３日に各常任委員会が開催されましたので、委員長報告を行います。 
 はじめに総務常任委員長、報告してください。 
 委員長、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） 
 次に教育厚生常任委員長、報告してください。 
 委員長、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） 
 続いて産業建設常任委員長、報告してください。 
 委員長、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、各常任委員長の報告が終わります。 
 次に審査に先立ちまして、先日の質疑の折、答弁保留および資料の提出を求められている件

について、発言を求められていますので、これを許します。 
 建設課長、堀内尚巳さん。 

〇建設課長（堀内尚巳君） 
 １４日の質疑におきまして、秋山議員さんからご質問のありましたことにつきまして、お答

えをいたします。 
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 一般会計補正予算、ページが２０ページになりますけども、その１７節と２２節につきまし

て、補正内容につきまして、ご説明をさせていただきます。 
 まず１７節の公有財産購入費ですけども、これは６月の補正におきまして、１，７５０万円

を計上させていただき、今回、１８０万円の減額をさせていただきまして、１，５７０万円の

予算で２地権者、５筆、６００平方メートルにつきまして、用地買収を進めております。 
 それから、あと２２節の補償補てん及び賠償金のほうですけども、これは６月の補正におき

まして、４，３００万円を計上させていただき、今回、追加で３，０６０万円を補正させてい

ただきまして、合計で７，３６０万円の予算で２棟、２階建ての木造住宅で瓦葺き、２棟、

２７１平方メートルにつきまして、述べ床面積２７１平方メートルにつきまして、今回、補償

交渉を進めております。すでに１地権者、２筆、それから１棟につきましては、契約を完了し

ているところであります。 
 それから、やはり２０ページの青柳１１号線につきまして、ご説明をさせていただきます。 
 青柳１１号線につきましては、道の駅へのアプローチということで、今回、新しく、今年度、

整備を進めているところでありますけども、約、延長２００メートル。幅員は現況の道路、６メー

トルを使いまして、１７メートルの幅員で整備改良を進めていこうという計画であります。す

でに９月に地元の説明会を実施しまして、現在、測量設計につきまして、業務委託をしている

ところであります。面積等はまだ、業務委託中ですので、確定した面積は出てきてはいないん

ですけど、おおむね用地、それから耕作地の補償を含めますと、計画ではやはり４千万円ほど

を考えております。今回、国の交付金の追加配分がありまして、そのうちの２千万円を今回、

補正させていただきました。約、地権者は１７地権者、１９筆ございます。そこにつきまして、

今回、その半分ほどを、今回の２２年度におきまして補正をさせていただいて、早期着手をし

ていきたいということであります。 
 それから、あと契約案件に対しますご質問につきましては、資料のほうを配布させていただ

いて、説明に代えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 以上であります。 

〇議長（望月邦彦君） 
 答弁を続けます。 
 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） 
 先日、やはり１４日の質疑の際の、永井議員さんの補正予算書、１４ページ、３款民生費の

２目児童措置費でございますが、その中の扶助費、子ども手当の部分で４７９万７千円の増額

補正に関しまして、町の子どもの数が増えたのかというふうなご質問だったかと思いますが、

それにつきまして、お答えをいたします。 
 子ども手当につきましては、子ども手当の支給に関する法律によりまして、公務員の子ども

につきましては、それぞれの所属官公署で支給することになっていますから、本年６月、本予

算の計上の際に、本町に在住いたします国、県、市町村等の公務員の子どもの数を推測し、対

象児童数から差し引いて積算しております。その際、見込み違いがございまして、支給対象児

童数の数が実数より少ない、延べ１万９，４５６人ということで計上しておりました。今年６月

と、それから１０月に実際に支給してまいりまして、来年２月の支給対象児童数を精査いたし

ましたところ、今補正で計上させていただきましたほどの延べ児童数、具体的には３６９人で
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ございますが、不足する見込みであるということで、補正をいたしました。 
 住民基本台帳に登録されております児童数は、ゼロ歳から１４歳までの児童数で比較してみ

ますと、４月当初、２，１１７人に対しまして、１２月１日現在、２，０８１人と３６人、減

少しております。したがいまして、当初の対象児童数の見込み違いにより増額するものでござ

いまして、町の子どもの数が増えたということではございません。 
〇議長（望月邦彦君） 

 以上で、答弁を終わります。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（望月邦彦君） 
   日程第２ 請願第１号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請

願についてを議題とします。 
 去る１２月１０日の本会議で、教育厚生常任委員会へ付託しました請願第１号について、教

育厚生常任委員長から請願審査の報告を求めます。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 請 願 審 査 報 告 書 の 朗 読 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 教育厚生常任委員長の請願第１号の審査報告が終わりました。 
 これから、請願第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の委員会審査報告に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、請願第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、請願第１号の討論を終わります。 
 これから請願第１号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための

請願についてを採決します。 
 請願第１号に対する委員長の報告は、採択です。 
 この請願は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第１号は教育厚生常任委員長の報告のとおり、採択とすることに決定しま

した。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第３ 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定についてを議題とします。 

 これから、議案第５２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５２号の討論を終わります。 
 これから日程第３ 議案第５２号 富士川町有住宅管理条例の制定についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５２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４ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 
   日程第５ 議案第５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 以上の２議案は条例改正案件でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５３号および第５４号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５３号および第５４号の討論を終わります。 
 これから日程第４ 議案第５３号 富士川町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５３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５４号 富士川町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（望月邦彦君） 
   日程第６ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第２号） 
   日程第７ 議案第５６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

２号） 
   日程第８ 議案第５７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２号） 
   日程第９ 議案第５８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

２号） 
   日程第１０ 議案第５９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

２号） 
   日程第１１ 議案第６０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

２号） 
   日程第１２ 議案第６１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２号） 
   日程第１３ 議案第６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事共同設置特別会計補正予算につい

て（第１号） 
   日程第１４ 議案第６３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２号） 

 以上の９議案は補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 これから、議案第５５号から第６３号を一括して討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、議案第５５号から第６３号までの討論を終わります。 
 これから日程第６ 議案第５５号 平成２２年度富士川町一般会計補正予算について（第

２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５５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５６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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５６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５７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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７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５８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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５８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５９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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５９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６０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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６０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６１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２号）を採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６１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６２号 平成２２年度峡南地区充指導主事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。 
 したがって、議案第６２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６３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２号）を採決します。 

 １３５



 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６３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１５ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取得についてを

議題とします。 
 これから、議案第６４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６４号の討論を終わります。 
 これから日程第１５ 議案第６４号 雇用促進住宅「増穂第２宿舎」及び「鰍沢宿舎」の取

得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６４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１６ 意見書案第２号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るた

めの意見書提出についてを議題とします。 
 意見書案第２号の提出者の説明を求めます。 
 委員長、秋山貢君。 

〇３番議員（秋山貢君） 
―――― 意見書の提案理由朗読説明 ―――― 

〇議長（望月邦彦君） 
 秋山委員長、しばらくお待ちください。 
 以上で、教育厚生常任委員長の意見書案第２号の提案理由の説明が終わりました。 
 これから、意見書案第２号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号に対する質疑を終わります。 
 秋山委員長、ご苦労さまでした。 
 これから、意見書案第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 以上をもって、意見書案第２号の討論を終わります。 
 これから日程第１６ 意見書案第２号 教育予算を拡充し、教育の機会均等及び水準の維持

向上を図るための意見書提出についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書案第２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 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１８ 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１９ 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２０ 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件でありますので、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。 
 各常任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。 
 短い期間ではありましたが、議員各位には慎重かつ熱心なご審議をいただき、ここに無事閉

会できますことを厚く御礼申し上げます。 
 また町長以下、町の執行部の皆さまにおいては議案説明、答弁、委員会にご協力いただき、

ありがとうございました。 
 今年も残すところ、あと２週間余りとなりました。皆さま方におかれましては、季節柄くれ

ぐれもご自愛の上、輝かしい新年をお迎えくださいますようお願い申し上げ、平成２２年第３回

富士川町議会定例会を閉会します。 
 ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１０時５０分 
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